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短 報

コ ブ ノ メ イ ガの 交 尾,特 に低 温 の 影 響

宮原 義雄1)

農林水産省九州農業試験場

Mating of Cnaphalocrocis medinalis GUENEE (Lepidop-

tera: Pyralidae), with Special Reference to the Effect of 
Low Temperature. Yoshio MIYAHARA2) (Kyushu Natio-

nal Agricultural Experiment Station, Chikugo, Fukuoka 
833, Japan). Jap. J. appl. Ent. Zool. 25: 119-121 (1981)

福岡県筑後市の水田お よびその周辺雑草で,9月 中旬か ら10

月にかけ て採 集 され る コブ ノメイ ガ雌成 虫 の 交尾率 は,そ れ

以前の 時期 の 交尾率 に 比べ,著 しく低下 する 現象がみ られ る

(WADA et al., 1980)。 筆者は季節的な この低下の原因につ い

て,気 温の低下に よる交尾の 抑制に よるのでは ないか と考 え,

調査検討 を行い,若 干の知見 を得たので報告す る。

方 法

1. 野外採集虫に関す る二つの調査

交尾率の低下がみ られ る 野外採集虫 を供試 して二つの 調査 を

実施 した。一つは採集 虫を25℃ 条件に置いた時の交尾の可能

性,今 一つは低温 と交尾 との関係 を明 らかに しよ うとした。

供試虫は上記報告中の1地 点 福岡県大 和郡瀬高町本吉に ある

標高100mの 清水山の山中谷間で,1978年9月26日,10月4

日お よび6日 に捕虫網 を用い て採集 した。 採集 した 成虫は実験

室に持ち帰 ったのち,直 ちに雌雄1対 ず つを直径9cmの 透明

プ ラスチ ック容器に収容 して供試 した。

採 集虫を25℃ 条件下 で調査 した場合 は9月26日 採集の成虫

を用い,プ ラスチ ック容器内には水(地 下水)を 含ませた脱脂綿

を入 れ,供 試虫の死後交尾率を調べた。20対 供試 した。

低温が交尾 に及 ぼす影響 は,10月4日 お よび6日 採集の もの

を用い,上 記容器 を25.0, 24.5, 21.0, 17.5お よび14.5℃ 条

件 に保管 した。容 器内には10%し ょ糖液浸漬綿 を置 き,隔 日に

取 り替 え,雌 雄 いずれ かが 死亡 後交 尾率を調べた。各温度26ま

たは27対 供試 した。

これ ら二 つの調査 はいずれ も14時 間照 明条件で実施 し,交 尾

は雌虫 を解剖 し,精 包 の有無に よ って確認 した。

2. 交尾時刻 の季節的推 移

供試 虫は25℃, 14時 間照明下 の室 内で,シ ャー レを用 いて

飼育 した。ふ 化後数 日はイネ葉 または播 種1週 間た った ソル ゴ

ー葉 で飼育 し,そ の後 は蛹化 まで播 種7～10日 た ったデン トコ

ーン幼植物 を与 えた。蛹化後の蛹は植物体か ら取 り出 し,ろ 紙 を

敷 き適度 の湿度 を与 えたシ ャー レに,雌 雄 に分けて 収 容 した。

このシ ヤー レを室外露場 に 設 けた百葉 箱内に 置 き羽 化させ,調

査時 までは雌雄別に成 虫用容 器に収容 し,し ょ糖液 を 与 えた。

交尾時刻調査 は7月31日,9月7日 および10月6日 の3回,

自然光室温下 で実施 した。

いずれ も,雌 雄1対 を収容 した 前記 プラスチ ック容 器を 机上

に並べ,調 査 日の0時 か ら10分 ご とに,最 終交尾対 の交尾終 了

まで,容 器内 の雌雄 の交尾 を観察 した。 観察 には 赤色パ ラフ ィ

ン紙で遮光 した懐中電 灯を用 いた。

気温は前2回 の調査 では 自記寒暖計 で記録 し,3回 目の10月

5日 の調査で は棒状水銀温度計 を用 い,交 尾観察時 に 同時 に記

録 した。

供試虫の 日齢は羽化 後24時 間以 内を0日 とし,1日 か ら4

日まで を供試 した。3回 の 供試 虫数は 第1回 か ら 第3回 まで,

それ ぞれ,35, 54お よび86対 であ った。

結 果 お よ び考 察

1. 野外採集虫 に関す る二つの調査

25℃ 条件下で採集虫の交尾率 を調べ た結 果は供試20対 中14

対で交尾が確認 され,交 尾率70%で あった。 この供試虫 と同 じ

日,同 一場所で採集 した48雌 の交尾率は2.1%で,非 常に低 い

値であ った(WADA et al., 1980)。 したが って,秋 期にみ られ

る未交尾虫,少 なくともこの調査の採集虫は,25℃ 条件に移 し

水 を与え ることに よって交尾可能な ことを示 した。

気温 と交尾 との関係につい て調べた結果 を第1表 に示 した。

この表に よると交尾率は調査温度の 低下に したが って 低下 し,

17.5℃ では若干 の交尾個 体が 出現 したが,14.5℃ では交尾は

全 く行われなか った。 この調査の供試虫につい て 採集時の交尾

状況 は調べなか ったが,14.5℃ の交尾率が0%で あ ったこと,

お よび上記WADAら の10月3日,12日 の採集虫の交尾率が

第1表 気温 と交尾 との関係
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第1図 コブノメイガの交尾時刻の季節的推移.

図中の数字は供試虫の日齢,矢 印は日の出,● 交尾開始個体,▲ 交尾終了個体を示す.

いずれ も0%で あった ことか ら,供 試虫 はほとんどが未交尾 で

あ った と考 えられ る。

2. 交尾時刻の季節的推移

交尾時刻の季節的推移につい て,そ の結果を調査時 の 気温 と

共に,日 齢別に分 けて虫数 の推移 を第1図 に示 した。

一般に昆 虫の交尾時刻 の サー カデ ィアン リズムは 光 お よび温

度が もっとも大 き く影響 を及 ぼす もの と思 われ る。 温度 につい

てTrichoplusia ni (SOWER et al., 1971), Choristoneura 

fumiferana (SANDERS and LUCUIK, 1972)お よび ニカメイ

チ ュウ(KANNO and SATO, 1979)な どでは,温 度 の低下が コ

ー リングの時刻 を早め,ま た,交 尾時刻 を早 め るこ とが報 告 さ

れ てい る。初めに述べた野外にお ける 交尾率 の低下 は,初 秋期

か ら始ま るので,夏 期か ら秋期にかけ ての 季節的推移が 交尾時

刻に及ぼす影響を明 らかに しようとした。

10月6日 の調査は調査の開始が遅 く,調 査開始時既に若干 の

交尾個体がみ られた。 図中に示 した交尾開始個体 と 交尾終了個

体の累積曲線は,ほ ぼ平行 していることか ら考 え,23時 頃か ら

最初の交尾個体が出現 した もの と推定 され る。 また,7月31日

の調査では交尾個体は2頭,交 尾率5.7%に す ぎなか ったが,

この低い交尾率の原因は明 らかで ない。9月7日,10月6日 の

交尾率はそれぞれ,35.2, 16.3%で あった。

第1図 か ら明 らかな ように,本 種の交尾時刻 は 後夜半に あ っ

た。かつ,そ の時刻は季節の 進行に したが って早 ま り,特 に第

2回 調査か ら第3回 調査にかけ て著 しく 早 ま った。 調査時 の気

温は図に示す よ うに季節の 進行に したが って低下 し,特 に第2

回調査 と第3回 調査 との間には約10度 の低下がみ られた。 これ

らの結果か ら,本 種の交尾時刻は夏期か ら 秋期に移行す るに し

たが って早 ま ることを示 し,そ の原因の一つ として 気温の低下

が あげ られ る。

10月6日 の調査では 日齢3日 お よび4日 の雌が調査開始時に

集 中 してみ られ,日 齢1日 お よび2日 の雌 よ り交尾開始時刻は

早か った。コ カクモンハマキ(玉 木 ら,1969),イ モ コガ(HIRA-

NO and MURAMOTO, 1976),ニ カメイチ ュウ(KANNO and 

SATO, 1978)な どでは,羽 化後 の経過 日数 の増加 に したが って,

交尾 開始時刻 は 早 ま る傾向が 明 らかに されてい るが,本 種 も同

様 の傾向を示 す ように思われ る。

以上 の結 果か ら,季 節の進行に よる 気象条件お よび 供試虫の

日齢が交尾時刻 に影響 を及 ぼす ことは 明 らかであ る。 この調査

の 目的で ある 低温 によ る交 尾の 抑 制を解明す るためには,今 後

成虫 の日齢別 に気温 および 明暗 サイクルに よる 交尾時 刻早進化

の程度 を具体的 に 明 らか に してお くことが,現 実のあてはめに

当た って不可欠 であ る。

糸賀 ・酒井(1950)は 本種成 虫の温 度反応を調べ,低 温麻 ひか

ら正位 に復す る温度 を15.3℃ とした。10月6日 調査 では交尾

開始個体 は累積 曲線 に示す よ うに2時40分 で終 り,こ の時 の気

温は15.5℃ であ った。一方,日 の 出までには3時 間 を上 廻る

時間が残 され,9月7日 の調査 に比べ ると 著 しく長か った。 前

述の ように野外採集虫 は14.5℃ では交尾 はみ られなか ったが,

これ らの結果か ら10月6日 の調査 は交尾下限温度に近い温度条

件下 で実施 された ことを示 してい る。 しか し,こ の調査時の気
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第2表 各調査時における交尾時間

温 条件では交尾は完全に 抑制 されない ことを示 し,筆 者 は本種

の交尾下 限温 度は15℃ を僅か に上廻 るもの と推定す るが,今

後,正 確 な下 限温 度を明 らかにす る 必要があ る。 同 じ水稲害虫

ニ カメイチ ュウの交尾下限温度は8℃ で あるが(KANNO and 

SATO, 1979),本 種のそれはニ カメイチ ュウに比べ著 しく高い。

交尾時 間を第2表 に示 した。表に示す交尾時間は,あ る調査

時 か ら次回調査時 まで,交 尾継続の場合 を20分,雌 雄が分離 し

た場合を10分 として扱 った。第2表 か ら明 らか なよ うに,10

月6日 の調査では2頭 短い個体 もあったが,交 尾時間 は 延長す

る傾向がみ られた。ニ カメイチ ュウでは 気温の低下が 交尾時間

を長 くす るが(KANNO and SATO, 1979),第3回 調査の交尾

時 間は低温 の影響 であろ う。 なお,交 尾時 間の短か った2頭 の

精 包は,80分 以上 の個体の精 包 と形態的には変 らなか った。
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