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ABSTRACT

TheodonatefaunaofToyamaPrefecture，HokurikuDistrict，centralHonshu、

Japan,lssupplementarilyreported・Agsc向〃 〃e"αα"is 陀池SELYs(Aeschnidae)is

recordedfromthisprefectureforthefirsttime，Additionalcollectingdataare
recordedfor60speciesofl2families，Basedontheauthors'recentextensive

surveXitisconcludedthatZJγi"〃e加応Pach)唇zzs (SELYs)(Libellulidae)should

beexcludedfromthefaunaofthisprefecture・Distributionmapswhichshould

besupplementedwithnewlocalitiesareprovidedfor58specles、Somesupple‐
mentarycommentsonbiology,zoogeography,ethology,andsoon,aregivenfor

mostofthespeciesfromthisprefecture，Somefutureproblemsofanalyzing
andprotectingtheodonatefaunaofthisregionarealsodiscussed．
*富山大学教養部生物学教室研究業績第123号＊＊富山市科学文化センター研究業績第66号
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I・序

種の生息状況（県下の分布状況・発生消長な

筆者らは，前報で，富山県のトンボ相につ

ど）について，最近の調査結果に基づいてよ

いて，過去の文献のほとんど全てを渉猟する

り詳しく概説する．また，筆者らが特に重点

と共に，筆者らの最近数年間の調査結果に県

的に調査を行ってきた婦負郡八尾町および射

下の多くの研究者による調査結果を加え，計

水郡小杉町一帯の低丘陵地のトンボ相につい

76種の生息状況について報告した（鈴木・根

ては，これらの地域の住民の生活環境の内部

来･板倉，1985)．筆者らは，その後も前報の

あるいは周辺部の自然環境の保全度をよく反

段階では充分でなかった次の二点に的を絞っ

映していることから，その保全を図ることの

て調査を続けてきた．すなわち，1．各種の生

重要性についても言及したい．

息分布状況をより高い精度で把握すること

と，2．トンボ類の生息環境の実情をより多面

11．富山県のトンボ相に関する文献目録(補遺：

的に把握することである．そのため，従来調

以下は，富山県のトンボ相に関する文献の

査が充分でなかった地域の調査を重点的に行

うち，前報で洩れていた1編及びその後に発

うと共に，従来の調査でトンボ類が特に豊富

表になったもののリストである．頁数の関係

に見られた幾つかの地域において継続的な調

で今回は内容についてのコメントは，特記す

査を行い，当該地域のトンボ群集の全体像を

るべき事項のみを注記するに留めた．

把握するように努めた．その結果，一種を新
Amica編集部（1985)．虫のたより(4)．

たに追加すると共に，多くの種について新産

Amica通信，5：1．

地を追加することができた．また，県下の生

Amica編集部（1986)．虫のたより（5）．

息状況の現状についても，多くの種について

Amica通信，6：1‐4．

かなり詳細に解明することができた.しかし．

筆者らの調査にも種々の事情から地域的・時

浜田康・井上清（1985)．「日本産トンボ

期的かたよりが生じ，なお今後の課題としな

大図鑑｣(I：図版編，Ⅱ：解説編)．371頁、

ければならない問題も多い。特に，1.前報で

112図版．講談社，東京．［富山県に分布す

近隣の諸県との比較から富山県下に生息して

るものとして78種が挙げられている．

いる可能性があると予想した種（飛来種を含

筆者らは，前報で，それらのうち，アオハ

め)がほとんど発見できなかったこと，2．過

ダトンボ，ネアカヨシヤンマ，オオキトン

去に記録があるが最近の生息状況がほとんど

ボは明らかに誤記録に基づくものであるこ

不明な約15種について，なおその一部につい

と,"ニシカワトンボ は別種ヒウラカワト

てしか生息を確認できなかったことを挙げね

ンボとされるべきこと，エゾトンポとオオ

ばならない．また，県下には大小極めて多く

エゾトンボは分けるべきではないことを指

の河川があるが，主要な水系の全てについて

摘した．前報の他，ネアカヨシヤンマとハ

充分な調査を行うことができなかったのは遺

ラビロトンボについてはIV章の解説も参照

憾である．これは，特に近隣の諸県と比較し

されたい.］
本多啓七他(1987)．ふるさと歩道をたずねて

てサナエトンボ類の種数が目立って少ない理

−松倉城祉一（自然観察読本シリーズ7）。

由でもあると考えられる．

45頁．富山県自然保護課．

本報では，富山県産トンボ類の各種につい

泉治夫他（1984)．「ふるさと歩道をたずね

て,前報以後の採集記録を追加すると共に,各
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て−倶利伽羅一｣(自然観察読本シリーズ

（Nat､Sci.)．18：35‑45

5）．48頁．富山県自然保護課．

SuzuKI，K＆YYAMAMoTo（1985)．Geo

環境庁自然保護局企画調整課自然環境調査室

graphicaldistributionofM" damsel

（1985)．生きもの地図ができました（緑の

flies（Odonata，Calopterygidae）inthe

たより2）．96頁．

lslandofShikoku，SouthwestJapan・J

加藤治好（1985)．自然観察記録（6）−ハグ

Coll・Lib、Arts，ToyamaUniv（Nat

ロトンボの記録一．雑木林一自然の情報誌

（
S
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i
.
)
，
1
8
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．

（著者の個人誌)，（3）：7．

武藤明(1985)．最近のトンボ資料から．と

成田茂生(1986)．北信越地方におけるマダラ

つくりばち（石川むしの会会誌)，50：3‑4．

ヤンマの採集記録.AESCHNA,13（19）：

田中忠次(1984).昆虫.｢朝日町誌自然編｣.212

7‑8．［1986年10月26日に高岡市守護町小矢

頁．：159‑199．

部川河川敷中の小池にて1罰を採集の記録］
根来尚･太田道人(1985)．弥陀ヶ原の自然．

田中忠次（1985a)．公園の昆虫．高岡生物研
究会・高岡地学研究会編「高岡古城公園の

とやまと自然，8（2）：8‑11.

自然｣.桂書房,富山.217頁．：139‑142,209

大田弘他（1986)．「ふるさと歩道をたずね

2
1
4
．

て−森寺一｣(自然観察読本シリーズ6)．

田中忠次(l985b)．昆虫調査．富山県谷内谷
自然環境保全地区基礎調査報告書（富山

48頁．富山県自然保護課．

自然博物園センターねいの里編(1984)．ニュ

県）：13‑19．

ー・フェース.ねいの里だより，（9）：［2]．

田中忠次（1985c)．用水に沿った自然．十二

［同誌（3）で記録したネアカヨシヤンマの

貫野用水土地改良区編｢十二貫野用水誌」：

記録を削除]・

1
0
7
‑
1
2
3
．

鈴木邦雄（1985）．渓流に暮すトンボたち−

田中忠次（1985.)．短報3題．Amica通信，

カワトンボの進化をめぐって−．（1）

5：8．

〜（3）．インセクタリウム，22：130‑147；

田中忠次(1986).赤トンボ．とやまと自然，9

22：164‑172；22：196‑207．

（3）：8−11．

SuzuK1,K．（l986a).Variationofabdominal

富山県生活環境部自然保護課編（1985a）．
「富山県山の神自然環境保全地域｣(富山県

protuberancesintheJapanese〃〃α応
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．
Ent・Pap,pres､Kurosawa,Tokyo：42‑50．
鈴木邦雄(l986b)．カワトンポ属の地理的分
布と種分化．木元新作編『日本の昆虫地理

の自然環境保全地域6）．30頁．

富山県生活環境部自然保護課編（1985b)．
「富山県池の尻自然環境保全地域｣(富山県
の自然環境保全地域7)．30頁．

学一変異'性と種分化をめぐって−』.東海大
学出版会．ix＋185＋14頁.（99‑115頁参照)．

富山県自然保護課編(1985c)．「自然環境保全
地域候補地現地調査報告書（II)｣．340頁．
富山県自然保護課編(l986a)．「ねいの里の自

SuzuKI，K＆H・KADowAKI（1986)．Geo‐
graphicaldistributionof〃"α応damseI‐

然一野外観察の手引一｣.100頁.富山県．
富山県自然保護課編(1986b)．「富山県常楽寺
自然環境保全地域｣(富山県の自然環境保全

Hies（Odonata，Calopterygidae）in

ShimanePrefectureincludingOki
lslands，Ch6gokuDistrict，Southwest

地域8)．30頁．

Japan.J､COⅡLib､Arts,ToyamaUniv．

富山県自然保護協会編（1986)．「片貝南又谷
ワＩ

鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫

8−V−1985，6332¥早，11‑V‑1985,18ダ

地点昆虫調査報告書｣．20頁．

ダ3早早，16‑V‑1985,28J39早早，6VI‐

富山市科学文化センター(1986)．第4回館蔵
品展一富山のトンボー．展示解説リーフレ

1985，5332¥¥，29V11985,1ざ 1早，

ット．2頁．

9−VII‑1985（鈴木）；1ざi，＊射、小杉町上

野福田池，19‑V11985，2331早，9‐
111．富山県産トンボ類目録（追加）

VI‑l985（川添）；33ざ 1早，9−V1‑1985

本章では，前報以後に筆者らによって県下

（川添）；3331¥，東．平村猫池，27‐

各地から採集されたもののみを記録する．目

VII‑1986（川添)，73乳31‑VII‑1986（根

録作成の要領は，全て前報に従った．ただし、

来)[5811〜5817］；4ざ131ギ，＊東．上平

採集者名は，筆者らの場合には姓のみを，他

村池の平，27.V11985（根来)[4405

の場合には姓名ともに記した．また，同一産

〜4409]，333，12畳VII‑l986（川添）；53

地で同一採集者の場合は，一連の採集日の最

31早，＊西．福岡町沢川,12‑V1‑1985(根

後にのみ採集者名を記した．なお，県下の新

来)[4410〜4415]．

産地には，産地名の前に＊印を付した．県下

[県下の生息状況］：前報で記録した8カ所に

の生息状況については，前報ではごく概略の

加えて，新たに7カ所から発見され，県下

みを記したにすぎなかったが，今回の調査結

に広く分布する．山地の自然環境が良く残

果を踏まえてできるだけ具体的に記すように

された挺水植物の多い池沼に多産するが平

努めた．ただし，前報に特に追加すべきこと

地から丘陵地の古い潅慨用溜池などにも生

がない幾つかの種については全く記述を省い

息し，稀に近くの水田にも見られる．水面

た．また，二，三の種については，前報の記

に浮かぶヒシ・ヒツジグサなどの葉裏や葉

述に調査の不備を反映した不正確な部分があ

柄に連結産卵する．連結状態のまま潜水産

った．したがって，前報の記述と幾分食い違

卵することもある．

いのある場合があるが，今回の記述の方がよ
(2)クロイトトンボCe姥jO

り事実に近いと判断されたい．
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[調査標本］：2早早，＊魚.坪野,l8‑VI‑1985o

I、均遡亜目Zygoptera

23ざ11斗，12‑VⅢ1985（鈴木)，2331

早，7−IX‑l985（川添)，1¥，28‑V1‑1986（鈴

l・イトトンボ科Agrionidae

木）；5ざ'34¥￥，＊魚．小菅沼双子池。
22‑VIⅡ1985（鈴木）；2早早，＊富．田畑．

（1）エゾイトトンボAg"o〃ノヒz〃 Oね加加

l‑VII‑1984（川添）；131早，＊富．湊入

SELs，1872

[調査標本］：1部，＊氷．森寺,25‑V‑1986（111

船町，9−VIII‑1985（川添）；13，＊富．下

添）；13，＊氷．平，25‑V‑1986（川添）；g

新北町，9VIII‑l985（川添）；l鼎，富．三

ざ'3，＊中．立山町池田釜池，16‑V‑198号

熊，5−V1‑1986（川添）；l研2早早，＊富

［4394〜4396]，33ざ1，14−V11985（根

三熊吉原池，22‑VIII‑1986（川添）；2早呆

来)[4397〜4399] 1ざ1，14−V1.1985（鈴

＊高．伏木一宮，20‑VIII‑1985（鈴木）；2

木）：131早，＊婦．婦中町上瀬，23‑V

ざ'ず'，＊高．二上山，2−VII‑l985（鈴木）；2

1985（鈴木）；33ケ2早早，婦．八尾町桐

ざ'32￥￥，＊高．束海老坂，l2‑VI‑l985

谷赤倉，l4‑VI‑1984（川添)，2333¥¥？

（根来)[4420〜4423］；131平，＊高．且

8C
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保，5−VIII‑1985（鈴木）；33忽4早早，氷＝

上田子，l2‑VI‑l985(根来)[4424〜4430］亨

池，l2‑VI‑l986（鈴木）；l早，＊射、小杉
町水上谷，30‑VIII‑l985（鈴木)，131早，

23ざ'ざ l5早早，＊氷．下田子,2V11雲1985

l2‑VI‑l986（川添）；3ダダ，＊射、小杉町

13，23‑V11‑1985,53ざ1，8−VIII‑1985，：

西谷,31‑V､1985（鈴木）；1畝，＊射、小杉

ざ' 10‑VIII‑l985，3訊訊，20‑VIII‑1985（鈴

町新屋敷，12‑V1‑1986（川添）；2忽3，＊

木）；I研，＊氷．吉懸，23‑VII‑1985（鈴

射、大門町正源寺，3−V1‑1986（川添）；l

木）；3ざ'罰l¥，＊氷．一勿1，25‑VIII‑l98写

乳＊東．城端町大島谷西谷の池，29‑V111‐

（川添）；2毎ざ'，＊氷．針木，23‑VII‑198E

1985（鈴木）；1罰，＊西．福岡町沢川，12‐

(鈴木）；13，＊氷．七分一，6−VⅡ‑198蔭

VI‑l985(根来)[4416］；2331¥，＊西．

(川添）；1㎡'，＊氷．中尾，20‑IX‑1986（雌

福光町川西四堤の池，5−VII‑1986（川添)．
[県下の生息状況］：平地から丘陵地，低山地

添）；13，小．興法寺，l6‑VII‑1985（鈴
木)，2，331早，28‑V1.1986（川添）；1ケ

の天然の池沼や潅概用溜池などに広く分布

l¥，＊氷．倶利伽羅，28‑VIII‑1985（雌

し，いずれの場所でも個体数は多い．今回

添）；23ざ'，小．埴生，23‑V1‑1986（j;：
添）；6333¥早，＊下．朝日町棚山，5

最高地として標高約680mの中新川郡上市
町釜池から記録したが，山地の池沼での記

V皿986(根来)［5818〜5826]，131早．

録は少ない．前報では，東部からの記録は

8‑V11986,1ざ 3早早，29‑V11.1986（11；

1カ所であるが，今回6カ所を新たに記録

添）；3ざ'3，＊下．入善町舟見，5−V1‑1982

した．5〜6月に出現する個体は，8〜9月の

(根来)[5827〜5829］；1ざ'3早早，中．上

ものに比較して顕著に大形である．水面に

市町釜池，l2‑VI‑1986；233，29‑VII‑l986

浮かぶ各種の水生植物の葉裏や時に水に浸

(川添)，131¥，20‑VIII‑l986（根来〉
[5830〜5831］；2ざ13，＊中．立山町池田

った枯木の小枝などに産卵する．

16‑V‑1985,13,14.V1‑1985（根来)[440心

(3)セスジイトトンボCgγα0 〃eγQg4ノ

〜4402］；1¥，婦．婦中町藤ケ池，1.IX

Phi蜘加（BRAuER，1865）

1984（川添）；lざ'，＊婦．婦中町構，17‐

[調査標本]:132¥¥，＊富興人町いたち

VI‑l985（川添）：3ざ'伊，婦．八尾町桐谷赤

川，30‑V11‑195（鈴木)， ず'，l‑VIII‑l986

倉，29‑V1‑1985,13,9−VII‑l985（鈴木）；

（根来)[5810］；1¥，＊富．下新北町，9

ず 2早早，＊婦．細入村割山，24‑V‑1986

VIII‑1985（川添）；2ざ'ず'，氷．十二町潟．

(川添）；l¥，＊射、小杉町黒河，l3‑IX‐

4−VIII‑l985（川添)，8331早，8−VIⅡ

1986（川添）；131¥，射、小杉町太閤

1985，8ダケ4早早，10‑V111‑1985,433g

山，l5‑VI‑1985（川添）；4332￥早，射、
小杉町太閤山女池，30‑VIII‑1985（鈴木）；

早早，20‑V111‑1985,203313¥¥，23
VIⅡ‑1985（鈴木）：2ざ'研4早早，＊射，小

l早，射、小杉町太閤山薬勝寺池，l−VIⅡ
1984（川添）；13，＊射、小杉町上野福田

杉町太閤山女池，30‑VIII‑1985（鈴木)．
[県下の生息状況］：県下の産地は比較的限ら

池，21‑V1‑1985,233,l5‑VII‑l985，1早，

れ，東部からは発見されていない．平地の．

11‑VIII‑l985（川添）；2罰ケ，＊射、小杉町

水面のよく開けた湯や池沼，緩やかな流水

上野栗畑池，29‑V1‑1985（川添）；l罰1

などに生息する．アジアイトトンボや，ま

¥，＊射、小杉町上野綿打池,23‑VIII‑1986

たオオイトトンボ・クロイトトンボなどとの
混生が観察された．

(鈴木）；1印1￥，＊射、小杉町上野恩坊
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(4)オオイトトンボCe元io

場所でも個体数はそれほど多くない．ハッ

s彪加〃〃

チョウトンボやモートンイトトンボと混生

（SELYs，1876）

することが多い．

[調査標本］:13，＊魚．坪野,7‑1X､1985(川
添）；13，＊富．下新北町，9−VIII‑1985

(5)キイトトンボCgγj上zgγjo邦加g如邦況沌"

（川添）；131¥，＊富．三熊吉原池，17‐
V畳1986（川添）；1ざ'，＊高．伏木一宮，

SELYs，1876

郎池,6−VII‑1986(川添）;l研,*氷.下田

[調査標本］：33忽，＊魚．坪野，l8VI‑198E
（鈴木)，233，7−IX‑1985（川添)，l早葺

子，8−VIII‑1985（鈴木）；l¥，氷．十二町

28‑V1‑1986（鈴木)，l罰，l4‑IX‑l986（雌

潟，4VIIL1985（川添)，3ざ'31早，10

添）；132¥早，＊富．三熊吉原池，9

VIII‑l985（鈴木）； ず 1¥，＊氷．鉾根，

VII‑l986（川添）；1¥，＊高．伏木国分，

l2‑VI‑l985（根来)[4436〜4437］；3ざ'3，

7−VⅡ1‑1985（鈴木）；13，＊高．二上山，

＊氷．上余川，4−VIII‑l985（川添）；2印3，

2VII‑1985（鈴木）；l早，＊高．旦保，5

＊氷．上余川中原，l‑VI‑1986（川添)，2ダ

VIII‑1985（鈴木）；1罰l早，＊氷．下田

ヴ 1¥，16‑VⅡI雲1986（川添）；1¥，＊氷．

子,8VIIL1985（鈴木）；132￥ギ，＊氷÷

森寺，25‑V‑1986（川添）；13，＊氷．七分

針木,23‑VII‑l985（鈴木）；2332¥¥，＊

一,6‑VII‑1986（川添）：233，＊氷．中尾，

氷．上余川中原，16‑VIII‑l986（川添）；2

20‑IX‑l986（川添）；333，＊氷．吉懸，

罰3，＊氷．中尾，23‑VIII‑l986（川添）；1

23‑VII‑1985（鈴木）；13，＊氷．一勿ﾘ，

¥，＊氷．森寺，23‑VIII‑l986（川添）；1

20‑VIILl985（鈴木）；1早，＊高．与茂九

25‑VIIL1985（川添）；131早，＊婦．婦

ざi，砺・頼成，27‑VIⅡ､1985（川添）；1ざ1，

中町構，l7‑VI‑1985（川添）；2ざ'伊1¥，

小．興法寺,l6‑VII‑1985（鈴木）；2伊乳＊

婦．婦中町上瀬，23‑V‑1985，13，30‑V

下．朝日町棚山，29‑V11‑1986（川添）；2ざi

1985（鈴木）；1早，＊射、小杉町上野，7

罰1¥，＊中．立山町座主坊，l7‑VII‑1985

VIⅡ1986（川添）；l畝l¥，射、小杉町

(鈴木）；131¥，＊上．大沢野町万願寺，

太閤山，l5‑VI‑l985（川添）； ず'，射、小

26‑V11.1986（川添）；1乳婦．婦中町河原

杉町太閤山女池，30‑VIII‑1985（鈴木）；1

谷,27‑VIII‑1985（鈴木）；13，＊婦．婦中

3，＊射、小杉町上野福田池，6−V1‑1985,1

町構，l7‑VI‑1985（川添）；l¥，婦．婦中

3，21−V1‑1985,1¥，29.V11985（川添)，

町藤ヶ池，22‑VII‑1984（川添）；2331

13，1−VⅡ1−1985，13，lO‑VIII‑l985（鈴

早，婦．婦中町上瀬，l‑VII‑l985，l￥，

木)，13，13−VIII‑1985（川添)，1乳23

27‑V11‑1985,1¥，9−VIII‑1985（鈴木)，1

V111.1985（鈴木）；13，＊射、小杉町水上

¥，27.VIⅡ1986（根来)[5809］；13，＊

谷石畠の池,9−VIII‑1985（鈴木）；233，＊

婦．婦中町吉谷，9−VⅡ1‑1985（鈴木）；5ケ

射、小杉町新屋敷，l2‑VI1986（川添）；ユ

33斗¥，婦．八尾町桐谷，9−V11‑1985,1

ダ，＊射、小杉町西谷，30‑VIII‑l985（鈴

¥，25‑V11‑1985,131￥，l9‑VIII‑198忍

木）；53乳＊東．井波町金屋，29‑VIⅡ

(鈴木）；1¥，＊婦．八尾町小井波，19‐

1985（鈴木)．

VIII‑1985，13，lO‑IX‑l985（鈴木）；lざ'．
＊射、小杉町平野，23‑VIII‑l985（鈴木）；

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地にか
け，水生植物の多い開けた池沼・湿地・潅

2罰研，射、小杉町太閤山女池，3O‑VIII‐

概用溜池などに広く生息するが，いずれの

1985（鈴木）；l早，＊射、小杉町上野福田

82

富山県のトンボ相補遺

池，29‑V1‑1985,1J1早，1−VⅡ1‑1985,1

木）；1早，＊中．立山町黒谷，l6‑V‑1985

ざ'，l0‑VIII‑1985,4罰伊l¥，23‑VIII‑1985

（根来)[4404］；1ざ'1¥，＊上．大沢野町

（鈴木)，2早早，3.X‑l985（川添）；1乳＊

万願寺，26‑VII‑l986（川添）；1ギ，＊婦

射、小杉町上野栗畑池,29‑V1‑1985,2欲3，

婦中町吉谷，9−VIII‑1985（鈴木）：333−

2−VIII‑l985（川添)，l欲2早早，lO‑VIⅡ‐

＊婦．八尾町桐谷，9−V11−1985，2333¥

1985（鈴木）；l罰，＊射、小杉町西谷，30

¥，l9‑VIII‑l985（鈴木）；1早，＊婦．八尾

VIII‑l985（鈴木）；13，＊射、小杉町水上

町桐谷赤倉，2−X‑1985（鈴木）：13，＊婦。

谷石畠の池，9−VIⅡ‑1985,1罰，23‑V111‐

八尾町小井波，19‑V111‑1985,2ケ31早，

1985，132¥早，30‑VIII‑1985（鈴木）；3

10.IX‑l985， ず'2早早，26‑1X1985,1早．

ざ'31¥，＊東．井波町金屋,29‑VIII‑l985

2−X‑l985（鈴木）；l罰，＊婦．細入村割山．

（鈴木）；2翻印，＊東．平村猫池，27‑VII‐

6−IX‑l986（川添）；1平，＊射、小杉町太閤

1986（川添)．

山，l‑VI‑l986（黒田久喜)[5837］；lざ'1

[県下の生息状況］：平地から丘陵地・低山帯

¥，射、小杉町黒河，l3VL1986（川添）；

の大小の池沼・湿地などに広く生息してお

l￥，＊射、小杉町上野福田池,2−V1‑1985.

り，個体数も多い．山地の記録として立山

13,21‑V1‑1985（川添)，1ざ'，l‑VIII‑1985

弥陀ヶ原(標高約1900m）の記録があるが，

（鈴木)，l¥，21‑IX‑1985（川添）；1ざ'，＊

その後の追認の記録はなく，おそらくらそ

射、小杉町上野，7−VIII‑I986（川添）：2早

のような高地には生息していないものと思

早，＊射，小杉町青井谷，211Xl986（111

われる．

添）：l早，＊射、大門町正源寺,3−V1‑1986

（川添）；lざ 4早早，＊東．井波町金屋，
(6)アジアイトトンボISC〃泥"、 わ"ca

29‑VIII‑l985（鈴木)．

[県下の生息状況］：県下の平地から低丘陵地

BRAuER，1865

[調査標本］：l研2早早，＊富．興人町いた

の水生植物の多い池沼・潅慨用溜池・湿地

ち川，30VⅡ‑1985（鈴木）；l33早早，＊

に広く生息するが，潅激用水路や河川下流

富．湊入舟町，9−VIII‑1985（川添)，3訊訊

域などにも見られる．県東部からの記録は

2早早，9.Xl985（根来)[4442〜4446］；1
3，＊富．掛尾町，7−IX‑1985（南部久男）

少ない．また，婦負郡八尾町の桐谷や小井
波などの山間地の湿地や潅概用溜池にも生

［4438］；33ざ'4早平，＊氷．下田子，23‐

息するのが発見された.5〜6,9月に出現す

VII‑1985（鈴木）；1乳氷．十二町潟，8‐

る成虫は，7〜8月のものよりも大型であ

V111‑1985,5ざ'32早早，lO‑VIII‑l985，10

る
．

ざi35早早，20‑V111.1985,13訊ざ'6早早，
23‑VIⅡ1985，113ざ'7早平，27‑IXl985

(7)モートンイトトンボMO汀0"α97m〃

（鈴木)，132早¥，27‑IX‑1985（根来）

s2Jg"jo （RIS，1916）

［4439〜4441]，6卸34早皐，30‑IX‑l985

[調査標本］：4336¥￥，＊魚．坪野，18

（鈴木）；l乳＊氷．中波，30‑IX‑1985(鈴

V1‑1985,1罰l早，28‑V1‑1986(鈴木）：5

木）；2J伊2早早，＊氷．中尾,20‑IX‑1986

罰訊3早早，＊下．入善町舟見，5−V1‑198患

（川添）；23ざ'3早早，＊下．入善町舟見，

（根来)[5838〜56846］； ず1，＊中．上市町

5−V1‑1986（根来)[5832〜5836］；7ざ'32

東種，l7‑V‑1985（鈴木）；21毎J15早早．
婦．婦中町河原谷，5−V1‑1985,131平、

早早，＊中．上市町東種，17‑V‑1985（鈴
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10.V1‑1986（鈴木）；23忽3￥子，婦．婦

［5808］；1畝，＊中．立山町池田釜池，l4

中町上瀬,1．V11‑1985,1¥,27‑VII‑l985（鈴

VI1985（根来)[4403] 8㎡i毎6￥ギ，14．

木）；1￥，婦・婦中町藤ケ池，22‑V11‑1985

V1‑1985,633,l7‑VII‑l985（鈴木）；33

（川添）；2早早，＊婦．八尾町大長谷島路，

乳＊中．立山町池田大池，l4‑VI‑l985（鈴

3−VIII‑l985（鈴木）；l¥，＊射、小杉町上

木）；1忽，＊婦.婦中町上瀬,3−V111‑1985,

野福田池,2−V1‑1985,13,6−V1‑1985,13,

13,4−IX‑l985（鈴木）；､13，婦．婦中町

10.V11985,1¥，15畳V1‑1585,1¥，21‑VI‐

いこいの村，3−VII‑1984（川添）；1ケ，＊

1985，1早，29‑V1‑1985（川添)，23ざ'

婦.婦中町平等,27‑VII‑l985（鈴木）；l畝，

29‑V1‑1985（鈴木)， ず' 7−VII‑1985（川

婦．八尾町桐谷赤倉，l4‑VI‑1984（川添）；

添）；233，＊射、小杉町上野栗畑池，29‐

4忽ざ'2¥￥，29V1.1985,1ざ 1¥，25．

VI‑l985（川添）；lざ'，＊射、小杉町西谷，

VIL1985,1¥，l9‑VIII‑1985（鈴木）；l毎

31‑V‑1985（鈴木)．

2早早，＊婦.山田村高瀬峠,21畳VI‑1986（川

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の日当

添）；132¥¥，射、小杉町太閤山女池，

りの良い湿地に生息する．県下の生息地は

30‑VIII‑l985（鈴木）；1¥，射､小杉町太閤

限られているが，発生地では個体数は少な

山薬勝寺池，31‑V11.1984,1忽l￥ 1．

くない．ハッチョウトンボ，ヨツポシトン

VIILl984（川添）；131¥，＊射､小杉町

ボなどの発生地にはほとんど常に見られ

上野福田池，6−V1‑1985,1早，21‑V1‑1985,

13,29‑V1‑1985（川添)，3罰翻l早，29

る
．

V1‑1985,2ダざ1，1−VIII‑1985，13，lO‑VIII‐

1985（鈴木)，131早，lO‑VIII‑1985（川

2．モノサシトンボ科Platycnemididae

添)，4忽畝，23‑VIII‑1985（鈴木）；l早，＊
(8)モノサシトンボC

射、小杉町上野栗畑池，2−VIIn985（川

gma邦""地敗

添）；131早，＊射、小杉町上野綿打池，

（SELYs，1863）

[調査標本］：1ケl￥，*高伏木一宮，20

23‑VIII‑l986（鈴木）；23J3早早，＊射、

VIII‑1985（鈴木）；6ざ'33早早，＊高．二

小杉町水上谷石畠の池，9−V111雲1985，13，

上山，2．V1‑1985（鈴木）；l研1¥，＊高

10−VIII‑l985，2J32早早，23‑VIII‑1985

東海老坂，l2‑VI‑l985（根来）［4418.

（鈴木）；13，＊射、小杉町西谷，30‑V111.

4419］；13，＊高．旦保，5−VIII‑1985(鈴

1985（鈴木）；2331¥，＊射、大門町正

木）；2331¥，＊氷．谷屋上坊寺，23

源寺，3−V1‑1986（川添）；1ざ'，＊東．城端

VII‑1985（鈴木）；233，＊氷．上余川，

町大島谷西谷の池，29VIII‑l985（鈴木）；

4.VIII‑l985（川添）；3ざ'32早早，＊氷.吉

1¥，＊西.福岡町沢川，l2‑VI‑1985（根来）

懸，23‑VII‑l985（鈴木）；4ダダ，＊氷．針

［4417］；23ざ1，＊西．福岡町栃丘，28‑IX

木，23‑VII‑1985（鈴木）；l早，氷．森寺，

l986（川添）；lざ 1¥，＊西．福光町川西

25‑VⅡ1−1985，131￥，23‑VIII‑l986（l開

四堤の池，5−VII‑l986（川添)．

（川添）；1乳砺．頼成，27‑VIⅡ‑1985（1蘭

[県下の生息状況］：東部では少ないが，平地
から低丘陵地の周囲に樹林のある池沼や潅

添）；2ざ'ず'，小．興法寺，l6‑VII‑1985（鈴

概用溜池に広く生息し，個体数も多い．稀

木)，233，28‑V1‑1986（川添）；l早，＊

に流れの緩やかな清流や潅概用水路などに

小．宮島峡屋波牧，29‑VIII‑l986（根来》

も発生することがある．未熟な個体は，樹

添）；131¥，＊氷．中尾，23‑VIII‑198:さ
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林中の草地や林の周辺部に多い．早の中に
稀に非常に大型の個体が出現する．

が，同一場所における両者の発生時期は少

しずれる．成虫の羽化は短時日に集中して
起こる．

3．アオイトトンボ科Lestidae

(10）オオアオイトトンボLgsrgsメg"ゆ0 姑
(9)アオイトトンボLes/gsSPo" （HAN

SELYs，1883

sEMANN，1823）

[調査標本］：5ケ31早，＊魚.坪野,12VⅡ

[調査標本］：5ざ'伊8稗，＊魚．坪野，18．

1985(鈴木）：1早，＊富．呉羽山，l4−Vm

V1‑1985,43毎5早早,l2‑VII‑l985（鈴木)，
3ざ'研1早，7−IX‑1985（川添)，25ざ'31l

池，9−VII‑1986（川添）；1乳＊高．伏木国

早早，28.V1‑1986（鈴木)，131¥，1 X、

分，5−VIII‑1985（鈴木）；13，高・二上山

l985（川添）；l毎2早早，＊富．三熊吉原

1986（川添）；1ざ 1早，高・与茂九郎池，

27‑IX‑l985（鈴木）；2ざ'31¥，＊氷．上

18.IX1985（南部久男)[4433,4434] 3訊

余川，4−VIII‑1985（川添）；3331¥，氷．
森寺,25‑VIII‑1985（川添)，17ダざ 15早早，

罰，6−VⅡ1986（川添）；2早皐，＊氷．上田

子，l2VI‑l985(根来)[4431,4432］；l早，
＊氷．森寺，27‑IX‑1985（鈴木）；11ざ'ず'3

27‑IX‑1985（鈴木）；33ダl早，20‑X‐
1985，133早皐，23‑VIII‑l986（川添）；19

評，＊氷.中波,30.IX‑1985（鈴木）；13，
＊小．森屋，27‑IX1985(根来)[4435］；12
337￥¥，＊下.朝日町棚山,3‑X‑l985（鈴

l伊，＊氷.戸津宮,4−VIII‑l986（太田道人〉

木)，l研1早，29‑VII‑l986（川添）；2ダダ

村征三郎）：13，小．興法寺，28‑V1‑1986

1¥，＊中．上市町釜池，29‑VII‑l986（川

（川添）；l32早早，＊下．朝日町棚山．

添）；2早早，＊上．大山町有峰猪根平，14‐

3−X‑1985（鈴木)，131¥，29‑V11‑1986

3忽l3早早,氷.中波,30‑IX‑l985（鈴木）；

［5805］；l早，＊砺.東別所,29‑IX1986(北

VIII‑l986（川添）；3ざ'ず 1早，婦．八尾町

（川添）；1乳＊下．宇奈月町南越ガキ田，

白木峰，26‑V111‑1986,2ざ'研3早早，31‐

30‑IX‑l986（根来)[5804］；l研，＊中．上

VIII‑1986（川添）；131¥，＊婦.八尾町

市町浅生，l2‑VII‑1985（鈴木）；3ヶ毎，＊

小白木峰,31‑VIII‑1986（川添）；1ざ 1早，
＊射、小杉町青井谷山谷池，3−X1985（川
添）；13，＊射，小杉町上野綿打池，23‐

上．大沢野町寺家，15畳X1985(根来)[4447
31‑X‑l986（川添）；3罰訊3早早，＊婦．八

VIII‑l986(鈴木）；2早早，＊射、小杉町水

尾町桐谷赤倉，21‑1X‑1985,3ざ'31¥，

上谷石畠の池，9V1111985,1ざ 1¥，lO
VIII‑l985（鈴木）；1¥，東.上平村池の平，

9−X‑l985（鈴木）；l早，＊婦．八尾町高瀬

l2‑VII−1986，2331¥，27‑VII‑l986（川

峠,21‑X1986(南部久男)[5806］；1早，＊

添
)
．

射、小杉町上野福田池，8‑1X､1985,2ざ'3，

〜4449］；1㎡ 1¥，＊婦．婦中町長沢，

26‑1X‑1985，13，2−X‑1985,1ざ 1早，

[県下の生息状況］：平地から標高2000m位
の高山帯にかけての水生植物の多い池沼・

21‑1X‑1985,1乳lO‑X‑1985（川添）； ず1，

池塘・潅概用溜池などに生息する．県下に

添）：13，射、小杉町上野綿打池，26‑X‐

広く見られるが，次のオオアオイトトンボ

1986（川添）；2ざ'研，＊射、小杉町青井谷，

に較べ，生息地は比較的限られている．オ

27‑IX‑1986（川添）；l研，射、小杉町水上

オアオイトトンボと混生することも多い

谷石畠の池，9−V111‑1985,1早，23‑V111‐

＊射、小杉町上野栗畑池，26‑X‑1986（Ili
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1985，2皐早，30‑VIIL1985（鈴木）；23忽

SELYs，1853

1早，＊射、小杉町浄土寺屋敷野池，26‑X‐

[既知産地（追加)］：富．安野屋（神通川冨

1986（川添）；l￥，＊東．利賀村坂上，31‐

山大橋下流右岸)，VII‑1985（加藤，1985)．

VII‑1986（根来)[5807］；1罰，＊東．平村

[調査標本］：1¥，＊富．興人町いたち川，

猫池，5−IXl985（鈴木）；233，＊西．福

6．VⅡ1985(朴木英治）［4451] 1忽1¥，

岡町五位，28‑IX‑1986（川添)．

30‑VII‑l985（鈴木)，2￥￥，l‑VIII‑1986（根

来)[5793〜5794］；13，＊富．牛島町いた
ち川，l‑VIII‑l986（南部久男)[5792］；1
忽，＊ 氷.谷屋上坊寺,23‑VII‑1985（鈴木）；
2331早，小．宮島峡，28‑V111.1985（11：

[県下の生息状況］：平地から丘陵地の周囲に
樹林のある池沼・潅慨用溜池に広く生息す
る．山間地の細流の澱みなどでも発生する．

前種に較べ,生息地は多く，個体数も多い．
下新川郡宇奈月町南越ガキ田（標高約

添
)
．

前種の発生地にはだいたい混生して見られ

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の比較
的緩やかな流れに生息するが，県下の産地

るが,本種のみが見られる場所の方が多い．

は現在局限され，個体数も少ない．東部か

1640m）のような高地からも発見された．

〜浅生，l2‑V‑1985（鈴木）；263318鼎

らは，近年まったく発見されていない．現
在の安定した生息地としては，富山市の神
通川へ注ぐいたち川,小矢部市の宮島峡,氷
見市上坊寺付近の数カ所にすぎない．いた
ち川は，工場地帯をぬって流れる用水路で

早，＊中．上市町浅生，l7−V1985(鈴木)，
13，7−VⅢ1986，3331早，l2VI‑1986

あるが,セスジイトトンボなども見られ,こ
のような一見トンボ類の生息には不適当と

(11）ホソミオツネントンボ〃zJ0/2s"gs

P〃笹gγz抑"s（RIS，1916）

[調査標本］：8335拝，＊中.上市町大岩

（川添）；6333早¥，＊中.上市町桧ノ谷，

思われる環境に，県下の他の場所ではほと

17‑V‑1985（鈴木）；1㎡'，＊東．上平村池の

んど見られなくなった種が生存しているこ

平，27‑V1‑1985.(根来)[4450］

とには，重要な意義があるといわねばなら

[県下の生息状況］：本種の富山県下の生息地

ない．

としては，中新川郡中ノ又のみが知られて
いるにすぎなかったが，中ノ又に近い上市

(13）ミヤマカワトンボCaﾉ 彫?@)塊 γ"gjm

町大岩から浅生そして桧ノ谷一帯の山間地
の湿地化した廃棄水田に多数発生している
のが確認された．スギナの茎にタンデム状

[調査標本］：2ざ1忽，＊魚．鹿熊，28‑V1‑1986
（鈴木）；3毎ケ3¥￥，＊小.菅ケ原〜久利

SELYs，1853

筆者らは，県下各地で類似の環境をかなり

須，27‑V1‑1985（鈴木）；233，＊中．上市
町大岩,22‑V1‑1986（川添）；13，＊婦.婦

意識的に調査したにもかかわらず，東砺波

中町上瀬，5−V1‑1985（鈴木）；13，＊婦

郡上平村池の平一個体を発見したのみであ

八尾町三田，5−V1‑1985（鈴木）；233皇

態で産卵する個体を多数観察した.その後，

早，＊婦.八尾町中根,l5‑VII‑1985（鈴木)，

る
．

1研1早，31‑VIII‑1985（川添）；13，＊

婦．細入村庵谷，l4‑VI‑1986（鈴木)．

4．カワトンポ科Calopterygidae

(14）オオカワトンボ〃"

(12）ハグロトンボCa/0〆〃γx γα加

8
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(1984c，d）も参照されたい

YAMAMOTO，1956

[調査標本］：13，＊滑．上小泉行田公園，
l8‑VII‑1986,131早，24‑VII‑l986（根

(15）ヒウラカワトンボ〃"αおsp

来）；3ざ'研l￥，富．城山，5−V1‑1985,4

[調査標本］：433，＊魚.大菅沼,l8‑VI‑l98g

ダダ，13‑V‑1986,1ざ' 11‑V1‑1986（鈴木)，

（鈴木）；233，＊魚.坪野,18‑V1‑1985（鈴

3罰伊2早早，14‑V1.1986（川添）；1忽,富

木）；10畝伊4早早，＊魚.鹿熊,28‑V1‑1985

寺町，ll‑VI‑1986（鈴木)，lざ'，13‑V1‑1986

（鈴木）；2ダダ2早早，＊富．三熊，5−V1

（朴木英治)[5796］；13，＊中．立山町黒

1986（川添）；4忽33皐早，＊氷．森寺，

谷，16‑V‑1985(根来)[4452］：2ざ131早，

25‑V‑1986（川添）；4ダダl早，＊氷.平沢，

＊上．大山町東福沢，16‑V‑1985（根来）

25‑V‑1986（川添）；2罰ざ 1早，＊氷,上余

［4453〜4455］；lダ，婦．婦中町常楽寺，

川片倉,1−V1‑1986（川添）；333，＊小.菅

25‑V‑1986(板倉）；l伊1¥，婦.八尾町三

ケ原,26‑V1‑1985（鈴木）：3砂伊2早早，＊

田，18‑V‑1985,1¥，30‑V‑1985,13ざ'312

下．朝日町池の原，8−V1‑1986（川添）：5ざ､

鼎早，5−V1‑1985,3ケ罰1¥，9−V1‑1985,1

印1早，下．入善町舟見,5−V1‑1986(根来〉

ざ'8早早，19‑V1‑1985,1ざ' 1−V11‑1985,4

［5798〜5803］；2gi研2早平，＊中．上市町

ざ'31早，27‑V‑1986,2ざ'32¥¥，28V‐

浅生，l2‑VII‑1985（鈴木)，23乳7−VI‐

1985，1ざ 1平，4−VII‑1986（鈴木)．

1986，1早，l2‑VI‑l986，33忽，22‑V1.198壱

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の清

（川添）；4ざ'31¥，中．上市町大岩，17

流・渓流に生息する．黒部市吉城寺付近が

V1‑1985,43ざ 1¥，l‑VI‑1986（鈴木）：

日本海側の北限であり，前報以後もそれよ

3罰32早￥，中．上市町大沢，l4‑VI‑1985

り以北では発見されていない．上記富山市

（根来)[4469〜4473］；33ざ'2早早，＊中、

寺町産の個体は,鈴木が1982年に同じ呉羽

上市町中ノ又，l‑VI‑1985（川添）：1早，＊

丘陵の城山八幡沢産の個体を移植したもの

中．立山町城山つぶり山，l7‑VII‑1985（鈴

のF1である．この移植の結果，1984.1986

木）；6313，＊中．立山町長倉,l4‑VI‑198§

年と隔年に発生が見られ，本種の幼虫期間

（鈴木）；5ざ'乳＊中．立山町松倉，l4−VI

は原則として2カ年であることが判明した

l985（鈴木）；13，＊中．立山町池田，l4

が，この実験の詳細については別の論文で

VI‑1985（根来)[4474］；10ざiざ'3¥¥，＊

報告する予定である．また，婦負郡八尾町

中．立山町黒谷，l6V−l985（根来)[445§

三田の個体群には稀に透明迩型が出現す

〜4468］；l伊3早早，中．立山町座主坊．

る．本種の中部群(SuzuKI＆YAMAMOTO，

l7‑VII‑1985（鈴木）；13，上．大山町東福

1985参照)は，燈色迩型ざ'（f・〃α" ）と

沢,l6‑VJ985(根来)[4475］；2早早,上.大

透明迩型¥（f， た" ）及びあるいは淡燈

沢野町寺家，6−VII‑1985（川添）；23ざ'3？

色趣型早(f、〃α〃 ）の組合せで生息する．

早早，婦．婦中町河原谷，23‑V‑1985,5忽3

この中部群の分布圏は，北陸・東海・近畿

1早，5−V1‑1985,7ざ↑ざ1，25−V‑1986,2ぷざ

に限られるが（鈴木，1986を参照された

2￥ギ，l()‑V1‑1986（鈴木）；l¥，婦．婦中

い),透明趣型伊は上記八尾町三田以外から

町常楽寺，25‑V‑1986（板倉）；3ざ'31早．

は発見されていない．この新型については，

婦．婦中町上瀬，7−VII‑1985（鈴木）；10ヶ

目下準備中の論文（SuzuKI，準備中）で詳

乳＊婦．婦中町高塚，lO‑V‑l985（鈴木）：

しく報告する予定であるが，前報の鈴木

73毎4早早，＊婦.婦中町吉谷大谷,31‑V
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1985（鈴木）；1ざ'2¥子，婦．婦中町いこ

（SELYs，1889）

[調査標本］：233，中．上市町大岩，1V1．

いの村，17.V1985（川添）；1㎡1，婦．八尾
町三田，18‑V‑1985,1￥，5−V1‑1985,1ざ'

1986（鈴木)．

7−V1‑1985,2罰3，1−V11‑1985,13,27‑V‐

[県下の生息状況］：上記上市町大岩は，現在

1986，1ざ' 28‑V‑1986,233（内1畝は

本種の県下における確実な唯一の生息地で

燈色迩型）2¥￥，14‑V1‑1986,633（内5

ある．上記の2個体は，いずれも渓流で早

3ざ'は燈色趣型)，30‑V1‑1986,4332¥

探索中を採集したものである．

早，4−VII‑1986（鈴木）；l畝，婦．八尾町八

尾,28V‑1986(南部久男)[5797］；6331

ⅡI、不均迩亜目Anisoptera

¥，婦．八尾町中根，19‑V1‑1985,2ざ'31
6．ムカシヤンマ科Petaluridae

¥，15‑VILl985（鈴木）；113ざ'1¥，＊
婦.八尾町大玉生,l0‑VI‑1986（鈴木）；33
ざ'，＊婦．細入村割山，24‑V‑1986（川添）：

(17）ムカシヤンマZ1z〃 花沙冗p秒gγz

4ざ'3，＊婦．細入村庵谷，31‑V‑1986（川

（SELYs，1889）

[調査標本］：13，＊魚.鹿熊,28V1‑1986(鈴

添)，5伊訊2￥¥，l4‑VI‑I986（鈴木）；1
¥，射、小杉町水上谷,31‑V‑1985（鈴木）；

木）；13，＊富.城山,31‑V‑1985（鈴木）；

113ざ 4¥¥，＊射､小杉町西谷,31‑V‑1985

2ざ'ず 1早，＊氷.森寺,25‑V‑1986（川添）；

（鈴木）；l¥，＊西．福岡町沢川，l2‑VI‐

13，婦.婦中町河原谷,5−V1‑1985（鈴木）；

1985（根来)[4476]．

233，婦・婦中町上瀬，23‑V‑1985（鈴木)』

[県下の生息状況］：平地から山地の渓流に広

13，5−V1‑1985（鈴木）；33乳婦．八尾

く生息する.前種としばしば共存するが,生

町三田，l1‑VL1986（鈴木)，l¥，＊射、小

息地はより広く，山地渓流にはほとんど本

杉町上野福田池，9−V1‑1985,13,29‑VI

種のみが生息する．婦負郡八尾町三田の赤

1985（川添）：2罰研，＊射、小杉町上野恩

江川の支流に生息する前種と共存する個体

坊池，l2‑VI‑1986（鈴木）；1乳＊射、小

群中には，時に燈色迩型罰が出現する［鈴

杉町青井谷立神池，31‑V‑1985（鈴木）；ユ

木（1986）を参照されたい]．また，相田

畝，＊西．福岡町沢川，12‑V皿985（根来＞

（1986）も本型を11皮阜県下で採集している．

［
4
4
7
7
]
．

命名・記載される予定であるが，燈色迩型

[県下の生息状況］：丘陵地から山地の渓流や
湿地帯の周辺部に広く生息し，個体数も多

叡の出現の行動生態学的意義やその地理的

い．林中の日当たりの良い樹幹に静止して

分布などについても，目下準備中の論文

いる個体を多く見かける．

本種は，近い将来鈴木によって新種として

（SuzuKI,準備中)で詳しく述べる予定であ
7．サナエトンボ科Gomphidae

る
．

(18）ミヤマサナエA"たQgO"z，〃"s池ααc〃

11．ムカシトンボ亜目Anisozygoptera

（SELYs，1872）

[調査標本］：l早，＊射、小杉町(小杉駅地下
道)，21‑X‑1985（大野豊）； ず'，＊東．平

5．ムカシトンボ科Epiophlebiidaed

村猫池，31‑VII‑l986（根来)[5847]．

(16）ムカシトンボ動j ん/e"αszゆg湾陀s
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[県下の生息状況］：県下の生息状況はほとん
ど明らかにされていない．上記二例の採集
記録のうち，小杉町のものは本種がかなり
遅い時期にしかも相当に低地の河川に出現
するために発見されにくいことを強く示唆

早，＊中．上市町中ノ又，l‑VI‑l985（川
添）；13，＊中．立山町千寿ケ原，2−VI‐
1985(根来)[4479］；lざ'，＊上．大山町小
谷,9−V､1985(根来)[4480］； ず1，＊上.大

しているように思われる．

(19）ヤマサナエAs姥0' ""s脚g/Zzg" s

沢野町笹津,21.V‑1986(根来)[5848］；1ケ
l早，＊婦．細入村割山土田堤，24V‑1986
(川添）；13，＊婦.細入村庵谷,31‑V‑1986
(川添)．

（SELYs，1854）

[調査標本］：l研，＊氷.森寺,25.V‑1986(jl；

(23）コサナエTγ壇O加 "s加g/α脚 s

添）；l罰，＊婦．婦中町上瀬，16‑V‑1985.
1ざ' 5−V1‑1985（鈴木）；333，婦．八尾

（SELYs，1869）

[調査標本］：1ざ'2早早，魚．坪野，28VI‐

町
三
田
，
9
−
V
1
‑
1
9
8
5
,
2
ず
'
罰
，
l
l
‑
V
I
‑
l
9
8
6
（
鈴
木）；l子，＊射、小杉町太閤山，2．V1.1985
（黒田久喜)[4478]．

[県下の生息状況］：県東部・西部の産地は多
くないが，丘陵地から低山地の渓流に広く

生息し，産地では個体数も少なくない．
(20）クロサナエaz" j"s"jtz"α
FRAsER，1936

[調査標本］：13，中．上市町中ノ又，l‑VI‐
1985（川添）；l罰2早早，中．上市町浅生，
22‑V1‑1986（川添）；1J，＊上．大沢野町
笹津，21‑V‑1986（根来)[5849]．
[県下の生息状況］：丘陵地から山地の渓流に
生息するが，県下の産地は局限され，個体
数も少ない．成虫は，渓流沿いの樹木の葉
上に静止しているものが多く観察される．
(21）ダビドサナエ、α〃

1986(鈴木）；2ダダ1¥，＊富．三熊吉原
池，l7‑V‑1986（川添）；1ざ'，＊高．東海老
坂,l2‑VI‑1985(根来)[4482］；4331早，
＊氷．上田子，12‑V1.1985（根来)[4484
〜4488］；131¥，＊氷.森寺,25‑V‐1986
（川添）；2ダダl子，小．興法寺，28‑VI‐
1986（川添）；6ダダ3早早，下．朝日町棚
山，5−V1‑1986(根来)[5850〜5858] 2㎡'J
1¥，8−V1‑1986（川添）； ず'，＊中．立山
町池田，16‑V‑1985（根来)[4481］；lJ5
早早，婦．婦中町上瀬，9−V‑1985,2皐早，
11‑V−1985，4333拝，16‑V‑1985，43
3，23‑V‑1985,1ケ1早，5−V1‑1985（鈴

木）；1忽，＊婦．婦中町高塚，10‑V‑1985,
1ざ' 18‑V‑1985（鈴木）；2ざ'3，＊婦．婦

中町いこいの村，17‑V‑1985（川添）；l研，
婦.八尾町三田,9−V‑1985（鈴木）；l￥,婦．
八尾町桐谷赤倉，8V‑1985,3J1忽2早早，
11‑V‑1985,3Jざ 3早早，16‑V‑1985,2㎡
32拝，30V‑1985,2ざ'31，6−V11985,2
￥早，19‑V1−1985，13，29‑V1‑1985,1￥，

s〃α""s

（SELYs，1869）

[調査標本］：13，中.上市町大沢,17.V1985
（鈴木)．

9−VII‑l985（鈴木）；23ざ 1早，＊婦.細入
村割山土田堤，24‑V‑1986（川添）；2331

(22）ヒメクロサナエLα""z"s／i"jα s
（FRAsER，1936）

¥，＊射､小杉町上野福田池，19‑V‑1985,1

[調査標本］：1乳＊氷．寺尾碁石ヶ峰
（300m)，31‑V‑1985（西川喜朗）；13，中．
上市町大岩，l7‑V‑l985（鈴木）；132早

ざ' 29‑V1‑1985（川添)，1ざ 1￥，29‑VI‐
1985,1乳l2‑VI‑1986（鈴木）；1早，＊射、

小杉町上野栗畑池，29‑V1‑1985（川添）；1
8
き
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1985（鈴木）；l乳婦．八尾町桐谷赤倉，

￥，＊射、小杉町上野恩坊池，12.V1‑1986
（鈴木）；2罰3，＊射、小杉町西谷，31‑V‐
1985(鈴木）；1ざ11¥，＊射、小杉町野田

l9‑VIII‑1985（鈴木）； ず1，婦.八尾町中

根，l4‑VIII‑1985(鈴木）； ず'，＊婦.八尾

池，1−V‑1986（川添）；131¥，＊射、小
杉町青井谷,13‑V‑1986（川添)，lJl早，

町大長谷島路，3−VIII‑l985（鈴木）；13，

l9‑VI‑l986（川添）；l罰，＊射、小杉町太

添）；13，＊射､小杉町上野，l3‑VIIL1986

閤山,23‑V‑1986(黒田久喜)[5859］；1忽l
¥，＊射、小杉町新屋敷，l2‑VI1986（川
添）；13，＊射､大門町,8−V‑1986（川添）；
1乳＊西.福岡町沢川，l2‑VI‑1985(根来）
［4483］；l早，＊西．福光町川西四堤の池，

（川添）；1忽1￥，＊射,小杉町上野福田
池,7−VII‑1985（川添）；233，l‑VIII‑l985
（鈴木)，13，11‑VIII‑l985（川添）； ず'，
＊射､小杉町上野栗畑池，29‑V1‑1985（111
添）；1¥，＊射,小杉町上野綿打池，23．
VIn1986（鈴木）；1¥，＊射､小杉町水上
谷,4Xl986（川添）；lg1，＊射､小杉町西

＊婦.八尾町室牧ダム，31‑VIII‑l986（川

5−VII‑l986（川添)．

[県下の生息状況］：平地から低山地の大小の

谷，30‑VIII‑l985（鈴木)．

池沼・湿地に広く生息し，時に休耕田など
からも発生し，個体数も極めて多い．同一

[県下の生息状況］：平地から山地の細流に広
く生息し，林道や水田・湿地帯などで多く
の個体を見ることができる.最高地として
下新川郡宇奈月町僧ヶ岳（約1100m）を記
録した.林内の細流や湿地で単独で何度も

場所における羽化は一斉に起こり，大半の
個体が数日の間に羽化するようである．
8オニヤンマ科Cordulegasteridaビ

同じ場所を俳個しながら産卵している早を
良く観察する.交尾はめったに見ることは
できないが，杉林の中をタンデム状態で飛

(24）オニヤンマA邦0mgαs花γs彪加〃〃
（SELYs，1854）

朔するのを観察した．

[調査標本］：13，＊魚.片貝川東又谷，13‐
VIII‑1986（根来）［5865］；13，＊滑.東
福寺野，l2‑VIII‑1985（川添）；1早，＊富．
五福（富山大学構内)，22‑V111.1986（鈴
木）；13，富.城山，17‑V‑1986（幼虫採集，
l4−VI羽化)(鈴木）；13，＊氷.上余川，
23‑VII‑1985（鈴木）；2ざ'3，＊氷．森寺，
23‑V11‑1985,23乳24‑VII‑1985（鈴木）：
13，＊氷磯辺,23VⅡ1985（鈴木）；l¥，
＊下.朝日町小川元湯，9−VIII‑l985（根来〉
［4489］；13，＊下．宇奈月町僧ケ岳
（1100m），l3VIII‑1986（根来）［5867］；
1早，＊中.上市町釜池，29‑VII‑l986（川
添)，lざ1，20VIII‑1986（根来）［5866］；
1罰，＊中.立山町横江，4−IX‑1985（根来｝
［4490］；13，婦．婦中町上瀬，27‑V111
1985（鈴木）；1早，婦.八尾町三田，1．VⅡ

9．ヤンマ科AeschnidaE

(25）ルリボシヤンマAgsc〃 αノ況邦c
（LINNAEus，1758）

[調査標本］：l早，＊下．宇奈月町南越ガキ
田,30‑IX‑l986(根来)[5869］；1ざ'2秤，
中．立山弥陀ケ原，41X1985(根来)[4491
〜4493]，l￥，9−V111‑1986,2ざ'毎l早、
l0‑VIII‑l986（川添）；l¥，＊婦.八尾町桐
谷赤倉,2−X‑1985,7ざ'31¥,9−X‑1985（鈴
木）；23ざ'4幹，婦．八尾町小井波，26
IX‑l985（鈴木）；2ざ'ざ1，婦.八尾町白木峰，
26‑VIII‑1986（川添）；1¥，＊東.城端町縄
ヶ池,29‑VIII‑1985（鈴木）；5331¥，＊
東．平村猫池，5−IX‑1985（鈴木)．
9
曾
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[県下の生息状況］：低山地から高山の池沼・

l9‑IX‑1985（鈴木）；2ざ'32早早，婦.八尾

湿地・池塘（ガキの田）などに生息し，県

町白木峰，31‑VIII‑1986（川添）；13，＊

下の産地は比較的多い．成熟ざ'は，池沼の

婦．細入村割山，6−IX‑1986（川添）； ず1，

周辺のヨシ原の上や湿地。池塘の上にナワ

＊射、小杉町青井谷，l5‑X‑1985（川添）；l

バリを形成する．オオルリボシヤンマと共

ざ'，＊東．城端町大島谷西谷の池，29‑VⅡI‐

存することも多いが，発生期は本種の方が

1985（鈴木）；3罰ざ 3早早，東.城端町縄ケ

遅い．婦負郡八尾町の小井波では，林道道

池，29‑VIII‑l985（鈴木）；7ダダ2早早，＊
東.平村猫池，5−IX‑1985（鈴木）；1罰，東．

上を往復飛溺する3個体を多数観察した．
(26）マダラヤンマA

上平村池の平，27.V1.1985(根来)[4495］；
1早，＊西．福岡町沢川，28.1X､1986（川

cル〃a加な/α

LATREILLE，1805

添）；2ざ'3＊西．福岡町栃丘，28‑IX‑1986

[既知産地追加］：l乳高.守護町小矢部川河

（川添)．

川敷，X‑1986（成田，1986）．

[県下の生息状況］：平地から高山にかけての
水面の開けた大小の池沼・池塘・湿地・潅

[調査標本］：13，高・守護町小矢部川河川
敷，26‑X‑1986（松井一郎)．

慨用溜池などに広く生息し,個体数も多い．

[県下の生息状況］：県下の採集例は，富山市

いずれの生息場所においても，成熟3は比

蓮町での13のみであったが，上記のよう

較的限られた範囲にナワバリを形成する．

に新たに2頭のざ'が採集された.筆者らも，
1985年10月，富山市神通川下流域で本種

比較的大きい池沼や溜池では，岸辺に近い

水面すれすれにナワバリが作られる場合
と，高さl〜5m位の水面から少し離れた空

と思われる個体を目撃している．成田

（1986）によれば，1986年10月，氷見市宮
内でも目撃例がある．以上の事実や本種の
習》性などから，富山県下でも，特に海岸に

間に作られる場合とがあるようであるが，
詳しいことは不明である．また，池沼やそ

近い平野部の河川河口域で，僅かながら生

多く見られる．夕暮時，群飛する習性があ
る．早は，水生植物の葉や茎などに単独産
卵するが，連結産卵する個体も観察してい

の周辺の林のかなり上空を高飛する個体が

息しているものと考えられる．

(27）オオルリボシヤンマAesc""α〃Zgm‐

る
．

／mz〃eMARTIN，1908

[調査標本］：1罰，＊魚.坪野,71Xl985(111

(28）ｱｵﾔﾝﾏAesc〃" 〃ん6な』O ‑

添）；l乳＊砺．頼成の森，27.VIII‑1985

s姥" SELYs，1883

（川添）；1¥，＊下.朝日町大平,4−IX‑l986
（根来）［5870］；l早中．立山弥陀ケ原，

[調査標本］：1ざ'，＊富.金屋,8−VⅡ1986(脈
添）；13，富.寺町(城山薬草園奥),ll‑VI

4−IX‑1985(根来)[4494] 1￥ 22‑VIⅡ1986

1986（鈴木）；13，＊高．東海老坂，l2−VI
l985（根来）［4496］；l¥，＊氷．十二町

（加野猛）；l¥，下．大山町刈込池,28‐
V111.1986(後藤道治）［5871］；1ざ1，＊婦．

潟矢崎,4−VII‑1986（川添）：13，＊射､小
杉町太閤山，l5‑VI‑l985（川添）；1母，＊

婦中町新町,l8‑X‑l986（川添）；5ざ'ず1，婦．
婦中町上瀬，4‑1X‑1985,1ざ' 21‑IX‑l985
（鈴木)，23罰，27‑IX‑l985（鈴木）；1ケ，
＊婦．八尾町小井波，l9‑VIII‑l985，2J伊，

射、小杉町上野福田池，9−V1‑1985（川添)。
13，lO‑VIII‑1985（鈴木）；233，＊射,小

杉町上野恩坊池，12‑V1‑1986（鈴木)．
91
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本種の没姿前後にオオルリボシヤンマの発

(29）ネアカヨシヤンマAesC〃" 〃26〃

生が始まり，見事な時間的すみ分けが見ら

α"商 彫mSELYs，1883

れた．

[調査標本］：1ケ，＊高．佐野緑町，30VIII‑
l984（湯浅純孝）；l￥，＊小.倶利伽羅峠，

(31）ギンヤンマA"

l7‑VIII‑1986（根来）［5872]．

[県下の生息状況］：前報で詳しく解説したよ

γ的e" 2"""s

BRAuER，1865

うに，本種の県下からの過去の二，三の記

[調査標本］：13，氷.下田子，23‑V11.1985.

録にはいずれも信侭性がなかった.その後、

2罰3，8−V111‑1985,13,lO‑VIII‑l985（鈴

上記二個体が採集された．小矢部市倶利伽

木）；23ケ，小．興法寺，l6‑VII‑l985（鈴

羅峠産の個体は，現在も生息が確認されて

木),1ざ''28‑V1‑1986（川添）；1忽，＊小．

いる石川県側から飛来した可能性が高い。

倶利伽羅，28‑VIII‑l985（川添）；1印，上。

これは，夕暮時，野外燈に集まっていたも

大沢野町寺家,6−V11‑1985（川添）；13，＊

のである．また，高岡市佐野緑町産の個体

婦．婦中町常楽寺，27‑VIⅡ1985（鈴木）；

は，筆者らの調査が必ずしも充分ではない

13，＊射、小杉町黒河，l3‑IX‑1986（鵬

県西部，特に小矢部川沿いの低地帯に本種

添）；1ケ，＊射､小杉町水上谷,l2VI‑l98ら

の発生地がある可能性を示唆するものであ

（川添）；l¥，＊射、小杉町青井谷立神池≦

る
．

31‑V‑1985(鈴木）；13，＊射､小杉町上野
恩坊池，l2‑VI‑l986（鈴木)．

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の挺水

(3DクロスジギンヤンマA"ぶれ増7n/Zzs

植物の多い明るい池沼や潅慨用溜池に広く

cね〃s仰噌 /Zzscね伽sOGuMA，1915

生息するが，近年個体数は激減している．

[調査標本］：13，＊富．五福（富山大学構
内),l3‑VI‑1986（鈴木）；13，富．呉羽山，

(32）サラサヤンマα塔0 Sc〃"α′ gγj

l8‑V‑1985（川添）；13，＊高．二上山，

（MARTIN，1909）

2−V1‑1985（鈴木）；13，＊氷.鉾根,12‑VI

1985(根来）［4497］；1¥＊氷．上余川中

[調査標本］：13，＊富．寺町（城山薬草園

原，l‑VI‑1986（川添）； ず1，＊下．朝日町

奥)，ll‑VI‑1986（鈴木）；l罰，富．城山§

棚山，5−V1‑1986(根来)[5868] 1罰，8−VI‐

31‑V‑1985,2罰乳5−V1‑1985（鈴木）；l¥，

1986（川添）；131早，婦．婦中町上瀬，

＊小.石坂,9−V1‑1986（高桑茂樹）；2ざ'ず'・

23‑V−1985，13，14．V1.1986（鈴木）；1￥，

婦.婦中町河原谷,l0‑VI‑1986（鈴木）；6ケ

＊婦．山田村柳川，21‑V1‑1985（鈴木）；且

3，＊射，小杉町上野恩坊池，l2VL1985

ざ'，＊射、小杉町西谷，31‑V､1985(鈴木)。

（鈴木）；13，＊射、小杉町上野福田池．

[県下の生息状況］§平地から低山地の挺水植

29‑V1‑1985（鈴木）；233，＊射,小杉町青

物が多く，周囲に樹林にある池沼に広く生

井谷立神池，31‑V‑1985（鈴木）；3ざ'3，＊

息している．成虫の発生時期はかなり早く

射、小杉町水上谷，l2‑VI‑1986（川添)．

[県下の生息状況］：丘陵地から低山地の細流

5月下旬に湿地の水生植物の茎に単独で産

卵する個体を観察している．また，富山市

の多い，あるいは湿地帯の発達している谷

五福の富山大学構内での記録は，本種のケ

間などに広く生息する．成虫の活動期は短

がかなり広い活動範囲を持つことを示すも

いが，個体数は少なくない．林の内外の僅

のである．また，上瀬の溜池では，1984年

かに開けた日当りの良い空間や林道の一角
９

富山県のトンボ相補遺

などでナワバリ飛溺するd別を良く観察す

[調査標本］：13，中．立山弥陀ケ原，22．

る．また，単独で細流の周辺部で産卵場所

VIII‑1986（加野猛)．

の探索飛朔をしている早をしばしば観察す
る
．

(36）トラフトンボ邸"〃

α柳α噌加

α

（SELYs，1883）
(33）ミルンヤンマP"" Scﾙ"α〃"〃

[調査標本]：l早，＊婦．婦中町上瀬，9V
1985（鈴木）：1ざ'，＊射、小杉町上野福

（SELYs，1883）

[調査標本］：l早，＊氷．森寺，20‑VIII‑l98冒

田池，17‑V‑1985,1¥，19V‑1985,1罰．

（鈴木)．

26‑V‑1985,13,2−V1‑1985（川添)，4

[県下の生息状況］：丘陵地から山地の渓流に

3乳31‑V‑1986（鈴木）：13，＊射､小杉

生息する．県下の産地は比較的多いが，個

町水上谷，l2‑VI‑1986（川添)．

体数は少ない．渓流沿の林道上や，やや薄

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の水生

暗い林の一角などで夕刻に活発に飛溺する

植物の多い池沼や潅慨用溜池に生息する

個体を見ることが多い．

が，産地は局限され，個体数も少ない．筆

者らは，射水郡小杉町上野地区の池沼・溜

(34）ヤブヤンマ励加z 〃〔zgy"鯉加e〃

池群に，本種が比較的多く生息しているの

〃zc花畑（SELYs，1883）

を確認した．発生期間は短く，成熟罰は岸

[調査標本］：l早，富呉羽山，l5‑VI‑1985,
1¥，21‑V1‑1985（川添）；132¥¥，＊

辺近くを周回飛溺する．早は，交尾・産卵
時のみ池沼内に侵入する．

氷．森寺,23‑VII‑l985,l33早早，24‑VII‐

1985（鈴木）；l平，婦．婦中町ねいの里，

(37）タカネトンボSb班α加c〃ん 〃c〃 i

31雲VII‑l985（石田英寛）［44981

FoERsTER，1909

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の，周

[調査標本］：13，＊魚．坪野,7−IX1985(Ili

囲を樹林に囲まれた池沼や潅慨用溜池に生

添）；l早，＊富．奥田町，lO‑IX‑1985（増

息するが，産地はかなり限られており，県

田準三）；1¥，＊中．上市町釜池，29

東部の記録はほとんどない．個体数も多く

VIII‑1986（川添),lc詞,20ざVⅡ1‑1986（根来；

ない．氷見市森寺における観察では，日没

［5861］：83ざ'1¥，婦．婦中町上瀬，21

前後約1時間ほど潅概用溜池の上空を群飛

1X‑l985（鈴木）；13，＊射、小杉町上野壷

するのが観察された．1985年8月，高岡市

21‑IX‑l985（川添）；13，＊射、小杉町青

伏木国分では，樹林に囲まれた小さい溜池

井谷，26‑X‑l986（川添）；17ざ'ず 1￥，＊

で単独で産卵する¥を，また同年9月下旬

東．平村猫池，5−IX‑1985（鈴木)，333．

に下新川郡朝日町棚山では，大きい潅慨用

31−VⅡ‑1986（根来）［5862〜5864］；13旦

溜池の岸辺の土中に単独で産卵する早を観

早，＊西．福岡町栃丘,28‑IX‑1986（川添)。

察した．

[県下の生息状況]：低丘陵地から亜高山帯の
周囲に樹林のある大小の池沼・池塘（ガキ

10．エゾトンボ科CorduliidaE

の田)に広く生息し，個体数も比較的多い。
成熟研は池沼の岸辺近くを周回飛溺し，樹

(35）カラカネトンボCO? ""α " α柳z

蔭部で数秒間停止飛溺する習'性がある．1

e"s応SELYs，1887

頭を採集すると，次の個体が入ってくるよ
９

鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫

うで，常に一定数の個体がナワバリを形成

島谷西谷の池，29‑VIII‑l985，23乳5‑1X‐

するものと思われる．

1985(鈴木)．

[県下の生息状況］：平地から丘陵地，低山地
(38）エゾトンボso班α加c〃0畑 "

の水面の開けた水生植物の多い池沼・潅概

g"

用溜池に広く生息し，個体数も多い．池沼

（UHLER，1858）

の岸辺近くを時差重複式の周回飛湖してい

[調査標本］：131¥，＊高．伏木国分，7‐
VI皿1985(鈴木）；1¥，＊砺．三合，3‑1X

る個体が多く見られる．県東部の山地は少

1986(北村征三郎）；l罰，婦．婦中町河原

ない．交尾は池沼周囲の樹林部で行なわれ

谷，2−X‑1985（鈴木）；13，婦．婦中町上

るようである．子は極めて短時間(数分間）

瀬，27‑V11‑1985,1罰，28‑V111‑1985,33

単独で池沼に打水産卵するのを観察してい

3,4−IX‑1985(鈴木）；1¥，射，小杉町上

る
．

野,24‑VIII1985（川添）；13，＊射、小杉
(40）コヤマトンボ〃 '℃畑zαα"ゆん壇g"α

町上野綿打池，21‑IX‑1985(川添）；233．

α"2P九涯"αSELYs，1871

射、小杉町上野福田池，8‑1X､1985,13.
21‑IX‑1985(川添）；1忽，＊射、小杉町上

[調査標本］：1¥，＊射、小杉町太閤山，2L

野栗畑池,3−X‑l985(川添）；l早，＊射、小

VI1.1986（黒田久喜）［5860］；13，＊射。

杉町青井谷，5‑1X‑1985，233，27‑IX‑1986

小杉町上野綿打池，l2‑VI‑1986（鈴木）；i

（川添)．

3，＊射、小杉町上野福田池，l2‑VI‑1986
（鈴木)．

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の谷間
や池沼の周辺部に発達する湿地帯に生息す

[県下の生息状況］：今回，射水郡小杉町上野

る．産地は県下の西部に局限されるが，発

地区の溜池群に少数ながら生息しているの

生地では，個体数は少なくない．

が確認できた．罰は，オオヤマトンボと同
様，池沼の岸辺近くを周回飛溺する．

11．ヤマトンボ科Macromiidae
12．トンボ科Libellulidaご

(39）オオヤマトンボ邸 "肋α伽池g/電""s
(4，ショウジヨウトンボC c んe抑jSsgγ‐

（BRAuER，1865）

〃"jtz（DRuRY，1770）

[調査標本］：333，＊氷．下田子，8−V111‐
1985,1ざ' 20‑VIII‑1985(鈴木）；13，＊

[調査標本］：13，＊魚.坪野,28‑V1‑1985(鈴

氷．森寺，8−VIII‑l985(鈴木）；1忽，＊氷．

木）；l罰l¥，＊富．興人町いたち川、

下山，24‑VII‑1985(鈴木）；13，＊氷．小

30‑VII‑1985(鈴木）；1¥，＊富.下新北町，

窪,l6‑VIII‑1986(川添）；1乳＊氷．中尾，

6−VIII‑l986（川添）； ず 1￥，氷.上田子．

23‑VIII‑l986（川添）：l乳小．興法寺，

24‑V11.1985(根来)[4499,4500］；13，氷喧

l6‑VII‑l985(鈴木）；13，＊下．朝日町棚

下田子，2−V11‑1985,23ざ' 23‑V11‑1985,2

山，29‑VII‑1986，（川添）；233，射，小杉

3ケ，8−V111‑1985,1欲，l0‑VIII‑1985（鈴

町上野福田池,6−V1‑1985,1¥，l5‑VI‑1985

木）；3忽3，小．興法寺，l6‑VII‑1985（鈴

（川添)，13，12−V1‑1986,1¥，27‑V1‑1986

木)，1忽1早，28‑V1‑1986（川添）；l畝瓦

（鈴木）；1ダ，射、小杉町上野恩坊池，23‐

早，上.大沢野町寺家,6−VII‑1985（川添）；

VIII‑1986(鈴木）；133乳＊東．城端町大

1早，＊上．大沢野町万願寺，27‑VII‑1985。

9
皇

富山県のトンボ相補遺

1乳26‑VII‑l986（川添）；1¥，＊婦．婦

平，l0‑VIII‑1986（川添)，233，22‑V111‐

中町上瀬,29‑VIII‑1986（鈴木）；1ざ 1¥，

1986（加野猛）；2ダケl平，＊婦．八尾

＊射､小杉町上野福田池,15‑V1‑1985,1￥，

町小白木峰，l2‑VII‑1985(根来）［4502〜

29‑V1‑1985,1¥，l5‑VII‑1985（川添)，13

4
5
0
4
]
．

1￥，l‑VIII‑1985（鈴木)，1夕,10‑VIII‑1985

[県下の生息状況］：既知産地は立山弥陀ヶ
原・雲の平・婦負群八尾町白木峰などであ

（川添）；l研，＊射、小杉町上野栗畑池，
2−VIII‑1985（川添）；1ざ ＊射、小杉町上

るが，亜高山帯の池塘には広く生息するも

野綿打池，23‑VIII‑1986（鈴木）；l早，＊

のと推測される．平は単独打水産卵し，伊

射､小杉町野手,20‑VII‑l985（川添）；13，

は警護飛溺するのが観察される．

＊射、小杉町青井谷，l9‑VI‑1986（川添）；
l￥，＊射、小杉町水上谷，l2‑VLl986（川

(44）ヨツボシトンボL必2""肱9" γj‐

添）； ず ＊西．福光町法林寺，5−VII‑l986

枕α ね敗妬α〃" SCHMIDT，1957

（川添)．

[調査標本］：13，＊魚.坪野,28V1‑1986(鈴

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地帯の周

木）；l￥，＊富.三熊古洞池,17‑V‑1986（此

囲に草原のある比較的大きい池沼や潅慨用

添）；1㎡1，＊氷．上余川，28‑1V‑1985（11：

溜池，更に河川河口域などに広く生息する

添）；3Jざ'，＊氷．上余川中原，l‑VI‑1986

が，個体数は多くはない．

（川添）；l早，＊氷．平沢，25‑V‑1986（雁
添）：1罰1早，＊下．朝日町池の原,8−VI

(42）コフキトンボD"g"αP〃 〃（SELYs‑

1986（川添）；2㎡'伊，下.朝日町棚山,5−VI＝

1986(根来)[5873,5874］；13，＊下．入

1
8
8
3
）

[調査標本］：l早，＊氷.下田子,23VIL1985

善町舟見，5畳VI‑1986(根来)［5875］；l乱

（鈴木）；l早，氷.十二町潟,20‑VIII‑1985o

＊中.上市町浅生,l7‑V‑l985（鈴木)，1乳

l¥，23‑VIII‑l985（鈴木)，2早早，18‑VI

lO‑V‑1986（川添）；13，＊中．立山町座主

1986（川添）；1談，＊射、小杉町上野福田

坊，17‑VII‑1985（鈴木）；13，＊婦．婦中

池，29‑V1‑1985（鈴木),l¥，7−VII‑l985，i

町河原谷，l0‑VI‑1986（鈴木）；4罰ず'，婦

硯，15‑V11‑1985（川添）；l伊，＊西．福光

婦中町上瀬，9−V‑1985,3ダヴ' 16‑V‑1985,

町法林寺，5.VII‑1986（川添)．

4忽3，23‑V‑1985（鈴木）；433，＊婦．婦

[県下の生息状況］：県下の産地は西部に限ら

中町高塚，10‑V‑1985,4ダヴ 4早平，l8−V

れ，平地から低丘陵地帯の水生植物の多い

l985（鈴木）；4ざ'ず 1早，＊婦．婦中町高

比較的大きい池沼や古い潅慨用溜池，流れ

塚西谷，10‑V‑1985；13，婦．八尾町桐谷，

の緩やかな河川下流域に生息するが，個体

9−V11‑1985（鈴木）；1罰，婦.八尾町桐谷赤

数は現在激減している．

倉，6．V1.1985（鈴木）；2ざ'3，＊射，小杉
町平野,18‑V‑1985（鈴木）；533，＊射､小

13）カオジロトンボL

γγ〃"α

杉町向谷池,l8‑V‑1985（鈴木）；13，＊射￥

bね

小杉町上野福田池,2．V1‑1985（川添),1乳

0γたれ /応SELYs，1887

[調査標本］：1ざ1，中.立山弥陀ケ原,24VII

29‑V1‑1985,1¥,l2‑VI‑l986（鈴木）；1乱

1985［4501] 1畝，l7‑VII‑l986（根来〉

＊射、小杉町上野恩坊池，l2‑VI‑l986（鈴

［5876]，13，25‑VII‑l986（太田道人＞

木）；3ダダ7鼎早，＊射、小杉町青井谷立

［5877]，3332早¥，9．V111‑1986,1ざ'夏

神池，31‑V‑1985（鈴木)；1ざ',＊射､小杉町

95

鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫

新屋敷，12‑V1‑1986（川添)．

険もある．婦負郡婦中町河原谷では，本種

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の水生

や多くのトンボ類の生息する湿地があった

植物が多く日当りの良い谷間の湿地や周囲

が，ダム建設のために破壊された．

に湿地の発達する池沼・潅慨用溜池などに
広く生息し個体数も少なくない．罰は湿地

(46）シオカラトンボOγｵﾙeか況加〃6応〃/況加

上や池沼の岸辺近くの一定範囲を周回飛朔

SP "s""z（UHLER，1858）

している個体が多く，ヨシその他の植物の

[既知産地追加］：魚．片貝南又谷，VIII‑l98善

枝先などに静止する個体を多く見かける.¥

（富山県自然保護協会編，1986）；東．利賀

は湿地の周辺部の薮に静止している個体が

村谷内谷，VII‑l983（田中，1985b）

多く，交尾・産卵時のみ湿地に現れる．交

[調査標本］：1罰，＊魚.坪野，12‑VII‑1985、

尾時間は短く，￥は単独打水産卵し，ざ'は

l研，28‑V1.1986（鈴木）；1¥，＊富．中111

すぐ近くで警護するのが観察される．

原新町，l9‑VIII‑l986(清水清智)［5883］；
1㎡'，＊富．興人町いたち川，30‑VII‑1985

(45）ハッチョウトンボMz""Opﾉ ′)唇""

（鈴木）；1¥,富.城山,31‑V‑1985（鈴木）；

RAMBuR，1842

l早，＊高．伏木国分，20‑VIII‑1985（鈴

[調査標本］：1ざ'1芋，＊高．伏木国分，7．

木）；l¥，氷．上田子，l2VI‑1985（根来〉

VIII‑l985（鈴木）；1ざ 1¥，＊中．立山町

［4506］；lざ'，＊氷．谷屋上坊寺，23.VⅢ

座主坊,14‑V1‑1985,131¥，l7‑VII‑1985

1985（鈴木）；l研，＊氷．中尾，23‑VIⅡ

（鈴木）；15ざ'310早早，婦．婦中町河原

1986（川添）；l¥，＊氷．森寺，7−V111‐

谷，5−V1‑1985,l32早早，25畳V−1986，

1985，131早，20‑VIII‑1985（鈴木）；且

27334¥¥，lO‑VI‑1986（鈴木）；3ざ'3

乳＊氷.吉懸，23‑VII‑l985（鈴木）； ず'。

1¥，＊婦．婦中町吉谷，9VIII‑1985（鈴

＊氷.磯部23‑VII‑l985（鈴木）；1早，＊小一

木）；4J31￥，＊婦.八尾町桐谷,9−VII‐

屋波牧，29‑VIII‑l986(根来)[5884］；13。

1985(鈴木）；131ギ，＊射,小杉町上野，

小．興法寺，28‑V1‑1986（川添）；2早早，＊

l9‑V‑1985（川添）；1¥，＊射､小杉町上野

下．朝日町棚山，5−V1‑1986(根来）［5885,

福田池，15‑V1‑1985,1¥，29‑V11985（川

5886］；lg1，＊下．入善町舟見,5−VLl986

添）；1ざ 1早，＊射、小杉町上野栗畑池，

（根来）［5887］；1¥，＊中．立山町黒谷。

29‑V1‑1985,131¥，2−VⅡ1‑1985（川添)，

l6‑V‑l985（根来）［4505］；1平，婦．婦中

2研罰2早早，lO‑VIII‑1985（鈴木）；131

町いこいの村,17‑V畳1985（川添）；13，婦。

早，＊射、小杉町上野恩坊池，l2‑VI‑1986

八尾町桐谷，19VIII‑1985（鈴木）；1早、

（鈴木）；133￥¥，＊射，小杉町青井谷，

婦．八尾町桐谷赤倉，6−VL1985,1ギ，lO

lO‑VI‑l986（川添）；1ざ 1￥，＊射、小杉

IX−1985（鈴木）：13，＊射､小杉町太閤山

町西谷，31‑V‑1985（鈴木)．

女池,30ざVIII‑1985(鈴木);13，射､小杉町上

[県下の生息状況］：低丘陵地の日当りが良く

野福田池，29‑V1‑1985,1ざ' 1−VIII‑l985、

湧水のある湿地に生息する．県下にはこの

13，lO‑VIII‑1985（鈴木）；131¥，射、

ような環境は各地にかなり普遍的に見ら

小杉町上野綿打池，23‑VIII‑l986（鈴木）；

れ,今回の調査で更に10ヶ所の産地を追加

1早，＊射､小杉町青井谷立神池,31‑V‑1985

できたが，谷間の湿地化した廃棄水田のよ

（鈴木）；lざ'，射、小杉町水上谷，12‑VI→

うな不安定な場所では，短期間に絶滅の危

1986（川添)．
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[県下の生息状況］：平地から低山地の大小匪

7−V‑1986（川添),l¥,l2‑VI‑l986（鈴木）；

池沼・潅概用溜池・流れの緩やかな河川・

l¥，＊射、小杉町上野恩坊池，l2‑VI‑l986

水田・湿地帯・潅厩用水などに広く生息す

（鈴木）；l早，＊射、小杉町青井谷立神池，

る．市街地を流れる生活排水や工場排水な

31‑V‑1985（鈴木）；1ざ'，＊東．井口村赤祖

どが注ぎ込む用水や工場跡地などの水溜り

父池，l3‑V‑l986（根来）［5882]．
[県下の生息状況］：平地から低山地の大小の

などにも発生し，生活適応力が大きい．

池沼・湿地帯・渓流に広く生息し，いずれ
07）シオヤトンボOγr〃 γz" ノヒzpO

"z

の発生地でも個体数は多い．

（UHLER，1958）

[調査標本］：13，＊魚.大菅沼，l8‑VI1985

(48）オオシオカラトンボOγ#内 γz" 加一

（鈴木）；1早，＊富.開ケ丘,29‑1V‑1986（川

α唾"敗沌7"どれ邦ia（SELYs，1883）

添）； ず11早，＊富.山本室住池,l‑V‑l986

[既知産地追加］：魚．片貝南又谷，VIⅡ198も

（川添）： ず'，＊富．城山，31‑V‑1985（鈴

（富山県自然保護協会編，1986）

木）：1早，＊富.三熊古洞池,l7‑V‑l986（川
添）；l研1¥，＊富．三熊吉原池，17‑V‐

[調査標本］：l早，＊黒．金屋，26V11‑1985
（長井真隆）［4510］；1J，＊富．金屋，8

1986（川添）：1罰，＊氷．上余川中原，1‐

VⅡ‑1986（川添）；13，＊氷．下田子，20‐

VI‑1986（川添）；l¥，＊氷．森寺，25‑V‐

VIII‑l985（鈴木）；233，＊氷．谷屋上坊

1986（川添）；1ざ'2子早，＊下．朝日町池

寺，23‑VII‑1985（鈴木）：131早，＊氷
吉懸,23‑VII‑1985（鈴木）；2罰罰，＊氷.森

の原，8−V1‑1986（川添）；2早早，下．朝日

町棚山，5V11986(根来)[5880〜5881]，l
¥，8−V1‑1986（川添）；1早，中．上市町大

寺,20‑V111‑1985,1罰,27‑IX‑l985（鈴木）；

岩，22‑V11986（川添）；l子，＊中．上市

添）；13，＊氷．中尾，23‑VIII‑l986（11；

町浅生，22‑V1‑1986（川添）；1乳＊中．上

添）；131¥，＊小．菅ヶ原，26.V1‑1985

市町大沢，l7‑V‑l985（鈴木）；13，中．上

（鈴木）；13，＊小．屋波牧，29‑VIII‑1986

市町中ノ又，l‑VI‑1985（川添）；l研2平

（根来）［5878］；3ざ'ず'1¥，＊中．上市町
浅生，22‑VIII‑l985(鈴木）；l毎，＊中．上

13，＊氷．十二町矢崎，4−VII‑1986（Ili

早，＊中．立山町黒谷，l6‑V‑l985（根来）

［4507〜4509］；13，＊婦．婦中町上瀬，
16‑V−1985，23ざ' 23‑V‑1985（鈴木）；2ダ

市町釜池,29‑VII‑l986（川添）；1早，＊上．
大沢野町万願寺，26‑VⅡ､1986（川添）；1

ダ，＊婦.婦中町いこいの村,l7‑V‑l985（川

3，婦．婦中町上瀬，9−V11‑1985（鈴木）；

添）；33ざ'，＊婦．婦中町高塚，10‑V‑1985

13，婦．八尾町桐谷赤倉，l9‑VIII‑l985，2

（鈴木）；33乳婦.八尾町三田,18‑V‑1985,

3ざ'1¥，10.lx1985,1¥，9.Xl985（鈴

2罰研，5−V1‑1985（鈴木）；23ざ'，婦・八尾

木）；13，婦．八尾町中根，l5‑VII､1985,1

町桐谷赤倉,6−V1‑1985（鈴木)， ず1,29‑VI‐

ケ，l4‑VIII‑1985（鈴木）； ず'，＊婦．八尾

1985（鈴木）；l早，＊婦・細入村庵谷，31‐

町大長谷島路，3−VIII‑l985（鈴木）；132

V‑l986（川添）；2ざ'3，＊婦．細入村割山

早¥，＊射､小杉町太閤山女池,30‑VIII‑1985

土田堤，24‑V‑1986（川添）；l早，＊射、小

（鈴木）：l￥，＊射､小杉町太閤山,l6‑VII‐

杉町上野福田池，19‑V‑1985,1早，2−VI‐

1986(黒田久喜)[5879］；1ざ'，射，小杉町

1985,1乳6−V1‑1985,1早，29‑V1‑1985（川

平野，23‑VIII‑l985（鈴木）；lざ'，＊射、小

添)，l¥，29‑V1‑1985（鈴木)， ず 1早，

杉町上野福田池，7−VII‑1985（川添)，1ざ'，
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l‑VIII‑l985，13，10‑VIII‑1985（鈴木）；1

23‑VIII‑l986（川添）；131早，小．興法

3，＊射、小杉町上野綿打池，23‑VIII‑1986

寺，l6‑VII‑1985（鈴木)，1ざ1，28−V1‑1986,

（鈴木）；l￥，＊射、小杉町野手，2O‑VIII‐

2ケ'3，3−VIII‑1986（川添）；13，＊上．大

1985（川添）；l研，＊射、小杉町水上谷石

沢野町万願寺，26‑VII‑l986（川添）；13，

畠の池，lO‑VIII‑1985（鈴木）；13，＊射，

＊射、小杉町上野福田池，29‑V1‑1985（川

小杉町西谷,30‑VIII‑1985（鈴木）；1¥，＊

添)，1忽l平，29‑V1‑1985（鈴木)，13，

東．城端町縄ケ池，29‑VIII‑1985（鈴木）；

7−VII‑l985（川添)，233，l‑VIII‑1985，1

133早早，＊東.平村猫池,5‑1X､1985（鈴

¥，l2‑VI‑1986（鈴木）；1ざ'，＊西．福岡

木
)
．

町西明寺，22‑V1‑1985（鈴木)．

[県下の生息状況］：県中・西部の平地から低
丘陵地の大小の池沼・潅概用溜池に広く生
息し，個体数も比較的多いが，東部からは

[県下の生息状況］：平地から低山地の池沼・
潅慨用溜池・潅概用水・流れの緩やかな河

川・湿地帯・水田などに広く生息し，谷間

ほとんど知られていない．成熟ざ'は，池沼

の水田や湿地などでは特に個体数が多い．

の岸辺近くにナワバリを形成し，周回飛溺

するが，未熟な個体は周辺の林の梢付近で

(49）ウスバキトンボRz"、ﾉｾz〃〃9s 〃s

接触飛溺するものが多く見られる．

（FABRIcIus，1798）

[調査標本］：1罰2早早，＊高．与茂九郎池
(51）チョウトンボRyO的g汎jS"/垣加Osa

6−VII‑1986（川添）；13，＊砺．頼成の森≦

SELYs，1883

8−IX‑l985（川添）；l¥，＊婦．八尾町小井

[調査標本］：l伊1早，＊氷．中尾,23.V111
1986（川添）；1¥，＊上．大沢野町万願寺､

波，26‑IXl985（鈴木）；1早，＊東．平村
祖山，l2‑VII‑1986（川添)．

26‑VⅢ1986(長岡隆史）；13，＊射、小杉

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の池
沼・潅溌用溜池・湿地帯などに広く生息す

町水上谷石畠の池，9−VIII‑1985（鈴木)．

るが,個体数はあまり多くない.幼虫は,人

[県下の生息状況］：近年激減している種であ
るが，筆者らの最近の調査の結果，氷見市
の各所や射水郡小杉町上野付近の水生植物

工の溜池・プール・防火槽・堀・工場跡地
の水溜りなどの一時的な貯水設備にも発見

の豊富な池沼や潅概用溜池に，少ないなが

される．

ら生息していることが確認された．

(50）コシアキトンボRﾗg
（BuRMEIsTER，1839）

〃e池内zO"α紅
(52）コノシメトンボSw ""ｨ醜

〃α

加成""""噸RIS，1911

[調査標本］：1ざi，＊富池多，20‑VILl985
（川添）；1部l¥，氷．十・二町潟，4−VIII‑

[調査標本］：2罰ざ'2早早，＊魚．坪野，14

l985（川添)，1乳8−VIII‑1985（鈴木）；1

IX‑1986（川添）；1罰1早，＊氷．上坊寺．

忽，＊氷.谷屋上坊寺,23‑VII‑l985（鈴木）；
13，＊氷.吉懸,23‑V11‑1985（鈴木）；1¥．

23‑VII‑l985（鈴木）；1罪，＊氷．磯辺．

＊氷．森寺，7−V111‑1985,2ざ'31￥ 2(）
VIII‑1985（鈴木）；23乳＊氷．針木，

懸，23‑VII‑l985（鈴木）；2331¥，氷
森寺，20‑VIII‑1985（鈴木)，1忽3早早。

23‑VII‑l985（鈴木）；3畝J 1¥，＊氷．下

25‑VIII‑l985（川添)，43罰1l早早，27‑IX

山，24‑VII‑1985（鈴木）；1ざ'，＊氷．中尾，

l985（鈴木)，l毎3早早，20‑X‑1985,1乱

23‑VII‑1985（鈴木）；1毎6早早，＊氷．吉
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23‑VIII‑1986（川添）；1早，＊氷．針木，

(54）ナツアカネSy"zpgか獅加 γzU伽jα"""z

23‑VII‑1985（鈴木）；1早，＊氷．吉岡，

（SELYs，1883）

301X‑1985（鈴木）；l研2早早，＊氷．平

[調査標本］：8ざ'ず'4皐早，氷．森寺，27‑1X

沢，30‑IX‑1985（鈴木）；2早早，＊小．森

1985（鈴木）；13，＊氷．平沢,30‑IX‑1985

屋,27IXl985(根来)[4511〜4512］；1早，

（鈴木）；2早早，＊小.埴生,28‑IX‑l986（11；

＊下．朝日町棚山，3−X‑l985（鈴木）；13

添）；2早早，＊下．朝日町花房，3X‑198号

1早，＊中．上市町浅生，22‑VIII‑1985（鈴

（鈴木）；4研伊2早早，＊下．朝日町棚山．

木）：13，＊中．上市町釜池，29‑VII‑1986

3−Xl985（鈴木）；1ギ，上．大山町有峰．

（川添）；1¥，＊婦．婦中町上瀬，4−X‑1986

14VⅡ1‑1986（川添）；2ざ'母1早，婦．婦

（鈴木）；233，婦.八尾町白木峰,31VIIL

中町河原谷,2−X‑1985（鈴木）；l毎，婦.八

1986（川添）；l¥，＊射、小杉町上野綿打

尾町小井波，l0‑IX‑1985（鈴木）； ず'，射、

池，23‑VIⅡ1986（鈴木）；l¥，＊射、小

小杉町上野福田池，21‑IX‑l985（川添）；l

杉町青井谷引面池，l0‑X‑l986（川添）；1

¥，＊射､小杉町青井谷杉山谷池,lO‑X‑l985

早，射,小杉町青井谷,27‑IX‑1986（川添）；

（川添）；13，＊射、小杉町青井谷，211X

l￥，＊西.福岡町五位,28‑IX‑1986（川添)．

l986（川添)，13，27‑IX‑1986（川添）；i

[県下の生息状況］：平地から低山地の池沼・

3，＊西．福岡町沢川，28‑IX‑l986（川添)

潅溌用溜池･水田などに広く生息するが,県

[県下の生息状況］：平地から低山地にかけて

東部では個体数はあまり多くない．氷見地

広く生息し，個体数は概して少ないが，県

方では，他の地域とは異なり，ノシメトン

西部，特に氷見地方では個体数は比較的多

ボよりもむしろ個体数が多い．最高地とし

い

て婦負郡八尾町白木峰山頂（約1500m）で
の採集記録がある．未熟な個体は，池沼周

(55）マユタテアカネ砂"Zp"γ況加e、"α"〃

囲の樹木の枝先などに静止していることが

0"α" （SELYs，1883）

多い．

[調査標本］：13，魚．坪野，l2‑VI‑1985(鈴
木)，233，7−1X1985,2ざ'33早早，

(53）キトンボSy， gか況加cγ0 0/"班

l4‑IX‑1986（川添）；1ざi2早早，＊富．三

（SELYs，1883）

熊吉原池，9−VII‑l986（川添）；1233ヱ

[調査標本］：13，＊魚.坪野,l4‑IX1986(川

ギ，＊高.伏木一宮,20‑VIII‑l985（鈴木）：

添）；1ケ1早，＊下.朝日町花房,3−X‑1985

ず'，＊氷．下田子，8−VⅡ1‑1985,2ざ'毎。

（鈴木）；l伊1早，下．朝日町棚山，3−X‐

20‑VIII‑1985（鈴木）；1ケ'，＊氷．森寺，

1985（鈴木）；l¥，＊射、小杉町上野福田

20‑VIⅢ1985（鈴木),l¥,25‑VIII‑1985（)￨；

池，3−X‑1985,1畝，l6‑XI‑1985（川添）；

添)，43罰8早早，27‑IX‑1985（鈴木)，2

1早，＊射、小杉町上野栗畑池，3−X‑1985,

ざ'罰，20‑X‑1985（川添）；3ケ伊l¥，＊氷．

1早，26‑X‑l986（川添）；2ざ'3，＊射、小

吉懸，23‑V11‑1985（鈴木）；33ざ 1￥，＊

杉町上野綿打池，26‑X‑1986（川添)．

氷．針木，23‑VII‑l985（鈴木）；3ざ'研，＊

[県下の生息状況］：平地から低丘陵地の水面

氷．吉岡，30‑IX‑l985（鈴木）；4ダゲ，＊

の開けた池沼・潅概用溜池に生息する．射

氷．平沢，30‑IX‑l985（鈴木）；2ダケ 1¥．

水郡小杉町上野地区周辺の溜池群では比較

砺.頼成の森,27‑V111‑1985,13,8−IX‑l985

的個体数が多い．

（川添）；2ざ'乳小.興法寺,3−VIII‑1986（11；
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添）；3331ギ，＊下．朝日町花房，3−X

3早早，30‑VIII‑l985（鈴木）；l¥，＊射、

l985（鈴木）；93忽3早早，下．朝日町棚

小杉町西谷，30‑VIn1985（鈴木）；1ざ'2

山，3−X‑1985（鈴木）；7ざiざ'2￥￥，＊中．

皐早，東．利賀村坂上，31.VII‑l986(根来）

上市町浅生，22‑VIII‑l985（鈴木）；2訊翻，

［5902〜5904］；2早早，＊東．平村猫池，

中．上市町釜池，20‑V111.1986(根来)[5900

5−IX‑1985（鈴木)．

〜5901］；2331¥，上．大沢野町寺家，

[県下の生息状況］：平地から山地の池沼・潅

l5‑X1985（根来）［4513〜4515］；2早早，

概用溜池・水田・潅慨用水・湿地などに広

婦．婦中町河原谷，27‑VIII‑1985（鈴木）：

く生息し,いずれの地域でも個体数は多い．

23ざ1，婦．婦中町上瀬，27‑V111‑1985,2ざ
(56）アキアカネSy加〆かz" か z "s

研，28‑V111‑1985,131早，4‑1X‑1985,1

（SELYs，1883）

3,21‑1X‑1985,1J，2−X‑1985(鈴木）；X

[調査標本］：1ざ'1早，＊魚．坪野，12VⅡ
1985（鈴木）；38ダダl3早早，＊滑．古黒

早，＊婦．八尾町桐谷赤倉，25‑V11‑1985,3
332¥早，l9‑VIII‑1985，633，l0‑IX
1985，132¥¥，21‑1X‑1985,1乳

部，3−X1985（鈴木）；13，＊富．千歳町，

261X1985，233，9−X‑1985,131¥，

2lx‑1986（川添雅典）；1平，＊富．水橋，

29‑VIII‑1986（鈴木）；l乳婦．八尾町中

8−VII‑1986(太田道人)[5905］；13，＊富．

根，l2‑VIII‑1985,1乳21‑VIII‑l985（鈴

興人町いたち川，30‑VII‑1985（鈴木）；4ざ1

木）；13，婦．八尾町小井波，26‑1X‑1985,

33早¥，＊富．湊入船町，9−X1985（根

l毎，2−X‑1985（鈴木）；2ざ'31¥，＊婦．

来)[4524〜4530］；1早,富.呉羽山,29‑VI‐

八尾町大長谷水無，3−VIII‑1985（鈴木）；l

1985（川添)，l¥，5−XI‑1985（渡辺誠）

¥，＊婦．細入村割山，61Xl986（川添）；

［4531］；1乳高二上，2−VⅢ1985（鈴

2333平芋，射、小杉町太閤山小池，20

木）；2J32¥￥，高．与茂九郎池，3−XI

VⅡ1‑1985（鈴木）；3332¥早，＊射、小

1985（川添）；1ざ'，氷.下田子,23‑VII‑l985

杉町太閤山女池，30‑VIⅡ1985（鈴木）：

（鈴木）；131¥，＊氷．上余川，4−V111‐

ず11早，射、小杉町平野，23‑V111.1985(鈴

1985（川添）；1乳氷．森寺,23‑V11‑1985,

木）；1早，＊射、小杉町青井谷杉山谷池，

1¥，8−V111‑1985,13,27‑IX‑1985（鈴木)，

lO‑Xl985（川添）；2早早，＊射，小杉町上

13，20‑X1985（川添）；131早，＊小．

野綿打池，21‑IX‑1985（川添)，1早，23‐

森屋，271X‑l985(根来）［4532,4533］；2

VIII‑l986（鈴木）；l32早早，射，小杉町

早￥，小.興法寺,28‑V1‑1986（川添）；13，

上野福田池，l‑VIII‑1985，2ざ'3，1O‑VIII‐

＊下．朝日町大平，4−IX‑1986（根来）

1985（鈴木)，4331早，lO‑VIⅡ1985,巷

［5906］；63310早早，＊下.朝日町花房，

早早，l1‑VIII‑1985（川添)，2ダダl品

3−X‑l985（鈴木）；2ざ'ず'，＊下.朝日町棚

23‑VIII‑l985(鈴木)，l毎，26‑V111‑1985,1

山，3−X‑1985（鈴木）；1¥，＊下.宇奈月町

乳21‑1X‑1985,2伊罰，l0X‑l985（川添）；

僧ヶ岳，l3‑VIII1986(根来)[5907］；l早，

13，＊射､小杉町上野栗畑池,2−VIII‑l985o

中．上市町大岩，22‑V1‑1986（川添）；13，

13l￥，3−X‑1985,23ざ 1早，26‑X‑198蔭

＊中．立山町座主坊，l7‑VII‑1985（鈴木）；

(川添）；13，＊射、小杉町青井谷，15‑X

13，中.立山弥陀ケ原,24VⅡ1985[45221

1985,1¥，27‑IX‑l986（川添）；13，射，

1早，41X‑1985[4523] 1早，l7‑VII‑1986

小杉町水上谷石畠の池，9−VIII‑l985，lcr？

（根来）［5910]，2研ざ'2早早，9−V111.1986

1
0
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（川添）；131早，＊中．立山タンボ平．

などに広く生息し,個体数も極めて多い.成

22VIIl986(根来)[5908,5909］；4ダゲI

虫の羽化は6月頃から始まり10月まで続

早，上．大山町有峰西谷，31‑VII‑l985（鈴
木）；1忽2早早，上.大山町有峰，l4VIII

木峰をはじめとする亜高山帯に多数の個体

1986（川添）；2ざ'33¥¥，＊上．大沢野

を見ることができる．秋期に羽化する個体

く．夏期，立山弥陀ヶ原や婦負郡八尾町白

町寺家，15‑X､1985(根来）［4517〜4521］；

は移動せず，羽化場所の近くで初冬まで活

3伊毎9早￥，婦・婦中町河原谷，2−X‑l985

動を続けるものと考えられるが，詳細は不

（鈴木）；13，婦．婦中町上瀬，28‑VIⅡ

明である．

1985，13，2−X‑l985（鈴木）； ず'，婦・婦

中町吉谷，9−VIII‑l985（鈴木）；l35早
早，婦．八尾町三田，4−VII‑l986（鈴木）：
131¥，婦．八尾町桐谷，25‑V11‑1985,
1早，l9‑VIII‑1985,2ざ'乳29‑VIII‑l986（鈴
木）；2早早，婦．八尾町桐谷赤倉，29.VI‐
1985，1早，25‑VⅡ‑1985,2ざ'31￥，
l0‑IX､1985,1ケ，2LIX1985，lgil早，

(57）ノシメトンボSy加pg師"〃j"/"s ""〃

26‑1X‑1985,23ざ 1¥，2−X‑1985,13

28‑V1‑1986（鈴木）；433，＊滑．古黒部

1¥，9−X−1985，131ギ，29‑VIII‑l986

3−X‑1985（鈴木）；131¥，＊滑．上小泉

（鈴木）；lざ 1¥，婦．八尾町小井波，
l9‑VIII‑1985,1ざ 1早，101X1985，23
ざI3早早,26‑1X‑1985,2ざ'ず 1¥,2X､1985

行田公園l8VII‑l986（根来）［5894.
5895］；l¥，＊富.中富居,5−V111.1985(渡
辺誠）［4536］；131¥，富．呉羽山

（鈴木）；1J 1¥，婦.八尾町大長谷島路，

29‑V1‑1985（川添）；l¥，＊富．城南公園、

3−VIII‑l985（鈴木）；l¥，＊婦．八尾町大

l‑VII‑1986（松岡一）［5892］ 1￥，ll

長谷水無，3−VIII‑l985（鈴木）；2ざ'ざ 2早
皐，婦・八尾町白木峰，26‑V111‑1986,13
1¥，31‑VIII‑l986（川添）；lギ，婦．八

子，8−VIII‑1985（鈴木）；13，＊氷．谷屋

（SELYs，1883）

[既知産地］：魚.片貝南又谷,VII,VIII‑1985
（富山県自然保護協会編，1986）；下．宇奈
月町栃屋，VI‑l984（田中，l985d）

[調査標本］：l研，＊魚．坪野，7‑1X1985，1
¥，l4‑IX‑1986（川添）；l研，＊魚．鹿熊

VII‑l986(根来)[5893］；1罰，＊氷．下田

上坊寺,23‑VILl985（鈴木）；5ダゲ4¥￥，

尾町小白木峰，31‑VIII‑l986（川添）；1畝，
＊射、小杉町上野福田池，29V1‑1985,1毎
2早早，l6‑XI‑l985(川添）；1¥，＊東．城
端町大島谷西谷の池，29‑VIII‑1985（鈴
木）；2早早，東.城端町縄ケ池,27‑V11985
（根来)[4534,4535]，l夕3早早，29VIⅡ
1985（鈴木）；12罰ざ 5早早，東．平村猫
池，5−IX‑1985（鈴木）：23ざ 1¥，東．上
平村池の平,12.VII‑l986（川添）；1¥，西．
福岡町西明寺，22‑V1‑1985（鈴木)．
[県下の生息状況］：県下全域の平地から低山

VIⅡ‑1986（川添）：l早，＊中.立山美女平，

地の池沼・潅慨用溜池・渓流を含む大小の

lO‑VIII‑l986（川添）；l32早早，上．大

河川・水田・湿地・各種の人工的貯水設備

山町有峰折立，l4‑VIII‑l986（川添）；1平，

＊氷．森寺，27‑IX‑1985（鈴木）；1早，＊
氷．平沢，30‑IX‑l985（鈴木）；l早，＊氷．

小竹，l4‑IX‑1986(笹倉慶子)［5896］；2罰
37¥¥，＊下．朝日町花房，3−X‑l985（鈴
木）；1ざ 1早，＊下.朝日町棚山,3X‑1985
（鈴木）；l32早早，＊中．上市町浅生，
l2‑VII‑1985（鈴木)，l¥，22‑V1‑1986（川

添）； ず 1早，＊中．上市町釜池，29‑VII‐
1986（川添)，l平，20‑VIII‑1986（根来〉

［5897］；13，＊中．立山弥陀ケ原，lO

101

鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫

ている個体が多い：

上．大沢野町寺家，l5‑X‑1985（根来）

［4516］；2忽32早早，婦．婦中町河原谷，
27畳VIIIJ985,l¥,2−X‑l985(鈴木）；13，

(58）ヒメアカネSW" 2か"柳 γ"〃況畑
（BARTENEF，1912）

婦．婦中町上瀬，l‑VII‑l985，133斗¥，
VIIL1985,1尋，27‑V111‑1985,1ざ' 28．

[調査標本］：13，＊魚．坪野，7‑1X‑1985,1
ざ' 14‑IX‑1986（川添）；13，＊下．朝日

VIII‑l985，233，4.1X‑1985,131早，

町大平，4−IX‑1986（根来）［5889］；1罰l

2−X‑1985,1¥,29‑VIII‑1986(鈴木）；1罰，

¥，＊中．上市町浅生，22‑VIII‑1986（鈴

＊婦．婦中町平等，27‑VII‑1985（鈴木）；1

木）；1忽，＊中．上市町釜池,20‑VIII‑1986

¥，婦．八尾町三田，l‑VII‑1985（鈴木)，l
早，4−VII‑l986（鈴木）；1ケ1¥，婦．八

（根来）［5890］；13，婦．婦中町河原谷，
27‑V111‑1985,13,2‑X‑l985（鈴木）；33

尾町桐谷,l9‑VIII‑1985,1ざ1，29.VIII‑l986

3，婦.婦中町上瀬,2‑X1985（鈴木）；l¥，

（鈴木）；1￥，＊婦．八尾町桐谷赤倉，9‐

＊婦．八尾町桐谷，25‑VII‑l985（鈴木）；3

9−V11‑1985,1ざ'，27‑V11‑1985,1¥，21‐

VII‑1985，5334￥¥，lOIX雲1985，13

33，＊婦．八尾町桐谷赤倉，2−X‑l985（鈴

2早早，21‑1X､1985，13，26‑1X1985,1早，

木）；13，婦．八尾町中根．l4‑VIII‑1985

2−X‑1985,132¥￥，9−X‑1985,13,

（鈴木）；13，婦．八尾町小井波，lO‑IX‐

29‑VIII‑1986（鈴木）；3早早，婦．八尾町中

1985，132¥¥，26‑1X‑1985,2ざ'3，

根，l5‑VII‑l985，131早，l4‑VIII‑1985,

2X‑1985（鈴木）；1早，＊射、小杉町上野

1㎡'4￥ギ，21‑VIII‑1985（鈴木)，131

綿打池，21‑IX‑1985（川添)，l￥，23‑V111‐

早，31‑VInl985（川添）；1忽2早早，婦．

1986（鈴木）；l¥，射,小杉町上野栗畑池，

八尾町小井波,10‑1X‑1985,2ざ'3，2−X‑1985

2−VIII‑l985（川添)，l早，lO‑VIII‑1985(鈴

（鈴木）；2ざ'3，＊婦．八尾町島地，2lx、

木）；13，射，小杉町上野，9−IX‑1986(根

1986（川添）；131¥，＊婦．細入村割

来）［5891］；2ざ'32早早，＊射、小杉町

山，6−IX‑1986（川添）；lc71，射、小杉町上

青井谷，l5−X‑1985,1罰，21‑1X‑1986,13

野福田池，lO‑VIII‑1985（川添）；1早，射、

27‑1X1986,1畝l早，26‑X‑l986(川添）；

小杉町水上谷石畠の池，9−VIII‑1985（鈴

53ざ'，＊射､小杉町青井谷杉山谷池,I0‑X

木）；1忽，射、小杉町西谷，30‑VIII‑1985

1985（川添）；3罰卸，射、小杉町西谷，

（鈴木）；131¥，＊東．利賀村坂上，

30‑VIII‑l985(鈴木）；l32早早，＊射､小

31‑VII‑1986(根来)[5898,5899］；1早，＊

杉町浄土寺屋敷野池，26X‑l986（川添）；其
早，＊西．福岡町五位，281X‑l986（川添)．

東.平村猫池,51X1985（鈴木)，131早，

[県下の生息状況］：平地から山地の湿地や山

27‑VII‑l986（川添)．

[県下の生息状況］：県下全域の平地から山地

間の湧水の注ぐ湿地化した水田，池沼に注

に広く生息し，いずれの場所でも個体数は

ぎ込む流れなどに生息し，発生地では個体

極めて多い．最高地として，立山弥陀ヶ原

数は少なくないが，発生地はやや限られて

（標高1980m）での記録がある.婦負郡八尾

いる．

町桐谷や婦負郡婦中町河原谷などの湿地で

(59）ミヤマアカネSw g"郷沈'9咋加0" z"班

は，8月半ば頃から多数の個体がタンデム

g/α〃"2（SELYs，1872）

状態で産卵するのが観察された．未熟な個

[調査標本］：1¥，＊婦．八尾町桐谷赤倉，

体は，水域近くの林に多く，枝先に静止し
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（鈴木)．

21‑1X‑1985,13,29‑VIII‑1986（鈴木）；1

欲,婦．八尾町中根,31‑VIII‑l985（川添）；

[県下の生息状況］：平地から低山地の周囲に

43ずi319早早，婦．八尾町大長谷水無，

樹林のある水面の開けた池沼や潅厩用溜池

3−VIII‑l985（鈴木)．

に生息する．県東部の産地はかなり限られ

[県下の生息状況］：低丘陵地から山地の水

ている．最高地として，中新川郡上市町釜

田・湿地などに生息する．特に山間の水田

池（標高約680m）を記録した．射水郡小

には個体数が多いが，成虫期間は他のアカ

杉町平野の向谷池では，周囲の地面にも連

ネ類と較べて短い．

結打空産卵する個体が多く観察された．

(60）リスアカネSy"ゅg"況加γisj sノ

(61）ネキトンボSW7ゆ γ"碗

BARTENEF，1914

zos"抑

SP jos〃"zOGuMA，1915

[調査標本］：233，＊魚．坪野，7−IX‑l985

[調査標本］：13，小．興法寺，3VIII‑198も

（川添)，1ざ' 14‑IX‑l986（川添）；13，＊

（川添）；3ざ13，＊射､小杉町青井谷杉山谷

富．三熊吉原池，9−V11‑1986（川添）：1¥，

池，3X‑l985（川添）：l欲，＊射，小杉町

＊高．伏木国分，5−VIII‑l985（鈴木）；43

水上谷石畠の池，9−VIII‑1985（鈴木）；I

ざ' 高．与茂九郎池，5−VIII‑1985（鈴木)，

ざ',東．上平村池の平,27‑VⅡ‑1986（川添)

1忽，3−IX‑l985，l毎，6−VII‑1986（川添）；

[県下の生息状況］：低丘陵地から山地の池沼

13，＊氷．下田子，8−V111‑1985,233,

や水生植物の多い潅慨用溜池などに生息す

10.V111‑1985,233,20‑VIII‑1985（鈴木）；

る．産地が限られ，個体数も少ないが，射

1㎡'，＊氷．森寺，20‑X‑1985(川添）；23

水郡小杉町上野から青井谷付近の潅概用溜

3，＊氷．吉岡，30‑IX‑l985（鈴木）；1ざ'，

池群では比較的多くの個体が見られた．ま

＊小．埴生，28‑IX‑l986（川添）；13，＊

た，小杉町水上谷石畑の池では，水中に一

下.朝日町棚山,3−X‑l985（鈴木）； ず1，中．

部の没した倒木上に多数の羽化殻が観察さ

上市町釜池，20VIⅢ1986(根来)[5888］；
1ざ'，＊婦.婦中町新町,l8‑Xl986（川添）；

れた．

13，＊射、小杉町黒河，l3‑IX‑l986（川

1V富山県のトンボ相の特色（補遺）

添）；1ざ'，射、小杉町平野，23VIII‑1986

1.富山県におけるトンボ類の生息・分布の概

（川添）；2早早，＊射、小杉町太閤山，15‐

況（補遺）

VI‑1985（川添）；1J，＊射、小杉町上野

筆者らは，前報で12科76種を富山県産トン
ボ類として挙げた．以下，その後の調査によ

福田池，ll‑VIII‑1985,2罰3，21‑1X‑1985,
13,lO‑X‑l985(川添）；1ケ，射、小杉町

って判明した事実について述べる．
1）本県下から新たに記録される種

上野栗畑池,26‑X‑1986（川添）；l罰，＊射、
小杉町上野綿打池，23‑VIII‑1986（鈴木）；

前報で，富山県下から発見される可能性の

13，＊射､小杉町水上谷石畠の池,9−V111‐

ある未記録種として，一時飛来種も含めて次

1985，131¥，30‑VIII‑1985（鈴木）；2

の18種を挙げた：オゼイトトンボ，ホソミイ

3伊，＊射、小杉町青井谷杉山谷池，3−X‐

トトンボ，ルリイトトンボ，アオモンイトト

1985（川添）；13，＊射、小杉町青井谷，

ンボ，アマゴイルリトンボ，コバネアオイト

21‑1X‑1986,2ケ31¥，27‑IX‑l986（川

トンボ，アオサナエ，ヒメサナエ，ナゴヤサ

添）；l芋，射，小杉町西谷，30VIⅡ‑1985

ナエ，メガネサナエ，ネアカヨシヤンマ，オ
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オギンヤンマ，ホソミモ'ノトンボ，ムツアカ

べきものとして，次の13種を挙げておいた：

ネ，タイリクアキアカネ，マダラナニワトン

オゼイトトンボ，グンバイトンボ，アオハダ

ボ，タイリクアカネ，ハネビロトンポ．これ

トンボ，ヒメサナエ，タベサナエ，ミナミヤ

らのうち，今回の調査で発見できたものはネ

ンマ，ネアカヨシヤンマ，キバネモリトンボ．

アカヨシヤンマ（図59）唯一種であった．

コエゾトンポ，ベッコウトンボ，オオキトン

ボ，タイリクアカネ,マダラナニワトンボ．内

2)本県下から将来発見される可能性が高い

ネアカヨシヤンマは，今回確実なものとして

種（再考）

オゼイトトンボは，筆者らの一人鈴木が

記録した．アオハダトンボ.ベッコウトンボ．

1985年6月，新潟県下で山間部の谷戸に形成

オオキトンボは，かつては本県下に生息して

される湿地にエゾイトトンポと混生すること

いた可能性が全くないとは言えないが，それ

を観察している．富山県下では類似の環境が

を立証することはもはや不可能と考えられる

極めて多いため，各地でかなり意識的な調査

ものである．

を行ってきたにも拘わらず，今日まで発見さ

さて，筆者らは，鈴木・根来（1984a）の

れていない．本種の日本海側の分布南限は新

詳細な調査結果を踏まえ，故坂井憲三氏の採

潟県中部付近で，富山県下まで延びていない

集品中に発見したハラビロトンボを富山県産

可能性が高い．ルリイトトンボは，石川．福

と看倣すのが妥当との見解を採用し，本種を

井県下からは局所的ではあるが比較的標高の

富山県産トンボ類中に含めた．それは，坂井

低い産地が知られているので，富山県下でも

氏の採集品の状況の詳しい検討に基づく判断

古くに作られた良好な状態の溜池などを調査

であり，それにとってかわる他の判断を正当

することによって発見の可能性はある．ホソ

化する理由はなかった．しかしながら，筆者

ミイトトンボ・アオモンイトトンボ．マダラ

らは近年の調査結果から，本種が過去におい

ナニワトンボは，県西部，特に氷見地方の海

ても本県下に生息していた可能性はほとんど

岸に近い溜池で発見される可能,性はあろう‐

ないのではないかと考えるにいたった．その

サナエ類の種類が貧弱なのは，筆者らの河111

最大の理由は，もしも過去に生息していたと

の調査の不充分さを反映している可能性があ

すれば，本種の生息に適した環境はむしろ普

り，上記の4種は，いずれも今後発見の可能

遍的に存在するのであり，環境への適応力に

性がある．オオギンヤンマ・タイリクアキア

おいても比較的優れていると考えられる本種

カネ・タイリクアカネ・ハネピロトンボなど

のような種が，全く絶滅してしまうとは極め

の一時飛来種も，将来採集される可能性は高

て考えにくいということである．また，現在

いと思われる．ホソミモリトンボ．ムツアカ

も生息しているとすれば，本種の生息環境や

ネは今回の調査によって，富山県下に生息す

成虫の発生時期が特に限定されるということ

る可能性は極めて低くなった．

もないから，近年の筆者らの意識的な調査に
も拘わらず発見されないことはまず考えられ

3)本県のファウナから，新たに除外される

ないのである．したがって，この判断に立て

べき種

筆者らは，前報で，従来のほとんど全ての

ば，坂井氏の標本も本県産のものではない扉

報告を検討した結果，記録はあるものの同定

能性が高いということになる．筆者らは，以

の誤りなどによると考えられるものを始め．

上のような理由から本種を富山県のファウナ

種々の理由から本県からは確実な記録がない

から除外することとしたい

4)近年採集記録が全くあるいはほとんどな

ため現時点では本県のファウナから省かれる

104

富山県のトンボ相補遺

い種

なり意識的に調査したが再発見できなかっ

前報で，過去に確実な採集記録がありなが

た
．

ら，近年採集記録がなく，県下の現在の生息
状況が不明な種として次のものを挙げておい
た：ムスジイトトンボ，オツネントンボ，ヒ
ラサナエ，ホンサナエ，キイロサナエ，オナ
ガサナエ，コオニヤンマ，オジロサナエ，マ
ダラヤンマ，マルタンヤンマ，コシボソヤン
マ，カトリヤンマ，ハネビロエゾトンボ，オ
ナガアカネ．ムスジイトトンボは，氷見市十
二町潟で1978年9月に，l早の採集記録があ
るのみである．筆者らは，1985年，同地で再

5）富山県のトンボ相の現状

上で詳しく考察したように，富山県下に現
在確実に生息していると考えられる種は，今
回採集例を報告した61種と，今回採集できな
かったが近年も僅かながら採集記録があり。

現在でも局所的に生息していると考えられる
少数の種を含め，計約70種ほどであると考え
られる．

2.射水丘陵一帯のトンボ群集

三にわたって調査したが再発見できなかっ

県中西部，射水郡小杉町から婦負郡婦中
町･八尾町にかけて拡がる射水丘陵一帯は,北
陸地方の平地〜低丘陵地本来の自然環境を比
較的よく残している地域である．近年，人間
生活に密着した地域の自然環境の人為的破壊
は急速に進行している．既述のように，県下
から記録があるトンボ類のうち近年激減もし
くは全くその姿を見なくなった種の多くは，

た．オツネントンボは，周囲に草地のある特
に県東部の古い溜池を調査することによって
再発見の可能性がある．ヒラサナエは，高岡

市二上山付近で比較的最近発見された種で，
周辺地域にはまだ生息している可能性が高
い．他のサナエ類5種は，近年全く採集され
ていないが，既述のようにサナエ類の生息す
る河川の調査が必ずしも充分とは言えないこ

このような平地〜丘陵地の河川や湿地・池

ともその理由である．ただし，いずれも，現
在も生息しているとしても，局所的で個体数
も極めて少ないものと考えられる．マダラヤ
ンマは1986年，2ケ'が採集され，県中･西部の
海岸近くの河川河口域に僅かながら生息して
いることが確実となった.マルタンヤンマ(図
60）は，1959年に13が採集されたのみであ

沼・潅概用溜池などに生息するものである．
筆者らは，過去数年間にわたって，この射
水丘陵のトンボ群集のかなり徹底した調査を
行ってきた．この地域には，トンボ類の生息
に適した河川や湿地，潅概用溜池などが多く
存在し，後述するようにトンボ群集の内容も
かなり豊富である．ある地域の生物群集の全
体像を把握することは，その地域の自然環境
の実態を理解する上で不可欠であるにもかか
わらず容易なことではない．トンボ類は，水
系に生息する生物群集の主要な構成員である
と共に，数年間継続的な調査を行えば各種の
生息の有無はもとより，発生消長などをかな
り確実に把握することが可能である点で，水
系生物群集の保全状況を考察するための指標
生物群としても優れていると言えよう．
射水丘陵一帯から発見されたトンボ類は次
の通りである．カッコ内に，各科の種数と富

るが，その個体も他県からの飛来種であった

可能性が高い．コシボソヤンマは，婦負郡八
尾町中根付近の別荘川や氷見市森寺付近で夕
刻高所を飛溺する本種と思われる個体を再三
目撃しているが，採集できなかった．カトリ
ヤンマは，本種の生息に適した環境は普遍的
に存在するにも拘わらず，近年全くその姿を
見ず，その理由も不明である．ハネビロエゾ
トンボは，現在でも県東部に生息している可
能性が高いが,近年全く採集されていない.オ
ナガアカネは，1985〜86年秋期に，各地でか
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山県下産の全種数に対する百分率を示した．
ただし，過去に記録はあるもののこの数年間
の筆者らの調査では生息が確認できなかった
種には＊印を付した．その中には，オナガア
カネのように最近この地から採集されたが飛
来種と考えられる種も含まれている．
イトトンボ科(7種，88％）：エゾイトトン
ポ，クロイトトンボ，セスジイトトンボ，オ

イコアカネ，ヒメアカネ，リスアカネ，ネキ
トンボ．

以上のように，この地域からこれまでに記

録されたトンボ類は11科58種にのぼる．富山
県下産のトンボ類は，ムカシトンボ科を含め
た12科76種であるから，これは76％強にあた
る．この内訳について，以下多少の考察をし
ておきたい．なお，この地域からは，ムカシ

オイトトンボ，キイトトンボ，アジアイトト

トンポの産地は知られておらず，本種が産す

ンボ，モートンイトトンボ．

る可能性はまずないと考えられる．

イトトンボ科：この地域から記録のないの

モノサシトンポ科（1種，100％）：モノサ

トンボ，オオアオイトトンボ．
カワトンポ科（4種，100％）：＊ハグロト

は，ムスジイトトンボ1種のみである．この
種は，既述のように1978年9月に氷見市十二
町潟で1¥が採集されたのみである．したが
って，この地域には県下に産するこの科のほ

ンポ，ミヤマカワトンボ，オオカワトンポ，

とんど全ての種が生息していることになる．

ヒウラカワトンボ．

中でも，標高が低いにもかかわらずエゾイト

シトンボ．

アオイトトンボ科(2種，50％）：アオイト

トンボが生息していることは特筆に値する．

ムカシヤンマ科（1種，100％）：ムカシヤ
サナエトンボ科(7種，54％）：ミヤマサナ

また，湿地化した谷間の放棄水田などにモー
トンイトトンボがかなり多産すること，小杉

エ，ヤマサナエ，＊ホンサナエ，＊キイロサ
ナエ，ウチワヤンマ，コオニヤンマ，コサナ

町太閤山女池周辺にセスジイトトンボが局所
的に多産することも特記すべき事実である．

ンマ．

モノサシトンボ科：モノサシトンボは，こ

エ

の地域でも各所に極めて多産する．

オニヤンマ科（1種，100％）：オニャンマ．

ヤンマ科(9種,75％）：＊ルリポシヤンマ，

アオイトトンポ科：オオアオイトトンボは

オオルリボシヤンマ，アオヤンマ，クロスジ
ギンヤンマ，ギンヤンマ，＊カトリヤンマ，サ

各所に多産する．アオイトトンボの産地は限
られるが，小杉町水上谷の石畠の池のような
多産地もある．両種の共存関係は，生態学的
に興味深い問題を提示していると言えよう．
筆者らの調査では，オツネントンポとホソミ
オツネントンボは発見されておらず，両種は

ラサヤンマ，ミルンヤンマ，ヤブヤンマ．
エゾトンボ科(3種,60％）：トラフトンポ，
タカネトンボ，エゾトンボ．
ヤマトンボ科（2種，100％）：オオヤマト

この地域には生息していない可能性が高い．

ンボ，コヤマトンボ．

トンボ科(21種，91％）：ショウジョウトン

カワトンボ科：ミヤマカワトンボ，オオカ

ボ，コフキトンボ，ヨツポシトンボ，ハッチ
ョウトンボ，シオカラトンボ，シオヤトンボ，

＊オナガアカネ，キトンポ，ナツアカネ，マ

ワトンボ，ヒウラカワトンボの3種は，婦中
町常楽寺から八尾町三田にかけての渓流に生
息している．ミヤマカワトンボの個体数は少
ない．ハグロトンポは，以前は各地に見られ
たようであるが，現在ではこの地域には全く

ユタテアカネ，アキアカネ，ノシメトンボ，マ

生息していないものと考えられる．

オオシオカラトンボ，ウスバキトンボ，コシ

アキトンボ，チョウトンボ，コノシメトンボ。
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ムカシヤンマ科：ムカシヤンマは，各所に

に比較的個体数が多い．山地に生息するカラ

多産する．

カネトンボと県西部からは全く記録のないハ

サナエトンポ科：ヤマサナエとコサナエは

ネピロエゾトンボが発見される可能'性はない

各所に多いが，他種はいずれも個体数が極め

であろう．

て少ないか，既にこの地域では絶滅してしま

ヤマトンポ科：オオヤマトンボは，最近個

ったのではないかと考えられるものである．

体数が減少しているが，各所に普通に見られ

ミヤマサナエは，最近小杉町で1早が採集さ

る．コヤマトンボは，最近小杉町上野地区の

れたが，他地域からの飛来個体である可能性

溜池に少数ながら生息していることが確認さ

もある．ホンサナエとキイロサナエは，過去

れた．

10年以上全く記録がない.ウチワヤンマは,筆

トンボ科：県下産23種中，21種がこの地域

者らの一人川添が，最近小杉町上野の福田池

に生息している．この地域から記録されてい

で数個体目撃しており，僅かながら生息して

ないのは，亜高山帯に生息するカオジロトン

いるものと考えられる．コオニヤンマは，自

ポと県下ではやや山地帯に多いミヤマアカネ

然博物園センターねいの里が，近年この地域

のみである．後者は，平地〜低丘陵地からの

から記録しており，少数ながら生息している

記録もあるので，将来この地域からも発見さ

ものと考えられるが，筆者らは確認していな

れる可能性はある．県下産のこの科のほとん

い(追記参照)．

どの種がこの地域に生息していることは，こ
の地域の自然環境が今日まで比較的良好な状
態を保ってきたことの何よりの証左であると

オニヤンマ科：オニヤンマは，各所に多産
する．

ヤンマ科：自然博物園センターねいの里が

考えられる．コフキトンボは，かつて小杉町

ルリボシヤンマを記録しているが，筆者らは

スジギンヤンマ，サラサヤンマは，かなり個

太閤山の薬勝寺池に多産していたが，近年激
減してしまい，わずかに小杉町上野地区の溜
池に少数見られるに過ぎない．チョウトンボ

体数が多い．アオヤンマは，小杉町上野地区

も最近激減しており，小杉町上野地区の溜池

の溜池周辺のヨシ原に生息するが，個体数は

に少数が生息しているに過ぎない。また，ア
カネ類の種類数が多いことが特筆されるが，
この地域における生息状況はかなり複雑で，
生態学的観点から種々の興味深い問題を提供

確認していない．オオルリポシヤンマ，クロ

少ない．ギンヤンマは，最近激減している．カ
トリヤンマは，1975年8月に小杉町太閤山の

薬勝寺池で採集されて以来全く発見されてい
ない．ミルンヤンマは，婦中町河原谷から八

している．特に，溜池によって生息する種数

尾町三田にかけての渓流に少数ながら生息し

が異なり，近接しているにもかかわらず，あ

ているのが確認されている．

る種が生息していたりいなかったりすること

エゾトンボ科：トラフトンボは，県下の最
近の生息実態が不明であったが，筆者らの調

が認められる．たとえば，小杉町太閤山の向
谷池では，極めて小さい溜池であるにもかか

査で小杉町上野地区の福田池を中心とする溜
た．タカネトンボは，各所の溜池に生息する

わらず計8種のアカネ類が生息しているが，
付近の溜池では，筆者らのかなり意識的な調
査にもかかわらず，一つの溜池にこれほど多

が，個体数は多くない．婦中町常楽寺から上

くの種の生息する場所はない．アカネ類9種

瀬に至る途中にある小溜池にかなり多産して

のうち，大陸からの飛来種と考えられている

いたが，最近激減した．エゾトンボは，各所

オナガアカネは，1984年9月に八尾町三田で

池に確実に生息していることが明らかになっ
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たまたまl個体が採集されただけである．マ

アカヨシヤンマを追加したことによって，富

イコアカネとヒメアカネのこの地域における

山県下産のトンボ類は，12科76種で前報と数

産地は極めて局所的である．コノシメトンボ

字の上では変っていない．

とリスアカネも,産地はやや限られている．キ

前報でも，強調しておいたように，1980年

トンポとネキトンボが，県下の他の地域と較

代半ばの時点における富山県下のトンボ類の

べて小杉町上野地区を中心とする地域に比較

生息実態をかなり明らかにし得たことの意義

的多産することは，特筆に値するものと考え

は極めて大きい．特に，前報で綿密に検討し

られる．

たように，この10数年間の県下のトンボ相の

以上のように，この射水丘陵一帯には，現

推移の激しさは，自然環境の保全を考える上

在でも50数種のトンボ類が生息していること

で多くの深刻な問題のあることを示唆してい

が明らかとなった．このことは，この地域の

る．この間に約10種のトンボ類が富山県下か

水系の多様I性とその保全度が比較的良好であ

らほとんど失われてしまったといっても過言

ることを反映しているものと考えられる．こ

ではない．このことは，県下の，トンボ類の

の地域からは，たとえば近年富山・石川両県

生息に適した自然環境の破壊の急速な進行を

下のみから知られているホクリクサンショウ

ものがたっている．とりわけ，平地〜丘陵地

ウオがかなり普遍的に生息していることが知

といった，地域の人間社会と密接な関係にあ

られており，また，調査が不充分であるとは

る自然の破壊は，もはや一刻の猶予もならな

いえ,150種以上の鳥類が観察されるなど,こ

い段階に来ていると言わざるを得ない．筆者

の地域が北陸地方の平地〜低丘陵地の自然環

らが，この数年間，特に射水丘陵一帯のトン

境本来の状態をかなり良く残していること

ボ群集の調査を重点的に行ってきたのも，そ

が,他の生物群からも推察されるのである．し
かしながら，この地域では自然環境の充分な

うした危機感に立ってのことに他ならない．

調査も行われないまま，大規模な自然破壊が

して，地域の自然環境の保全の大切さを改め

筆者らは，富山県下のトンボ類の調査を通

急速に進行している．筆者らは，こうした平

て学ぶと共に，そこには種々の生物が必死に

地〜丘陵地の自然環境は，現在のような形で

生活を営んでいるのだということをも実感す

開発によって失われてしまえば永久に取り戻

ることができた．もとより筆者らは，トンボ

すことができないものであること，それは長

類の種類が多いという理由のみによって地域

期的な視野に立つならば計り知れない損失と

の自然環境の保全の重要性を主張するもので

なることを強く訴えたい．しかも，この射水

はない．ある地域の自然環境の保全度を知る

丘陵一帯の自然環境は，富山市内に位置する

上で，当該地域の水系の実態を知ることは不

呉羽丘陵のそれと共に，大都市圏に残された

可欠のことである．トンボ類は，水系生物群
集の主要構成員であることによって当該地域
の水系の保全状況を知る上で優れた指標生物

全国的に見ても類例の少ない貴重な財産であ
り，それ自体に固有の価値があるのである．

と看倣すことができるのである．

筆者らは，県下の潅概用溜池について，県

V・結語

農地林務部耕地課の作成した台'帳を縦覧する

この「補遺」によって，富山県下産のトン
ボ類の生息状況はほぼ明らかになったと言っ

機会を得た．それによれば，県下には大小3

てよかろう．前報で富山県産として挙げたル

万個にもおよぶ潅概用溜池が存在するが，そ

ラビロトンボを抹消したかわりに，新たにネ

の多くは私有地にあり，近年の減反政策の煽
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りで山間部の小規模の水田が廃棄田や休耕田

l￥，富．杉谷（富山医科薬科大学構

になり，それらの管理上の諸問題から次々と

内)，29‑VIII‑l987（荒川良)．

取り潰されている．トンボ類をはじめとする

5．マダラヤンマ

水棲生物群集にとってこうした潅慨用溜池の

2罰3，高・守護町小矢部川河川敷，2−X

持つ意味は極めて大きい．それらの溜池の中

l987（冬木勲)，12ざi伊，3.Xl987（鈴

には明治時代以前に成立したものも多く，し
たがってそこにはそれぞれの地域の水棲生物
群集のいわば縮図を見ることもできる．それ
らが，何の実態調査も行われないまま消失し

かったが，氷見市および小杉町の一部の地域

ていってしまうのは，極めて遺'憾なことと言

の潅概用溜池でわずかながら生息しているこ

わねばならない．実際，筆者らのこれまでの

県下のトンボ相を考える上から貴重なものが

とが確認されている．また，著者の一人川添
は氷見市十二町潟で，幼虫1頭，羽化殻3ケ
を確認している．コオニヤンマ，コシボソ

少なくない．筆者らは，今後の課題の一つと

ヤンマおよびネアカヨシヤンマの3種は，

して，自然の河川や池沼ばかりでなく，そう
した潅厩用溜池や用水などの生物相の実態調
査を行う必要'性があることを強調しておくと

1987年8月末の富山市科学文化センター主催
の夏休みの「標本同定会」において参加者が
持参した標本中に見出されたものである．コ
オニヤンマとコシボソヤンマは，過去15年間

木)，13，4Xl987（二橋弘之)， ず'
4−X‑l987（早川浩之)．

ウチワヤンマは，近年ほとんど採集例がな

調査によっても，その種の潅概用溜池の中に

ともに，地域の開発計画については，当該地
域の自然環境の実態を充分に把握し，その歴
史の重みを踏まえ，将来に禍根を残すことの

県下からの採集記録がなかった．ネアカヨシ

ヤンマは，本補遺で初めて高岡市および小矢
部市の2ケ所から記録したが，上記は県下か
ら3番目の記録となる．マダラヤンマは,1969
年に富山市富岩運河からlざ'が採集されて以

ないよう，原則的にはこれ以上の開発を無条
件に認めることのないよう，行政当局が対処
することを強く望むものである．

来長く記録されなかったが，本補遺の記録を
含め1986年10月に23ざ'が採集された．上記
の記録も同一場所からのものである.本種は，
上記の河川敷内にある2つの小池で確実に発
生しており,個体数も必ずしも少なくないが，
早は採集されていない．印は，水面が部分的
に出ている池の周囲のヨシ原の上で縄張り飛
溺し，しばしばヨシの葉や茎に静止する個体
が多く観察された．9月〜10月，富山市から
氷見市にかけての平地部の類似の環境に別の

追記

本稿脱稿後，本県下からの記録が乏しいい

くつかの種が採集されているので，簡単に追
加記録しておきたい．
1．ウチワヤンマ

1¥，氷．中尾，4−VII‑l987(川添)；13。
婦．小杉町薬勝寺池，26‑V1‑1987(鈴木)≦
23㎡' 2−VII‑1987（鈴木)．
2．コオニヤンマ

lざ1，小．宮島峡，9−VIII‑l987（二橋征

産地のあることが期待される．

史)，1¥，l6‑VIII‑1987（二橋征史)．
3．コシボソヤンマ

1早，小．宮島峡，2VIⅡ‑1987（二橋弘
之)， ず1，9−VIII‑1987（二橋亮)．
4．ネアカヨシヤンマ
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表｜富山県産トンボ類の成虫の発生消長(追加修正）
○：従来の記録に基づくもの，●：今回新たに追加されるもの。

モートンイトトン：

○○○

ヒラサナエ

ダビドサナエ
ホンサナエ

○○

○○○

○

○○

一﹄︽﹄

○
一一

○○(二

Ｃ○

ルリポシヤンマ
マダラヤンマ

オオルリポシヤンマ

里

里

○○

コサナエ
オニヤンマ

〆

〆

○

○○〔

q

三

クロサナエ

○●○

○○

○○

●C

ｃｃく

キイロサナエ

●○○

○
○○○
○○
○○○
く○
１ く○
く ○○○
○
○
○○
○●○

ヤマサナエ

、一

○

○○C

上中下

○

○○○

○（

上中下

○○C

ＣＣ
○○
○●

○○（

ｒ﹂〆延

○○C

ミヤマサナエ

オジロサナエ

○○○

○○〔

くくく
○○○
○○○

○○

ムカシヤンマ

コオニヤンマ

○○（

○○
○○

○○C

ム カシトンボ

ヒメクロサナエ

○
○●○

○●C

●Ｃ
ＣＣ
●Ｃ
○
○
○

○

○

○●〔

●○C

くくくく
くくく
○○○

ミヤマカワトンボ

オナガサナエ

○●○

○○q

■可

︑〆

ハグロトンボ

ウチワヤンマ

○○＜

グー

オツネントンボ

ヒウラカワトンボ

○○C

■可〆Ｉ︑

ホソミオツネントンボ

オオカワトンボ

●●

●Ｃ

オオアオイトトンボ

卜
中下
一 I :

●

○○

モノサシト：

アオイ｜、トンボ

11

10

上中

○Ｃ○●○

アジアイトトンI

●ＣＣＣＣＣＣ
●
●○○
○○○○○○

キイトトンボ

上中下

／︑〆︑ｒ︑ｒｋ

オオイトトンボ

上中一

／︑ｒｋ

ムスジイトトン；

○○○○○●○

クロイトトンボ
セスジイトトン】

上中‑F

○○○●○○

エゾイトトンボ

ＣＣＣ●Ｃ●

上中下

○●
○
○○
○○
○●

種 名

●

○○（

○○C

●C

●○（

○○○

○○〔

●○〔

○○○

○
●1

ネアカヨシヤンマ
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○○〔

12

上中下
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ミルンヤン

ヤブヤン

○○
○○
●○○
○
○○

ＣＣＣ
○○○
○○○

○（

タカネトンボ

○○○

1土人

〆里〆境〆員〆境〆堵一■■■

111

●○

ネキトンボ

(注）前報で挙げたハラビロトンボを除外し，ネアカヨシヤンマを追加した鐸

〆閏

ミヤマアカネ

リスアカネ

○○C

戸﹄

ヒメアカネ

○○0

ＣＣＣＣＣＣＣＣ

マイコアカネ

○（

○○○

○○○○○○○○○○
ｊｊｊｊＪｊＪｊ７ｊｊ

ノシメトンポ

／︑／Ｉ︺

アキアカネ

○C

ｌ
ｊ
Ｏ一一

マユタテアカ＞

塘

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

キトンス

ナツアカネ

〆

〆︲﹄

コノシメトンポ
オナガアカネ

閏

○○○○●○○○○○○○●
○○○○○○○○○○○○○○○○
ＣＣＣＣＣＣ●ＣＣＣＣＣ○ＣＣＣ

コシアキトンボ

チョウトンポ

○

○○○○○○○●○○○○○○●○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ウスバキトンボ

〆

○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

シオヤトンボ
オオシオカラトンフ

○○○

○●○○○○○○○○○○○○○○○

シオカラトンボ

ＣＣ
○
○ＣＣＣ
●○

ヨツボシトンボ
ハッチョウトンボ

●○（

○○（

○●○○○○○●○○○○○○●

ショウジョウトンポ

○○○

／︑且■一〆１浬／︑／︑／に／︑〆ｆＬ〆Ｉ︑〆Ｌ

○〔

○
（

○
○●
○○
○○
○○
○○
○○
●○○●
○○
○○

オオヤマトンフ

コフキトンボ

、

上中下

︑ノ

エゾトンズ

カオジロトンボ

〆

ー ー ヨ

上中一

○○
○○C

ハネビロエゾトンフ

コヤマトンポ

上中‑F 上中了

○○○

カラカネトンフ

トラフトンボ

上中下

○○○○

サラサヤン

ワ

I

上中‑F

○○○○

カトリヤン

上中1

二Ｉ︽一二一二一

コシボソヤンマ

上中下

︑ノ︑﹄︑〆︑ノ︑ダ

クロスジギンヤンー
ギンヤンマ

０
くくくく
○
○○
○０●
○○
○●

アオヤンマ
マルタンヤンマ

上中丁

Ｃ●ＣＣＣ
○
○
○
○

種 名

○

○C
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図｜エゾイトトンボ分布図

図2クロイトトンボ分布図

図3セスジイトトンボ分布図

図4オオイトトンボ分布図

図5キイトトンボ分布図図6アジアイトトンボ分布図
●：従来の記録に基づくもの▲：今回新たに追加されるもの（以下同様）
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図7モートンイトトンボ分布図

図8モノサシトンボ分布図

図9アオイトトンボ分布図

図'0オオアオイトトンボ分布図

図￨｜ホソミオツネントンボ分布図

図'2ハグロトンボ分布￨図
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図'3ミヤマカワトンボ分布図

図'4オオカワトンボ分布図

図'5ヒウラカワトンボ分布図

図'6ムカシヤンマ分布図

図18ヤマサナエ分布図

図'7ミヤマサナエ分．布図
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図'9クロサナエ分布図

図20ヒメクロサナエ分．布図

￨図'21コサナエ分､布図

図22オニヤンマ分布図

図23ルリボシヤンマ分布図

図24マダラヤンマ分布図
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図26アオヤンマ分．布図

図25オオルリボシヤンマ分布図

図28クロスジギンヤンマ分布図

図27ネアカヨシヤンマ分布図

図30サラサヤンマ分布図

図29ギンヤンマ分鯵布図
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図31ミルンヤンマ分布図

図32ヤブヤンマ分布図

図33トラフトンボ分布図

図34タカネトンボ分布画

図35エゾトンボ分布図

図36オオヤマトンボ分布画

1
1
？
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図38ショウジヨウトンボ分布図

図37コヤマトンボ分、布図

図40カオジロトンボ分布図

図39コフキトンボ分布図

図42ハッチョウトンボ分布図

図41ヨツボシトンボ分布図
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図43シオカラトンボ分．布図

図44シオヤトンボ分布￨図

図46ウスバキトンボ分布図

図45オオシオカラトンボ分布図

図47コシアキトンボ分布図

図48チヨウトンボ分布図
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図49コノシメトンボ分．布図

図50キトンボ分布図

図51ナツアカネ分布図

図52マユタテアカネ分布図

図53アキアカネ分布図

図54ノシメトンボ分､布図
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図55ヒメアカネ分布図

図56ミヤマアカネ分布図

図57リスアカネ分布図

図58ネキトンボ分布図

図59ネアカヨシヤンマ¥
(小．倶利伽羅峠産，l7‑Vlll‑I986，根来採集；

図60マルタンヤンマ研

(黒．東三日市産，Vl‑l959，田中忠次採集・撮影；
１１上

ワ﹄

図版1

1．黒部市吉城寺宮野山公園
（オオカワトンポの日本＃
（オオカワトンポの日本海側北限の産地）
句幽

■

2．魚津市小菅沼双子池
（クロイトトンボ多産地）
ハベ﹄

●

3．富山市六泉池
ファミリー・パークの建設に伴いゼ そ の 敷 地
（トラフトンボ・マイコアカネの産地，ファ
内に取り込まれた）

4．富山市城山八幡沢

（オオカワトンボ・サラサヤンマの多産地子
5．高岡市伏木国府
（ヤブヤンマの生息する溜池）
6．氷見市下田子
ギンヤンマなどの多産地？
（チョウトンボ・コフキトンボ・ギンヤン

7．氷見市十二町潟

（ウチワヤンマ・コフキトンポなどの産地。 かつては広い潟であったが，埋め立てに
よってほとんど水路のみとなった）
8．宇奈月町栃屋前大谷

（コヤマトンボ・ネキトンボの生息する溜池）
9．八尾町中根

（オオカワトンボとヒウラカワトンボの共存する渓流。ヤマサナエ・ダビドサナエ・
ミルンヤンマの産地）
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図版：

図版II

1．小矢部市興法寺道俗の池

2．小矢部市興法寺小谷の池（中下の池）
3．小矢部市興法寺小谷の池（上の小池）

（以上3ケ所を含む一帯からは約60種のトンボ類が記録されている。特に小谷の池の
上の小池は，ハツチヨウトンボが生息することで，富山県の天然記念物に指定され
ている）

4．朝日町棚山大池

（ヨツボシトンボ・キトンボの生息地）
5．朝日町棚山小池

（エゾイトトンボ･アオイトトンボの多産地。大池とともに，この地区は黒部川以東
でほとんど唯一の溜池群の見られる所である）
6．上市町釜池
（タカネトンボの生息池）

7．上市町つぶら池

（エゾイトトンボ・クロスジギンヤンマの生息地，釜池・つぶら池の2ケ所に発する
沢にはムカシトンボをはじめ各種渓流性トンボ類が多産する）
8．立山弥陀ヶ原の餓鬼の田

（カオジロトンボ・ルリボシヤンマなどの生息する池塘群）
9．井波町金屋の湿地

（アジアイトトンボ・オオイトトンボの多産地）
10．城端町縄ヶ池

（タカネトンボ.オオルリボシヤンマの多産地。本県山地に存在する自然の池の代表
的なもの）
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図版Ⅱ

図版III

l・平村猫池

（カラカネトンボ・タカネトンボ・オオルリボシヤンマの多産地）
2．上平村池の平

（ホソミオツネントンボ県下第二の産地。アオイトトンボの多産地）
3．婦中町高塚

（エゾイトトンボ・ヨツボシトンボの生息地）
4．婦中町河原谷

（ヒウラカワトンボ・ミルンヤンマの生息する渓流）
5．婦中町河原谷

（ハッチョウトンボ・モートンイトトンボの多産する湿地）
6．婦中町常楽寺

（オオカワトンボとヒウラカワトンボの共存する渓流）
7．婦中町上瀬

（タカネトンボの多産する溜池）
8．婦中町上瀬

（エゾトンボ・ハッチョウトンボの生息する湿地）
9．八尾町三田

（オオカワトンボとヒウラカワトンボの混生する湿地）
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図￨版Ⅲ

図版1V

1．八尾町桐谷

（ハッチョウトンボ・ヒメアカネの多産地）
2．八尾町桐谷赤倉柳池
（エゾイトトンボ・コサナエの多産地）
3．八尾町桐谷赤倉つぶら池

（エゾイトトンボの多産地。柳池･つぶら池を含むこの地区は本県下の低山地の自然
池沼群の代表的な所である）
4．八尾町小井波

（ルリボシヤンマ・オオルリボシヤンマの多産地）
5．八尾町大長谷

（ミヤマアカネの多産地）
6．小杉町太閤山
（セスジイトトンボの多産地）

7．小杉町福田池
（トラフトンボの生息地）
8．小杉町向谷池

（アカネ属8種の生息する溜池）
9．小杉町石畠の池
（アオイトトンボ・オオアオイトトンボの多産地）
10．小杉町水上谷

（キトンボ・マイコアカネの産地。小杉町の以上5ケ所を含む地域には，良好な溜池
が多い）
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