
白鳥庭園・徳川園のトンボ 
 

 

翅 の 形 複 眼 の 形 止まった時の姿勢 白鳥庭園・徳川園での記録種 

■ 前翅と後翅が 

   ほぼ同じ大きさ 

⇒ 均翅亜目 

■ 複眼が離れる ■ 翅を開いて止まる 

⇒ アオイトトンボ科 

 アオイトトンボ科  オオアオイトトンボ 

■ 翅を閉じて止まる 

⇒ カワトンボ科 

⇒ モノサシトンボ科 

⇒ イトトンボ科 

 カワトンボ科   ハグロトンボ 

 モノサシトンボ科   モノサシイトトンボ 

 イトトンボ科   

 クロイトトンボ、 セスジイトトンボ、 ムスジイトトンボ、   

 アオモンイトトンボ、 アジアイトトンボ 

■ 前翅より 

   後翅の方が大きい 

⇒ 不均翅亜目 

■ 複眼が離れる 

⇒ サナエトンボ科 

■ 翅を開いて 

   水平にとまる 

 

 サナエトンボ科   タイワンウチワヤンマ 

 

■ 複眼が接する 

⇒ ヤンマ科  

⇒ エゾ 
    トンボ科 

■ 翅を開いて 

   ぶらさがるように 

   止まる 

 ヤンマ科   ギンヤンマ、 クロスジギンヤンマ 

 エゾトンボ科   オオヤマトンボ 

 

⇒ トンボ科 ■ 翅を開いて水平にとまる 

 

 トンボ科    

 チョウトンボ、  

 ナツアカネ、 リスアカネ、ノシメトンボ、 アキアカネ、    

 コノシメトンボ、 マユタテアカネ、 ネキトンボ、  

 コシアキトンボ、 ショウジョウトンボ、ウスバキトンボ、  

 シオカラトンボ、 オオシオカラトンボ 

これまでの調査で、白鳥庭園で 21種、徳川園で 20種、合計 25種のトンボが確認されています。 

これら確認された 25種のトンボについて、分類基準に沿った形態的特徴を整理し、各種について、観察時期・観察場所・生態的特徴を説明します。 
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オオアオイトトンボ 
 観察時期：9～10月 
 観察適地： 樹林に囲まれた池  
 記録地：白鳥庭園 
 

 体長 40～55mm 
▶5～６月ごろから羽化がはじま
り、夏は林内で過ごす。秋になる
と樹林に囲まれた池に現れ、水面
に張出した樹木の枝などに産卵。 
▶白鳥庭園の下の池では、秋に多
くの個体が見られる。 

ハグロトンボ 

 観察時期：7～8月 
 観察適地： 水生植物が多い流水  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
 体長 54～68mm 
▶幼虫は、水草の多い流水に生息
する。5～6月ごろから羽化がはじ
まり、未熟なうちは林内で過ごす。
▶流水で普通に見られる種だが、
白鳥庭園・徳川園では少なく、園
内の流水で稀に確認される。 

 
 

セスジイトトンボ 
 観察時期：5～9月 
 観察適地： 水生植物が多い池  
 記録地：徳川園 

 
体長 27～37mm 

▶名古屋市内では、生息するとこ
ろが限られる。▶徳川園の西湖堤
周辺では春から夏にかけて多く
の個体が見られ、市内で希少な生
息地となっている。 

 

クロイトトンボ 
 観察時期：5～10月 
 観察適地： 水生植物が多い池  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 27～38mm 
▶春から秋にかけて見られる
普通種。▶白鳥庭園、徳川園
でも多くの個体が見られる。
浮葉植物の葉の上で止まった
り、交尾・産卵している姿が
観察できる。 

ムスジイトトンボ 

 観察時期：5～9月 
 観察適地： 水生植物が多い池  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 30～39mm 

▶名古屋市内では、生息する
ところが限られる。 
▶白鳥庭園では春から夏にか
けて多くの個体が見られる。
徳川園では本種は少なく、セ
スジイトトンボが優占する。 

 

 

モノサシトンボ 
 観察時期：6～7月 
 観察適地： 水生植物が多い池  
 記録地：徳川園 

 
体長 38～51mm 

▶腹部にモノサシの目盛りのような斑紋
があるきれいなトンボ。 
▶樹林が多い池などに生息し、徳川園の
渓流の池（中溜り）で見られる。白鳥庭
園では確認されていない。 

アオモンイトトンボ 
 観察時期：4～10月 
 観察適地： 

 水生植物が多い池  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 29～38mm 

▶春から秋にかけて見ら
れる普通種。▶白鳥庭園、
徳川園でも多くの個体が
みられる。水際の草本や抽
水植物に止まったり、交尾
する姿が観察できる。 
 

 

アジアイトトンボ 
 観察時期：7～9月 
 観察適地： 

 水生植物が多い池  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 24～３4mm 

▶春から秋にかけて見ら
れる普通種。移動性が強
く、水辺と草むらがあれ
ば、いろんな場所で見るこ
とができる。 
▶白鳥庭園・徳川園では、
個体数は多くない。 
 
 

 

◆アオイトトンボ科 ◆カワトンボ科 ◆モノサシトンボ科 

◆イトトンボ科 

 均翅亜目： 前翅と後翅がほぼ同じ大きさのトンボ 

写真： 松沢孝晋、飯田康博 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不均翅亜目： 前翅より後翅のほうが大きいトンボ 

 

 タイワンウチワヤンマ 

 観察時期：7～9月 
 観察適地：  明るく広い池   
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 70～87mm 

▶元来は南方系の種だが、温暖化の影響からか、
生息地の北上と東進が続いている。現在、千葉県
まで生息地が拡大。愛知県では 1999年に発見さ
れ、その後も侵入・定着が進み、名古屋市内の公
園緑地で普通に見られるようになった。 
▶白鳥庭園・徳川園では、7月ごろから 9月ごろ
まで見られ、池の水際付近を飛翔したり、水生植
物に止まっている姿が観察できる。 
 

 

◆サナエトンボ科 

ギンヤンマ 

 観察時期：5～9月 
 観察適地：  明るく広い池   
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 65～84mm 

▶明るい開放的な水面を、昼間広く旋回する姿や
夕方に群れで飛ぶ姿が見られる。産卵は水面に浮
かぶ植物体などに♂♀が連結して行うことが多
い。飛翔力が強く、新しい池などができると最初
にやってくる種のひとつである。 
 
 

◆ヤンマ科 

クロスジギンヤンマ 

 観察時期：4～7月 
 観察適地：  樹林に囲まれた池   
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 64～87mm 

▶ギンヤンマより少し早い 4月ごろから出現し、
夏ごろまで見られる。樹林に囲まれた水面を飛翔
することが多く、明るい水面を好むギンヤンマと
は異なる。産卵は♀単独で行うことが多い。 
▶白鳥庭園では下の池、徳川園では渓流の池（中
溜り）でよく見られる。 
 

オオヤマトンボ 

 観察時期：7～9月 
 観察適地：  明るく広い池   
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 78～92mm 

▶夏に明るい開放的な池の岸辺に沿ってパト
ロールしているかのように飛んでいる姿が観
察できる。水面に腹部を打ちつけるように産卵
する。 
 

◆エゾトンボ科 

トンボのサイズ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チョウトンボ 

 観察時期：7～8月 
 観察適地： 水生植物が多い池  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 31～42mm 

▶チョウのようにヒラヒラと飛翔。 
▶白鳥庭園の清羽亭西、徳川園の西湖
堤周辺など水生植物が多い池に多い。
未熟な時は、樹冠あたりを群れで飛ぶ
姿も観察できる。 
 

コシアキトンボ 
 観察時期：5～9月 
 観察適地： 樹林に囲まれた池  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 40～50mm 

▶腹部の黄白色の斑紋から、「腰明とんぼ」
という和名となった。この斑紋は、未熟な時
は黄色（右写真）だが、成熟すると白色（左
写真）になる。未熟個体の間は樹林地で過ご
し、成熟すると繁殖のため水辺に出てくる。 
 

ショウジョウトンボ 
 観察時期：5～9月 
 観察適地： 明るい池や湿地  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 38～55mm 

▶羽化間もない未熟な個体は
橙色であるが、成熟すると全身
が真っ赤になる。水生植物があ
る明るい池で見られる。 
 
 

ウスバキトンボ 
 観察時期：7～10月 
 観察適地： 明るい池や草地  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 44～54mm 

▶卵や幼虫の成長が早く、50 日程度で羽化して成
虫になる。亜熱帯で羽化した個体は、世代を繰り返
し北上する。愛知県に本種が飛来するのは 6月頃か
らで、夏になると多くの個体が群れで飛ぶ。産卵し、
羽化した個体はさらに北に移動していく。愛知県で
は、幼虫は越冬できず死滅するため、夏期のみの繁
殖となる。 
 

シオカラトンボ 
 観察時期：5～10月 
 観察適地： 明るい池や湿地  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 47～61mm 

▶4 月ごろから 9 月頃まで連
続的に羽化が続く。未熟個体は
麦わら色を呈している。 
▶白鳥庭園と徳川園で、最もよ
く見られるトンボである。 
 

オオシオカラトンボ 
 観察時期：5～9月 
 観察適地： 

   樹林に囲まれた池や湿地  
 記録地：白鳥庭園・徳川園  

 

◆トンボ科 

成熟個体 未熟個体 

未熟個体 成熟個体 

未熟個体 

成熟個体 ♂個体 

♀個体 

体長 49～61mm 
▶やや閉鎖的な水域で、５月から９月ごろにか
けて見られる。成熟した♂は、青灰色の粉を帯
びる。♀は黄色が目立つ。産卵はやや薄暗い湿
地などで行う。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ナツアカネ 
 観察時間：9～10月 
 観察適地： 湿地や浅い池  
 記録地：白鳥庭園 

 
体長 33～43mm 

▶7 月ごろ平地の水田や湿地で羽化し、
夏の間は近くの樹林地で過ごす。秋にな
ると水辺に戻り、繁殖活動に入る。 
▶白鳥庭園で確認されているが、個体数
は少ない。 

リスアカネ 

 観察時期：8～10月 
 観察適地：湿地や浅い池 
 記録地：白鳥庭園 

 
体長 31～46mm 

▶翅端に褐色斑がある。 
6～7 月ごろ平地の樹林
に囲まれた池や湿地で羽
化し、夏の間は近くの樹
林地で過ごす。8 月にな
ると水辺に戻り繁殖活動
に入る。 
▶白鳥庭園で確認されて
いるが、個体数は少ない。 

 

ノシメトンボ 
 観察時期：9～10月 
 観察適地：湿地や浅い池 
 記録地：白鳥庭園 

 
体長 37～52mm 

▶翅端に褐色斑がある。
6～7 月ごろ平地の水田
や湿地で羽化し、夏の間
は近くの樹林地で過ご
す。9月になると水辺に
戻り繁殖活動に入る。 
▶白鳥庭園で確認され
ているが、個体数は少な
い。 
 
 

アキアカネ 

 観察時期：9～10月 
 観察適地： 湿地や浅い池  
 記録地：白鳥庭園・徳川園 

 
体長 32～46mm 

▶6～7月ごろ平地の水田や湿地で羽化し、
夏の間は高い山で過ごす。9 月頃から平地
に戻りはじめ、繁殖活動に入る。 
▶白鳥庭園、徳川園では、秋に枝先等に止
まる個体が観察できる。 
 

コノシメトンボ 
 観察時期：9～10月 
 観察適地：湿地や浅い池 
 記録地：白鳥庭園 

 
体長 36～48mm 

▶翅端に褐色斑がある。 
6～7 月ごろ平地の水田
や湿地で羽化し、夏の間
は近くの樹林地で過ご
す。9月になると水辺に
戻り繁殖活動に入る。 
▶白鳥庭園の植栽樹な
どに止まっている個体
が観察できる。 

マユタテアカネ 
 観察時期：9～10月 
 観察適地： 湿地や浅い池  
 記録地：徳川園 

 
体長 30～43mm 

▶頭部の額面に眉状の斑紋がある。6～7月
ごろ平地の水田や湿地で羽化し、近くの樹
林地などで過ごす。8 月になると水辺に戻
り、繁殖活動に入る。 
▶徳川園で確認されているが、個体数は少
ない。 
 

ネキトンボ 

 観察時期：9～10月 
 観察適地： 湿地や浅い池  
 記録地：徳川園 

 
体長 38～48mm 

▶翅の基部に褐色斑がある。5月ごろから羽化
がはじまり、未熟個体は近くの樹林地や山に移
動する。7月ごろから水辺に戻りはじめ、繁殖
行動に入る。 
▶秋に徳川園で植栽樹の枝先に止まる個体を
確認した。 
 

◆トンボ科：アカトンボ（Sympetrum アカトンボ属）の仲間 

眉状の斑紋 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■アキアカネ／ナツアカネ： 翅が透明のアカトンボ 

アキアカネ ナツアカネ 

黒条 先 平  黒条 先  

★見分け方１：  翅 （はね）の模様で分ける 

①翅の先端が褐色 

・ミヤマアカネ 

（＊白鳥庭園・徳川園では未記録） 

②翅の中が褐色 

・ノシメトンボ 

・コノシメトンボ 

・リスアカネ 

・マユタテアカネ 
   （＊透明の個体もある） 

③翅の根元が褐色 

・ネキトンボ 

④翅が透明 

・アキアカネ 

・ナツアカネ 

・マユタテアカネ 
（＊先端が茶色の個体もある） 

★見分け方２：  胸 の模様で分ける 

アカトンボの見分け方 

■ノシメトンボ／リスアカネ／コノシメトンボ： 翅の先が褐色のアカトンボ 

ノシメトンボ リスアカネ コノシメトンボ 

黒条 後方 流  黒条 上端 届  黒条 上端 届  

■マユタテアカネ： 胸部黒条が細い・頭部額面に眉状の斑紋がある 

胸の黒条が細い 額面に眉斑がある ♂尾部付属器 反 返


