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イネ ドロオイムシ成虫雌雄の鑑別法

佐藤 テイ

農林水産省東北農業試験場

Discrimination between Male and Female Adults of the 

Rice Leaf Beetle, Oulema oryzae KUWAYAMA. Tei SATO 

(Tohoku Agricultural Experiment Station, Omagari, Akita 

014-01). Jap. J, appl. Ent. Zool. 24: 110-111 (1980)

イネ ドロオイムシの発生生態を研究するに 当って,生 体のま

ま,成 虫の雌雄を容易に見分けることができれば,種 々の実験

を行 う際に非常に有利であることは明らかである。

筆者は,雌 雄の形態的特徴を観察した結果,若 干の知見を得

ることができたので,こ こに報告する。

本文に入るに先立ち,ご 指導,ご 校閲を賜わった 栽培第一部

虫害研究室 鈴木忠夫室長,ご 助言をいただいた当研究室 河部

暹,安 藤幸夫両技官に厚 く御礼を申 しあげ る。

また,本 報 の取 りま とめに当 って,農 林水産省農業技術研究

所 昆虫同定分類研究室 福原楢 男技 官 および 東洋大学 自然科学

研 究室 大 野正男教授には,種 々ご指導 ご校閲を賜わ った。 ここ

に深 く謝意 を表す る。

鑑 別 方 法

ハムシ類の雌雄鑑別には,触 角 ・複眼 ・脚 ・翅鞘 ・腹板 な ど

の構造や,体 色の違い など,種 々の形質 が用い られてお り,種 に

よっては,こ れ らの形質に よ り,明 瞭に区別 できる例 も 少 な く

ない。 しか し,イ ネ ドロオイムシの雌雄 の差異 につい ては,従

来,桑 山(1932)に よる諸形態 の測定か ら,雄 は雌に比較 して,

一 般に小 さく,細 長い ことが述 べられ てい るが,そ のほかには,

明瞭な区別点は指摘 され てい ない 。

筆者は,本 種 の生態的調査 を行 う場合,雌 雄別 に 分けて解析

す る必要に迫 られ るこ とが多 く,従 来 は,交 尾中の ものを とる

か,あ るい は体 の大小 によ って 雌雄を見分けて きた。 しか し,

交尾 を待 って雌雄 を鑑別 する ことは,試 験の 目的に 添 わない場

合 もあ り,ま た,体 の大小 で見分けて も,し ば しば 見違え る場

第1図 成虫雌雄の鑑別場所.
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第2図 腹部基 部の側 面図.AS1:腹 部第1腹 板,CX3:

後脚基節.

合 もあ った。

そこで,成 虫の雌雄別 の形態的特 徴を,検 鏡 によ り詳 細に観

察 した結果,第1図 に示 す○ で囲んだ 部 分に,下 記 の ような差

異が ある ことが わか った。

す なわち,腹 部 第1腹 板の 左右後脚基節 にはさまれ た 部分の

形状 と,被 毛 の毛流 に特 徴が 見られ た。 雌 は,後 脚 基節の中間

に突 出す る腹部第1腹 板 の三角形 の 部 分の前端 から 中央 にかけ

て,卵 形に,低 いが明 らかな隆起が見られ る。 他方,雄 では,

この部分が 平面的 で,雌 におけ るような隆起 は認められ ない(第

2図,矢 印)。

また,第1腹 板の毛 流を比 較してみる と,正 中部に 生 じる後

向 きの被毛 の列 は,雌 では幅広 く,楕 円形様 に 分布 してお り,

最 も幅 の広 い部分で約13列 である。一方,雄 では幅が狭 く,菱形

様 の紋様 を呈し,最 大幅 の部 分で10列 程度で ある(第3図)。

そ のほか,第5腹 板 の後縁 の弧 は,雌 は雄 よ りもとが り気味

で ある(曲 率半径が小 さい)。

なお,こ れ らの特徴 は,肉 眼 では判定 し難 く,検 鏡に よらな

けれ ばならない。 その倍率 は約30倍 で光 源を前側方(頭 側方)

か ら当てて観察す ると見 やす い。 検鏡に 当た っては,内 径0.7

cm,長 さ5.5cmの チ ューブに供試虫を入れて綿栓 し,静 止 を

待 って,こ のチューブを回転すれ ば,腹 部を容易に 観 察する こ

とが で きる。

大量 の個体 を鑑別す る場合に は,虫 体 の大小 によ り鑑別可能

な ものは鑑別 し,大 小 に大差 ない 中間の 個体群 につい て,こ の

よ うな鑑別 を行 う便法 をと っている。

このよ うな方法 で,上 記 の特徴 を見 ることに よ り,越 冬成虫,

新成 虫 ともに,雌 雄 を適確かつ容 易に 鑑別す ることが できる。

引 用 文 献

桑 山 覚(1932)北 海 道農試報 29: 1-96.

第3図 腹部腹板の特徴.


