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はじめに

昆虫の名前には“カゲロウ"とつくものがし、く

つかありますが，ここでお話をするカゲロウとい

うのは蜂勝目 (Ephemeroptera)のことであり，

ウスパカゲロウやクサカゲロウの仲間が含まれる

脈趨目 (Neuroptera) とは別のクボループです。

ところで，カゲロウという言葉にはどのような

意味があるのでしょうか。広辞苑によれば，昔は

「かげろう」という言葉は「麟崎」もしくは「昨

勝」と書き， トγボの仲間もカゲロウと呼んでい

たようです。今では「蝉勝」だけが用いられてお

り， 1"はかないもの」のたとえとされています。こ

のク事ループを示す学名の Ephemeropteraについ

ても同じようなことがいえ，ギリシャ語の「一日

の命」という意味の〔ε内向poc-J(ephemeros) 

と，羽という意味の 〔πぉ poν] (pteron)を合わ

せてつくられています。英語では，カゲロウの成

虫が多く見られる 5月を特徴として Mayflyとい

います。

カゲロウ類はふつうの昆虫と違い，その幼虫の

時期を水の中で、過ごすために，水生昆虫と呼ばれ

ています。また，渓流釣りの餌としてその幼虫を

“ヒラタ"“ピンチョロ"“チョロムシ"などと呼ん

でいるようです。

日本における研究史

日本で初めてカゲロウ類の分類学的研究を行な

ったのは，札幌農学校〈今の北海道大学〉の松村

松年博士でした。この研究の成果は1905年に出版

表1 日本産カゲロウ類の科別種類数
A list of Japanese Ephemeroptera with numbers of 
faxo 

Family 科名 種類数

SCHISTONOT A 

Siphlonuridae フタオカゲロウ科 12+ 

Baetidae コカゲロウ科 25+ 

Oligoneuriidae ヒトリガカゲロウ科 2+ 

Heptageniidae ヒラタカゲロウ科 32+ 

Leptophlebiidae トピイロカゲロウ科 7+ 

Potamanthidae カワカゲロウ科 lワ

Polymitarcyidae アミメカゲロウ科

Ephemeridae モンカゲロウ科 4ワ

PANNOTA 

Ephemerellidae マダラカゲロウ干ヰ 23+ 

Caenidae ヒメカゲロウ科 3+ 

種類数合計 110+ 

された『日本千晶図解』の中に示されています。

しかし，松村博士の研究は1933年の『通俗日本昆

議虫図説』をもって最後となりました。ま t~， 高

橋雄ーという人も 1924年から1929年にかけて論文

を発表しています。この二人に共通することは，

成虫だけを用いて分類をしたことです。

一方，京都帝国大学では，上野益三博士が陸水

生物学の立場から幼虫の形態を用いた分類を行な

っており，研究の成果は1928年に「京都帝国大学

理学部紀要」に発表されました。さらに，その後

を引き継いだ今西錦司博士によって，日本におけ

るカゲロウ類の分類体系ができあがりました。今

西博士は成虫で分類することを原則とし，多くの

種類を記載しましたが，そのまとめとしては幼虫

の形態を中心としており， 1940年の『関東州及満

洲園陸水生物調査書』の中にその考え方が示され

ています。この考え方が「すみわけ理論」の基と
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なり ，今西博士独特の進化論へと発展して行きま

した。

今西博士以後，現在までの研究は御勢久右衛門

博士によって進められており，その結果は1985年

に出版された『水生昆虫検索図説』の一部にまと

められています。

参考として，日本産カゲロウ類の種類数を過去

の報告および未発表資料からまとめて表 1に示し

まし7こ。

カゲロウ幼虫の形態

見虫は，幼虫と成虫の聞に踊の期聞があるかな

いかで，完全変態と不完全変態に分けられていま

す。カゲロウ類は踊の期聞を持たないため，不完

全変態の昆虫といえますが，この幼虫は水の中で

生活するために他の昆虫たちとは違った形をして

います。

なぜかというと，幼虫は成虫にくらべてその生

活期聞が長く， 水の中という環境に良く適応して

いるからです。 水が常に流れているような川でも

細かく見ると流れの速い所，あまり速くない所，

流れがとどこおっている所などがあります。それ

らの場所には，それぞれの環境に適応した形態を

持ったカゲロウの幼虫が生活しています。

川の流れの速い部分(瀬〉には，石の表面には

りついて生活するヒラタ カゲロウ類(写真 1)やコ

カゲロウ類(写真 2)の幼虫が多く見られます。ま

た，川の底にある石の下には，マダ、ラカゲロウ類

(写真 3)の幼虫が見られます。これらカゲロウ類

の幼虫は，水の流れに押し流されないように，体

の形を変えているわけです。 川の中のどのような

場所に，どんな種類のカゲロウが生活しているの

か，自分で調べてみるのも面白いと思います。

カゲロウの幼虫が， ) 11の中で生活している流れ

の速さを調べた結果を表 2に示しました。また，

写真1 工ルモンヒラタカゲロウの幼虫 写真2 シロハラコカゲロウの幼虫 写真3 イシワタマダラ力ゲロウの幼虫

Nymph 01 Epeoγus latifolium Nymph 01 Baetis thermicus Nymph 01 EJぅhe11lerella日hiwatai
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表 2 力ゲロウ類幼虫の生活している涜速範囲
Range 0干flowspeed suited to Mαγfly nymphs 

科名

種名

コカゲロウ科

流速範囲(cm/秒〕

50 100 150 

フタノミコカケ‘ロウ
Baetiella japonica 

シロハラコカゲロウ
Baetis thermicus 

サホコカゲロウ
Baetis sahoensis 

"ム"""ムふム6ム"

企66[:"t:.ム661主ムム

ムAムムムAム66ムム

ヒラタ力ゲロウ科

キイロヒラタカゲロウ
Epeorus aesculus 

ムAムムムムム企ムムム66ム

オナガヒラタカゲロウ 6t:.t:.d.企ムム666企A

Epeorus hiemalis 

ウエノヒラタカケ、ロウ 66ム企ムム66ムふムム

Epeorus uenoi 

エノレモンヒラタカゲロウ l ムAム企ムム6/'.ム66ム

Epeorus latifolium 

シロタニカ。ワカケ‘ロウ I 6企企ムA企ムム66ムムム

Ecdyonurus yoshidae 

キプネタニガワカゲロウ |ムムム品叫A叫 A

Ecryonurus kibunensis 

マダラカゲロウ科

オオマダラカゲFロウ 6ムムムAムAム企Aムムムム企

Drunella basalis 

ミットゲマダラカゲ戸ウ 1 ム企企ム企666企66企A企ムふ

Drunella trisρina 

フタマタマタゃラカゲダロウ 666ムムAムムムム66ムa

Drunella bifurcata 

ヨシノマ夕、、ラカゲロウ i ムAムふA企Aム6"ムムA企

Drunella cryptomeria 

アカマダラカゲ干ロウ L6ムAムムムムムムムムム

Serratella rufa 

ホソパマダ、ラカゲロウ | ムt:.L66ot:.ム

Eρhemerella denticula 

エラブタマダ、ラカゲロウ 6ムムムム"6ム""ム

Torleya japonica 

イマニシマダラカゲロウ |ムAムムムムムムムムム

Ephemerella imanishi i 

カゲロウ類の幼虫が水の中でどのような生活の仕

方をしているかを表 3に示しました。

生 活 史

カゲロウの完全な生活史【を調べた研究は，日本

にはほとんどありません。ただ，幼虫の出現期聞

を調べたり，一年に何回成虫が現われるかを調べ

ることを「生活史を調べる」といっているようで

す。残念ながら卵から幼虫をへて成虫へ，さらに

(200 ) 

表3 カゲロウ類幼虫の生活型と食性
Hαbit and trophic relationships of Mαyfly nymphs 

科名 食性生活型

フタオカゲロウ科 遊泳・撃縁型 デトライタス食性

コカゲロウ科 遊泳・掌縁型植物食住

ヒトリガカゲロウ科掘潜・禁縁型 デトライタス食性

ヒラタカヶーロウ科 接着型 植物食性

トピイロカゲロウ科遊泳・翠縁型 デトライタス食性

カワカゲロウや} 掘潜型 デトライタス食性

アミメカゲロウ科 掘潜型 デトライタス食性

モンカゲロウ科 掘i潜型 デトライタス食性

マダラカケ‘ロウ科 旬留型 雑食，一部肉食性

ヒメカゲロウfヰ 掘溝型 デトライタス食性

デトライタス:生物体の破片・排出物・死犠なちびにその分解物など
の有機残澄

-産卵行動まで、を調べた報告は，いまのところない

ようです。

しかし，成虫が一年に何回現われるか(一年に

成虫が現われる回数を化数と呼びます〕を調べる

ことは，世界でも比較的多く行なわれています。

カナダのクリフォード Clifford博士(1982)が

世界のカゲロウ類の生活史をまとめた著作は，大

変すばらしいものです。このクリフォード博士の

論文から，成虫の現われかたによる分類のしかた

を紹介します。

クリフォード博士は，カゲロウの成虫が一年に

一度しか現われない種をー化性 (Univoltine)の

種類とし， 2度以上現われる種類を多化性(Mul-

tivoltine)の種類としました。また幼虫の期聞が

2年にまたがる種類を半化性 (Sen'!ivoltine)の

種類としました。

〔一化性 (Univoltine)J 
Uw:ー化性で冬の間は幼虫で過ごす。

Us:ー化性で冬の間は卵で過ごす。

〔多化性 (Multivoltine)J 
MBss :春から秋にかけて 2度成虫が現われ，冬の

聞は卵で過ごす。

MBws:春から秋にかけて 2度成虫が現われ，冬

の聞は幼虫で過ごす。

MP:一年に 3度以上成虫が現われる。

〔半化性 (Semivolti田)J 
2 Y : 2年に一度成虫が現われる。

3 Y : 3年に一度成虫が現われる。

n
H
v
 

q
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表4 三浦半島森芦川における力ゲロウ類幼虫の出現時期
Seαsonal distribution of some mayfly nymphs in the Moritogαwa司 River(Miura Peninsula) 

科名 / 種 名

フタオカゲロウ科

マエグロヒメフタオカゲロウ Ameletus costalis 

オオフタオカケ、ロウ Sijりhlonurusbinotatus 

コカゲロウ科

サホコカゲロウ

シロノ、ラコカゲ‘ロウ

ヨシノコカゲロウ

フタパカゲロウの一種

ヒラタ力ゲロウ科

シロタニカ事ワカゲロウ

ナミヒラタカゲロウ

卜ビイ口力ゲロウ科

Baetis sahoensis 

Baetis thermicus 

Baetis yoshinensis 

Cloeon sp. 

Ecdyonurus yoshidae 

Eteorus ikanonis 

Chorotertes trifurcata 

!1月I2 I3 I 4I 5 6 I 7 I 8 i9 f1OT11 12 

ムAム"'"ミ""ム"ム""ム" """ムムムム

ムムム"ムムムム"""ムムムAム"ムムム ム企A企""

ムムd.Od.6.d.dd.ムAム"ムd.le，.!::，.t:，.t::，.ムムムムムムムムムムムムムム

ムd.d.d.d.d.dd.ムムムムAムムムl::.1::..D.t，L主ム企d.dd.6.d.d.f>.D.d.6.s6ddムムムムムd.dD.!'!，ムA

ムムムムムムム"""ムムAム企ムムムムAムム/:"1:::..6.L主AムムムムムムAム企d.ddd.d.ムム/':，.b，.d..6.6

"""ムd..6.l::.d.ム"'"主'"主"""企'"三d.d.dbムムd.At::，.L主""ムムム"ムムムム.6.1:::.1:::.d.f:::.ムムム

ムAム6'主t:，.dd.d.df::.ムムムム.6.dd.db.d6企6"ムd.d./:"st，.b.d.ム"6"ムムムム6"ムAム""

Aムム6d..6.dムムムムムムム Aムムムムムムム

6"ムムAム""ム6"6ムAヒメトピイロカゲ?ロウ

ナミトピイロカゲロウ

モン力ゲロウ科

Paraleρtothlebia chocolata Iムムdb.d.6.企M."ムムムムムムム ム"6"ム"6

フタスジモンカゲロウ

マダラカゲロウ科

シリナガマ夕、ラカケeロウ

オオグママダラカゲロウ

アカマタゃラカゲロウ

ヒメカゲロウ科

ヒメカゲロウの一種

Ejぅh即時erajatonica 

Acerella longicaudata 

Cincticostella ok仰向。i

Serratella rufa 

Caenis sp. 

以上の分類の仕方に，日本産の種類をあてはめ

てみると以下のようになります。

Uw:フタオカゲロウ干ヰ(クロベヒメフタオカゲロウは

除く)・ヒラタカゲロウ科(タニガワカゲロウ属，

ヒメヒラタカゲロウ属，エノレモンヒラタカゲロウは

除く〉・トピイロカゲロウ科(ヒメトピイロカゲロ

ウは除く〕・モンカゲロウ・マダラカゲロウ科(ア

カマダラカゲロウ，クシゲマ夕、、ラカゲロウ，エラブ

タマダラカゲロウは除く〕。

Us:クロベヒメフタオカゲ、ロウ・ヒトリガカゲ、ロウ・

ヒメトピイ口カゲロウ・アミメカゲロウ。

MBssとMBwsについては不明。

MP:コカゲロウ科・エノレモンヒラタカゲロウ・アカマ

夕、ラカウゴロウ。

参考として，私が三浦半島の森戸川で、調べたカ

ゲロウ類幼虫の出現時期を，表 4に示しました。

幼虫から成虫へ

カゲロウ類が不完全変態をすることは，前にも

述べましたが，幼虫から成虫になるために「亜成

AムムムムムムムAム6.d.6d.!J.d!::"OdD.企'"三企ふ6ddd.ム企'"三'"三ムム"ムムムd.dd.6t:，.d.d

ムD.D.!J.d.ムd.bd.bd.ムムムム企 "6ムムム"6"ム

d.bd.6L主"'"主"6ム"ムムムム ムd.6t:，.d.!:>.l::.t::，.1:::.ムムム企

dd.6d.dd.d6db.ムム6ム企ム"ムムム企ムムムムム6ム6"ムd.6d.6d.ムムムムムムムムムムムム

d.dd.dd.ムムムムムムムムムムム6"ムAムムムムムムム

虫」とし、う時期を持っていることも興味深いこと

です。

亜成虫というのは，幼虫から羽化をして水の中

から飛び出す時のものがそうです。体の形はほぼ

成虫に近いのですが，題が不透明なこと，脚が短

いことなどで区別できます。この亜成虫の期間は

種類によって違いますが，お」ァそ一日から二日で

もう一度脱皮をして成虫になります。夜間にライ

トトラップなど、に寄ってくるのもこの亜成虫が多

く，これを採集しても種類を同定することはほと

んどできません。もし，亜成虫を採集するのであ

れば，適当な飼育ケースの中に入れて成虫になる

まで生かしておかなければいけません。このとき

に趨などを手でっかんだりすると，脱皮がうまく

できなくなり，きれいな成虫がえられなくなりま

す。

水の中から飛び出した亜成虫は，草の茂みや木

の葉などにとまって，成虫になるための脱皮まで

じっとしています。コカゲロウ類の亜成虫は，こ

の時期におしり(腹部〉を振っているのでよくわ

かります。
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成虫の行動

カゲロウ類の成虫は口器がほとんど退化してい

るために，餌をとることができません。したがっ

て，幼虫時代にたくわえた養分で成虫の時期を過

ごすわけで，寿命も短く，二日から一週間くらい

です。

カゲロウ類の交尾には，オスが群飛(スウォー

ミング〉することが重要な役目をはたします。こ

の群飛にメスが侵入したときに交尾が行なわれ，

産卵行動へと移って行きます。オスの群飛は，種

類によって行なわれる場所や時聞が異なっていま

す。春早く羽化するマエグロヒメフタオカゲロウ

の場合には，日中に川の上で群飛が見られます。

また，晩春から初夏にかけて羽化するシロタニガ

ワカゲロウでは，日没後のやや暗くなった時聞に

群飛が見られます。夏に多くなるサホ コカゲロウ

では，夕方のご く短い時間に川原の上で群飛が見

られます。

オス成虫の群飛する時間帯や場所の違いは，い

ったし、何を意味しているのでしょうか? この違

いについて調べることも今後やるべき大きな問題

です。

モン力ゲロウ類の生態

カゲロウ類の生態については，研究者も少なく

P あまり良くわかっていません。その中で，比較的

研究の進んでいるモンカゲロウ類について紹介し

t.:.¥，、と思います。

本州には，3種類のモンカゲロウが分布してい

ます。その種類は，フタスジモンカゲロウ(写真

4)，モソカゲ、ロウ(写真 5)， トウヨウモンカゲ

ロウ(写真 6)です。このほかに，琉球列島にはタ

イワンモンカゲロウという種類がおり，日本産の

写真4 7-7スジモン力ゲロウの幼虫 写真5 モンカゲロウの幼虫 写真6 トウヨウモンカゲロウの幼虫

Nymph of Ephemera japonica Nymph of Ephemera st円 gata Nymph of Ephemera orientalis 
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写真7 三浦半島森戸川の調査地点

Survey site at the Moritogawa-River (Miura peninsula) 

モンカゲロウは4種類いるこ とになっています。

モンカゲロウ類の幼虫は，流れの遅いよどみな

どに多く見られます。また， トウヨウモンカゲロ

ウ(以前はムスジモ ンカ ゲ戸ウと呼んでいた〉は

川のほかに湖でも見られ，私が調べたかぎ りでは

山梨県の山中湖，滋賀県の琵琶湖などにも生息し

ているようです。 モンカゲロウ類の幼虫は，砂や

泥の中に潜って生活しているために“掘潜型"の

幼虫といわれており ，頭の先と前足は穴を掘るの

に適した形になっています。

モンカゲロウ類の 3種が， 川の上流から下流に

かけてどのよう に分布しているかを調べたものに

は，古くは桑田一男さんの報告がありますが，最

近になって香川大学の渡辺直先生らの報告もあり

ます。どちらの報告にも，フタスジモンカゲロウ

は川の上流部に，モシカ ゲロウは中流部，またト

ウヨウモンカ ゲロ ウは中 ・下流部の止水的環境に

生息していることが述べられています。しか し

このように3種類すべてが生息する川の場合は良

いのですが，たとえば私が調べている三浦半島の

川のような規模の小さい川では，フタスジモンカ

ゲロウしか生息していない場所があります。 三浦

半島の川には中流部の環境があるのに，なぜ、モン

カゲロウや トウヨ ウモンカゲロウが生息していな

いのか，興味のある問題です。

いままでのモンカ lゲロウ類の調査は幼虫の分布

を中心として行なわれていましたが，それだけで

は解決のつかない問題も多くあり ます。京都大学

の竹門康弘さんは成虫の行動にも興味を持ち，モ

ンカゲロウとフタスジモンカゲロウとの比較を行

なっています。幼虫を調べるのにくらべて，成虫

を調べるこ とは手聞がかかり ，なかなか大変なこ

とです。しかし，幼虫の分布と成虫の行動とを比

較検討することは，カゲロウ類の生活の本質を知

るために不可欠な条件であると思います。

おわりに

「カゲロウ類の生態」という題で書いてきたに

もかかわらず，あまり生態的なお話がで、きません

でした。というのも，いままでのカゲロウ類の研

究があまりにも幼虫中心であったために，成虫と

の関係がつかないまま分類の遅れてしまったグル

ープがし、くつもあり ，生態的な研究をする上での

障害となっていたからです。たしかにカゲロウ額

は幼虫を採集することに くらべる と，成虫は採集

しにくく，また損傷しやすいために，あまり調査

の対象となっていなかったようです。

これからカ ゲロウ類を調べてみようと思う方の

入門書としては，宮下力さんによる『ア ングラー

のための水生昆虫学j(アテネ書房， 2500円)が良

いと思います。さ らに詳し く調べるようになった

ら，御勢 (1985)を使用して分類していただけれ

ばわかりやすいと思います。ただし，カゲロウ類

の分類はまだ不完全な部分が多く ，これらの書物

ですべてが同定できるわけではありません。疑問

に思ったら，自分で最後まで調べてみる意気込み

で，カゲロウに挑戦してほしいものです。

〔旭技研 研 究員〕
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