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は じ め に

近来昆 虫の集合性につ いての研究 が室内の飼育実験に

よって行 なわれ,特 にチ ャドクガEuproctis pseudo-

conspersaに つ いては多 くの観察が なされ ている(た と

えば水田,1960;杉 浦,1961)。 一方 ニカメイガChilo 

suppressalisに つい ても,ふ 化幼 虫を集合 飼育 したほ う

が単独飼育の場合 よりも幼虫 の死亡率 が きわ めて 低 く

(森本,1960a),ま た野外において も筆 者 らは卵塊 の大

きさに著 しい変異を認め(森 本 ・河野,1962),卵 塊性

幼 虫集団の大 きさと生存率 との関係に よ って,集 合性 の

意 義を追究 した(佐 藤 ・森本,1962a)。

しか し,ま だ不明な点が多 く集合性の意義お よびそ の機

構 について,よ り深 く解 析す る必要があ った。

ALLEE(1931)が 指摘 しているよ うに,昆 虫の幼 虫集

団 の形成は基本的にはかためて産みつけ られた卵に よ っ

て規定 され るが,更 に卵塊か らふ化 した幼 虫の行動 に も

よるもの と考え られ る。すでにオ オ モ ン シ ロ チ ョ ウ

Pieris brassioae (LONG,1955),お よび マツノキハ バチ

の1種Neodiprion pratti banksianae (GHENT, 1960)で

は,最 初にふ化 した幼 虫の うちの1ぴ きが他の個体を摂

食 場所 に誘 導 してあ る大 きさの集

団を形成す ることが認 め られ た。

す なわ ち,卵 塊か ら一斉に ふ化 し

た幼 虫 と,ば らば らにふ化 した幼

虫 とではふ化個体 の時 間的なずれ

が幼 虫集団の形成過程 に少 なか ら

ず影響 を与 えるであろ う。つ ま り

集合性 の:機構 を解 析 してい く上に,

個体間 の距離ばか りで な く,ふ 化

す る個体 の時間的 なずれ をも十分

に考 えねぼ な らない。

筆者 らは集合性 の機構を解 析 し,

集合性 の意義を よ り深 く解明す る

ために,大 阪府高槻市の京大附属

農場の水 田で採集 した第1化 期の

ニカメイガ雌成 虫をイネを植 えた飼 育箱の中で大量に産

卵 させ て,い ろいろの大 きさの卵塊を集め次の実験を行

な った。す なわち卵のふ化の斉一性 とふ化後の摂 食場所

(first feeding site)で の幼虫の集合度 との関係を実験

的 に調べ,ま たふ化 した幼 虫が摂 食場所に到 達す るまで

の行動 の観察 を もあわせて行 な った。
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結 果

ふ化の斉一性

ふ化 の状態が卵塊 の大 きさに よ って異なるか ど うか,

また1箇 の卵 塊をい くつか の小片 に切 った り,数 箇所 の

卵を任意に針でつぶ して1箇 の卵 塊の中の卵 のかた まり

具合をかえ るこ とに よ ってふ化 の状態が どのよ うに変わ

るかな どを調べた。ふ化開始か らの経過時間につれ てふ

化百分率が どんなに変わ るか を示 したのが第1図 か ら第

3図 までであ る。

第1図 い ろい ろの大 きさの卵塊 のふ化状 態
A:卵 粒数60以 上B:卵 粒数59～40 C:卵 粒数39以 下

図 中の数字 は1卵 塊の卵粒数
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1) 卵塊の大 きさを便宜 上卵粒 数60以 上,59～40,お よ

び39以 下 の3段 階に分け て,そ れぞれ の卵塊か らふ化す

る幼 虫数 を記録 しふ化 の状態 を比較 した(第1図)。 た

だ し,卵 粒数60以 上 とは82,70,67,60,60の5例,卵

第2図 1箇 の卵塊を数箇 の小片 に切 り離 した場合 のふ化の状 態

図中の数字 は切 り離 した小片の位置の順序,()内 は各小片 の卵粒数

第3図 1箇 の卵塊を 数箇所 任意に針でつぶ した場合 のふ化 の状 態

図中の数字はふ化幼虫数

粒数59～40と は52,51,45の3例,お よび卵粒数39以 下

とは37,34,33,32の4例 で,そ れぞれ図 中に示 した。

いずれ の大 きさの卵塊 もふ化 開始か ら完了 まで は10～20

分 の短時間であ ったが,そ の うちで も大 きい卵塊 は小 さ

い ものに比べ て より短時間

にふ 化を完了す る傾 向が あ

った。す なわち,大 きい卵

塊で は平均13分,小 さいも

のでは平均20分 であ った。

また,前 者では各卵塊に よ

る変異は小 さいが,後 者で

は きわめて大 きく,10分 か

ら25分 でふ化を完了す るも

の まであ った。 しか し,小

さい卵塊 の中で も卵粒数 の

比較的多い もの が 早 く ふ

化を完了す る傾 向 は な か

った。 これは小 さ い 卵 塊

では不受 精卵 の 数が 多い

ことや,卵 塊に よる 活力

(vitality)の違 いな どの要

因に よるもので ある と考 え

られ るが,目 下 のところ,

その機 構が不明のため,変

異についてはは っきりした

ことは云 えない。

2) ふ 化2日 前,つ ま り卵

が相 当黒化 してきた時に1

箇 の大 きい卵塊を数箇の小

片に切 り離 した場合のふ化

の状態は,第2図 の とお り

であ る。切 り離 した各小片

のふ化の状態は1)に おける

小卵 塊の場合 と同 じ傾 向 を

示 したが,切 った小片 を全

部あわせて,も との1箇 の

大 きい卵塊 として見た場合

には,ふ 化完了 までに きわ

めて長時間を要 し,は じめ

の1片 がふ化を開始 してか

ら最後の1片 が完了す るま

でに,約2～3時 間を要 し

た。 また,と な りどうしの

各 小片があいついでふ化す
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第4図 イネ茎1本 におけ る幼虫の集合状態
A:卵 粒数60以 上 B:卵 粒数59～40 C:卵 粒数39以 下 D:針 つぶ し

るか ど うか を知 るために,各 小片 の一端か ら他端へ の位

置順に番号をつけ,こ れを順に図中に示 したが,各 小片 の

ふ化は全 く独立に起 こってお り,と な りど うしがあ いつ

いで起 こる傾 向は全 く見 られず,ま たそれ ぞれの小片 の

ふ 化開始の時 間には,な ん らの規則 性は見 られ なか った。

3) ふ化2日 前 に数箇所 を任意 に針 でつぶ した卵塊のふ

化 の状態 を,第3図 に示 した。 この場合 も2)と 同 じよう

に,ふ 化完了 までに きわめ て長時間 を要 し,だ らだ らと

1～2.5時 間 もかか ってふ化が起 こった。

以上 の実験 は室 内の自然温度,自 然 日長 の下 で行 な っ

た。

稲茎内におけ る幼虫の集合度

い ろい ろの大 きさの卵塊,お よびふ化2日 前に数箇所

を任意に針でつぶ した卵塊を,野 外 のイネにセ ロテープ

で は りつ け,ふ 化3日 後 にそれぞれ の母茎 のみを抜 き取

り,幼 虫 の集団 の形成状態を調べた。 なお,イ ネの品種

は農林17号 で,普 通育 のイネを用いた。幼虫 の侵入部で

あ る第1葉 鞘か ら基部へむか って1.5～2.0cm間 隔で10

区画に切 り,各 区画にい る生存幼虫数 を調べ て,そ の頻

度分布を第4図 に示 した。 また母茎 における幼 虫の集合

度を数量的に示す ために,10区 画 中におけ る個 体の位 置

の平均値 の標準偏差 を求 め,そ の逆 数を幼 虫の集合度 の

指数 と した(第1表)。 大 きい卵塊 では小 さいものに比

第1表 イネ茎1本 内 における幼 虫の集合度(指 数)

σ: 母茎を第1葉 鞘か ら基部へむか って10区 画 に切

り,そ の10区 画 中にお ける個体 の位置 の平均値
の標 準偏差

べ て集合性 は強い。 針つぶ し区では きわめて弱 く,大 き

い卵塊におけ る集合度 の値 の約1/2であ った。

ふ化 した幼虫 が摂 食場 所に到達する までの行動

ポ ッ ト植 えに した イネに野外か ら採 集 して きた雌成虫
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を 放飼 し,産 卵 させて,室 内でふ化 した幼 虫の行動 を観

察 す るとともに,ふ 化 した幼虫の うち1ぴ きお よび2ひ

きを イネ茎に接種 し,そ れぞれの幼虫 の摂食活動 を実験

的に調べた。 この実験 は室 内の自然温度,自 然 日長 の下

で行な った。

湖山(1955)が ナ ンカメ イガSchoenobius incertellus

で,ふ 化 した幼虫は直線方向性を も って葉 の先端へ移 動

し,し ば ら くwanderingし たのち,下 降す る もの と,

葉 の先端か ら吐糸けん垂す るもの との2つ のタ イプを観

察 してい るが,ニ カメイガにお いても,こ れ と同 じよう

な行動を観察 した。す なわ ち,ふ 化 した幼 虫は葉 の先端

へ移動 し,し ば らく休止 したのち下 降す るもの,葉 の先

端か ら吐糸けん垂す るもの,お よび葉 の先端へ行かずに

ふ化 して まもな く下 降す るものの3つ のタイプが認 め ら

れたが,大 部分 の幼虫は葉 の先端か ら下 降す るタ イプで

あ った。LONG(1955)やGHENT(1960)の 認 めた リー

ダー格の幼虫がい るか ど うかは明 りょうで ないが,下 降

す る幼虫の うちで最初に葉鞘部に到達 した個体が葉鞘 の

周辺でwanderingし て次 々 と下降 して くる幼 虫 と合流

し,あ る大 きさの集団(5～ 数十ぴ き)を 作 っては じめ

て摂食場所に落 ち着 く傾向が うかがわれ た。 なお,ふ 化

した幼虫がすべ て葉鞘部に食入 して しま うまでには,約

1～1.5時 間を要 した。

ふ化 した幼 虫の うち1ぴ きおよび2ひ きを任 意に選 ん

で イネ茎に接種 し,こ れ らの幼虫が摂食 できるか どうか

を調べた ところ,ふ 化7日 後(一 般に2令 末期 の幼 虫 と

思われ る頃)に おいて さえ,1ぴ き区ではほ とん ど摂食

で きず,か すかに摂食活動を行な ってい る程度で死亡率

もきわめて高か った。 これに対 して2ひ き区では約半数

が生 き残 り,生 存区の うちの半数はすでに茎中でかた ま

って摂食 してお り,残 りの半数 も葉鞘部で活発な摂食活

動 を行 な ってい ることを知 った。 この結果か ら幼虫が生

活 してゆ くためには,集 合 しなけれ ばな らない ことがは

っき りとわか った。

考 察

すでに森下(1961)も 動物 の集合性 の分類 を行 な って

い るが,昆 虫の集合性を形成す る要因 として次の2つ が

考え られ る。すなわち,そ の種 の も ってい る内的要因(in-

ternal factor)に よる場合 と外 的要 因(external factor)

に よる場合で あ って,一 般に卵塊 で産卵す る昆虫では前

者に属 し,卵 がかため て産みつけ られ ている こと自体,

お よび卵塊か らふ化 した幼虫 の行動に よ って集合性が規

定 され ると考え られ る。

しか し,こ の うちで も幼虫期 のご く初期に集合性が消

滅す るもの(ナ ンカメイガ),中 令期 まで集合 性を維持

す るもの(ニ カメ イガ),お よび終令期 まで強 い集合性を

持続す るもの(ド クガ,チ ャ ドクガ)に 分かれ るが,い

ずれ も集合性を保 って生 息 している期間 は環境条 件 とは

無関係に,生 活 に対す る適 応現 象 として集合 性を保 って

い るのであ って,1ぴ ぎの幼虫で は生活す る ことがで ぎ

ない。一方,卵 塊で産卵す る昆虫で も上述 の前者に属す

るものの例外 として,ウ ワバの1種Plusia gammaに

見 られ るよ うに ご く弱い集合性を示す もの(LONG, 1955)

があ る。 モ ンシ ロチ ョウPieris rapae crucivoraの

室内飼育実験の結果,1箇 ずつ点 々と産卵す る昆虫にお

いて も,1ぴ きずつ隔離 した場合 よ りもなんびきか を集

合飼育 した方が発 育経過 もよ く,こ の種 の生活に好適 で

あ る(森 本,1960)。

これ らの場合は,幼 虫が単独で も生活で きるが集合す

ることに よって更に生活に好適な結果を もた らすのであ

る。 これ らはいずれ も上述の後者の例で,環 境に依存 し

た集合性 と考え られ る。た とえば,点 々と産卵す るモ ン

シロチ ョウの場合で もあ る特定の株に集中的に産卵が行

なわれ,ふ 化が よ り斉 一に起 った場合な どに集合が見 ら

れ るが,こ のほかの点 々と産卵す る昆虫で も,ふ 化が斉

一に起 こ り餌 の上で求餌行動を示 して いる時に,た また

ま集団が作 られ る例 も考 えられ,こ れは趨光性な どとも

密接な関係 を もってい るのであろ う。 ところで集合性の

この2つ のタ イプは昆虫の生活史上全 く異な った意義を

もっているが,こ こではニカメイガを例 として,前 者の

内的要 因に よる場合について考察す ることにす る。

より大きい卵 塊は小 さい ものに比べ て,ふ 化 は斉一で

あ り,摂 食場所 での集合性 も強 く,ま たふ 化をだ らだ ら

とさせ る ような条件が加 わ ると,集 合 性はきわ めて弱 く

なる傾 向が見 られ た。つ まりこれ は,ふ 化 の斉一性がふ

化幼 虫の行動 と活動性 に影響 を与 えて,幼 虫集団 の形成

過程に差 を生ぜ しめ る結果 である と考 え られ る。 マツノ

キハ バチの1種Neodiprion swainei (LYONS, 1962)や

ニカメイガ(佐 藤 ・森本,1962a)に 見 られた 卵塊性幼

虫集団 の大 きさが,幼 虫 の生存率に差を もた らす とい う

結果 も,こ のよ うなふ化 の斉一性に基因 してい る結果で

あろ う。

ところで 自然状態において,1ぴ きの ニカメ イガ雌成

虫が産む卵塊の大 きさは雌成虫の老若に よってかな り変

動 し,最 初に産 まれた卵塊 と後で産 まれた もの とでは,

それ ぞれの卵塊の もってい る活力に差があ るので,こ の

場合には筆 老 らの行な ったふ化の斉 一性の第1実 験 と同
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じようなふ 化の状態を示す もの と考え られ る(第1図 参

照)。 また,寄 生蜂 が卵 塊を攻撃 した場合に,そ の産卵

様 式 にもよるが,も しも1箇 の卵塊 中の数箇 の卵を任意

に 点 々と攻撃 した時には筆者 らの行 な ったふ化 の斉一性

の第3実 験 と同 じよ うなふ化 の状態を示す もの と考 え ら

れ る(第3図 参照)。

以上の ような環境条件や卵塊の もつ生理的な要因に よ

って も自然状態でのふ化は律せ られ るが,こ れ らはいず

れ も卵塊の大 きさを規定す るものであ る。すでにふ化 の

斉一 性を支 配す る要因について,チ ャ ドクガで最初にふ

化 した幼 虫が とな りの卵殼を食い破 り,と な りの卵か ら

幼 虫がふ 化 しや すい ようにふ 化孔をあけ ること(杉 浦,

1961)や,オ オ モンシロチ ョウで は じめにふ 化 した幼

虫 が卵塊 の表面 を這 い まわ って ふ化を 促進 させ ること

(LONG,1955)な どの観 察があ るが,こ れ らはあ くまで

も第2次 的 な要 因で あ って,基 本的 には筆 者 らの行 な っ

た よ うに,卵 塊 の大小に よ ってふ化 の斉一性が律 せ られ

て い ると考え られ る。 しか し,卵 塊 の大 きさに よって起

こるふ化の斉一性 の生理的 な原 因につ いては,今 の とこ

ろ不明であ って,今 後更に進んで行 なわねば ならない問

題 である。

次に幼 虫の卵塊性集 団を規定す る第1の 要 因 として,

卵 期におけ る死亡率が あげ られ る。 これ は寄生蜂や捕 食

虫 の影響に もよるが,特 に小 さい卵塊で は原 因不 明のき

わめ て高い死亡率が起 こるといわれ るが,こ れ は不 受精

卵 に よるもの と考え られ る。一方,若 令幼虫の死亡率につ

い ては,次 の ような要 因に よると考え るのが妥当であ ろ

う。つ ま り,1ぴ きの幼 虫では摂食 で きず,数 ひ きが力を

合わせ ては じめて摂食が可能 にな ること(GHENT,1960;

LYONS, 1962),お よびサ ンカメ イガ(湖 山,1955)や オ

オモ ンシ ロチ ョウ(LONG, 1955)に おいて,リ ーダー格

の個体が他 の個体 に先がけて摂食 場所を作 り摂 食活動を

容易 な らしめる ことが報 告され てい る。ニカメ イガにお

い て も前述 した よ うに,1ぴ きの幼 虫 と2ひ きの幼 虫 と

で は,摂 食活動が全 く異な り,集 合す ることに よ って摂

食を容易にす る現象が見 られた。小 さい卵塊で も大 きい

卵 塊で も,ふ 化を不斉一 にす るよ うな要因が働 くと,摂

食 場所 に落ち着 くまでに長時 間を要 し,そ の間の飢えに

よって死亡す る個 体が多 くな るもの と考え られ る。

以 上の ことか ら,集 合性を保 って生活す る昆虫では,

ふ 化が より斉一 に起 こり,適 当な大 きさの幼 虫集団を作

って集団摂食(mass-feeding)を 行 ない,幼 虫 の発 育を斉

一 化 し,ひ いては羽化後の交尾の機会を高め ている こと

に 集合性の適応的な意義を もってい るもの と考え られ る。

要 約

筆者 らは前報 で(1962a),ニ カメ イガの卵塊性幼 虫

集団 の大 きさ と生存率 との関係 に よって集合性 の意義 を

追求 したが,本 報で はそ の集合性 の機構 を解析す るため

に二,三 の実験を試みた。す なわち,ふ 化 の斉一性 とイ

ネ茎内での幼虫の集合度 との関係を実験的に調べ,ま た

ふ 化 した幼 虫が摂食 場所に到 達す るまで の行動 の観察を

も行 な った結果,次 の ことがわか った。

1) 大 きい卵塊では小 さい ものに比べ てふ化が よ り斉

一 に起 こ り,前 者では平均13分,後 者では平均20分 でふ

化が完了 した。 また小 さい卵塊で は,ふ 化開始か ら完了

までに要す る時間に卵塊 による変異が著 しく認め られ,

10分 か ら25分 でふ化を完了す るもの まで あ ったが,卵 粒

数 の比 較的多い ものが早 くふ化を完了す るとい った傾向

はなか った。

2) ふ 化の2日 前 に1箇 の卵塊 を数箇の小片に切 り離

す と各小片 のふ 化の状態は上記の小卵塊のふ化 と同 じよ

うな傾向 を示 したが,各 小 片を合 わせて もとの1箇 の大

きい卵塊 として見 た場合 にはふ化 完了 までにきわ めて長

時間(2～3時 間)を 要 した。 また とな りど うしの各小

片があいついでふ化す る傾向はな く,各 小片で独立にふ

化が 起 こった。

3) ふ 化2日 前 に1箇 の卵塊を数箇所任意に針でつぶ

す と,ふ 化完了 までに長時間(1～1.5時 間)を 要 した。

4) 野外 のイネ茎 におけ る幼 虫の集合性 は,大 きい卵

塊では きわめて強 く,針 でつぶ した卵塊で は最 も弱か っ

た。

5) ふ 化 した幼 虫は大部 分 まず 葉の先端へ移動 し,し

ば ら くwanderingし たのち下 降す るが,こ の うちの1

ぴ きが他 の幼虫 に先がけ て摂食場所 に到達 し,下 降 して

くる他 の幼虫 と合流 して集団 を作 り摂食活動に入 った。

なお この場合1ぴ きの幼虫ではほ とん ど摂食で きず2ひ

き区では全 区の うち半数が摂 食可能であ って,集 団を作

らない と摂食 しに くい ことがわか った。

以上の結果か らふ化 の斉一性が幼虫集 団の形成過程に

影響を与え,以 後の幼虫の生存率に大 きな役割を演 じて

い るもの と考え られ る。
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Summary

Synchrony of Hatching within an Egg Mass and Its Effects on the 
Formation of Larval Group on the Rice Stem Borer, Chilo suppressalis

By Naotake MORIMOTO and Yasuo SATO

Entomological Laboratory, College of Agriculture, Kyoto University, Kyoto

In the previous paper (1962a), the authors studied 
the influence of larval aggregation of the rice stem 
borer, Chilo suppressalis, upon its survival. In the 

present paper, the authors intended to know the 
influence of the synchrony of hatching of individual 
eggs within an egg mass on the formation of larval 

group in a paddy stalk and on the behaviour of 
larvae from hatching to aggregation at the first 
feeding site. These experiments were carried out 
under the natural condition of room temperature and 
natural daylength. 

The results obtained are summarized as follows.
1) Hatching of eggs within an egg mass of large 

size was well synchronized and it took 13 minutes 
in average for completion of hatching in contrast 
with a small one of 20 minutes, in which the 
variation of hatching time between first and last in 
each mass was great.

2) When an egg mass of large size was separated 
into some pieces at 2 days before hatching, any 
neighbouring piece did not hatch one after another, 
but hatched independently and it took time more 
than 2 hours from the beginning of hatching of the 
first piece to the completion of the last one.
Therefore, the time from hatching to its completion 
was greatly protracted.

3) when several eggs within a large sized egg mass 
was killed by needle at random 2 days before

hatching, the time between the first and the last 
hatching in a mass was also greatly protracted and 
it took time more than 1 hour.

4) At the 3rd day after hatch the degree of larval 
aggregation in a rice plant stalk was maximum in 
the large sized egg mass and the minimum in the 
mass where several eggs were killed randomly by 
needle.

5) In most instances, the larvae tended to move 
toward the tip of rice plant leaf. Some remained 
motionless there, others turned around and followed 
the leaf surface back to the base of the leaf and one 
of these larvae which reached to the feeding site 

(leaf sheath), wandered around here and there for a 
moment, thereafter it confluented with others. The 
larval group was gradually enlarged in its size and 
established at the feeding site. An isolated larva 
could not feed.

When the hatching of eggs within an egg mass 
was well synchronized, the degree of larval aggre-

gation was high. On the other hand, if the 
synchrony of hatching was disturbed by such a 
factor as parasitization, establishment of aggregation 
was also disturbed. It is concluded that synchrony 
of hatching and the behaviour of newly hatched 
larvae influence the size of larval group and larval 
survival.


