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イ ネの穂を加害 して斑点米の原因 となるカ メ ム シ類の な か

で,ホ ソハ リカメムシは最 も重要 な種類 の一つ であるが,そ の

生態については まだ不明 な点が多 い。年 間世代 数について も1

世代 とす る ものか ら3世 代 とす る もの まで さまざ まであ る。 こ

れ らのなかにはた んにす くい取 り調査 や飼育試 験結果のみか ら

の推定 もあ り,は っき りした こ とはわか っていない。

KIRITANI (1963)は ミナ ミアオカ メムシについて,雌 成虫の

解剖に よ り卵 巣の発育程度 か ら本虫 の世 代経過 を推定す ること

がで き,し か も各世代 の成虫が重 な りあって出現 す るような場

合で も世代間 の区別がつ き,こ の方法 が非常 に有効な手段であ

るとしてい る。

そ こで ホ ソハ リカメムシにつ いてこの解剖 法を用 いて世代経

過を推定 した のでそ の結果を報告す る。

材 料 お よび方 法

1976年5月 か ら11月,お よび1977年6月 か ら10月 に埼玉

県北本市の イタ リアンライグラスの牧 草地(刈 取 り以外はほ と

ん ど手をかけないため,夏 季には メヒシバ,ヒ メイ ヌビエな どの

雑草が繁茂す る)で,1976年 は3～7日 ごと に1回 当 り10～

45頭 のホ ソハ リカメムシ雌成虫をす くい取 りに よって採集 し,

-20℃ の フ リーザーに入れて殺 した あと,実 体顕 微鏡 下で解

剖 して,そ の卵巣の発育程度を調査 した。 また1977年 は6～

16日 ごとに採集 し,1回 当 り10～20頭 を供試 した。 解剖 した

個体は次 のよ うな規準で3段 階 に分 類 した。

(-):卵 巣が未発育で,卵 巣小管内 の卵細胞 もは っき りとは

認め られない もの。

(+):卵 巣小管内の卵細胞が発育 し始めてい るものか ら,卵

巣小管内に成熟卵 と同形の卵が認め られ るまで のもの。

(++):成 熟卵が輸卵管 まで降 りてきてい る もの。

結 果 お よ び考 察

ホ ソハ リカメムシは左右7個 ずつの卵巣小管を もってい る。

各 卵巣小管内にはい ろい ろな発育段階の卵が見 られ,白 色球形

か ら発育 す るに従い黄色 フッ トボール形,そ して成熟 して輸卵

管 に降 りて くるものは産下 され る卵 と同 じ く褐色で フ ットボー

ル形 で あ る。2年 間 の解剖観察 中,輸 卵管には多い個体で14

個 の卵 が認め られた。

KIRITANI (1963)は 産卵終了後 の卵巣退化に伴 って卵巣小管

内に現 われる 「黒点」(black spot)に ついて もその消長を調べ

てい るが,ホ ソハ リカメムシでは この黒点に相当す ると思われ

るものは成熟卵を もった雌の多 くに も見 られた。 ホソハ リカメ

ムシでは この黒点が現われ ることと卵形成の終 了とは関係がな

い もの と考え られ る。

Fig. 1お よびFig. 2に 卵巣未発育雌(-)率 お よび成熟卵

蔵 卵雌(++)率 の季節的消長を示 し た。1976年 の調査で は調

査 を始めた5月14日 にはす でに成熟卵蔵 卵個体 が見 られ,そ

の後急速に この比率は高 まった。 そ して6月 以降 ほぼ80～90

%を 保ち8月 に入 って少 しずつ下が り始め,10月22日 には成

熟卵を蔵 卵 してい る個体は見 られな くな った(Fig. 1)。

一方
,卵 巣未発育雌(-)の 比率は5月14日 には73%で あ

ったが,そ の後急激に下が りほぼ6月 中旬に0%と な った。そ

の後7月 い っぱい0%が 続 き,8月 に入 って 再 び20%程 度 ま

で上 昇 した。 これは新成虫の羽化に よるもの と考え られ る。9

月に入 ると卵巣未発育雌比率は さらに上昇 し,10月27日 には

す べての個体が卵巣未発育個体 とな った(Fig. 1)。

1977年 は調査 を始めた6月3日 には す で に卵巣未発育雌は

認 め られ なかった が,1976年 の場合 と同様に8月 に入 って見

られ るようにな った。(Fig. 2)。 また9月 以降卵巣未発育雌 の

比率 が急速に上昇す るのは休眠成虫の出現に よるものであ る。

清水 ・丸(1976)に よる と,千 葉 県でのホ ソハ リカメムシの
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Fig. 1. Seasonal changes in the ovarian maturation 

of Cletus punctiger in 1976. ●: percentage of 

females with mature eggs (stage (++)), ○: 

percentage of females with immature ovaries 

(stage (-)).

Fig. 3. Daily maximum and minimum air temper-

ature from July to September in 1976 and 

1977. Changes in the average of every five 

day's temperature.

休眠臨界 日長は25℃ 定 温条件下で 調査 した 結果,13.5～14

時間の間にあ り,日 長感受 ステージは4齢 以後 であ るとしてい

る。 また本調査地で ある北本市 とほぼ 同緯度(36°N)に あ る茨

城県筑波郡谷 田部町産 のホ ソハ リカ メム シの臨 界 日長 も13.5～

14時 間であ った(伊 藤,未 発表)。 秋季 に野外 で この程度の 日

長 とな るのは薄 明 ・薄暮を加 えて考 えれば9月 上旬 ごろにあた

る。 しか し実際 の野外 においては別の条 件 も加わ るためか,も

う少 し早い8月 下 旬に は休眠成虫 が見 られる。 したが って8月

に入 って現われ始め る新成虫 の うち,8月 下旬頃 までの ものは

産卵 して,も う1世 代経過す る ことが可能 と考え られ る。

これ らの ことか ら,関 東 ではホ ソハ リカメムシは年1～2世

代経過す る と考 え られる。

Fig. 2. Seasonal changes in the ovarian maturation 

of Cletus punctiger in 1977. ●: percentage of 

females with mature eggs (stage (++)), ○: 

percentage of females with immature ovaries 

(stage (-)).

ところでFig. 1, 2か ら秋季に,卵 巣未発育雌比率 が50%

にな ったのは1976年 は9月 末であ ったのに対 し,1977年 は8

月末 と,約1か 月の差があ った。 この年次差 の要 因 として両年

の気象のちがいが考 えられ る。Fig. 3は 調査地か ら約8km離

れた農業研究 センター鴻巣試験地(旧 農事試験場)に おける両

年 の7～9月 の 日最高お よび最低気温 の半 旬ご との平均値を示

した ものであ る。

それに よると8月6半 旬か ら9月6半 旬 までの間連 続 して,

最高気温で1.9～4.6℃,最 低気温で1.7～4.3℃ 程度1976年

のほ うが低か った ことを示 してい る。 した が って1976年 には

秋季の低温のた め蔵卵雌が長期 間生存 し続けていた もの と思わ

れ る。 また この時期 には成 虫羽化 もゆ っく り進み,結 果 として

秋季の卵巣未発育雌(=休 眠雌成 虫)の 増加がゆ るやかであ っ

た もの と考 え られる。

逆に1977年 は秋季の高温に よ り,幼 虫の発育が速や かで,

羽化休眠虫 の累積 も速 やか であった と考 え られ る。 さらに1977

年の8月3～5半 旬は雨天 の 日が 多 く,日 中の気温が上が ら

ず,そ の後 の8月6半 旬以 降急 に気温の高い 日が続いた ことも

急速な卵巣未発育雌比率 の増加に寄与 した もの と思われ る。

秋季の高温は,産 卵が長期 にわたって行われ,秋 に休眠成虫

が現われ るホ ソハ リカメムシの ような種 に とって よ り多 くの休

眠成虫を羽化 させ る ことが できる点 で,有 利に働 くもの と考え

られ る。 さ らに ホ ソハ リカ メム シ休眠成虫は羽化後の摂食期間

の 長い ほ うが そ の後の生 存率 が高い(伊 藤,未 発表)こ とか

ら,秋 の高温 は本種 に とって冬季の生存率を高め る点で も有利

と考 え られる。
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