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　イソアカネ Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) はユー

ラシア大陸北部に広く生息し（井上，1996），その極東

亜種であるマンシュウアカネ Sympetrum vulgatum imitans 

(Selys, 1886) が 2002 年に富山県から初報告された（二橋・

二橋，2002）。その後も，国内から 10 例を越すマンシュ

ウアカネの報告はあるものの，他の飛来アカネ属と比べ

て記録された地域数は少ない。筆者が 2012 年にタイリ

クアカネ Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) と思い撮

影した写真を見直した結果，マンシュウアカネ♂である

と判明した。古い記録ではあるが福岡県初記録と思われ

るので報告する。また，あわせて過去の記録についても

検討した。

撮 影 記 録

１♂ (Figs. 1 & 2)，福岡県福岡市東区香椎照葉，18-X-

2012，詫間由一 撮影．

　本種を記録したのは福岡県北部の日本海に接する埋め

立て地（Fig. 3）で，人工池がありスナアカネ Sympetrum 

fonscolombii (Selys, 1840) や オ ナ ガ ア カ ネ Sympetrum 

cordulegaster (Selys, 1883) などの飛来種が訪れる場所とし

て知られている。当初はタイリクアカネ♂と思い撮影し

た（Fig. 1）が，その後写真の整理をした際に額基条の形

が違うことに気づいた。

　マンシュウアカネと同定した区別点は，１）額基条が

下方に伸びる（Fig. 2 黒矢印），２）肢の腿節，脛節とも

外側が黄褐色（Fig. 2 白矢印），３）尾部上付属器が長く，

下角が下付属器を越える（Fig. 2 黒矢頭），４）腹部第８-
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Fig. 1.  マンシュウアカネ♂（18-X-2012，福岡県福岡市東区
香椎照葉，詫間由一 撮影）．

Fig. 2.  Fig. 1 の頭部と腹端部の拡大画像．見やすくするため
にガンマ値を調節してある．黒矢印：額基条；白矢印：前
脚腿節外側；黒矢頭：尾部付属器；白矢頭：腹端部．

Fig. 3.  福岡県福岡市東区香椎照葉の人工池．矢印：google 
map 上の位置．
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Fig. 4.  イソアカネとタイリクアカネの区別点．尾園ら (2017) から引用した図に追加，改変．

Fig. 5.  典型的なタイリクアカネ♂（18-XI-2020，同所，詫
間由一 撮影）．

Fig. 6.  腹端側面の黒斑が小さめのタイリクアカネ♂（18-XI-
2020，同所，詫間由一 撮影）．

９節側面の黒斑がほぼ見えない（Fig. 2 白矢頭），の４点

だが，３）の鑑別点は斜め方向から撮られた写真のため

確実ではない。Fig. 4 に『ネイチャーガイド　日本のトン

ボ（第３版）』（尾園ら，2017）から引用したタイリクア

カネとイソアカネ（マンシュウアカネ）の区別点を図示

する。

　マンシュウアカネとタイリクアカネは非常に似ており

同定が難しい。横山ら（2010）のように当初はタイリク

アカネと思い採集していたものが，のちにマンシュウア

カネと判明したケースもある。二橋ら（2002）は，“（マ

ンシュウアカネは）タイリクアカネと比較して体色がよ

り紅色に見え（る）” と述べている。マンシュウアカネ♂

の写真（Fig. 1）をタイリクアカネ♂（Figs. 5 & 6）と比

べると，前者は腹部側面の黒斑がほぼないため腹部がよ

り均一に赤く見え，目視でマンシュウアカネ♂をスクリー

ニングする際の目安になりそうである。また，♀につい

ては横山ら（2011）は，“前翅の中心部結節から先端部

の前縁にかけて黄褐色の斑紋が顕著で，飛翔時には翅が

黄色に見えた” と記述している。

　Table 1 に本報告を含めたマンシュウアカネの主な記録

を発見順にまとめ，備考に特記事項とタイリクアカネと

の区別に役立ちそうな記述を抜粋した。兵庫県にも未発

表の記録（二橋 亮氏からの私信）があり，あわせるとこ

れまでに８つの道県から見つかったことになる。これら

の先行記録を総合するとマンシュウアカネは，他の飛来

種と同じく，９月末～ 10 月の日本海沿いの水辺で見つ
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かる可能性が高い。さらに野外における目視で，中型の

アカネで♂の腹部の紅色が一様に目立ったり，♀の翅の

黄色みがタイリクアカネなどより強く見える場合は，採

集あるいは精密な写真によってさらに額基条や肢の腿節・

脛節の色，尾部付属器の形態を調べていく必要がある。

ただ，♂については成熟度により赤化の程度が Fig. １と

異なる可能性があることには注意すべきである。

　末筆になるが，マンシュウアカネ同定のアドバイスと

多数の文献をいただいた二橋 亮氏に厚く御礼申し上げ

る。また Fig. 4 において，転載した原図の改変を行うに

当たっては，作図者である川島逸郎氏の許可を得た。

発見日 道県名 地 名 個体数 発見環境の
備考的説明

備 考
（特記事項とタイリクアカ

ネとの鑑別点）
文 献

25-IX-2002 青森県 西津軽郡深浦町艫作 1 ♂ 日本海から 3 km ほ
どの丘陵地の沼辺

・♂の腿節と脛節の外側が黄
色い。

奈良岡・山田
（2003）

29-IX-2002 石川県 羽咋郡志賀町 3 ♂ 小水域 Taketo（2005）

4-X-2002 
6-X-2002 富山県 高岡市伏木 1 ♂ 

3 ♂ 一時的湿地の草地
・本邦初報告
・♂の体色がより紅色で体型

が幾分細い。

二橋・二橋
（2002）

9-X-2005 
12-X-2005 
13-X-2005

青森県 深浦町椿山
1 ♂ 

1 ♂ 1 ♀ 
1 ♂ *

湿地 ・♀を初記録 奈良岡（2006）

21-X-2005 富山県 朝日町境 1 ♂ 地面の上 二橋・二橋
（2006）

30-IX-2009 
1-X-2009 
1-X-2009

北海道
積丹郡積丹町婦人美 
積丹郡積丹町神威岬 
古宇郡泊村興志内盃

1 ♂ 
3 ♂ 
1 ♂

水域を伴わないまば
らな草地やコンリー
ト上

・神威岬では他にも多数目
撃。

横山・広瀬
（2010）

4-X-2009 島根県 松江市島根町野波 8 ♂ ため池周辺 伴（2010）

25-IX-2010 
26-IX-2010 
30-IX-2010

北海道 古宇郡泊村興志内盃
1 ♂ 

2 ♂ 1 ♀ 
1 ♂

林道の草地
・♀の飛翔時に翅が黄色く見

える。
・♀からは採卵も出来た。

横山・広瀬
（2011）

1-X-2010 山口県 下関市御崎 1 ♂ * 三面張りの小川 管（2011）

10-IX-2011 
13-X-2011 北海道 古宇郡泊村興志内盃 2 ♂ 

1 ♂ 記載なし 横山・広瀬
（2012）

18-X-2012 福岡 福岡市東区香椎照葉 1 ♂ * 水深の浅い人工池
・♂の腹側黒斑紋が目立たな

いため腹部が紅色に見え
る。

本報

17-X-2014 
18-X-2014 島根県 松江市島根町野波 2 ♂ 

1 ♀ ため池

・タイリクアキアカネ，オナ
ガアカネも多数いたが 2 日
後にはほぼいなくなる。

・観察地点は飛来時の中継地
点？

北山（2015）

27-IX-2015 
30-IX-2015 北海道 古宇郡泊村興志内盃 1 ♂ * 

1 ♂ 記載なし 横山（2016）

14-X-2016 北海道 積丹郡積丹町神威岬 1 ♂ * 記載なし 横山（2017）

Table 1.  マンシュウアカネの日本における主な記録（発見順）．個体数は日付と対応している．全て発見地点は日本海近辺．
* は目撃または写真撮影による記録で，その他は採集記録．
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Summary:  A photo of Sympetrum vulgatum imitans (Selys, 

1886), photo in 2012, is the first record from Fukuoka 

Prefecture. As the species is similar to Sympetrum striolatum 

(Charpentier, 1840), the author at first misidentified it as the 

latter, but later noticed it was Sympetrum vulgatum from the  

markings of frons and abdomen, color of legs and structure of 

anal appendage. In addition, previous records of this species in 

Japan are reviewed.
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