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短 報 [NoteJ

紀伊半島におけるコイズミエグリ卜ビケラ Neop~〆axkoizumii

(Iwata) (卜ビケラ目，ク口ツツ卜ビケラ科)の新産地

平 祥和 1)*・竹門康弘 2)・谷田一三 3)・脇村 圭 1)・加藤幹男 1)，3)* 

New locality of Neophylax koizumii (Iwata) (百・ichoptera，Uenoidae) in the Kii Peninsula 

Akikazu TAIRA!) *， YasuhiroTAKEMON2)， Kazumi TANIDA3) ， Kei WAK1MURA!) andMikio KATO!)，3) * 

Abstract 

Neophylax koizumii (Iwata)， an insect that has been identified as harmful for the fishery， has been previously 

recorded from the Tohoku region to Aichi Prefecture. In the present s旬dy，we report a new locality for N. koizumii 

in the Kii Peninsula. The larvae of this sp巴ci巴sw巴recollected from Nyu-gawa Stream in the Kii Peninsula， which is 

located about 180 km west from the most westem locality recorded in Aichi Prefecture. These specimens could be 

distinguished from a congeneric species， Neophylax sp. NA， previously reported from the Kii Peninsula and westem 

Honshu by the lack of central sclerotized plates on the ventral prothorax and the first abdominal segment. 

Key words: Neophylax koizumii， Neophylax， harmful insect， new locality， Kii Peninsula 

摘要

愛知県において漁業害虫として注目されるコイズミエグリトピケラ Neophylax加izumii(Iwata)は，本

州の東北地方から本州中部にかけて分布し，愛知県の寒狭川はこれまで確認された地域の中で最も西の

河川であった。本稿において，愛知県寒狭川から約 180km西に位置する，紀伊半島紀ノ川水系の 1支

流である和歌山県丹生川から本種の幼虫が採集されたことを報告する。このコイズミエグリトピケラの

幼虫には，後胸および腹部第 1節の腹面中央にキチン板がないことから，本州西部や紀伊半島から記録

されている近縁種の Neophylaxsp. NAの幼虫とは明確に区別できる。コイズミエグリトピケラの新産地

として，紀伊半島北部の丹生川が加わり，愛知県よりもさらに西にも本種が分布することが確認された。

キーワード:コイズミエグリトピケラ，アッパエグリトピケラ属，漁業害虫，新産地，和歌山県丹生川
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はじめに

トビケラ目クロツツトピケラ科 (Trichop町 a，Uenoidae) 

に属するアッパエグリトピケラ属 Neophylaxは，新北

区，アジア!日北区と東洋区に広く分布し， 30種以上が

記録されている (Viney紅 det al.， 2005)。日本では，北海

道，本州，四国，九州の山地渓流から中流部に広く分

布する(谷田， 1985;野崎， 2005; Vineyard et al.， 2005)。

日本産は 5種以上が記載されており，そのうち成虫と

幼虫の関係が明らかな種はコイズミエグリトピケラ

Neophylax koizumii (Iwata)，ニッポンアッパエグリトピ

ケラ N.japonicus Schmid，およびウスリーアッパエグリ

トピケラ N.ussuriensis (Martynov)の3種である(野崎，

2005; Vineyard巴tal.， 2005)。これらアッパエグリトピケ

ラ属幼虫の腹部には単一棒状の気管鯨があり，砂粒で

作った背腹に肩平な筒巣をつくる。筒巣の両側に大きめ

の砂粒(翼石)をつけるのもアッパエグリトビケラ属幼

虫の特徴の一つである。このなかで，コイズミエグリト

ビケラ，ニッポンアッパエグリトピケラ，ウスリーアッ

パエグリトビケラ，およびNeophylaxsp. NAの4種の幼

虫については，それぞれの特徴がはっきりしているため，

明確に区別することができる(野崎， 2005)。ニッポン

アッパエグリトピケラと同じjaponicus種群に属する近

縁種のシコクアッパエグリトピケラ(新称 )N. shikoku 

Vineyard巴tWigginsについては，幼虫はまだ確認されて

いない (Vineyardet al.， 2005)。

また，分布についても比較的詳しく記載されており，

ニッポンアッパエグリトビケラは北海道から本州，九

州にかけて，ウスリーアッパエグリトビケラはロシア沿

海外|から北海道，東北地方北部にかけて，コイズミエグ

リトピケラは本州中部以東に，Neophylax sp. NAは近畿

以西に，それぞれ分布するとされている (Mitsuhashiet 

al.， 2000;野崎， 2005)。また，シコクアッパエグ、リトビ

ケラは，四国(徳島県東祖山村)の一地点からだけ記録

されている。このなかで，コイズミエグリトピケラの幼

虫は，成長に伴って河川の流れの速い流心部に集まり

磯上の付着藻類を集団で摂食する習性をもっている(西

本， 2008)。また，この種の幼虫は，愛知県を流れる豊川

において，春になるとしばしば大発生することが知られ，

アユPlecoglossusaltivelis altivelis Temminck et Sch1ege1の

餌になる磯や岩盤上の付着藻類を大量摂取する(曽根

ら， 2009)。そのため，一部の河川|では，アユの漁獲量を

減少させる漁業害虫として問題視されるなど(曽根ら，

2009)，注目すべき種である。

コイズミェグリトビケラについては，漁業害虫として

問題視されてきた本州愛知県内を流れる寒狭川が，これ

まで記録のある最も西の河川で、あった (Mitsuhashiet al.， 

2000)。しかし， 2009年および 2013年に，紀伊半島北

部紀ノ川水系の支流から採集されたトピケラ目幼虫の中

に，多数のアッパエグリトビケラ属の幼虫が見つかり，

コイズミエグリトピケラの幼虫であることが形態的に確

認された。本稿では，このコイズミエグリトビケラにつ

いて，これまで、記録がなかった紀伊半島から採集された

こと，すなわち，愛知県寒狭川よりもさらに西の地域に

おける生息域を報告する。

採集地点の概要

コイズミエグリトピケラ幼虫は， 2009年4月26日

および 2013年4月28日に，紀ノ川水系の支流である

丹生川で採集された (Fig.1)。紀ノ川は，紀伊半島北

部に位置する中央構造線沿いを東から西へと流れる

(Kobayashi， 1941)。流程約百 kmの丹生川は，奈良県

中西部と和歌山県北東部の県境付近に端を発する。この

支流は，南海高野線高野下駅付近で高野山から流れる不

動谷川に合流し，そこから 3km下流の九度山で紀ノ川

本流と合流する。本種幼虫を採集した地点、(北緯 34度

16分29.6秒，東経 135度37分35.6秒)は，河川次数が 3，

川|幅約 5mの“平瀬一早瀬一小滝一淵"が連続する渓流

で，河床への日光は河畔林によって遮られることはない

Hashimo!o 
-一一一一一一.

N?γ 
5km 

Fig.l. Site where Neophylax koizumii larva巴we閃 co!lectedin Nyu-

gawa Stream (arrow: sampling point， 34
0

16' 29.6" N， 135
0 

37'35.6"E). 

図1.丹生川におけるコイズミエグリトピケラ幼虫の採集地

点(矢印:採集地点北緯34度 16分29.6秒，東経 135度

37分 35.6秒). 
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Fig.2. Neophylax koizUlllii habitat in NYll-gawa strealll. 

図 2丹生川におけるコイズミエグリトビケラ幼虫の採集地

点の景観 (2013年4月28日撮影).

(Fig. 2)。周囲は，主にスギ Cryptollleriaj叩onicaD. DOIl 

の植林地帯が広がるが，河岸には二次林 としてハンノ

キ A/1l 1川t川~J〆p川ピσ仰Tηpo川Oω111κc‘工正σ1 (円Th加u山山n油lb.)St句巴飢叩u吋lιdやコナラ Q白1Iぽenκζ'Cl山I凶ss附Eωer噂川fωどGi 

Mu山11川rra勾yなどが自生する。河床は大磯(粒径 :64-256 

111m)や巨磯(粒径 256-4096mm)が多い流れの緩やか

な瀬で，これらの磯表面には珪藻などの付着藻類が繁茂

していた。

方法

アッパエグリトビケラ属の幼虫は， 2009年 4月 26日

および 2013年4月28日に採集された。これらの幼虫は，

平瀬の礁表面に付着していたため，ピンセッ トを用いて

採集した。本属の幼虫は，砂粒で背腹にやや扇平な巣を

作ることから(谷田， 1985;野崎，2005)，巣の形態か

ら容易に属を区別できる。採集した本種幼虫を， 70%エ

タノーノレが入ったサンプル瓶に保存した。採集した幼虫

は，研究室において実体顕微鏡(倍率・ 10-40倍，ニコ

ンSMZ-IO型)を用いて野崎 (2005)に従って同定した。
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結果

和歌山県玉川狭において， 2002年より毎年 4月下旬

~5 月上旬の l 日， I玉川峡を守る会」主催の自然観察

会が開催されている(森下ほか，2011)。アッパエグ リ

トビケラ属の幼虫は，丹生川と不動谷川との合流部か

ら約 9km上流で標高 292mの地点において，同会自然

観察会の開催日の 2009年 4月 26日に4個体，同じく

2013年 4月 28日に 8個体採集された。これらの成熟幼

虫の体長は， 8.4 111mから 9.9mlllの範囲にあった。アッ

パエグリトビケラ属幼虫の集団を見つけた礁の表面は，

これらの幼虫の摂食により，付着藻類が楕円状に大きく

はぎ取られていた (Fig.3)。

2009年および 2013年に採集されたアッパエグリトビ

ケラ属幼虫には，後胸および腹部第 l節の腹面中央にキ

チン板はないが，前胸腹面中央に大きなキチン板が確

認された (Fig.4)。同じアッパエグリトビケラ属に属す

るNeophylaxsp. NAには，前胸だけでなく後胸および腹

部第 l節の腹面中央にもキチン板がある(野崎， 2005)。

このような明瞭な形態的な種差から，採集された幼虫は

コイズミエグリトビケラであることが明らかになった。

ちなみに，本州に広く分布するニッポンアッパエグリト

ビケラ幼虫には前胸前縁に 10対以上の短い突起がある

のに対し(谷田， 1985)，コイズミエグリトビケラ幼虫

Fig.3. Neoph)'laλ" koizlIIlIii larval aggregatiolls and pllpae on a stone 

surface (scale: 50mm). 

A，C，D: larval scouring on attached alga巴， B: pllpation in 

aggregations (A， B: 2013， C， 0: 2009) 

図 3.丹生川平瀬における磯表面上のコイズミエグリ トビケ

ラ幼虫および踊集団(スケール 50mm). 

A，C，D:幼虫の藻類摂食，B 集団踊化 (A，B: 2013年撮

影，C， 0: 2009年撮影)
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FigA. Larva and case of Neop!zylaλ，. koizumii in Nyu-gawa stream. 

A: dorsal view of larval thorax， B: dorsal view of larval head 

capsule and thorax， C， 0: Ventral view of larval thorax and 

first abdominal s巴gnlen仁1:prothorax， [[: m巴sothorax，III: 

metathorax， IV自rstabdolllinal s巴gment，E: case (A， C， E: 

larva in Nyu-gawa stream， B: Tanida， 1985， 0: adopted from 

Nozaki， 2005) (scale: Illlm) 

図 4丹生川で採集されたコイズミエグリトビケラの幼虫と

筒巣.

A 幼虫の胸部背面， B:幼虫の頭部および胸部背面， C，D: 

幼虫の胸部および第 l腹節腹面， 1前胸 11:中胸， Ill

後胸， rv第 1!慶節， E:筒巣 (A，C、E:丹生川産の幼虫と

筒巣， B 谷田， 1985，0 野|崎， 2005)(スケール:1 mm). 

では 6 ~ 9 対の長い突起があり(野崎 ， 2005 ) ，明確に

区別できる。また，幼虫が記載されていないシコクアッ

パエグリトビケラは，ニッポンアッパエグリトビケラと

同一種群に属し (Vineyardet aL， 2005)，コイズミエグ

リトビケラとは異なる種群であることから，幼虫の形態

が明白に異なると推量される。

考察

これまで，コイズミエグリトビケラは本州北東部

から愛知県寒狭川までしか分布が確認されておらず

(Mitsuhashi et aL， 2000)，この寒狭川よりも西側では採

集されていなかった。しかし，本調査で，愛知県よりも

さらに西の和歌山県紀ノ川水系においてコイズミエグリ

トビケラの幼虫が採集されたことから，分布域が寒狭川

よりもさらに約 180klll西にあったことになる (Fig.5)。

東京都西北部を流れる多摩川支流の秋川では，コイズ

ミエグリトビケラ幼虫の分布は標高 200m -560 mの下

流寄りで，ニッポンアッパエグリトビケラは標高 360m 

-1650 mの上流寄りに生息するといった流程分布に差異

があるが，幼虫の流程分布には広範囲にわたる重複がみ

られる(三橋，2000)。しかし，紀伊半島の丹生川では，

今のところニッポンアッパエグリトビケラは，成虫，幼

虫ともに採集されていない。

142・E

。d

ず

..'N 

• : Neophylax koizumii (Mitsuhashi et al. 2000) 

0: Neophyi<ョ'xkoizumii(River Environmental Database. 2007-2010) 

カ :Neophylax koizumii (presents study in the Kii Peninsula) 

企 :Neophylax sp. NA (Akagi，1962) 

Fig.5. Geographical distributions of Neophylax koizllll1ii and Neophy/ax sp. NA 

(adopted from Mitsuhashi et al. (2000) with River Environme山 IIDatabas巴

(2007-2010) and Nyu-gawa strealll sit巳).

図5 コイズミエグリトビケラおよび Neophylaxsp. NAの地理的分布

(Mitsuhashi et al. (2000)に河川環境データベース (2007-2010)および

丹生川採集地点を加え改変)
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一方，Neophylax sp. NAについては，赤木 (1962)に

より，奈良県宇陀郡室生川，岡山県新見市高梁}JI，同

じく岡山県真庭郡旭川支流で採集されている。これらの

地点のうち室生川|は淀川水系に属しており，紀伊丹生川

(紀ノ川水系)とは水系が異なることや，中央構造線に

よって南北に隔てられているために，Neophylax sp. NA 

とされている幼虫は，コイズミエグリトビケラとは別種

の可能性がある。しかし，この室生川は，今回の調査地

点から比較的近傍(北東へ約 50km)にあるために，赤

木 (1962)が室生}JIから採集した Neophylaxsp. NAは，

コイズミエグリトピケラと同一種である可能性も排除で

きない。ただし，赤木 (1962)の記載した材料はすべて

失われている (Mitsuhashiet al.， 2000)ために，室生川

で記録されたNeophylaxsp. NAと思われる種については，

採集調査をおこない再検討する必要がある。

このコイズミエグリトピケラが 2009年および 2013年

に丹生川で採集された時には，多くの個体が巨牒 (500

mm前後)に集まり，その表面の付着藻類を摂食してい

た (Fig.3)が，曽根ら (2009)の報告にあるアユ餌料に

対する食害は丹生川では知られていない。しかしながら，

この丹生川を含む紀ノ川水系においても，餌資源の競合

をとおしてアユの漁獲量に影響をおよぼす可能性も考え

られ，生態学的な分布域の重要性に加えて，アユ漁に対

する潜在的脅威になり得るとの視点からも，注目すべき

種であると思われる。当地で活動する「玉川峡を守る会J

は，春期に河川|ベントスの観察会を継続的に実施してい

る。このようなモニタリングは，将来の漁業被害の予測

にもつながる重要な取り組みと考えられる。
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