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岐阜県の池沼および湿原におけるトンボ目

小　森　広　光

TheDragon－fliesFoundonthePonds，Swamps

andtheMarshyFieldsinGifuPref．

Hiromitsu KoMORI

l．はじめに

池沼や湿原についてのトンボ類の調査は，県下を総合的に調査した浅井他（1982，岐阜県の昆虫）

の調査地点とかなり重複するが，今回は新しく荘川村山中峠，土岐市相野，可児市五斗蒔，御嵩町

大久後、瑞浪市日吉の5か所を追加した。

トンボ類と深いかかわりをもっている池沼や湿原は，開発の名のもとにどんどん少なくなってい

る。中には絶滅に近い貴重な種も含まれている。この時期に湿原に生息するトンボ類の実態と生息

環境の状況把握のために本調査を行った。

本文に入るに先立ち，同定でお世話になった美濃教育事務所社会教育主事　紫田佳華氏に対して

お礼申し上げる。

2．調査地点及び調査方法

（1）調査地点

A・河合村天生湿原　J・上宝村十三墓湿原　〇・白川村大窪沼

H・高根村ちんまが池　Y・荘川村山中峠湿原　M・白鳥村問ガ池

U・富加町生首池　OK・御嵩町大久後

T・土岐市土岐青少年の家　T。・土岐市土岐商裏　K・土岐市桶野

G・上岐市五斗蒔　Om・可児市大森　R・瑞浪市電吟湖

B・瑞浪市弁財天の池　N・中津用布根ノ上高原

調査地は図1に示すように16か所である。その

内訳は，飛騨地区5か所，郡上地区1か所，中濃

地区1か所，東濃地区9か所である。この中で湿

原を伴わないところは，相聞ケ池と弁財天の池の

2か所である。

調査地点の概略

①　河合村天王湿原（A）

標高約1400mに位置し，周囲にブナ林をもつ典

型的な高層湿原である。そこには豊富な植物がみ

られ，自然環軽がよく保存されている。

②　上宝村十三墓湿原（J）

標高約980mに位置し，貴重な高層湿原の1つで

ある。山すそのなだらかな斜面にあり，ザゼンソ

ウやミツガンワなどがみられる。

③　白川村大窪沼（0）

標高718m，周囲が2100mの広さの沼に，ミズゴ

ケやスゲ類が繁茂し，沼の南部にはミズバショウ

の群生がみられる。最近，池の周りに道路をつけ

るなど開発が進んでいる。

＊地名については，一般的に呼ばれている名称を用いた。
＊湿原の中には湿地を含む。中濃・東濃地方では湿地を使用した。
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④　高根村ちんまが池（H）

長野県との県境付近にある標高1400mの高原である。シラカバ林で囲まれた高層湿原である。ミ

ズゴケやコウホネなどがみられる。

⑤　山中峠湿原（Y）

標高1370m，荘川村，清見村，明方村の村境にある高層湿原である。ミズバショウの群生が見ら

れる。

⑥　白鳥町村間ケ池（M）

白鳥町前谷地内にある標高約600m，周囲をスギや雑木林に囲まれたところにある池である。池に

はコウホネやジュンサイが育ち，自然環境がよく保有されている。

⑦　富加町牛首池（U）

関市から富加町に入ったなだらかな丘陸地にある。周囲が約200mの池で北側にミズゴケ湿地が

ある。池にはコウホネやジュンサイがみられる。

⑧　御嵩町大久後（OK）

御嵩町のこのあたり一帯は，なだらかな丘陵地になっていて，湿地や沼がところどころに残って

いる。東濃地域一帯の湿地は，地表面近くの粘土が，不透水層を作り，その上に出来あがってい

る。

周囲が約300mの長方形をした湿地にはスゲ類があり，その隣に池がある。標高約400mである。

⑨　土岐市青少年の家（T）

定林寺湖，園戸池の回りに谷川に沿って湿地がある。夏期にはスゲ類で一面に覆われるが，ミズ

ゴケやモウセンゴケ，サギソウなども見られる。

⑲　土岐市土岐商業高校の裏（T。）

土岐商の裏の谷川を少し登った南向きの斜面に湿地が広がっている。ミズゴケ等が持ち去られ，

裸地になっているところが多い。標高約200mの丘陵地にある。

⑪　瑞浪市電吟湖（R）

釜戸から竜吟の七滴を登った所に，人造湖である竜吟湖がある。標高約440mの湖の周辺の谷筋に

は，湿地が点在している。ここでもミズゴケが持ち去られ，裸地になっている所が多い。

⑫　土岐市相野（K）

この湿地は相野温泉が近くにあり，道路から近くにある。標高約440mである。ミズゴケが豊富で

シラタマホシクサが見られる。最近，湿地の半分程が埋め立てられたが，是非残したい所である。

⑬　中津川市根ノ上高原（N）

恵那市と中津川市との境にあり，根ノ上潮と保古ノ潮の2つの大きな人造湖がある。標高約900m

の湖の周辺には，湿地が点在している。

⑭　可児市大森（OM）

標高約140mの平地にある用水池の上流部に湿地がある。周囲に住宅や道路ができつつあり，水源

の変化などで　湿地も影響を受けるものと思われる。

⑮　可児市五斗蒔（G）

この付近の丘陵地は，ゴルフ場などに変わりつつある。わずかに残された谷筋に沿って湿地があ

る。ミズゴケの生育がよいが，低木が入り込んできている。

⑮　瑞浪市弁財天の池（B）

道路わざの小さな池で　古くから信仰の池として知られている。池の周辺にアシなどが繁り，水

はかなり汚れている。
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（2）調査方法

捕虫網を用いて成虫を採集した。
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3．調査結果

本調査では9科41種を採集した。

寒地性種としては，エゾイトトンボ，ルリイトトンボ　カオジロトンボ　ムツアカネ，アオイト

トンボ　コサナ工，ルリボシャンマ，オオルリボシャンマ，タカネトンボ　ヨツボシトンボなどを

採集した。

分布上注目すべき種としては，エゾイトトンボ　ルリイトトンボ　カオジロトンボ　ムツアカネ

があげられ，これらの種は生息地が極めて限られている。

エゾイトトンボ　岐阜県が分布西南限である数種のうちの1種である。♂は第2腹節背面にス

ペード状の黒斑をもち　第1－4節の大部分が水色である。主として，山地や寒冷地などの池沼や

湿原に生息する。県内ではこれまでに，上宝村平湯，高根村日和田，河合村天生，白川村大窪沼で

生息が確認されている。出現時期は6－7月である。天生湿原と大窪沼で採集し，また天生では池

堀に生えるミツガンワの周囲を，大窪沼では，岸辺の木陰のスゲの間にいるのを目撃した。

コサナエ　石田（1969）によれば　東北日本系の種類で　太平洋岸では静岡県の富士川あたりま

で見られるが，内陸部及び日本海側の分布境界があまりよくわかっていないということである。県

内では蛭川村一ノ瀬，朝日村見座，上宝村十三墓，白川村大窪沼に生息が礁認されている貴重な種

である。十三墓湿原と大窪沼で採集した。

ルー）イトトンボ　♂は鮮やかな青白色をして美しい。♀は暗い暗緑色である。本州の高山帯の湿

原や池沼などに生息する。県内では，高根村日和田，白鳥町石徹白，前谷で記録がある。前谷地内

にある村問ケ池で採集し，池の東側のスゲの間にいるのを目撃した。

カオジロトンボ　顔面は乳白色で体は黒色をしており，腹部の暗赤色が目立つ。酸性度の高いミ

ズゴケの生えた高層湿原で発生する。県内では高根村日和田，北の俣岳の記録はあるが，今回天生

湿原で採集した。天生湿原のPHは，ミズゴケの生えている表面近くでは，4．8－5．6であり，酸性

度が強い所に生息している。

ムツアカネ　小型のアカトンボである。♂は成熟すると全体に黒色になる。わが国では北海道及

び本州の高地に分布するが，産地は局限的である。県内では高根村日和田で記録がある。今回8月

28日に採集し，9月7日の調査では姿を見かけなかった。

暖地性種としては，ポッミイトトンボ　ホソミオツネントンボ　フタスジサナ工，ショウショウ

トンボ　ウスバキトンボ　コシアキトンボなどを採集した。

ハッチョウトンボ　わが国最小のトンボである。♂は成熟すると真赤になって美しい。幼虫は，

モウセンゴケやミミカキグサなどの浸出水のある湿原に生息し，成虫はほとんどその水域から離れ

ることがない。東濃地方全体の湿地と飛騨地方の天生湿原，十三墓湿原，大窪沼でも採集した。

マダラナニワトンポ　アカトンボの仲間であるが，♂，♀とも赤くならない。わが国特産種で

本州のみに分布する。御嵩町大久後で採集し，また水たまりのある湿地の小枝が張り出した所にい

るのを目撃した。

コバネアオイトンボ　丘陵地の水草の多い池堀に発生するが，産地は局限される。金属緑色をし

た美しい種類である。土岐商業高校裏と瑞浪市弁財天の地で採集した。

今回比較的どの地域でも採集できた種は，アオイトトンボ　アキアカネ，ヒメアカネ，マユタテ

アカネ，シオカラトンボであった。
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4．まとめ

浅井他（前述）の調査によると，県内から88種が確認されており，そのうち池沼や湿原を生活圏

にしている種数は，64種（73％）である。今回の調査では，64種の64％にあたる41種を確認するこ

とができた。

また，筆者は昨年より大窪沼のトンボ相を調査しているが，今回の調査で新たに4種類を追加す

ることができた。これで大窪沼では23種が確認できたことになる。

表11982年の調査と1986年・1987年の調査の比較

番号 偃ﾘ������kﾂ�1982 ��塔b�1987 儁Hﾘb�種　　　名 ��塔"�1986 ��塔r�

1 �4ﾈ��48��6x��6x��98��7ｲ�○ ��ｲ�○ ��2�オオシオカラトンボ ��ｲ�○ ○ ��ｲ�

2 �4x��5ﾘ��48��6x6x��98��7ｲ�○ ○ ��ｲ�○ ○ ��B�ヨ　ツ　ボ　シト　ン　ボ 

3 �7���8H7ﾘ4ｨ��8�6x��987ｲ���ｲ���R�ハッチッウト　ンボ 劍�｢��｢��｢��｢�

4 �4ｨ��8���6x����98��7ｲ���ｲ���b�ミ　ヤ　マ　ア　カ　ネ 

5 �5(������5H����6�����4b���｢��｢��｢�〇 〇 〇 ��r�ナ　ツ　ア　カ　ネ ��ｲ�○ 

6 �7���8���4���8ﾘ��5H��6���4r�○ 剴���R�ア　キ　ア　カ　ネ ��ｲ�○ 

7 �4���6ｨ��8H��5h��7ﾒ�○ 剴���ヒ　メ　　ア　カ　ネ ��ｲ�○ 

8 �8ｸ8ｨ��7ｸ��5h��88��98��7ﾒ�○ 剴#��マ　ユ　タ　テ　ア　カ　ネ ��ｲ��ｲ�○ 

9 �4�4�8ｸ8ｨ7ｸ5h88987ﾒ�○ 剴#��ノ　ン　メ　ト　ン　ボ 凵� 

10 �5���4ｨ��6ﾈ��6x��98��7ｲ�○ ��ｲ��#"�コ　ノ　ン　メ　ト　ン　ボ 

11 12 �5h4�4ｨ8�6x987ｲ�5h4�8H6x987ｲ�○ ��ｲ�○ ○ �#2�ウ　ス　バ　キト　ン　ボ 

今回，16か所の調査地を回ってみて気づいたことは，湿地が埋めたてられたり，ミズゴケなどの

持ち出しで　地肌がむき出しになっていたり，湿地の水源の辺りに道路が設けられたりして，トン

ボ類が生息しにくくなってきていることである。特に飛騨地域にある高層，低層湿原については，

寒地性の貴重な種を産するだけに，環境の保全にはいっそうの工夫や配慮が必要である。

5．採集標本目録〈記載要項〉

（1）科，種の配列は，原色日本昆虫生態図鑑IIトンボ編（1969）によった。

（2）記録は，学名，和名，採集地，採集個体数，採集年月日の順で配した。

（3）採集はすべて筆者である。

（4）採集地には，付号を用いた。

A（河合村天生湿原），J（上宝村十三墓湿原），0（白JlI村大窪沼），H（高根村ちんまが池）

Y（荘川村山中峠湿原），M（白鳥町村問ケ池），U（富加町牛首池），OK（御嵩町大久後）

OM（可児市大森），G（可児市五斗蒔），T（土岐市土岐青少年の家）

T。（土岐市土岐商業高校裏），K（土岐市相野），R（瑞浪市電吟湖），N（中津川市根ノ上高原）

く目　録〉

SuborderZYGOPTERA　均麹亜目 18－Ⅴii1－1987

G；1♀，4－IX－1987

FamilyAgrionidae　イトトンボ科　　　　　2．Aciagrion hisoDaSELYS　ポッミイトトンボ

1．MortOnagγionselenionRIS　モートンイト　　　　U；3♂♂1♀，10－Ⅴ－1987；1♂1♀

トンボ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－V1－1987

N；2♂♂4♀♀，5－VI1－1987；4♂♂，　3．Cel宛glionmehnurumSELYS　キイトトンボ
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J；2♂♂，14－Vll1－1987；1♂1♀，5

－IX－1987

0；3♂♂，14－Ⅴ111－1987

H；1♂，7－IX－1987

0K；1♂1♀，3－VlH－1987；1♂2♀♀

17－Vtll－1987；2♂♂，8－IX－1987

2♂♂，21－IX－1987

4．1Schnura aSiatica BRAUER　アジアイトト

ンボ

U；2♀♀，6－IX－1987

G；1♂，4－IX－1987

T。；2♂♂，8－IX－1987

5．Cercion cahmorum RIS　クロイトトンボ

OK；2♂♂，3－Ⅴ111－1987

6．CeγCion sieboldiiSELYSオオイトトンボ

OK；2♂♂，17－ⅥI－1987；2♂♂，8－IX

－1987

7．AgrionhnceohltumSELYS　エゾイトトンボ

A；1♂，17－V1－1987；3♂♂2♀♀，

1－V1－1987；6♂♂，16－V1－1987

8．Enalhzgma deseγti ciγCuhtum SELYS　ル

リイトトンボ

M；2♂♂1♀，1－VI－1987

FamilyPlatycnerididae　モノサントンボ科

9．CobemannuhhSELYS　モノサントンボ

U；2♂♂，29－V1－1987

0K；1♂，3－Ⅴ111－1987

T；1♂，4－VI1－1987；1♂，13－Ⅴ111

－1987

FamilyLestidae　アオイイトトンボ科

10．Cの′hlbnh，SteSgmCilkIbregrmuS RIS

ポッ　ミオツネントンボ

U；7♂♂，10－Ⅴ－1987；1♂，7－V1

－1987；2♂♂1♀，29－V1－1987

T；l♂，11－V1－1987；1♂，13－Ⅹ

－1987

T。；3♂♂，10－Ⅴ－1987

R；l♂，18－V－1987

N；1♀，21－Ⅴ－1987

11．LestesspOnSaHANSEMANN　アオイトトンボ
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A；4♂♂2♀♀，20－ⅤIII一1987

H；2♂♂1♀，28－Vll1－1987；3♂♂，

7－IX－1987

U；1♂1♀，8－Ⅹ一1987

0K；7♂♂，8－IX－1987；4♂♂2♀♀

21－IX－1987；4♂♂2♀♀，8－Ⅹ

－1987

0M；1♂，18－Ⅹ－1987

B；1♂，13－X－1987

12．Lestes temporalisSELYS　オオアオイトト

ンボ

M；7♂♂2♀♀，14－Ⅴ一1987

0M；1♂1♀，18－Ⅹ一1987

R；2♂♂，13－Ⅹ－1987

B；1♂1♀，13－Ⅹ一1987

13．Lestes砂onicusSELYS　コバネアオイトト

ンボ

T。；1♂；10－Ⅴ－1987

B；1♂1♀；13－Ⅹ一1987

SuborderANISOTERA　不均超亜目

FamilyPetaluridae　ムカシャンマ科

14．71m吻ie均質pryeγiSELYS　ムカシャンマ

U；1♂，30－Ⅴ－1987；1♀，7－V1

－1987

FamilyGomphidae　サナユトンボ科

15．7mmphus mahmpus SELYS　コサナエ

J；1♂，16－V1－1987

0；2♂♂l♀，1－V1－1987；2♂♂，

16－V1－1987．

16．Tγigomphusinterl¢tusSELYS　フタスジサ

ナエ

U；2♂♂，10－Ⅴ－1987；2♂♂7－V1

－1987

FamilyCordulegasteridae　オニヤシマ科

17．AnotogasteγSieboldiiSELYS　オニヤシマ

N；1♂，18－Ⅵ！一1987

FamilyAeschnidae　ヤシマ科
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18．Gynacantha jめonica BARTENEF　カトリ

ヤシマ

OK；1♂，3－Ⅴll1－1987

19．AeschnaIunCeaLINNE　ルリボシャンマ

A；2♂♂2♀♀，20－Ⅴ111－1987；1♂，

28－Ⅴlii－1987；4♂♂，29－IX－1987

0；2♂♂，27－ⅤlIl－1987；2♂♂，14－Ⅹ

－1987

H；1♀，7－IX－1987

M；1♂，27－VliL1987

20．Aeschnanを1％u aMARTIN　オオルリボ

シャンマ

A；3♂♂2♀♀，20－ⅤⅡ1－1987

FamilyCorduliidae　ェゾトンボ科

21．」あmatochlom uchiddiFoERSTER　タカネ

トンボ

0；l♂，14－VllL1987

M；1♂1♀，14－Ⅴ－1987

FamilyLibellulidae　トンボ科

22．0γthetrum albiS砂Ium specisum UHLER

シオカラトンボ

A；1♀，20－ViIl－1987

0；1♀，27－Ⅴll1－1987

U；1♂，10－V－1987；1♂1♀，6－IX

－1987

0K；5♂♂3♀♀，17－Vlii－1987；1♂1

♀，8－IX－1987

G；16，9－V1－1987；1♂2♀♀，4－IX

－1987

T；1♂，13－Vlり一1987；1♀，18－V

－1987

T。；l♀，11－VI－1987

R；l♀，18－V－1987

N；1♀，18－Vll1－1987；1♂13－Ⅹ

－1987

23．0rihetmm j勿onicum j勿onicum UHLER

シオヤトンボ

J；1♂1♀，16－V1－1987

0；1♂1♀，1－V1－1987；1♂，16－VI

－1987

U；2♂♂，7－V1－1987

R；2♀♀，18－Ⅴ－1987

N；5♂♂1♀，16－Ⅴ－1987

24．0γihetγum tγidnguhre mehnわSELYS

オオシオカラトンボ

OK；2♂♂，3－Ⅴll1－1987

25．Libellula quadγimaculata asahiniai

ScHMIDT　ヨツボシトンボ

0；1♂，1－V1－1987；1♂，16－Ⅴ

一1987

U；1♂，7－V1－1987

26．NdnnoDjりuあgmaea RAMBUR　ハッチョ

ウトンボ

A；1♀，20－Vil1－1987

J；2♂♂1♀，16－V1－1987；2♂♂，

14－Vll1－1987

0；1♂，16－VI－1987

U；2♂♂2♀♀，30－V－1987；3♂♂

1♀，7－V1－1987；2♂♂2♀†，

29－V1－1987；2♂♂1♀，6－IX

－1987

0K；1♂，3－ⅤllL1987；1♂1♀，17－Ⅴlli

－1987；4♂♂，8－IX－1987；6♂

♂，8－Ⅹ－1987

G；3♂♂2♀♀，9－V1－1987；2♂♂

4－IX－1987

T；5♂♂，11－VI－1987；1♂，4－VI1

－1987；5♂♂2♀♀，13－VIll一1987

T。；1♂1♀，10－Ⅴ－1987；2♂♂，

11－V1－1987；1♂2　♀♀，8－IX

l1－1987

K；8♂♂4♀♀，10－V1－1987

N；2♂♂2♀♀，5－VII－1987；2♂♂

3♀♀，18－Vlll－1987

27．CrocothemisserVd協DRURY　ショウショ

ウトンボ

U；1♂，7－VI－1987

0K；1♂，3－ⅤiIL1987

G；1♂，9－V1－1987

T；1♂，4－VI1－1987

N；1♂，18－VllLl987

28．もmpetrum pedbmoianum ehtum SELYS



岐阜県の池沼および湿原におけるトンボ目

ミヤマアカネ

OK；1♂；8一Ⅹ－1987

K；l♂2♀♀，4－IX－1987

N；l♀，18－ⅤllL1987；2♂♂1♀，

13－Ⅹ－1987

29．も′mpetrum thnaeSULZER　ムツアカネ

H；5♂♂1♀，28－Vll1－1987

30．＄′mpetmm daminianum SELYS　ナツア

カネ

U；3♂♂1♀，8－Ⅹ－1987

0K；2♂♂2♀♀，21－IX－1987

0M；2♂♂1♀，18－Ⅹ－1987

N；1♂1♀，13－Ⅹ一1987

31．もmpetrumfequens SELYS　アキアカネ

A；3♂♂，20－Vll1－1987；5♂♂，28－Ⅴll1

－1987

J；2♂♂1♀，5－IX－1987

0；2♂♂2♀♀，14－ⅤIIL1987；2♂♂

3♀♀，27－Ⅴ111－1987；2♂♂6♀♀

27－IX－1987

H；1♂，28－ⅤllL1987；2♂♂1♀，7

－IX－1987

Y；1♀，27－Ⅴ111－1987

U；1♀，8－Ⅹ一1987

R；2♂♂2♀♀，13－V1－1987

B；l♀，13－X－1987

N；1♀，13－Ⅹ－1987

32．＄′rPetrum paγyulum BARTENEF　ヒメア

カネ

Y；1♂，27－ⅤIIl－1987

U；1♂，8－Ⅹ一1987

0K；1♀，3－VllLl987；2♂♂，17－Vll1

－1987；4♂♂，8－IX－1987；2♂

♂，21－IX－1987；6　♂♂，8－Ⅹ

－1987

G；2♂♂，4－IX－1987

K；2♂♂，10－V1－1987

R；6♂♂2♀♀，13－V1－1987

N；1♂，18－Vlll－1987；7♂♂1♀，

13－VlIl－1987

33．＄）mpetrum eγOticum ewticum SELYS

マユタテアカネ

33

A；1♂，28－VIl1－1987

V；1♂，8－IX－1987；

OK；1♂1♀，8－IX－1987；1♂，21－IX

－1987；3♂♂5♀♀，8－Ⅹ－1987

0M；2♂♂，18－Ⅹ－1987

B；2♂♂，13－Ⅹ一1987

34．もmpetru risirisiBARTENEF　リスアカネ

U；1♀，6－IX－1987；1♀，8－Ⅹ

－1987

0K；1♂，8－IX－1987；1♂1♀，21－IX

－1987

0M；1♀，18－Ⅹ－1987

35．もmpetmmiかuscatum SELYS　ノンメト

ンボ

A；5♂♂，20－Ⅴ111－1987

0；1♀，27－VllL1987；4♂♂2♀♀，

27－IX－1987；6♂♂3♀♀，14－Ⅹ

一1987

0M；1♂，18－Ⅹ－1987

G；1♀，4－IX－1987

R；1♂1♀，13－V1－1987

36．＄mpetrum baccha matutinum RIS　コノ

ンメトンボ

H；1♂，28－Ⅴ111－1987

37．＄′mpetrum maCuhtumOGUMA　マダラナ

ニワトンボ

OK；1♂，17－Vlli－1987；7♂♂3♀♀，，

21－IX－1987

B；3♂♂，13－Ⅹ－1987

38．を′mpetγum CrVCeOlumSELYS　キトンボ

U；1♂，8－Ⅹ－1987

39．IわntahlfhvescensFABRICIUS　ウスバキト

ンボ

J；1♀，5－IX－1987

0K；1♀，14－Ⅴ111－1987

G；1♀，4－IX－1987

40．Pseudothemis20naiaBURMEISTER　コシア

キトンボ

U；1♂，7－V1－1987

41．Leucor7hinわdubわormhltsSELYS　カオ

ジロトンボ

A；5♂，17－V1－1987
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