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はじめに

愛知県のトビケラ目成虫のファウナは堀ら（1993），西本ら（1993，1998）による報告があ

るが，これらは小河川あるいは池で行ったライトトラップによる採集記録で，調査地が限ら

れているため県内のトビケラ相を把握するには十分とは言えない．平野部は工場や住宅地が

多く集まるため，河川の汚濁が進行しやすい．そのため平野部の河川に好んで生息するトビ

ケラにとっては危機的状況で，早急に調査を行い，保護対策を考えなければならないが，今

回調査を行った矢作川のような大河川の平野部は全国的に未調査地が多く残されている．予

想通り，矢作川の調査によって多くの新知見を得ることができた．ここに，５年間の調査結

果について簡単に概説するとともに，特筆すべき種について解説を行う．また，まとめとし

てトビケラ相から分かる河川環境について若干述べたいと思う．

結果と考察

エグリトビケラ科の種やヒラタコエグリトビケラ，コバントビケラ属など，一部本流以外

から飛来したと思われる種も含まれるが，５年間の調査で52種のトビケラを確認した．これ

は西本ら（1993）が愛知県の額田町の小河川で行った１年間調査で得られた47種を上回って

おり，今回調査を行った矢作川の越戸ダム下流域が豊富なトビケラ相を支える環境条件（食

物，水質，河床環境など）を備えている証拠である．個体数で多かったのは，ナガレトビケ

ラ科のムナグロナガレトビケラ，ヤマトビケラ科のコヤマトビケラ，ヒゲナガカワトビケラ

科のヒゲナガカワトビケラ，シマトビケラ科のサトコガタシマトビケラ，ウルマーシマトビ

ケラ，オオシマトビケラ，クダトビケラ科の Psychomyiella acutipennis，ニンギョウトビケ
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ラ科のニンギョウトビケラ，ヒゲナガトビケラ科のナガツノヒゲナガトビケラ，トサカヒゲ

ナガトビケラ，アオヒゲナガトビケラ，ヒメセトトビケラなどであった．

以下に数種特徴的な種について解説する．

Padunia sp. 1，2 ケシヤマトビケラ属

本属は日本から Padunia forcipata Martynov（北海道に分布）Padunia alpina Kagaya and
 

Nozaki（山梨県に分布）の２種が知られており，これらとは別にKagayaら（1998）は愛知

県と福岡県から Padunia sp. PAとして未記載の雌を記録している．矢作川で採集した

チャバネヒゲナガカワトビケラ ツダタニガワトビケラ

Psychomyiella acutipennis ナミコガタシマトビケラ

オオシマトビケラ ムナグロナガレトビケラ
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コヤマトビケラ ケシヤマトビケラの属の一種

ヒラタコエグリトビケラ セグロトビケラ

カワモトニンギョウトビケラ グマガトビケラ属の一種

ツダヒゲナガトビケラ トサカヒゲナガトビケラ
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Padunia属の２種のうちの１種は Padunia sp. PAと同種である．これら２種の未記載種は

矢作川水系で比較的個体数が多く，支流の巴川でも確認されている（西本，未発表）．

Plectocnemia sp. 1，2 ミヤマイワトビケラ属

本属の成虫は日本から６種以上記載されており（Tanida，1995），矢作川で採集された２種を

含め未記載種は多い．

Lype excisa キタクダトビケラ

Mey（1991）がサハリンから記載し，その後北海道にも生息していることが確認された

（Kuranishi et al., 1992）．本州初記録と思われる．

Psychomyiella billnis

島根県からKobayashi（1987）によって記載された以降，初めての記録である．三重県，愛

知県内の河川で希に採集されることがある（森田・西本，未発表）．

Paduniella amurensis

日本では今まで琵琶湖のみから知られていたが（Tanida, 1998），西本が1999年6月14日に

平戸橋で行ったライトトラップで数個体を採集したので記録しておく．

Goera kawamotonis カワモトニンギョウトビケラ

島根県からKobayashi（1987）によって記載された種．津田・赤木（1956）は矢作川から Goera
 

sp.GAとしてそれまで知られていなかったニンギョウトビケラ属の幼虫を記載し，成熟した

蛹から得られた雄交尾器を参考として図示した．雄交尾器は明瞭に描かれており，Goera sp.

GAが kawamotonisであることは明らかである．矢作川では５月から８月にかけて採集され

るが個体数は少ない．

Athripsodes tsudai ツダヒゲナガトビケラ

津田・赤木（1956）によって矢作川から本種の幼虫が初めて報告され，その後京都府宇治を

模式産地として成虫が記載された（Akagi, 1960）．愛知県では矢作川からしか知られていな

Leptocerus moselyi ゴマダラヒゲナガトビケラ

74 都市ブロック河辺のトビケラ相（西本浩之・森田久幸）



い．西日本に広く分布するが，採集記録は多くない．

Leptocerus moselyi
 

Martynov（1935）によってアムールから記載された種で，日本では矢作川からしか記録され

ていない（Uenishi, 1992）．

調査地点は豊田市の中心部に近いにも関わらず，多くの種類のトビケラを確認することが

できた．また，クダトビケラ，ヒゲナガカワトビケラ，シマトビケラ，ヒゲナガトビケラ類

の個体数が多く，餌となるデトリタスなどの流下物が豊富で河床に安定した礫が存在する環

境であることが伺える．これらのトビケラにとって水質は必ずしも清冽である必要はないが，

工場廃液や生活雑排水によって汚染された河川では生息することができない．

一般的に大河川の平野部は都市が発達し，人口密度が高くなるため河川の汚濁が進みやす

い．トビケラは河川では山地渓流に生息する種が多いが，平野部の比較的規模の大きな河川

を好む種もいる．しかしながら，このような場所の多くは水質の悪化や過度の河川改修によっ

て，トビケラなどの水生昆虫が生息しにくい環境となっている．矢作川中流域は比較的好適

な環境が維持されており，多くの希少なトビケラが生息している．現在の状態を悪化させる

ことなく，自然豊かな矢作川を後代に残せるよう啓発活動や積極的な保全対策が必要である．

S ummary

 

As a result of researches conducted for five years, 52 species of caddisflies were
 

collected in urban blocks of the Yahagi-gawa River flowing in the plain of Toyota City,

caddisflies are very abundant and some rare species,including new species of the genera
 

Padunia and Plectrocnemia, have been recorded. The fact indicates that the envion-

mental conditions are good for the caddilflies. Positive preservation of the envirnment
 

would be required to leave nature of the Yahagi-gawa River.
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矢作川中流域のトビケラリスト

Stenopsychidae ヒゲナガカワトビケラ科

１．Stenopsyche marmorata Navas ヒゲナガカワトビケラ

２．Stenopsyche sauteri Ulmer チャバネヒゲナガカワトビケラ

Philopotamidae カワトビケラ科

３．Chimarra tsudai Ross ツダタニガワトビケラ

Psychomyiidae クダトビケラ科

４．Lype excisa Mey キタクダトビケラ

５．Paduniella amurensis Martynov

６．Psychomyia morishitai Tsuda モリシタクダトビケラ

７．Psychomyia nipponica Tsuda ニッポンクダトビケラ

８．Psychomyiella acutipennis Ulmer

９．Psychomyiella billnis Kobayashi

 

Polycentropodidae イワトビケラ科

10．Cyrnus nipponicus Tsuda ニッポンコイワトビケラ

11．Plectrocnemia sp. 1 ミヤマイワトビケラ属の一種

12．Plectrocnemia sp. 2 ミヤマイワトビケラ属の一種

Hydropsychidae シマトビケラ科

13．Cheumatopsyche brevilineata (Iwata) コガタシマトビケラ

14．Cheumatopsyche infascia Martynov ナミコガタシマトビケラ

15．Cheumatopsyche galloisi (Matsumura) ガロアシマトビケラ

16．Hydropsyche gifuana Ulmer ギフシマトビケラ

17．Hydropsyche orientalis Martynov ウルマーシマトビケラ

18．Hydropsyche setensis Iwata ナカハラシマトビケラ

19．Macrostemum radiatum (McLachlan) オオシマトビケラ

20．Potamyia echigoensis (Tsuda) エチゴシマトビケラ

Rhyacophilidae ナガレトビケラ科

21．Rhyacophila kawamurae Tsuda カワムラナガレトビケラ

22．Rhyacophila nigrocephala Iwata ムナグロナガレトビケラ

23．Rhyacophila yamanakensis Iwata ヤマナカナガレトビケラ
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Glossosomatidae ヤマトビケラ科

24．Agapetus japonicus (Tsuda) コヤマトビケラ

25．Glossosoma altaicum (Martynov) アルタイヤマトビケラ

26．Padunia sp. 1 ケシヤマトビケラ属の一種

27．Padunia sp. 2 ケシヤマトビケラ属の一種

Hydroptilidae ヒメトビケラ科

28．Hydroptila sp. ヒメトビケラ属の一種

Apataniidae コエグリトビケラ科

29．Apatania aberrans Martynov ヒラタコエグリトビケラ

Limnephilidae エグリトビケラ科

30．Limnephilus fuscovittatus Matsumura セグロトビケラ

31．Limnephilus orientalis Martynov ウスバキトビケラ

32．Nemotaulius admorsus (McLachlan) エグリトビケラ

33．Nothopsyche pallipes Martynov トビイロトビケラ

34．Nothopsyche ruficollis (Ulmer) ホタルトビケラ

Goeridae ニンギョウトビケラ科

35．Goera japonica Banks ニンギョウトビケラ

36．Goera kawamotonis Kobayashi カワモトニンギョウトビケラ

Lepidostomatidae カクツツトビケラ科

37．Goerodes orientalis (Tsuda) トウヨウカクツツトビケラ

Sericostomatidae ケトビケラ科

38．Gumaga sp. グマガトビケラ属の一種

Molannidae ホソバトビケラ科

39．Molanna moesta Banks ホソバトビケラ

Calamoceratidae アシエダトビケラ科

40．Anisocentropus sp. コバントビケラ属の一種

Leptoceridae ヒゲナガトビケラ科

41．Athripsodes tsudai (Akagi) ツダヒゲナガトビケラ

42．Ceraclea alboguttata Hagen トゲモチヒゲナガトビケラ

43．Ceraclea complicata (Kobayashi) ナガツノヒガナガトビケラ

44．Ceraclea superba (Tsuda) トサカヒゲナガトビケラ

45．Leptocerus moselyi (Martynov)

46．Mystacides azurea Linne アオヒゲナガトビケラ

47．Oecetis nigropunctata Ulmer ゴマダラヒゲナガトビケラ

48．Oecetis yukii Tsuda ユウキクサツミトビケラ

49．Oecetis sp. クサツミトビケラ属の一種

50．Setodes minutus Tsuda チビセトトビケラ

51．Setodes sp. セトトビケラ属の一種
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52．Trichosetodes japonicus Tsuda ヒメセトトビケラ
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