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In order to forecast the dispersal period of the adults of the rice water weevil from over-

wintering sites to paddy fields, the temperature dependence of the flight muscle (epipleural muscle) 

development and flight activity was investigated. The threshold temperature for development of 

the flight muscle was 13.8•Ž. When the adults which were collected in woodlands in early 

spring were reared without food, the flight muscle showed only a little development. Fully 

developed flight muscles degenerated remarkably from 12 to 18 days after starvation. The over-

wintered adults started to fly from 6 to 8 days, and 50% of the adults from 9 to 12 days after 

rearing respectively. The relationship between the cumulative percentage of flying adults and effec-

tive cumulative temperature was represented by an equation. When the adults with developed 

flight muscles were kept in each plastic cup at different temperatures, the rates of adults flying 

out from the cups were very high at 25•Ž and 27.5•Ž, and the rates of flying adults decreased 

at 30•Ž and 22.5•Ž. But at 20•Ž the rate of flying adults was very low, and at 18.5•Ž no flying 

adults were observed. The period when adults which had overwintered migrated from bamboo 

grasses in the woodlands coincided precisely with the simulated period of flight initiation in the 

adults.

緒 言

イネ ミズ ゾウムシは雑木林,土 手 などで成 虫越冬 し,

翌年 田植 え後 の水 田に飛翔 ない し歩行 に より移動 し,成

虫が イネの葉を食害す るとともに次世代幼虫 が根 を食害

す る。越冬後成虫 は移動時期 になると,活 発 に飛翔す る

よ う にな り,予 察灯(KNABKE, 1973),粘 着 トラ ップ

(MUDA et al., 1981)な どで採集 され る。 また,こ の時

期に なると成虫 の飛翔筋 は顕著 に発達 し(MUDA et al., 

1981; HAIZLIP and TUGWELL, 1983),飛 翔個体 は すべ

て発達 した飛翔筋 を有 していた(松 井 ら,1983)。

本害虫の防除対策を講ず る うえで,越 冬後成虫 の越冬

場所か ら水 田への移動時期や水 田内分布 の変化 な どを予

測す ることは重要であ る。そ こで,越 冬後成虫 の越冬場

所 か ら水 田への移動は成虫 の飛翔活動 の開始 に伴 って活

発化す るとの観点か ら,飛 翔筋 の発達お よび飛翔開始時

期 と温度 との関係を中心に調査を行 った。そ の結果,若

干 の知見を得たのでその概要を報告す る。

本文に入 るに先立 ち,当 水 田虫害研究室岡 田斉夫室長

か ら助言 と本稿 の校閲を いただいた ことに対 し,深 謝の

意を表す る。

材 料 お よび方 法

1. 飛翔筋 の発達 に対 する温 度および絶食の影響

飛翔 筋の発 達 と温 度 との関係:茨 城 県谷田部 町の雑木

林(越 冬 場所)の 落葉下で1982年12月16日 に採 集 し

たイネ ミズ ゾウム シ成 虫をプ ラスチ ック容器 に収容 し,

吸水 した濾紙 を敷 き蓋を して保湿 し,5℃ で67日 間 冷

蔵保存 し た後に供試 した。13, 15, 20, 25, 30お よび

35℃ の温度区を設定 し,日 長条件 は各温度区 とも16L-

8D(16時 間明-8時 間暗,以 下省略)と した。 ガラスポ

ッ ト(直 径9cm,深 さ18cm)に イネの芽 出 しを入れ,

1ポ ッ トあた り成虫を35個 体 ずつ収 容 して飼育 した。1

温度 区あた りのポ ッ ト数は7～10ポ ッ トとした。飛翔筋

の観察 のために,高 温 区では短 い間隔 で,低 温 区では長

い間隔 で1ポ ッ トず つ中の生存虫をすべて70%ア ル コ
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ールに 浸漬 し,5℃ に保存 した。13℃ お よび15℃ 区

の最後 のアル コール浸漬 は,飼 育開始68日 後 に行 った。

飛翔 筋の観察 は,通 常1区 あ た り20個 体 とし,松 井 ら

(1983)と 同一方法 で胸 部外側 最前列のepipleural muscle

の中央 幅を実体顕微 鏡を用 いて60倍 で観察 し,接眼マ イ

クロメーターで測定 した。

飛翔筋 の発達 に及 ぼす絶食 の影響:茨 城 県谷田部町の

雑木林 の落葉下 で1983年2月21日 に採集 した成 虫を供

試 した。 ガ ラスポ ッ ト(直 径9cm,深 さ18cm)に 供試

虫 を1ポ ッ トあた り35個 体ずつ収容 した。飼育 開 始 か

ら絶食 させ た個体,飼 育開始か ら9日 間摂食 させた後 に

絶食 させ た個体,お よび飼育 開始か ら15日 間摂食 さ せ

た後 に絶食 させ た個体 を,そ れ ぞれ について絶食6日 後,

12日 後,16日 後 あるいは18日 後 に70%ア ル コール に

浸漬 して5℃ に保存後解剖 し,飛 翔筋 の観察 を行った。

飼育 条件 は25℃, 16L-8Dと した。

2. 採集時期の異 なる成 虫の摂食 反応

1) 茨城県谷 田部町 の雑木林 の 落葉 下で1983年2月

16日,2月21日,3月11日,3月28日,9月6日,

12月16日,1984年3月8日 お よび4月27日 に 採集 し

たイネ ミズ ゾウム シ成 虫,な らび に1982年12月16日

お よび1983年12月16日 に採集 した後保湿 して5℃ で

67日 間冷蔵保存 した成虫を供試 した。供試虫 は イ ネの

芽 出 しを入れ た試験管(直 径1.8cm,深 さ18cm)に1

個体ずつ収容 し,採 集時期別 にそれぞれ50個 体ず つ 摂

食開始 ま で の 期間を 調 査 した。飼育は25℃ の長 日

(16L-8D)お よび短 日(12L-12D)条 件下で行 った。

2) 1)と 同一場所で1983年3月11日 に採集 した 成

虫 の一部 を供試 し,13, 15, 17.5, 20, 22.5お よび25

℃ の6温 度区を設定 し,長 日(16L-8D)に おいて,1)

と同一の方法で摂食開始 まで の期間 を調査 した。

3. 飛翔開始前期間

茨城県谷 田部町 の雑木林 の落葉下 で1983年4月7日 お

よび1983年3月8日 に採集 した イネ ミズ ゾウムシ 成 虫

な らび に1983年12月16日 に採集 した後保湿 して5℃

で67日 間冷蔵保存 した成虫を供試 した。大 ・小の プ ラ

スチ ック ・カ ップを合わせて用い,内 側の小 カ ップ(直

径9.5cm,深 さ6.5cm)は 蓋を設 けず,外 側の大 カ ッ

プ(直 径11cm,深 さ7cm)に は蓋を して中央部を切 り

取 った。 この蓋は後述す る供試虫の歩行に よる脱出を防

止す ることを 目的 とした。 イネの芽出 し約70本 を 小 カ

ップの中央に立て,葉 先は大 カ ップの上端 よ り1cm～2

cm高 い位置で切 りそろえ,イ ネが大 カ ップの壁面や 蓋

な どに接触す ることのない よ うに した。 さらに カップの

壁 面や蓋の裏面は毎 日洗浄 し乾燥 させた状態で使用 し,

供試虫が登はんに よって脱出で きない よ うに した。 この

合せ カ ップ を一辺30cmの 透 明な プラスチ ック ケージ

内に収容 し,25℃, 16L-8D,約2,500ル ックスの定温

室 内に設置 した。供試虫50個 体 を小 カ ップに入れて,合

せ カ ップか らケージ内に飛 び出 した成虫数 を 毎 日調 査

し,飛 び出 した成虫 は70%ア ル コールに浸漬 した 後 解

剖 して飛翔筋幅 を測定 した。 なお,イ ネの芽出 しは毎 日

新 しい もの と取 り換 えた。試験は3反 復 と した。

4. 異 なる温 度条件下におけ る飛翔活動性

茨城県谷 田部町 の雑木林 の落葉下 で1983年3月11日

に採集 し,20℃ お よび25℃, 16L-8Dで11日 か ら13

日間 イネの芽 出 しで飼育 した成虫 を混合 して供試 した。

飛翔試験 は3.と 同様 の 合せ カ ップをプラスチ ック ・ケ

ージに収容 して行 った。18.5, 20, 22.5, 25, 27.5お よ

び30℃ の6温 度区を設 定 し,い ずれ も16L-8D,約

1,000～5,000ル ックスと した。各温度区 とも1ケ ージあ

た りの供試虫数 を50個 体 と し,3反 復 と した。毎 日1回

3日 間ない し4日 間連続 して調査を行い,ケ ージ内に飛

び出 した成虫は3.と 同様に処置 した。な お,本 試験で

は,調 査のたびに各温度区の全供試個体を十 分 に 混 和

し,再 配分 して行 った。 さらに,18.5, 20お よび25℃

区を設 定 して,同 様 の繰 返 し試験を行 った。

5. 雑木林内ササ上 の越冬 後成 虫の発生 消長

茨城 県谷田部 町の雑木 林内のササ地3か 所(そ れぞれ

約1m2)で,サ サ上 に登 ってい る越冬後成虫の個体数を

見取 りお よび払 落 し法に よ り調査 した。調査個体はその

つ ど調 査地 点内に戻 した。 また,越 冬場所 におけ る成虫

の発生消長 と有効積算温度 との関係をみ るために,越 冬

場所 か ら約7km離 れた農業環境技術研究所で観測 した

毎 日の最高お よび最低気温を用い,REGNIERE (1982)の

方法に準 じて電算機を用いて1時 間 ごとの気温を算出 し

て有効 積算温 度を計算 した。

結 果

1. 飛翔筋の発達 に対 する温 度および 絶食の影響

イネ ミズ ゾウム シ成虫 の飛翔 筋の発 達は,13℃ 飼 育

では68日 後 でもわずか であった。15℃ 飼育 に お い て

は,38日 後 でやや発 達 し始 めた個体が見 られ,68日 後

には42%の 死亡個体 が発生 したが,飛 翔筋 の よく発 達

した(>168μm)個 体が約20%観 察 された。 これ らと

比較 して20℃ 飼育で は飛翔筋 は速やか に発達 し,飼 育

開始38日 後 までに大多数 の個体 の飛翔筋 が飛翔可 能 な

状態 に発達 した(Fig. 1)。 飛翔筋 の発育零点 を求め るた
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Fig. 1. Development of the flight muscle of the adults 

of the rice water weevil at different temperatures.

めに,飛 翔 中の成虫 の最低飛翔 筋幅156μm(松 井 ら,

1983)を 基準 と して,50%の 個体が この太 さに達す るま

での期間 を単純 ロジ ッ ト法(鳥 居,1968)で 算 出 した と

ころ,20℃ では16.2日,25℃ は7.7日,30℃ は5.5

日,35℃ は4.4日 であ った。 これか ら発育速度 の直 線

回帰式 を求め ると,y=0.011x-0.152(r=0.996)と な

り,発 育零点 は13.8℃ となった。そ して,50%の 個体

の飛翔筋 が156μmに 到達す るまで の有効積算温度 の理

論値 は約91日 度で あった。

越冬場所 の落葉下 で採集 した成虫 に食 草を与えずに飼

育 した場合 は,飛 翔筋 は絶食6日 後 お よび12日 後 にわ

ずか に発達 していたが,18日 後 では再 び採集時 の 太 さ

に衰退 した。一方,9日 間食草 を与 えて飼育 した後絶食

させた個体は,絶 食6日 後 に飛翔筋 は絶食開始時点 より

わずかに発達 していたが,絶 食12日 後 お よび18日 後で

は衰退 して細 くなっていた。 同様 に15日 間食草を 与 え

て飼育 した個体をその後絶食 させ ると,16日 後 には飛翔

筋は衰退 して採集時の太 さに なっていた(Fig. 2)。なお,

食草を与えて飼育 し,飛 翔 筋が発達 した後に絶食 させた

成虫の卵巣小管は衰 退 して細 くな っていたが,卵 巣小管

基部には未成熟 卵が認め られた。

2. 採集時期 の異 なる成 虫の摂食反応

越 冬場所 で9月6日 に採集 した イネ ミズゾウムシ成虫

は,16L-8Dで は飼育開始4日 後に50%以 上の個体が

摂 食 したのに対 し,12L-12Dで は少な くとも8日 間は

摂食開始 個体 は認 め られず,短 日条件におけ る摂食開始

前期 間の遅延 が明確 に認 め られた。 しか し,12月16日

以降 に採集 した個体 では,長 日お よび短 日条件下での摂

食開始前期間 の差 はほぼ1日 以 内であった。

採集時期別 に50%以 上 の個体 が摂食 を開始す る ま で

の期間 を25℃, 16L-8Dで 調査 した ところ,12月16

日採集個体 では6日,2月16日,2月21日 および3月

Fig. 2. Effect of starvation on the flight muscle develop-

ment of the adults of the rice water weevil (25•Ž). 

Note: •¡, •¥ and •œ refer to the adults fed on rice 

seedlings for 15 days, 9 days and not fed before 

starvation, respectively.

Fig. 3. Pre-feeding periods of the adults of the rice 

water weevil under long or short day condition 

collected from overwintering sites (25•Ž). Note: 

•› and •œ, collected in 1983, 16L-8D and 12L-12

D; •  and •¡, collected in 1984, 16L-8D and 12L-

12D; rearing of these adults started on the day 

they were collected from overwintering sites. •£ 

and •¥, these adults were collected on Dec. 16 in 

1982 and 1983 respectively, and rearing started on 

Feb. 21 under a 16L-8D regime after refrigeration 

for 67 days. •‰ indicates that the pre-feeding 

period exceeded 8 days.

8日 採集個体は4日,3月11日 お よび3月28日 採集個

体は3日,4月27日 採集個体は1日 と,採 集時期 が 遅

くな るに したが って摂食開始 までの期間が短縮す る傾向

がみ られた(Fig. 3)。 また,1982年 お よび1983年 のい

ずれ も12月16日 に採 集 した個体を67日 間5℃ で冷蔵

保存 した場合には,摂 食開始 までの期間はそれぞれ4日

お よび3日 であ った(Fig. 3)。

次に,1982年3月11日 に採集 した成虫を供試 して,

温 度別に飼育 した個体の摂食開始 までの期間をみ ると,

飼 育温度が高いほ ど摂食開始 までの期間は短縮 された。
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そ して,各 飼育温度別 に50%の 個体 が摂食 を開 始 す る

までの期間 お よび摂食開始速度 を求 めた。 その結 果,摂

食開始 の零点 は12.8℃ で有効積算温度 は約39日 度で

あ った。

3. 飛翔開始前期間

飛翔開始個体 の出現割合 の推移 をFig. 4に 示 した。飛

翔個体は飼育開始6日 後か ら8日 後 にか けて観察 され始

め,50%の 個体が飛翔開始す るのは,飼 育 を開 始 し て

か ら9日 後か ら12日 後であ った。縦軸を累積飛翔 個 体

出現率,横 軸を有効積算温度 と し て 最小二乗法に よ り

ロジスチ ック曲線 を求め る と,y=100/(1+e-0.060746x+

7.3496)とな った。 これ よ り25℃ におけ る50%個 体 の

飛翔 前期間を求め ると約10.8日 とな った。な お,飛 翔

に よってカ ップか ら飛 び出 した成虫の飛翔筋幅の分布は

144～216μmの 範 囲で,168μmの 個体 が最 も多 く,平

均175.6±12.7μm(標 準偏差)で あ った。

4. 異な る温度条件下 における飛翔 活動性

18℃ お よび20℃ 飼育では飛翔 個体は観察 されず,

Fig. 4. Relationship between cumulative percentage of 

adults which started to fly and rearing period 

(25•Ž).

Fig. 5. Width of epipleural muscles of adults which 

started to fly (25•Ž).

22.5℃ 飼育か ら飛翔 個体が認め られた。飛翔 個体率 は

25℃ お よび27.5℃ 飼育で最 も高 く,次 いで30℃ 飼

育が高 く,22.5℃ 飼育で はやや低下 した(Fig. 6)。 ま

た,く り返 し行 った試験 では,25℃ では32.9%の 個体

が飛翔 し,20℃ で も1.1%の 飛翔個体が観察 された。

しか し,18.5℃ にお いては飛翔個体 は観察 され なか っ

た。なお,本 試験で供試 した成虫 の一部 を試験終了後70

%ア ル コールに浸漬 して保存後解剖 し,飛 翔筋幅 の観察

を行った ところ,飛 翔筋が168μm以 上 の個体は85%

であった。

5. 雑木林 内ササ上 の越冬後成虫の発生消長

1983年 においては4月 第4半 旬か ら 成 虫 がササ上に

観察 され始 め,5月 第1半 旬に個体数 は ピー クとな り,

5月 中旬に急速 に減 少 し,5月 第5半 旬にはほ とん どサ

Fig. 6. Flight activity of the adults of the rice water 

weevil reared at different temperatures.

Fig. 7. Occurrence of overwintered adults of the rice 

water weevil on bamboo grasses in woodlands and 

simulated trends of cumulative percentage of 

flight initiation in adults. Note; •œ: observed, •›: 

simulated. Highest numbers of adults which 

were observed on bamboo grasses in 1983 and 

1984 were 89 and 159, respectively. Relative density 

of adults observed on bamboo grasses=(each 

•g observed•h number)•€(highest number)•~100.
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サ地には認め られな くなった。1984年 において は4月 か

ら5月 にかけて低温に推移 したため成虫 の発生 が遅 れ,

5月 第6半 旬 にササ上 の個体数 が ピー クとな り,6月 上

旬 には急速 に減少 した。以上 の結果 と,室 内試験 で求め

た累積飛翔開始個体率 と有効積算温度 との関係式に よる

推定値 とを比較 した ところ,越 冬後成 虫がササ上か ら減

少す る時期 は,飛 翔開始個体 が増加す る時期 に相当 した

(Fig. 7)。

考 察

イネ ミズ ゾウム シ成 虫の飛翔 筋の発達 と温度 との関係

について研 究 した結果,飛 翔筋(epipleural muscle)は

温 度依存的に発達 し,発 育零点は13.8℃ であ った。 ま

た,越 冬場所 で採集 した未摂食の成虫は飼育開始時か ら

絶食状態においた場合に,飛 翔筋 の発達 に好 適 な 温 度

(25℃)条 件下 で も飛翔 筋はあ ま り発達せず,飛 翔可 能

な状態に までは発達 しなか った。 さ らに,摂 食す るこ と

に よ り一度発達 した 飛翔筋 も絶食状態 に移す と12日 後

ない し18日 後には再び細 くな った。 こ のよ うに飛翔筋

の発達は温度依存的 であ ると ともに,食 草の摂食 を も必

要 とした。alfalfa weevil (Hypera postica)で も飛翔 活動の

開始時期が食草 の有無 に密接 に関係 している例 が知 られ

ている(MEYER, 1982)。 一方,MORGAN et al. (1984)

もアメ リカ合衆 国 に 生 息 す る 両性 生殖 系統 の イネ ミ

ズ ゾウム シ成 虫 を 用 い て,飛 翔 筋(median dorsal 

longitudinal muscle)の 発達 と温度 お よび摂食の有無 と

の関係 を研究 し,飛 翔 筋の発育限界温度は18℃ で あ

り,飛 翔筋 は食 草を摂食 しな くて も発達す るが摂食に よ

っていっそ う促進 される と報告 してい る。本報告の発育

零点 は20℃ か ら35℃ までの4段 階 の温度 区で飛翔 筋

の発育速度 を求め,こ の回帰直線 か ら発育零点を算出 し

た。 この結果,両 性 生殖 系統 の イネ ミズ ゾウムシと比 較

して発 育零点は低い値 とな ったが,本 試験 の15℃ 飼育

区で飛翔 筋が よく発達 した個体が約20%認 め られ た こ

とか らも発育零点は15℃ よ りも低い値に なると考え ら

れ る。

次に,越 冬 場所 で採集 した成虫 の摂食反応 を調査す る

ことに よって,飛 翔筋発達 のため の有効温量 の積算 開始

時期を知 ろ うと した。 その結果,9月 に採 集 した個体は

短 日条件下で摂食開始 までの期 間が著 しく遅延 し,明 確

に休眠現象 を示 したが,12月 中旬に採 集 した個体 では,

長 日および短 日条件下 での摂食開始 前期 間の差はほ とん

ど消失 してお り,こ の頃 になる と越冬成 虫はすでに休眠

覚醒 してい るもの と推 定 され る。 また,2月 か ら3月 に

か けて採集 した成 虫の摂 食開始 までの期間は,日 長反応

を示 さず,摂 食後に成虫の卵巣が 日長条件 にかかわ らず

発達 して くる(未 発表)こ とか らも,明 らか に休眠覚醒

していた。そ して,こ れ らの成虫の摂食開始前期間は,

25℃ で3日 か ら4日 後 とほぼ安定 した値を示 し,飛 翔

開始個体 出現率 を求め るのに供試 した成虫 もほぼ同様 の

摂食開始前期間を有 していた こ となどか ら,有 効温量 の

積算は,休 眠覚醒後,最 高気温 が発育零点 を越 え始 める

時期(谷 田部 では3月)か ら開始す るのが適 当である と

考 え られ る。 なお,摂 食開始前期 間 と温度 との関係か ら

摂食 開始 までに必要な有効積算温度を求めたが,こ れは

今回求め た飛翔開始 のために必要な有効積算温度の中に

含 まれ ている。

室 内における飛翔開 始個体 数の調査か ら求めた累積飛

翔開始個体率 と有効積算温度 との関係式に よる推 定値を

実際 に越冬場所 で行 った発生 消長調 査 とを対比 して,こ

の関係式 の適合性 を調 査 した ところ,本 式は成虫が越冬

場所か ら飛翔 に よって離脱す る時期 を よく説 明 し うるも

のであった。MORGAN et al. (1984)の 式に よる推定値

と本式 に よる推定値 とを比較 する と,谷 田部町におけ る

1983年 の 気温 では,50%個 体 トラップ 日(発 育 零点を

18℃ とす る)は50%飛 翔 個体 出 現 日 よ り も17日,

1984年 の気温 では同 じく26日 遅 くな った。

次に,温 度別の飛翔 試験 か ら,越 冬後成 虫の飛翔活動

は約20℃ を境 として27.5℃ までは気温 が上昇す るに

したがって活発にな った。実 際に,越 冬後成 虫が飛翔 す

る夕刻 の気温が20℃ に満 たない 日には予察灯 への飛 来

はほ とん ど見 られないが,20℃ を越 え る日には予察灯

に集中的に飛 来す る現 象が しば しば観察 されてお り,越

冬後成 虫の飛翔 活動は温度 と深い関係があ ることを反映

してい るもの と考 え られ る。

以上の ことか ら,越 冬後成 虫の越 冬場所 か ら水 田への

移動様式を考え ると,飛 翔筋発達のための有効積算温量

に達す る以前で飛翔筋 の発達不十分 な個体が多 い時期 に

は,歩 行 に よって隣接 す る水田へ侵入す る場合が多い と

考 え られ る。実際に越冬 後成虫の発生初期には水田の畦

畔 際の イネに集中的に成虫が分布 して食害す るのが観察

される。その後飛翔筋が発達 した個体が多 くな る時期に

は,飛 翔個体が増加 し成虫 の移動分散能 力が著 しく高 ま

ると考え られ る。実際に この時期に,越 冬場所か ら水 田

への移動分散 および水 田内で の密度 の均一化が急速に進

むのが観察 され る。そ して,今 回 の試験 の結果,こ のよ

うな越冬後成虫の越冬場所か ら水 田へ の移動現象 につ い

ては,気 象 データを もとに飛翔開始個体 出現率 と有効積
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算温度 との関係 な らびに飛翔 活動 と気温 との関 係を組 み

合わせ て考察す ることによ り,か な り的確 に推定す る こ

とが可能 となると考 え られ る。

摘 要

1) 温度別に 越冬後成虫を飼育 し,飛 翔筋(epipleu-

ral muscle)の 発達程度 を調査 した ところ,飛 翔 筋の 発

育零点は13.8℃ であった。

2) 越冬場所 の落葉 下で採集 した成 虫を25℃, 16L-

8Dで 飼育 開始時 か ら絶食 させた場合は,飛 翔筋 はほ と

ん ど発達 しなかった。食 草を摂 食 した個体の発達 した飛

翔 筋 もその後絶食 させ ると,絶 食開始12日 後 ない し18

日後 には衰退 し,細 くなっていた。

3) 成虫 の摂食 開始 に関与する 日長反応を25℃, 16

L-8Dお よび12L-12Dで 調査 した。9月6日 に越冬

場所 で採集 した個体 は長 日条件 では飼 育開始4日 後 に50

%以 上 の個体が摂食 した が,短 日条件 では摂食 開始 前期

間が遅延 した。12月16日 以降 に採集 した個体 で は,長

日お よび短 日条件で の摂食開始前期間 はほぼ1日 以 内 と

な り,摂 食開始前期間に関与す る日長反応 は消失 してい

た。

4) 25℃, 16L-8Dで 飛翔開始 個体数を調査 した 結

果,飛 翔 開始個体は飼育開始6日 後 ない し8日 後か ら観

察 され,50%の 個体 が飛翔 を開始 したのは9日 後か ら12

日後 であった。 また,累 積飛翔 開始個体率 と有効積算温

度 との関係式 を求 めた。

5) 越冬後成虫 の温度別 の飛翔 活動性 を比較 した とこ

ろ,25℃ お よび27.5℃ で最 も飛翔個体率 が高 く,次

いで30℃, 22.5℃ の順 に飛翔 個体 率が高か った。20℃

では飛翔 個体率は きわめて低 く,18.5℃ で は飛翔 個 体

はなか った。

6) 4月 か ら6月 にかけて雑木林内のササ上で越冬後

成 虫数 を調 査 した ところ,サ サ上の個体数が減少す る時

期は,室 内飛翔試験 で求 めた関係式 に よる飛翔開始個体

の増加す る時期 の推定結果 とよ く一致 していた。
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