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奈良県山辺郡山添村五月川の水棲生物についての考察

御勢久右・衛門

おうこ

奈良県山辺郡山添村波多野地区の五月川の大川附近 ここで採集した資料によりどんな種類がいるかを示す

で1957年 8月28日に水楼生物相の調査を行った。〈聞 と，第 1表の如くになる。毛麹目 3種，鮮勝目 14種.

日午後4時40分の水温は23SC，気温は28.10C， pH 積麹目 1積，双趨目 2種，脈麹目 1種，鞘麹目 3穏，

は7.0)。 合計24積念認めた。全体的に見て，種類数も個体数も

五月JlIの水棲昆虫和については既に H名勝月ゥ 瀬W 多〈生産性の大きい河川といえる。 豊富な水棲昆虫相

(津田，1957参照)において，こ の地の下流に隣接す け、それを餌料とする食虫性魚類のよき繁殖を約束する

る月ヶ瀬村の様相について報告されたの と同様，との ものである。第 1表は50cmx 50cmの鉄製枠法による

波多野地区でも蛍沼な昆虫相がみられた。 早瀬と平瀬 定最的探集のデータである。

とを考えても，もちろん早瀬の部分に昆虫が多いが，

第 2表五 月川，大川附近の早瀬，平誠実の生物群集(各枇atlonで50x 50cm枠で 2回探集)

S七atlon1 (早 瀬) 白色抗lonJ (平 瀬)
、 、

個数体1|N重0.1さ I個数体||N重0.2さ 里町立3さ FI24;， ， 

毛麹目
31 1~~ 1 11 14.6 才オシマトピヶラ ~[acl'OnelJl a mdlatum 11 6.9 

2. ウルマアシマトピケラ Hydl'Opsyche ulmeJ'l 177 344，3 991 309.8 11 41.8 12 38.9 

3. ヒゲナガトピケラ一種 J .eptoceJ'υ8 sp. 6.9 

鮮4. 勝アミ目メカゲロウ Polymltal'cls ahlgac 2 23.7 3.4 

5. キイロカワカ ゲロウ Potamant]¥U8 lmmonl8 0.9 1 守 7.7. 4.8 

6. ミツヤトピイロカゲロウ ChOl'o旬中e8tl'i f Ul'cata 13 11.7 7 12.3 

7. マダラカゲロ ウ一種 Ephemerelh‘sp. EJ 5 9.6 72 50.5 2 2.7 9 10.6 

8. "7グラカゲロウ一種 Ephemel'ella sp. EG 1.9 2 1.6 

9. シロハラカゲロウ BactlellfL japonicfL 10 3.2 26 8.4 

10. ョカゲロウ一種 R叫 lS8p. 2 0.7 0.1 

11. チラカゲロウ Isonychi!L japonica 4 25.4 3 35.9 

12. エルモヅヒラタカゲロウ EpeonJs laむifoHum 151 161.7 12
1 

82.9 2 19.2 

13. ユミモゾ ヒラタカゲロ ウ EpCOl'1l8 Cl1l'vatull1s 3 77.1 9.3 

14. イカノヒ ラタカゲロウ Epcol'¥JS i} an01118 3 27.8 7 51.3 

15. シロタエガワカゲロウ Ecdyont1l'¥ls yoshitlac 9 63.9 3 8.1 

16. グロタユガワカゲロウ Ecdyon¥lr1l8もobiironls 5 17.1 2 38. 7 

17. ヒメヒラタカゲロウ一種 Rhlt111'ogenfL 8p. "" 7 30.2 7 29.4 

1積8. 麹モゾカ目ワゲラ一種 ACl'OnClll'ia sp. 3 3.2 3 10.7 0.7 

1双9. 麹ウスバ目ガカ・ γポ一種 Anωc1】asp. 0.3 2.7 

20. モゾユスリカ一種 '!'anypuB 8p. 11.2 22 17.4 12 9.6 

2E1反. 麹ヘピ白トヅポ PJ'ot"heJ'mes gmntlis 18.1 312，956.2 

2将2i麹目
エノレミス一種 Elmis 8p. EE 2 0.1 2 0.3 

23. アワナガドロム シ成虫 AwatloJ'onus awana 3 1.7 1.9 4 13.5 

24. ヒラタドロムシ Matacopsephenus japonicus 3 10.7 2 2.8 12 52.1 

言| 274 800.8 216 3622.0 271 106.5 641 189.0 

つ
乙



Station 1は早瀬(白波が立って，7](底が見られな

い)で.Station 1は平瀬(表面は漣.7k!宮が見える

)である。

S句色ion 1の底は，小児頭大の石に小石を若干混え

る。第 1表に見るように合計21種の水棲昆虫を得たが

グワドラートの深築回数が少いので平均計算を行う の

が困難ではあるが，今これを 1m2当りの重さについ
てみれば，約 8.8gJ'の7k楼昆虫が棲息していることに

なる。

Station 1の底は， 大小の石に齢、礁を混える。 第

L表に見るように合計 13種の水棲昆虫を得たが，1m2

当りの重さについてみれば約 0.6grの水棲昆虫がいる

ことになる。そこで早瀬と平瀬の水棲昆虫の現存量を

比較すると，明かに早瀬の方が大まいことが判る。

いま， 7](棲昆虫の生活型を3つのグループに分けれ

ば，イ〉造網型，ロ)飼勾滋泳~i ， -'、〉 堀潜型となり

これをもととして早瀬と平瀬とを比較すれば第2表の

如くである。

第 2表早瀬と平瀬の生活型による比較 (1m2当り)

Station 1 l早瀬) StationI (平瀬)

個体数 l重さ 個体数|重さ

造網型 560 1.37R2 r 48 0.17k5 r 

筒勾滋泳型 (442102 ) (71..430745 〉 128 0.382 

堀 港 型 。 6 0.054 

一計 182 0.591 

備考.第 1表よりヘピト γポを除外した。

( )内はへピトンボを入れた数。

さて第1表及び第2表より注目すぺまことを述べる.

まず，オオシマトピケラ，ウルマアシ 7 トピヶラは，

いずれも造網型の生活型をもったトピケラで，生産

又は現存最の大倉い川はいずれもこういう生活型のも

のが優占的であるような場所であるのが一般的である

が，この点，ここの場合も例外でない。

更に早瀬と平瀬とを比較すると ，

早瀬 …造網型ミ主飼旬泌泳型

平瀬…・・筒包滋泳型〉造綱型>痢滑型

の関係をと ると考えられる。

五月川における食物連鎖と数のピラミツ ド

緑色櫛物は無機物から有機物を合成する機能がある

ので，独自で栄養を営むことがでまる。動物は有機

物を合成する機能がないから，光合成で生成された緑

色縞物の有機物を食物としてとり入れる。っきrに生物

の食物関係を，個々の動物などの生活にたちいって，

更に詳細にしらべると，各干置の複雑な食物関係がある

ことが解る。 AがBに食われ， BがCに食われ， 0がD

にくわれるというような関係を食物連鎖という。五月

川の大川附近の食物連鎖を考えてみると大休館!図の

ようなものとなる。

フ干三:}I靖曹司h

{大笠舟量動物)

;t~司b，曹動

(~也事柑J)

オ・ろ~!均曹司5・

{半余動物J

生~~告

第 1図

生産者は石礁の表面に生ずる珪藻，監藻， 緑誌であ

る。これらの誌類を直接摂取する水棲昆虫及び魚類が

第一次消費e者であり ，更にこれらの水棲昆虫を食うの

が第二次消段者である。ウナギ，ナマズ等は昆虫は勿

論魚類をも捕食する所謂り11の王者かがすなわち，第

三次消~者である 。

いま， 五月川の種々の生物問の食物関係を見ると，

第 1図のようになるが，この食物連鎖の一つの鎖をと

りあげてみて，珪 藻ー→ヒ ラタ カゲロウー+オイカ

ワー→ナマス・と 4種の生物を比較してみると珪議は体

長数 μ位のものであるが，ヒ ラタカゲロウー+オイカ

?と次第に休が大き〈なってゆく，しかしその動物の

個体数をみると，ナマズは10ヘグタールに 1匹か2匹

位である。オ イカワ となると 1m2に2-3匹とはいか

ないが，カゲロウになると 1m2に10-20匹は発見でき

る。最後に珪藻となると， 1m2に数万~数十万，場所

によってはもっと多く いる。このよう tr捕食者の体は

大きいが，棲息数は少なし被食者の体は小さいが棲

-30--



息数(i.多くなっている.このよう に各大きさの群の個

体数は，小さい ものから大きいものへと，ピラミツド

型に減少している。 自然界にみられる員数関係を個体

数のピラミツドという。

おヲこ

1，f'; 2図は五月川の大川附近の平瀬における20m2の

水楼生物群集の個体数のピラミツドである。

当調査に当って御指導をいただいた， 奈良女子大学

津田博士，終始御尽力下された山添村教育委員会，小

・中 ・高校の職員生徒諸氏に厚く謝;むを表する。

第 2図個体数ピラミツド

←
IC

ァzdd'O7q
除司いい、、、ミミ※ミミ、ぶikミミ

五月川大川附近の平瀬に於ける 20m2あたりの生物

の数。つぎのような栄養段階にしたがって配列した。

Pけ.生産者，誌類 jO-lは第 1次消費者， 草食性昆

虫，貝類， 魚類 jC-2は第2次消費者， 肉食性昆

虫， 魚類。

昭和32年関西自然科学研究会例会記事

大 江

第104回(3月17日〉 石上神宮附近の自然研究

講師 川村会長，上治耳目事，小消7.1<:理TjI， 津田;盟

事。午前各担当講師説明，プラ γクト γ採集， 馬

:魚の楼息する池の見学。午後天理参考館参観。

第105回(4月21日〕あやめ池博物館見学と諮習会

講師川村会長，上治):IJl事，小清水理事，津田理

事，筒井理事。午前館内の総括説明。マゾモス象

の生態について，植物について，館内動物説明，

博物館の形態について。午後館内の説明，各科担

当の講師順次説明。

常106回 (5月 19日)池のプラ νグトゾ研究

講師 川村会長 ・津田理事。午前向理事指導のも

とにプ7>'!7ト γ採集。午後天理高校生物学教室

において検鏡。プラ ンPトゾのスライド|映写。

負(~107回 (6 月 2 日) 伊勢林宮附近の烏の生轡

諮師 川村会長，橋本太郎氏。午前午後|時間別に

探烏。

第108回 (7月 21日)信武山の植物，昆虫，地質

講師 小清水理事，上治理事，中根猛彦氏。午前

比沙門天附近にて値物見虫地質一諸に採集を行う

午後山門より各庇に分かれ採集。

臨時例会 (7月29，30日)蛮阪寺附近の研究及び座

談会

川村会長，上治:v..p事，小清水理事。 29日夜座談会

各理事の専門的に見た話し及び本金の説明。 30日

午前4時野鳥の声を聞く。各班に分れて採集を実

施。

第10回 (8月11日)吉野川の水綾動物

講師川村会長，上治理専~， 津田理事。 午前各理

事の説明，探築の仕方用具の説明。 午後各班に分

れ探集。

?H 110回(9 Ji 4日〕春日野に虫の声を聞く会

賀
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寿 雄

講師 大町文衛博士，上島法博氏。映写機に依 り

虫のスライド，録音機に依り虫の芦を聞き，種類

形鮮の観察，其の聞大町講師に依り説明，後現地

観察。

~H 111回 (10月20日〉多武峯沼産貝類及び植物採集

講師 川村会長，小清水理事。黒田徳米博士。午

前各担当理事諮問の説明，rl集，会長の自然科学

に対する研究の在り方。午後各班に分かれ採集。

第 112回1(1月17日)当麻寺附近の植物及び地質の

研究

講師 小清水理事，赤塚久兵衛氏，森温氏。午後

史跡，庭園，植物，地質の説明。

第113回 (12月25日〉 天王寺植物園温室見学

講師小清水理事，森田弘氏、



ヒメカグロク科幼虫3種について

御勢久右衛門

本科の幼虫は，川の下流地域乃至湖沼に棲息してい (Caen瑚 na，Caenis nb， Caenis nc) 記載されてい

る関係上，従来主として山地渓流を調査地域に選んで る。以下私の得た全標本につき，日本産の本科幼虫を

をた私にとっては，これまで余り親しみがなく，従つ まとめるこ阜とする。御指導に預った津田秘苗博士，

て日本産の本科に関する知識の整理もまだ出来ていな 幼虫標本を恵投された津田博士，橋本庸，桑田一男の

かったのである。 諸氏に厚〈謝意を表する。

最初にこの類を我国に紹介されたのは，上野益三博 まず Caenidaeの幼虫の種の区別のために，各民種

士 (SomeJap>J日leseMayfly Nymphs， 1928)であろ の検索表を示しておきたい。

う。そのp.49に台湾産の1幼虫が記載されているが，敗

戦によって台湾を失った今日，この種は日本sEのなか ヒメカゲロウ科 (Caenidae)幼虫の検索表

に入らなくなったわけである。その後橋本府民(埼王 1". 頭部背面に 3個の線角がある。 小偲媛及び下

地方のカゲロウ類に関する研究， 1955)によれ Cae- 唇費負は2節より なる。(図lb)・H ・H ・.....Bra.chycercllsJ<r. 

nis属幼虫 3掻が記載された。私は幸いにしてこのう 1極のみ…...・H ・.....…Bmchycel叩埴 sp.BA 

ちの2種 (()acn:sn 1， Caenii n 1 )の標本を恵送に lb.頭部背面に練角がない。小腿媛及び下唇媛は3

預ったのでこれを検したところ，両者は同一種なる こ 節よりなる。(図3叫…...・H ・...….....・...…..Caenis属…2

とを知った。 なお近隣地のものでは， 今西錦司博士 2a. 前肢の腿節に太い剛毛が環状にある。(図2a)

( 1940)が満州，内蒙古，並びに朝鮮産の幼虫を 3種 ...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..C柑 nisBp.じA

図1.Brachccrus sP， BA，図2.Caenis sp. CA，図3.Caenis sp. CB， 

円

fι



2b. 前肢の腿節には上のような岡IJ毛がない。

…一.....・H ・-…・・・…..Caenissp. CB 

B抽出yceJ'clls属

Brachyc(')'cU自民は欧州とアメリカに Eをするととが

記録されているが，我国では，はじめての属である。

BmchyceJ'cus sp. BA (第1図〕

体は暗褐色で，蝕戸Jは基部より尖端まで淡色であ

る。頭部複眼の内側に 1対の臓が角のように突出して

いる。中央に位する単限の前方にも 1イ園の瓢を生じ，

頭部に併せて 3個の角状突起が存在する。前胸背は中

央部が幅狭く， .t、字形の黒色紋がある。前線より後織

の方が幅広く ，後j総角はやや尖っている。胸部背面を

通じて中央縫合総に添った都分が淡色の縦条紋とな

る。腹部第 1-第 7節は暗褐色。第 8節，第 9節及び

最後節にはそれぞれ淡色のところがある。腹部第4，

第 5節で最も広い。第3節よりtH8節までの各側後端

は線状突起となり，特に第4-第7節の突起は強大で

ある。腹部第 1[pの節 1飽lは根榛状となり，その長さ

は第 1!夜節の隠の約半分である。第2節の第2飽は大

会〈箆査となり，得~3-W，6鯨を蓋っている。偲蓋の各

織には長毛を列~.し ， 殊に後縁の毛は長〈 目つ密であ

る。肢は体に比し貧弱で弱々しく，褐色である。前肢

の腿 ・臨節にはE音褐色の帯状紋がある。尾は褐色で基

部には毛がないが，残りの部には稀々長〈て細い刺毛

を生ずる。充分生長したものの体長は5.2-5.7mm。

尾の長さ2.8-3.L'm mである。

産地:奈良県山辺郡月 ケ瀬村， 五月川， 3. 1.. 

1956， i:tt田松苗氏探.

Uaenis .1，桑

Caenis sp. CA (第2図)

体は茶褐色で，触角は基部より先端に至るまで淡色

であるD頭部は左右の単眼の聞に帯状のH音色紋がある。

前胸は前縁部が後縁部よりも幅が広く ，両前隅は伸び

て尖っている。また 1:対の太いF字形の淡色の斑紋が

ある。中胸背には麹J左の法部に不規則tc淡色紋がある。

腹部は後方に向って狭くなっている。 腹部第 1， -;行

2 節の前 ・ 後縁部は淡色である。腹背:?l'~5-第 9 節も

第 1 ・ u~2 節と同様に前 ・ 後縁部は淡色。最後腹筒iは

前線部のみ淡色である。 第 7 -穿~ 9 a変節の中央線の粉

外々債IJには 1対の淡色縦紋があり， また第9節には 2

対の縦紋がある。最後腹節の後線中央部には 3個の

小さい淡色円紋がある。 tnl鯨は第1腹節の併l絡の片:央

部に位置し，根線状である。第 2 腹節の第 2 M!は大~

〈て，量且蓋となり，第3-第6使、を蓋っている。M!蓋各

絡には長毛を列生し，特に後級は毛は長〈密である。

第 3腹節以下の側縁後端は瓢状突起をなす。肢は淡色

であるが.腿・臨節には不明瞭な帯紋を有している。

前肢の腿節には褐色の太〈細い剛毛が約10;本環状に生

じ，その剛毛環が後縁部と接する部分には若干の剛較

を生ずる。尾I'!基部から末端部にわたって短毛で装わ

れている。充分成長したものの体長は4.0-4.3mm。

尾の長さは2.8mm位。

産地 -長崎県，対島，上見i丸内山，日見川，25. 

酒. 1955.川勝正治氏採.

C同 nissp. CB (第3図)

ヌド種ば前額 Caeni舟内PCAに〈らべて体がやや大ま

い。 頭部及び胸部は暗褐色で形態はCAに酷似する

が，前胸の中央部外側にはヨの字形の斑紋がある。中

胸背には麹基の基部にi淡色斑があるのは CAと問機で

ある。腹部の第1・第2節は茶褐色で斑紋な<，侭l級官1Iは

淡色となっている。腹部第5-第9節の側縁近くに淡色

の縦条が 1対づつある。第3腹節以下の側縁後端は版

状突起をなす。肢は淡色で各節の側縁は細毛を生じて

いる。尾は淡色であるが各節の末吉刊には不明瞭な帯紋

を有する。尾の各節にけ、すべて毛を生ずる。その主主部

の節の毛は短いが，先方に向って次第に長い毛となっ

ている。充分成長したものの体長は4.5-4.80101。尾

の長さは3.2mm位である。

定地:埼玉県，加須，葛西用水， 24.V1. 1952.橋本

府氏採。愛媛県，松山，和泉，石手川，29.Vf.19S6， 

愛媛県，大地，肱JlI，16.''I.1955. 桑田一男氏探.
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