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1 Structure副主eysof・ 士heFaiili IX~邸宅前r~llic知山
s川cturear話 E』ystoG概 rafr畑地：科iril販路地時r~U榊

Shbn-ichi IS正時智A'1'Aょ

1-I山総I乙
マダラカゲロ叫捕特 カタロウ自の一科であって，

ぜい弱な印象唱抵当けるカゲロウ図幼虫のなかではき

わめて頑強な体雛をしている。その体長は， v 大型の

種では20糊に現時｝小型のそれゆ5暗に満たf;l.い。

本料の幼虫は，持Jllや湖摺などの流水から止水にい

たる多くの環境は溝応い淡水竣に広く分布してい

る0 fdと犠蟻義勢多く， 1盤あたりの生息密変も高

い。そのため，~織の優占種になる場合も多い。こ

のように広範欝えま繍携に遥怒し，多くの種を告会し

ているマダラカ労ロウ類は，環境に対する有用な指

標義絡の一君事ともトえるであろう。

マダラカゲロ機i,.＊生晃患のなかでは会頚が

ある犠療費量灘返さ外℃わるものの， 't.t;扮嬢学会きには

満議された状離せは怠く，多数の来記.鍾やシノニ

ム〈興物桑名〉講生るいはあい3まいな記畿が多いなど

賂難点のある一群ちある。このような状態で泌， z現

在各地域で実務導れ之さでいる潜m底生動物積怨概

タは償びA-t教が欠けるばかりでなく，相互

のlE機な情報の発灘む支障をきたし，各種の分布及

伊織締役おどに

ぞれ後防ぐたr

う。そ；乙で本線

科各臓の形織と機嫌について述Vえるとともに，その1

日本における研党史や分欄，間定」この留意点にウい

ても触れたい。社ぉ．最近の研究（AlJen 1980 ) 

では，日本で周りられている各強嵐を属に昇格させ

て用いているの対倣界的な傾向であるので，本報も

それにならった。

. 神祭Jll県公饗-t±ンター水質銀特殊物質事を

？ 

2. 時駅弾事制綿織糊脚鶴橋脚句

t華犠記連惨惜犠掛甥鰍嫌撤鰍繍鴨専sず
はぷてFて繍怖必れ識議義僻捻？？鴨咽側般C芦F顎R可’3均号tt章、
ヴ稀陛捕治m嘗料tft，蜘可酷（1攻穏7い務剣際令は6；霊守誇ザ程j 

｝ 

ウ科とし官tむ在るyρ滋ゐ惣締斌滋の艶構議tなミ撃aれてい

る。その後’ Ueno( 1928 ) , I餓総isl主i(1937), 
今西（ 1940）が多くのゆ歩志望号殺ダ総海斜路嫌嫌魁襲

しでL守護おい宅建隷場開動噂もあk和理免措義組側樹巻

〈，主導欝）； Ail締総議機辺誠議場附議紙線総込てま謬鶴見

付締役弘義路総長浅野松長.（務鰭〉ιふがダヲカグ

0-捕鯨鱗鶴舞鱗纏欄鵬臨機費約華料識で
あった之成綴灼仲側つ現場輔崎議蟻閥際審分，，，と。’とれ各

命治癒者：AH：鱗：毛織灘〉喜多少緑織獲綴マタラ告がゲU1

ウ鶏議離犠寵艇もiホィ鳴る司関税除端勝（~毛鴨偽~
(lg:櫛2臨む鰯5H哀そ牽主義訟を簾羅t:;,~議官艇癖マダ？ラ
究1ゲロ事者~6：遜灘、削機おむ脇謙樺湖腿J総必鞍

軍事臨til・、根拠般電捻議官号制夜燦et間接郁れている。

,' '・ 

3.・'V－働制令樹高話i扇町
マダ努式抗告F持F診車普硲剤醐醐鵬倒防ふ制蜘蜘蜘拙

(1例祝勝b品調融Z書机滑車場育料品物欄鰍間的

もその一部制l:ffJしていて分鵬出掛柵繍ii.；：：日
では，分嫡上質事聞な硝鵬と仰嫌ずるうえ勺悌癒すべ

き点につい℃雄~·路川崎、川作、ぐザ•，··

マダラカゲロ換鞍舟載機邸内務織は応、銀総て嫡似

してい郵た動議灘端機匂均分勝念髄繍犠報償場命

が多いゐャい剖最強雄轍蛸品州轍似縦縞縁体製必し

ているものの，犠隣の期鰭鵠媒精繍鈴掛4糠鶏臓機燐

瞭なも命が多〈，説ヤ常連ぺる欝懲役鱒べるととに

よって草費約顕彰3こ甥す払？ ヲ
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分掴上重要な

肢（各節の長さ

現在までのとと

は，胸部，飽，

E節及びふ節の

る。従来から行4

トゲ¢湖惨状およ

地域により分類

l鵬は，成附端脅鰯脚開！
合）である。雌成虫の多くゆ，

種の同定は不可能である。。幼且で

腿節及び腿節上の廟粒状突起，

などのそれぞれの形態が重要であ

れて事τいる幼虫の腹部背面上中

尾毛の長毛1の有無ば，種あるいは《

岡定上の標被になりうるLのとそ

うでないものが存在することから，とれちを扱'f>,l~

あたっては注意；必要である。

一般に，検鏡は実体顕微鏡下で行うが，小型のマ

ダラカグnz仰と悌弘て措身体各部也のプレパヲート

酎憎し，~.ちに高傍S債の顕微傭を使用する必要ーが

ある。之の際，維J虫の交尾器はアルカリ（ 59'o 

K句1溶液で約制秒煮沸（）で処理すると，輪車止の

トゲが明瞭に甑でき，作業が容易になる。

4. m醇橿c腐の形態的特徴

御暢（l980a~ ('1980b), {198:5）は日本産のマ

(1) 

検索褒に基ずさ亜属レベルで霊理

こでは成虫と幼虫の：関連が明iちか

や来砲餓種が多く存在〉しているた

鵬に対する検察や各jg寓の特徴』己

分が多い。筆者はとのような分類

や直属について調査し，そ。の全容

ダラカゲロウ属（新称）

Genus・ 11.,_l,ya Lestage 

日本からは， l院予プタマダヲカゲロウ Tor/,ey也

japon.'ica Goll容量種のみが記蔵されているがゆ他

に来百噂種1種応分布する。

,(<;1ぅ：

！？形踊は，成虫せは③受嬉様の把持子最後節の長さ

斡伽~＇~鐸であるとと，②陰茎に突起物があるこ
とが特徴寸きある。幼虫では，①頭部及ひ前肢腿節に

;J~ゲ昧興起がないとと，③第 3腫節背面上の第 1 館
業がそれ以外の大部分の胞を覆っていること，③体

毛のす之持幸宅)1｝兵科哨散である。

・'.Vl n:i;: 

{2) トゲマダラカゲロゥ属（新称）

塩崎liusDru.耳，llaNeedham 

日本からは， 8種1車種が配畿されている。それ

らは，フタコプマダラカゲロウDr帥 ellahicorni.r 

Gose，オオマダラカゲロウaha.ralis ( Im•n~ sh i ), 

コオノマグヲガ明dウ＇D;'ftohniori•' Al I en，ミット

ゲマダラ亦~clウ抗らtr'i~j)i憶が（Uent>}, 1 ザタマタ

ψダザカグ隠ザ乱高if.附 t-ataAff•li，ョ？·~／、マダ

ラ：-jg＇ゲロゅ~；JJ~i fi吋洲、＊＇＂＇帥 0郎a賞、i骨iM），イシヤi

ママダラオ吠怯喰〈＼掛帯y!l'.<l), i.Mi ya揖 iiiWMa-:

t叩m\t1ra1茸，.，，.ホ活動ゆ併ラ·＃1棒切ウ•r新称、） ... 9 •. ' 

仰~i!t.li1•t1u！悦.i時曲醐ta の噌It；卦パヅトゲ
マダ~；意向ゆ』削減ゆ向付伸吋臼·（Go時）の
1ょ強睡であ喝。；J さ去の揺が純金来輔輯輔E噛が分帽する。！

な枇1松持ち1側主要。海拠調際Uだホiジマダラカゲロウ

D・pcmcti.reta• 地柑協曲同協暢制喝ynttp~•··
せ..之とr'・泌が訟を輔様、本欝主的まがダヲ息カゲロウ

科·'Q)・島混耕鴻都防ているご丘カ~El分明挙鵠蝶雄理が
必要であ.. 哨バ'i;:!;lf'噛義範・t~おり指君臨之綱r~えさせ
ておγ〈－ .~）· ＼，サ

＂期癌Jt:t~~l：鹿濯、「豊崎＠蝿鴻織の抱帯当F輩横締め長選
ほ幡視野fi；制品」毎週針\fl必~J噂構神事鮮が郷郵情械が

弓離に膏創ず·~嘩出場輔副E叫まドゲカ埼いととが
締役~·－iS＞＇劫掘明；t,汽欝嘗織盛韓＆者轍モ；轍羽聾l
節）が肩平である$・、動＠離濁梯僻主』ま犬智唱詰興粗

が捗..！宮占： （哨輔縛轍噂智w《、～、
不規費甘桔突趨が謹曲噌b 、4器－~と， i.母前暢艦蹄免端が
イ申び， ~(/j留婦晶ぷ働事ほめと＇W~夢棋のl}i興趣捌並
んでいると~·.！1(\1日蝉場樋越鞍く〉，命令檀舟爪認は
ほとんど歯が帆弛棚網棚に強〈曲るごど桝轍

であるti'•
引、（l

． 松村（19司1）は， EphemerelUdaeq;)和名をコカゲロウ科としているので，本舗の策略はイシヤマコカゲロウ
として記されている。しかし，現在でほぞの宥唱をマダラカゲロウ科とするのが一般に広く普及している。その
ため本報寸はとの和名をイシヤママダラカゲロウとした。松村由T記載した他の種lこういても問機に扱い，本文中で

い品i＝~~~~~~~~~ty同表者が決定か嚇した酬と州場端川端名者によっ輔さ
れなかっ対と曾引用したすべての標本をさす。



(3）シIJヂ州内庁内知均株：1::
~bri:u~ lclT'ettli Alt en~ ＇： 1 

日本からは，~リナガマダラカゲロヴ Aceiella

向吋作品叫αta( Q' e ll o ) 1種のみが艶鍛話されている。

鶏錦絵，成皐？幸t水忌把持去の殺後艇の長さ法積の

2僚に満たない：iと，争認持予の第2襲撃が内側にく

びれること，§練華に突起物やトゲなどの鈴鹿物が

ないこと，＠絵革命先端に近い部分の械がその基部

よりも狭いごと，＠前肢鹿節の費量aカ得意肢腸節のそ

れにほぼ等しいヰとが特徴であおふ十幼虫ではi，、①頭

部及川撒臨舗はト汐状突鵡がえまいとと，＠中掬閉

鎖鎌鳴撃にき三角妙 、突起があること，＠各麓は細長

く，ぞの11¥ifi歯喜最多れととカ嚇畿である。

ダラカゲロウ薦〈華呼称｝

関本からは7

多く灘枇じてい

ticoatetta ok節制iG髄 e， チ
ウ C.ta/i.e慨。vae(Baykova), 

ゥ｛！； n.i!ft'事（Ueno〕，エゾマダラ

カゲロゥc.ezotruia Gose，コスタニアマダ参カ

ゲロウ c.c尉 to?uaAl I en, トウヨウマダラカゲ

ロゥ C.o.'l"i仰向持日（TsheNlQV.a，）及びアタゴマ

ダラカゲロウ c~ atagoaα棚（ lmanishi）である。

形餓は，成虫't!I主申把持予の最後節の長さは幡の

2僚に満たない之と，＠突賂畿の銀持子第2節の内

側が強く折れ趨がるとと，告議議に突組物やトゲな

どの鶴臓物がなやことが特徴である。幼虫では，c

頭部及び前鞍韓毒事にはトゲ技焚鶴治拾いζふ clifl
腕前側綾部が彊や出すこと，＠各議議節（轍こ後肢〉

が3構喜子であると·~が特徴である。

(5) アカマダヤカゲロウ篇（仮称）

録本からは， γヵマダラカゲロウ Serrat etta 

叩《（ Imanis i）及びチノマダラカゲロウ 5・
c/i.in-oi Goseわ雲種が書記猿され℃いる。これら協

幼虫の日緩や縫提議畿の形態から判断して，他震に

移おれるべきと者えられるが，世界的にみ℃主主敏滋 j

ずる嵐はない。 tここでは，とりあえずとれらの2績

をアカマダラヵ炉ロウ属として和名のみで担い，臓

の分類学的搬す識に報告する。

形惑は，成虫はG把持予の最後節の長さは繕の

29; 

2構成織だ毒誌をと；噂灘業立トゲがあるとと，告

融業め先端磯着込鴻γ弘紬iとるらi元東
抑制4伐を.／品輸犠:11~－~1,)f•鋭い！~と（酬
の衆議の締%以下構醜鵬繍偽湖脚申書量。略

戦時鱗離手持続薄鱒糊斜量錦謡
号機税義待機嚇護持縛~~~韓民必i麟~＇
犬鎗がないことが特徴である。

、1

本舗を E.tamia.ta Tsh骨rnova とシノニムとし

ていお肘削指指 j＼＜~i仲トヤヂヲカゲロ
ウ〈新称） • E.・2尉 /i.a.litH時ai.rMatsumura，マ

キシママダラカゲロウ E.醜a4Ji構aAllen，＊ソ

パマダヲカゲロヴ号怠議署名村議持、会主総会パー渉ワタ

マダラカゲロウ E.i.rA.iwatai Gose，イマニシマ

タ湧か争l'g<’，，~＇ I!;. ＇勤時普通ぬu;.-u純.i（•ゲ：F有v主言ラカ
ゲロウ E.co冊叫脚 G＜耳蹟:el覧uクシゲマダラカゲ

口ウ E.川 tiger畠 Bayk。va（御，’1985は本種唱' アカマダラカゲロウ島 Sirゲ

之：之乙で緯3量念歩忌;Ova主令樹tな験諸路；培先‘予毛軍準。な
2客’カラフトマダラカゲロウ E,S器c/i.~i 詫 e持者 i .!' 

鞠総協働逢議長犠香港喝事Pイ核響調ピを灘六た韓民

他店に著書されるべ善宮、のである②しかし， Z旗織では

船喰議::tta勺調Sf.健輔J¥<tl,でお通舎を弘瀞輯権部総職傍ず

る。

1琳離は；c崩轍で4桜翻酷瀞予崎畿鞭鱒械j場i隊繍の

詰d書普は溝魁導蓄量、t草司Eヂ

検築め発犠脅噌犠絡繍舗除戸襲醸鞍構省陣ち手窓興勉がな

い2主喜：染糟犠穂拳添主4総難簿韓主i奪灘欝麗鞭鴨襲鑓

節にはトゲ状雪健葡が滋い之と，争体重や各披繕節は

潟乎ではなも2 各悪報無め嘗前~i~とと鱗輔犠であ
る。

ん
代
含

J
M
 

なお仇とれらぬ謝低減嚇1皆様か事書記観さ批判輸に

E1持制ereUa •lo略g晶仰向（Mclachlan ）及び
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EpA.-m1Tdta 例 Olf,a抑制がある。手れらに 標本が鳩 曜 熱 7漢浦和嚇による
ついては，前和夫ねずロウ斜得時るらヤ 記載（問静1判明るたのそれぞれ紺戸検討
いヰと（bt今季18＆引がむかつ，セいるが2 タイプ で準設か♂恥い

5. マダヲガザ仰轄の勝機 了 作 ，·~ 7'＼~Z叫＇＂＇勝j J • J! J 

以判こ耕輔ぼ~i Ettrliuna魯（f9＇約三J,Ai'・l ~rif' な鶴子冶側出子モ袖ド都搬し精度し
' .. 温品~··－ ,,r ! rー

and 麗街iund~ki:梯·5）：及び御勢（持駒a）よ1980b). Tこρ ♂ 守口a品、 子マ 1~＇＼ t'\i''\ it＂＇＼占
も ！ 可穐 v，ι ，！

蟻成5訟の農場検索 :Y.'t＇い

1. t思持予の樟後僚のま殺さ持機のZ積以よ〈臨し図 2.);ii,•·:)1務付r,:··:: ~：·；.ぞれJ持！?it桝’？…H・...………・ 2
鰐持子のJ後蹄の長さは縄告z母に満たなし、〈関3争蜜4；.：臨静鮮鞍紛簿お！竺．， …......... 

2‘ 担持予の：21撃の内側はわずかに内錫に胞がる（閑りい…也、？？？？攻守講義~'1タマダタカゲむウ蕪
....’門ι a；ごぷがれ マ持急務義務 To:r~ff/.i:

摺持予の第広範境内側は弓形に驚愈ずる（国2）。……...・H・－ぺ？？札・1ヤ怒~7~~＇ ＇.~でh終了マダ芳力グロウ鰻
I G書nu蕗 IJ.runet ta 

,, . 
3. 交尾器£韓基〉にトゲギ執が船，蝿~ ) .o .......・H ・...・ H ・－・川吋叶門戸川勺“•••＇.jl、........加. ~ ..毒魯．．．．刊.，

交尾韓豊（島像蓮ず）にトゲがある〈罷5，黒§）。－…....・H ・......,r冷・けちい・・，.，·＂＇•＼＇ •:·• n; ••.＼..，目、.. .，.・，~~叫什… 5
4. 交湾畿の先端部に近い部分の婚は基部よりも狭い（爵a ：）.，，…・きて代子p ・＇：~・ 1jt.初滑ガ（'JJ1rK ラ»·今~＼~ウ舗

1 日 σr  e 三 山ふJ軒 々、行儲盟結.s;,.&c,1キ泌u
i ι  

発繕畿のう昨端部に近い部分の幅t主義官官ζ需じか，わずか院高抑ι罷毒斗e吟川............,gi・均H・H ・山内・

； 町一列取H·｝＇~w・.：＼：＼＇＼＇~·.＂身ふウまヨウザグ汐カゲロウ農
J川 ':IU¥ ：，縁側齢制僻説co級事H≪

5. 陰ヨ震の先端連立さと右に大議く欝払その興組拡基穏に討がザている叱瞥幻
L －……ふちいぶん..；~· . .t…νi ... .. ,:. ..よそヂヌ？？をダザカゲぜヴ農

協の先端i地右に大きく鰐かない。もし欝いている場合は：納期離繍i~向宮内部郡明事）。
w品目....i 1S；；よH附 l.L"1＂川崎ダラヵ内情一，

.. ・ j、τi滋汽議f：亀
、、

幼虫の嵐の榎索 :,:,, fい ：;'. ！イ持滋4伐取有＇： 〆

1. 第i\Jl節al縄都立大義んそれ以外の大部分の鱒を覆ラ〔醤孝之？？工；~~：ぷ弘之ラプタヤダラヵ砂d今縫、必（\l 内徐、；＇：＇（＇ザぐも；也.樹総挙券＆~主語： 

それ以外の鋸縄締州図.8＇誠＇iJ密9令〉ヅ書重榊子檀f11誕－ヂ離湾f桃ヲ志；ユご
九~；~：~今Jぷ‘•1.ふ義手議総選込...: .... ,;tJ1ぷぷ：L会；L.議出：ji)~ ぜか

2. 前肢鑓節織韓に多くの不鏡腐なげがある〈図九堕8b）。…山ふ：：・品料グタカ夢幻鴻t

G意nu呈 D叫削lta

にトゲがない｛襲ga. l留事 b，歯10，図11 為手議主義謀、a'J 占…い；~.；..... ·：.・··•＇S
3. 中絢のi前倒録は側方に突出する〈図書蓄し周；l0 ) 0 ・・6・山～・宮山..¥':Mぷふ…人.............・........; ... : .. : .. 

iま側方に突磁しない〈悶1Llぶ関12 e. ）。ふい…にいよ...；~・....附H・・；.＞Li：ふ品、..nJ..;., II 

総物の形状は三角形であるド〈関9a ）。；一山....~.・ ；... , .. :;vt.捗考iif.場マダラガグロ？？麓

、惜し九正式寺川（＇・え導路端！手掛川出）

突紛物の形状は丸み後帯びている〈函 1()) ~・・～ム…iぷふ~.. ~i ＼ドミテ主主ヅマグヲ鴻グ鈴Jiラ書官？
G側協 Cineti~o~i~tt寵

5. 小顎には州側隊及び犬歯がない〈盟 11 b ) 0 ………ム角川…ぷ！｝~.~... ~ ..・砂肘拘カゲロウ嵐v

小顎に刷機縁及び犬榔がある〈図 12 b) 0 ・H ・a・－－…－…H ・H ・..・H ・H ・－‘川ム…ぷ…マダヲヵタロ与野麗
ト ，｛ .;,;,} ::il': ') i悦nusEpl£emt'T'ftiii 
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I マダラカゲロウ科各嵐の維交尾憾の醸勝ゆ蘭k
間 1. エラブタマダラカゲロウ Torteyaj.α伊川何 閤2. ~オマダ"71'Jゲロ史民蜘糊d向~oa：~ri/Ji1 ザ簡弘、シ

リナガマダラカザロウ Acerellal吋山協ta 国4・；クロ究手？煮え，S'1i; ~ inctico1t1lla nig他

国ゑ アカマダラカゲロウ S計的L何 時fa 国6. キタマデラt<>t9,7',i草署向型炉事＇f'f;；，，.－川討もも

EXP LANA’T ION OF FIGURES 

ぬ泌が設iねliaof repre事会抗議tiveof 霊everal¥g書偽付 1of 苦F手掛9'r~'tta '; ・at I 
figure謹 in ~orsal view. 
Fig.1.-Torle a japonica. Fig.2,-'D畑 ella ha1al ie ・ F"is~ ~；ょん~＇~ua l匂均峨ta.•
嘗ig.4.,-Cincむco$tellanigr.弘 Fig~5.-Sげ叫お lla ro.fa. Ff,s•司.：：；；~持向愈［，•fl岳山T臼iltii ~ 
from specinten not treat with KOH. 
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マダラカゲロウ科各腐の幼虫の形態（背面） 1 
ダラカゲロウ Torleyajaponicaの全形． 図8. ミットゲマダラカゲロウ D叩 netth

形， b右前肢． 図9. シリナガマダラカゲロウ Aceret印 longicaudata: a全形．
10. チヱルノパマダラカゲロウ Cincticoste.l向付仰向ova• の全形． 図 11a. チノ

srratel何 cAilioi の全形， b アカマダラカヂtiゥ S~r＇日；＇！alt~＇ ん~fa の右小眠． 図12.
ウ Eplr.1111er1l印 刷rivitlii: a全形，も制嶋、い i

I EXPLANATION OF FIGtJ帥 g
Ma tu re nyqiphs of representative of sever at ぬgen~＂ra← o'f Eplr.emere lla ; a I I 

figures in 4orsaI view. ・手 Zへ〆イA、いl.)i ・;1 

Fig.1.-Torle.~a j叩 onica. Fig. Sa. -Drun.el,la tri,sp~ita.・ 時島~5ρ明再eU¢ tri・s仲間，

right fore Iわg. Fig.9a.-Acerella longicaudata. Fig.9b. -4f•r・u,,, t （｝吋ic岡山ta.' 

right foreI何・ Fig.10.-Ci町 ticostellatslr.ern'i'!'f' .. Ft~41a. -Ser叩telta.clr.inoi . 

Fig.llb.-Ser atella rufa,right maxi I Ia. Fig.12a.-Eplr.11111rella aurivi?fii. Fig.12b. 
Eplr.emerella ~urivillii, right maxi I Ia ．片

11 a 

図7. エラプタ

trispina • a 
b右前肢．
マダラカゲロウ

キタマダラカゲ

一一一一
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ljWJH);照会期草剤や務長l,q糊畑、絡を

齢的事制？様、事て鉱石勲議勾ぶ略t~C?oL.,J持動ュ

叫子21：－~~~'1 <! >2 :'Iもヲオル ー

知観〈；閉まみ糊婿鳶議開こ朝鱒お機
長期開轡鱒麟ー；共和総3. 今

品開横倒毛rf・ ~ ，｛；~1q;q,;rc;::on;智治拡 lo滋S
I’M材料舟！神明時供民、ー茸phe,慣れera,

pe＼問問時開問。持紳r(l!'＇もA¥:fllh Bi; o. l, 

La.cu~v需：号、印有軽弁J将兵
~J~lJP: C9~tribu~ ＼~.· a 

l'.eJ~像診糊： M制仰 d伺h ;l?li!h明料開

榊抑制iU.鰍験料議料体品 .1~n:~ 川制f。~,, 
J.,.ai:;略奪'f~ ；；~器 13J叫純4

削機年長抑制込；綿韓霞いお議昆•＊網島
l~;fか吟織物，」謬蒔撃事益事、j 轟謀＇－＇•
持鱒種選尊重持制みよぞま号怠盤a今季窃討議議拘醸の意義

官草寺編難難民法る灘嬢附簸浪費院議込三 :t:.JI動強要ゐ

Ue初、総互主義綿ぷ恥齢 :Japaa榔濁耕，，.
W機構事会ι獄念鴻・必感l"S.ci.. , ~ye初 lh汲fp.

むnJ.'"",, SH.-JiJ,.)4；徒主的議奮し 2:1号令オ1;!3後

moaq取締hoft .. r桝鰍tEpb鰯械ridae e>r 

Mayfl ieトュすね幾ふLぬまし S,00., Lo泌総

( 2, Zool.) 3: 1-352‘ 

Ed.I総繍~G·I払き Jr. (1脅事9):s縫bg宰怠eric 

gro，穣z手轟 r曹~i寝右γh 主鈴 the 瓢ayflygenu轟

E］読仰事r,el.知〈怠騨糊1

idae).;Ann.ι窓卒t倣浪ひL~oc .. Am愈.r., 5 2 :・ ・ 
543....,54_7. l 

E4mup~ふ G~ 払， .Jr. , s. LJen,1e.n, and ・ 

L ・ B.erneir097p): The mayf I ies. of ,North 

and Ce;Q_tral ~erica. Univ. Minnesota 

Press, Mipne~仰 lis, 3~0p. 

御勢仇布柑雪作例9) :1基本渡カゲロウ想l動

機税．海害容と益三 I 1 t (.J.): ~：ト44. ; . '" 

fド 1l~Pa）：岡本産カグヨ唆顎 9.
分類と検察総）. き挙t;生物き 2.• （必；286--,2.8事・

〈幹事$Ob) : a;cド産カゲロヲ接10,.. 

分類と検索｛語）. 誇d写生物， L 揺： 36争-a絡会

〈基金銭5) ；鯵蟻尽く νカゲロウ畏〉

Ephemeropte討議‘ p.7-32. Jlf合績次鑓． gヨド

療水生奥底検索調説．東海大学出版会，東京事
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ABS宝茨ACT!

布 emor桝 1鴻i伺tf~au納付てをh
ge税mlof J~l>鵬尚治 E片側轟川 tta ＇~仙沼
keys to gen ra are described.''fh~ 
Jar>間~·~ '.!p••仰向tta spe~’ies ar》：ec"as飾

signed to s~だ g側era＇毒議飴華加 n；問ゆお轟I 
and in主a寂rま

。fg儲 鴇 T !tey語is T. ji岳P宇苛毘：ic尋 G。語義． 治E悲

are as follo対事：D./Jtcf)怖か＇ GO毒e；ゑ 6a.刈tt~

Clmanrtおり；私財hnoaeAllen; D. tri .rpina 

(Ueno円以れが時taAn~n ；ふ拘pt州e'ria: 
( Iman'hhi)；ふりhiytimanaMatsumura and 

D. tr日pinaezoれれ.r(Glose）.守 'the ,,p;eeies 

which 1 t:erlt~tively place in this ge削s

is n. pu再cti.rt制殺虫色持滋nurぁ onqy ぬe

sl穂 le馨pee側ふおお9令部tkta｛む叙ぜひ｝h

assigned .to lg.繍 US Allenita .• The sp制 納

昌SSi奪ned；‘凶争協 (fem.usCi憎まiY:Qs6itta館、

as follows:, . •kit掃の Gose ; ci tshe州岬＆~＇

( Baykova); c~ nig吋 Ueno}; c. •zo剛山 Gose

; C. ca.rtan柑 AllJen; c. orientali.r(Tshernova) 

and c. atαgo.r ,na( Imani shi ）.百iespeci母s

assigned to ~he genus Ephe揖 ereltαar告

as fol lows: IE，似γivilli i ( Beng主宰son);E. 

混 axi揖αAlleil; E. dent切必a Al 1 en ; E. 

i.rhiwatai Gos ; E. imani.rhii Gos巷； 8． 
cor加 fasGose and E. setigera Baykova. 

The species which I tentatively as 

sociate with this group is E.同 chatinm.ri.r

Matsumura. !The species which I can 

not ass i gne lare Serrαt eUa ru;fa (Gose) 

and S. chi路oiP,o器e. The species which 

I can not I ex語mineare ・E. elongatu;tα 

(McLachl初湾総dE. go.re Okazaki. 

自信 静 ！ 
本研究を進めるにあたり，日頃から御指導いただ

いている奈良産業大学御勢久右衛門博士に謝意を殺

します。
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