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草地試験場

Feeding Activity of Adults of the Oriental Armyworm, Pseudaletia separata WALKER. Kenichi 

KANDA (National Grassland Research Institute, Nishinasuno, Tochigi 329-27, Japan). Jpn. J. 

Appl. Ent. Zool. 31: 297-304 (1987)

Feeding behavior of the adult armyworm was observed in two field cages (2•~2•~2) with and 

without the supply of a brown sugar solution as food, and in a cage kept at of the constant room 

temperature of 21.5•}1.5•Ž with the supply of a sugar solution as food. Only a very small number 

of adults was attracted to the food on the 1st day after emergence. Active feeding started on the 

2nd day and reached a peak on the 3rd or the 4th day. The daily feeding peaks which occurred 

just after sunset (or light-off) and again before sunrise (or light-on) from the 2nd day to the 5th day, 

were less distinct on the 7th day on account of a rather continuous activity. The adults, which did 

not receive the sugar solution, took the honeydew from aphids on corn plants, mated and oviposited 

normally, though they showed a slightly lower percentage of mating than those fed on the sugar 

solution. Daily intake of sucrose solution per adult female and its effect on oviposition were investi-

gated in 900ml glass cups, with the supply of 0.1, 1, 3, 5, 10 and 30% sucross solutions. The peak 

feeding occurred earlier, and the total amount of sucrose absorbed per female increased linearly, 

with increasing concentration of the sucrose solution. The number of eggs laid per female increased 

with the sucrose intake within the 0.1-10% range, and decreased at a concentration of 30%. Starva-

tion of adult females decreased fecundity, but not egg hatchability.

緒 言

ア ワヨ トウは成虫が常習的に集団 で 長 距 離 移 動 を行

い,そ れが原因 となって突発的 な異常発生 が起 こるこ と

はよ く知 られて いる。 また,昆 虫 の長距離移動 は,雌 で

は卵巣が未成熟の状態 にお いて起 こるこ とが多 い とされ

てい る(JOHNSON, 1969)。 アワヨ トウの卵 巣 は羽化時 に

未発育で,羽 化後の糖 摂取 によ り発育 が促進 されて産卵

数が増加 し,生 存 期 間 が 延 長す る(児 玉,1968)。 本種

の飛翔能力は糖 摂取に より上昇す るが,成 熟卵 の蔵卵 に

より低下す る(HWANG and HOW, 1966)。 したがって,

ア ワヨ トウの長距離 移動 と糖 摂取 の間 にも何 らかの関係

が あるもの と思われ る。

著者 は先に,本 種の羽化か ら産卵 までの行動 につ いて

腰 高シ ャー レ を 用 い た 実験結果 を報告 したが(神 田 ・

内藤,1979),本 報 では1982年 に行 った恒温室お よび野

外 の網室 内での成 虫の行動 の観察 と,腰 高 シャー レ内 で

の吸蜜量 な どか ら,成 虫の活動 と吸蜜,産 卵 との関係 に

ついて考察 した。

材 料 お よび 方 法

供試 した成 虫は,幼 虫期 を約20～25℃ で主 にオーチ

ャー ドグ ラスによ り集 団飼 育 して得 た 蛹か ら羽化後12

時間以内の個体 を用 いた。

1. しょ糖液の濃度 と しょ糖液の摂取量の 日変化

雌成 虫をろ紙 を敷 いた腰高 シャー レ(直 径9cm,高 さ

14cm)に1頭 ず つ 入れ,0.1, 1, 3, 5, 10, 30%の しょ

糖液 を,直 径2cm,深 さ0.8cmの プ ラスチ ック皿 に入

れ て与 えた。供試24時 間後 に しょ糖 液 の残存量 を秤量

し,供 給 量 との差 を摂取 量 とした。 なお,成 虫を放飼 し

ない腰高 シ ャー レで,液 の蒸 発量を測 定 し,摂 取量 を補

正 した。各濃度 ご とに10反 復 と し,羽 化後9日 間調査

した。実験温度 は25±1℃,日 長 は16時 間明期,8時 間

暗期 とした。

2. しょ糖液の摂取量 と産卵数

供試個体 は雌成 虫を用 い,前 翅 に速乾油性 ペンで数字

を記入 して個体 を識別 した。供試成 虫は,25±1℃ の恒

温下 で,暗期8時 間の開始 後1時 間 と明期16時 間 を腰高
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シャー レ内で個体飼育 し,暗 期7時 間 は雄 を入れ た飼育

箱(30×30×40cm)に 移 して交 尾 させ た。雌成 虫 には

腰高 シャー レ 内で0.1, 1, 3, 5, 10, 30%の しょ糖液 を与

えた。腰高 シャー レ内に,折 り畳んだパ ラフィン紙 を入

れて産卵場所 とした。パ ラフィン紙の交換 とし ょ糖液 の

摂取量の測定は,供 試 した雌個体が死亡す るまで毎 日行

った。

3. 羽化後 の絶食期 間 と産卵数

雌成虫 を用い,羽 化後1～5日 間は 水のみ を与 え絶食

期間 とし,そ の後 は10%の しょ糖 液 を与 え,し ょ糖液

の摂取量 を羽化10日 後 まで測 定 した。実験 温度は21±

1℃ としたが,そ の他 の方法 は前記 した2の 項 と同様 と

した。

4. 飛翔 させた成 虫の産卵数

羽化後2日 目と4日 目の雌成虫 の胸背部 を木製 の棒 の

先端 に接着剤 で固定 し,25±1℃ の 恒温,15時 間明期,

9時 間暗期 の条件下 で暗期 に飛翔 させ た。 なお,飛 翔 を

中断 した成虫 は音で刺激 し,飛 翔 を継続 させ た。羽化2

日目以降 は供試成 虫に10%の しょ糖液 を給餌 し,4日 間

の しょ糖液 の摂取量 を測定 した。

5. 花 の種 類 と卵巣の発育

1982年6月 に,温 室周辺 で開花 中のオオ キンケイギク

と,草 地 で開花 中のシ ロク ローバ とオ ーチャー ドグラス

にそれ ぞれ0.5×0.5×1mの 網枠 を掛 け,内 部 に羽化直

後 の雌成虫3頭 を放飼 し,4日 後 に解剖 して卵巣 の発育

状態 と吸 胃の状態 を調査 した。網枠 内の花数 はオオキ ン

ケイギクは約10個,シ ロクローバ は約20個 であった。

反復数 は2と した。

6. 網室におけ る成虫の行動

成 虫が羽化後蜜源 を訪 れる 日齢,時 刻,交 尾 な どにつ

いて,恒 温室 内の網室 と,野 外 の 網 室 に おいて観 察 し

た。恒温室 内では給餌 を行 い,野 外 では給餌 区 と無給 餌

区 とを設 けた。

恒温室 内の観察

温度21.5±1.5℃ に設定 した 恒 温 室 内 に2×2×2m

の網室 を設置 し,雌 雄 あわせて90頭 の成 虫を放飼 した。

成 虫の前翅 に個体識別番号 を 記 入 した。20%の 黒 砂糖

液 を塗布 したオオキ ンケイギ クとア カクローバの花束 を

入 れた三角 フ ラス コを網 室の中央 に置 いた。 日長は明期

17時 間,暗 期7時 間 とし,暗 期 のみ観 察 した。観 察には

懐 中電燈 を用 いた。

野外 における観察

a. 給餌 した場合1982年 に トウモ ロコシを,畦幅80

cm,株 間20cmで 栽培 した畑 に,3畦,30本 の トウモ

ロコシが入 る2×2×2mの 網室 を設置 した。 この 時の

トウモ ロ コ シ は10～11葉 期,草 丈は約70cmで あ っ

た。網 室中央 には黒 砂糖 液 を塗布 したオオ キンケイ ギク

の花束 を置 き,マ ーキ ングした成虫90頭 を6月28日19

時35分 に放飼 し,そ の後4日 間の行動 を調査 した。

b. 給餌 しない場合 上記の 網室に隣接 して同様な網

室を設 置 し,内 部には餌 を入れず,成 虫90頭 を放飼 し,

7月6日 か ら9日 まで の4日 間観察 した。対照 として

前 回の実験 で使 用 した網 室 に花 束 を置 き,成 虫90頭 を

放飼 した。

結 果

1. しょ糖液 の濃度 と しょ糖 液の摂取量 の日変化

腰高 シ ャー レ内での雌 成虫の羽化後9日 間の しょ糖 液

の摂取 量の変化 をFig. 1に 示 した。 しょ糖液濃度0.1～

30%の 範 囲で,成 虫は 羽化 当 日か ら9日 後 まで毎 日し

ょ糖 液 を摂取 した。1日 当 りの しょ糖液 の摂取量 は液濃

度 と羽化後の 日齢 によ り変化 し,し ょ糖液 の摂取量が最

も多か った時期 は,液 濃度 が高い ほど早 い 日齢 で,そ の

時の摂取量は濃度間 で大 きな差 がなかった。す なわ ち,

摂取量が最 も多か った日 と摂 取 量 は,液 濃度30%で は

1日 目に215mg, 10%で は2日 目に220mg, 5%で は

3日 目に257mg, 3%で は4日 目に218mg, 1%で は

4日 目に234mg, 0.1%で は6日 目 に113mgで あ っ

た。最 も多量 に摂取 した 日以後の摂取量 は高濃度液で は

比較的急激 に減少 したが,低 濃度液 での減少 は緩慢で あ

った。

2. しょ糖液 の摂取 量 と産卵数

しょ糖液濃度 と雌成 虫に よ る 液 摂 取 量,し ょ糖摂取

量,産 卵数お よびふ化率 の関係 をTable 1に 示 した。羽

化後9日 間の液摂取 量は,液 濃 度0.1%で は435mgで

あったが,1～5%で1,219～1,268mgに 増 加 し,10%

以上 では逆 に減少 した。 しょ糖 の総摂取量 は液濃度 の上

昇 によって増加 し,両 者 の 関 係 は0.1～10%の 条件下

で,

Y=.00945X+.0065, r=0.990

Xは 液濃度(%), Yは しょ糖摂取量(g)

の式 であった。 また,し ょ糖 の 総 摂 取 量(Y)と 産卵数

(Z)と の関係は

Z=8911Y+688, r=0.992

で あった。 この 一次式で計算上 は,し ょ糖1mgで8.9

粒の卵が増加 し,し ょ糖 を摂取 しない場合 でも688粒 の

産卵が行われ るこ と に な る。30%の しょ糖液 を摂取 し

た雌 の産 卵 数 は10%の 液 を摂取 した雌 よ りも少 なか っ
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Fig. 1. Daily intake of sucrose solution by Pseudaletia separata females.

Table 1. Effect of concentration of sucrose solution on the feeding and fecundity of Pseudaletia separata females 

(Mean•}S.D.)

Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level.

Intake amount of sucrose solution was weighed during nine consecutive days after emergence.

Fig. 2. Effect of initial starvation (supply of water alone) on daily intake of sucrose solu-
tion by Pseudaletia separata female adults.
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Table 2. Effect of starvation after adult emergence on the mating and fecundity of Pseudaletia separata 

(Mean•}S.D.)

Adults were supplied with water during the starvation period.

た。ふ化率 は実験 した どの濃度 の場合 で も90%以 上 で,

糖摂取量 との関係 は認 め られ なかった。

3. 羽化後 の絶食期間 と産卵数

雌成 虫の羽化後 の絶食期 間中の水分 の摂取量 とその後

の しょ糖液 の摂取 量 の 日変 化 をFig. 2に 示 した。 しょ

糖液 の摂取量 は給 餌 を 開 始 した1日 目が最 も大 きか っ

た。給 餌初 日の摂取量は,絶 食期間が長期 になるに した

がって減少す る傾 向 を 示 し,と くに羽化後5日 間絶食

し,6日 目に初めて しょ糖 液 を給餌 した雌成虫 は摂取量

の減少が大 きか った。つ ぎにTable 2に 羽化後 ただちに

絶食 を開 始 し,そ の後 に10%し ょ糖液 を与 えた ときの

しょ糖 液の総摂取量,産 卵前期間,交 尾率お よび産卵数

を示 した。 しょ糖 液の総摂取量 は絶食期間 の延長 に とも

な って減 少 した。全期間給餌 した成虫 の産卵数 は絶食 さ

せた成虫 よ り多か った。絶食期 の長短 による産卵数 は,

絶食3日 後 まではほ とん ど差 がなか ったが,4日 以後 は

減少 した。交尾率 は絶食期間0～4日 までは60.0～78.6%

と比較的高 かったが,5日 間 では33.3%に 減少 した。

4. 飛 翔 させた成虫の産卵数

羽化2日 目また は4日 目に9時 間飛 翔 させた 成虫の

産卵数 をTable 3に 示 した。飛 翔 させ た 個体 の産卵数

は,飛 翔 させ なかった個体 よ り22～24%減 少 した。羽

化後2日 目と4日 目の間で産卵数 に差 は認 め られなか っ

た。羽化後2日 目か ら4日 間 の 毎 日の しょ糖 液摂取量

は,2日 目 に 飛 翔 さ せ た 成 虫 は,そ れ ぞ れ0.4612, 

0.2685, 0.1225, 0.1342g, 4日 目に飛翔 させ た成 虫 は,

それぞれ0.3164, 0.2123, 0.2248, 0.1488gで,両 処理 と

も飛翔 直後の摂取 量が増加 した。

5. 花 の種 類 と卵巣の発育

オオ キンケイ ギクの花 に放飼 した雌成虫 の卵巣 は卵黄

集積期で,吸 胃中の液 は花粉が混入 し黄色 を呈 していた

(Table 4)。 シ ロク ローバ の花 に放飼 した雌成 虫の卵巣

はわずかに発育 してお り,吸 胃には少量 の透明 な液 が存

在 した。 オーチャー ドグ ラスの花 に放飼 した雌成 虫の卵

Table 3. Number of eggs laid by Pseudaletia separata 

females which flew for nine hours on the 2nd 
or 4th day after emergence

Means followed by the same letter are not significantly 
different at the 5% level.

Table 4. Development of eggs in ovariole and liquid in 

sucking stomach of Pseudaletia separata females 

which were released in field cages over flowers. 
Females were kept in the cages for a period of 

4 days just after emergence

* Two females out of the six released died during the 

 4 day period.

巣 はまっ た く発 育 せ ず,吸 胃中に液 はほ とん ど存在 せ

ず,供 試6頭 中2頭 が死 亡 していた。また,オ オキ ンケ

イ ギクの花 に放飼 した成 虫の前翅外縁 は成 虫 が活発 に飛

翔 したためか,す り切 れていたが,他 の花 に放飼 した成

虫の前翅 の形態 に変化 は認め られなか った。

6. 網 室 における成 虫の行動

恒温 室内の観 察

恒温室内 に設置 した網室 にお ける成虫の羽化後7日 間

の吸蜜時刻 をFig. 3に 示 した。羽化 当 日は消燈後1時

間40分 ～2時 間 の間 に2頭 の成虫 が吸蜜 しただけであ

った。2日 目以降 は消燈直 後 と点灯直前直後 に吸蜜 した

個体 が多 く,こ の傾 向 は3, 4日 目に とくに顕著 であっ

た。5日 目以降 は,消 燈 お よび 点灯時以外 の時間に吸蜜
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Fig. 3. Daily feeding activity of Pseudaletia separata in the 

laboratory during seven consecutive days after 

emergence. The Roman numerals indicate the 

days after emergence. Ninety adults were released 

in a cage (2•~2•~2m) placed in a constant temper-

ature room (21.5•}1.5•Ž).

す る成虫が増加 し,7日 目には 吸蜜 の明確 な ピークが認

め られ なかった。

羽化後初 めて吸蜜す るまでの 日数別 の成 虫数 は雌 の場

合は3日 目は13頭,4日 目は10頭,2日 目は6頭,5日

目は3頭,1日 目は2頭 で,雄 の場合は2日 目は15頭,

4日 目は7頭,3日 目と5日 目は3頭 で,6日 目以降 に

初 めて吸蜜 した成虫 はなかった。羽化後7日 間に成 虫が

吸蜜 した 日数 の平均値 は雌 が3.1日,雄 が3.7日 であっ

た。 また,最 も多数の成虫 が吸蜜 したのは4日 目の48頭

で,次 いで5日 目37頭,3日 目35頭,7日 目29頭,6日

目25頭,2日 目18頭,1日 目2頭 の順 であった。

野外 での観察

a. 給餌 した場合 トウモ ロコシ 畑 に設置 した網室 で

給餌 した場 合 の 成 虫 の 羽化後4日 間の吸蜜時刻 につい

て,調 査 日 ご とに 初 めて 吸蜜 した 成虫数 をFig. 4に 示

した。 た と え ば,最 初20時 に吸蜜 した成 虫がその後 も

吸蜜 した場合,最 初の20時 だ けを図 示 した。羽化 当 日

の飛翔 は日暮 か ら20時 ごろが最高 で21時 ごろまで認 め

られ,夜 明 けに再び飛翔 した。 しか し,羽 化 当夜 には訪

花,吸 蜜 は観察 され なかった。 なお,調 査時 の天候 は晴

れ ときどき曇 りで風 があ り,気 温 は19時 に18.5℃,翌 朝

4時 ごろには14.5℃ であ った。

2日 目には,成 虫は19時45分 までに9頭 が吸蜜 した。

Fig. 4. Daily feeding and mating activity of Pseudaletia separata in a field cage during four 

consecutive days after emergence. Within 12-h after emergence, ninety adults were 

released in a field cage (2•~2•~2m) which was placed over thirty corn plants within 

three corn rows. Brown sugar solution (20%) was dropped on a bunch of flowers 

which was placed at the center of the cage.
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22時 以 降3時 までの間,成 虫は完全 に静止 し,飛 翔 や歩

行 も観察 され なかった。夜明 けに再び訪花 が見 られ,11

頭 が吸蜜 したが,そ れ らの うち 日暮 にも吸蜜 した個体 は

1頭 だけであった。調査時 の天候 は晴れ後曇 りで,風 は

微風 か ら無風 で,気 温 は19時 に19℃, 3時 に12℃ であ

った。

3日 目には,19時 か ら飛翔 が始 ま り,19時10分 か ら19

時38分 まで に20頭 が砂糖液 に集 まった。 その後,深 夜

には4頭 が吸蜜 したが,夜 明 けには再び増加 し,10頭 が

吸蜜 した。前 日までに吸蜜 している個体数 は,日 暮 時に

吸蜜 した20頭 中12頭,深 夜4頭 中0頭,夜 明 け時10頭

中2頭 であった。 日暮 時の飛翔 は,前 日までの活発 さに

対 して,緩 慢 であった。20時 には飛翔個体はほ とん どな

くなったが,21時 には交尾する個体が 観 察 され,22時

までに2対,2時 ごろに1対 が交 尾 した。調査時の天

候は曇 りで無風,気 温 は19時 に17℃, 4時 に13℃ で あ

った。

4日 目には,19時4分 か ら25分 までの間に25頭 が吸

蜜 し,そ の うち24頭 が前 日 ま で に吸蜜 した個体 であっ

た。その後夜明け まで に6頭 が新 たに吸蜜 したが,前 日

まで に吸蜜 した個体 は2頭 であった。 日暮時 の飛翔 は,

3日 目と同様 に緩慢で あった。19時23分 には交尾が観察

され,22時 までに19対,24時 か ら1時 までに3対 が交

尾 した。調 査 時 の 天 候 は 曇 りで微風,19時 の気温 は

15℃, 4時 に13.5℃ であった。

b. 給餌 しない場合 羽化 当 日は給餌 した場合 と同様

に,成 虫 は 日暮 と夜明 けに飛翔 したが,そ の間はほ とん

ど活動せず,食 餌 探 索 に類 する行動 は観察 されなかっ

た。 当夜 は満月 で,薄 曇 り,気 温 は21時 に19℃ であっ

た。2日 目は19時15分 頃 よ り飛翔 が始 まったが,50分 ご

ろには静止 した。小雨 のためか トウモ ロコシ葉裏 に静止

している個体 が多 くみ られた。当夜 の この状態は給餌 し

た網室 で も同様であった。夜 明けには 口吻 を伸長 し,食

餌を求 めて歩行 する個体 が観 察 され た。天候 は21時 ご

ろまで小雨 であったが,そ の 後 は 曇 りで,気 温 は22時

に15.5℃, 3時30分 には14℃ であった。3日 目には,

19時 か ら飛翔が始 まり,21分 後 には交尾個体 が見 られ,

20時30分 までに9対 が交尾 した。夜明 けには再び飛翔

や歩行す る個体が多 くなった が,歩 行 中の成 虫は前 日と

同様 に口吻 を伸長 させて いるものが多 く,ト ウモ ロコシ

に寄生 したムギクビ レアブラムシや チュー リップ ヒゲナ

ガアブラムシの甘露 を摂取す る成虫 が観察 され た。 当夜

の天候 は曇 りで,気 温 は19時 に19.5℃ であった。4日

目には,19時 よ り飛翔 が始 ま り,19時20分 には交尾個

体 が見 られ,20時30分 までに14対 が,そ の後夜 明けま

でに6対 が交尾 した。 日暮 時には比較 的活発な飛翔や歩

行 が み られ,ア ブ ラムシの 甘露 の 吸蜜行動 が観察 され

た。20時15分 までに 飛翔個体 はほ とん どな くな り,大

部分 の成 虫は静止 したが,数 頭 が 口吻 を伸長 した まま,

網上 を静 かに 歩行 していた。20時30分 に黒砂糖液 を塗

布 したオオキ ンケイ ギクの花束 を網室中央 に置 いたが,

成 虫は深夜 には花束 に飛来せず,夜 明 けに飛来吸蜜 した。

また,前 夜 お よび当夜 に交尾 した雌の うち5頭 が トウモ

ロコシに産卵 した。

考 察

腰高 シャー レ内で のアワヨ トウ成 虫は,羽 化 当 日か ら

しょ糖液 を毎 日摂取 し,前 回の結果(神 田 ・内藤,1979)

と一致 した。 しか し,恒 温室 内や トウモ ロコシ畑 の網室

では,蜜 源 の有無 に関係 な く,羽 化 当 日に吸蜜 した成 虫

はまれ であった。吸蜜 は2日 目以 降に行 われ,初 めて吸

蜜 した個体 が最 も多 かった 日齢 は室 内,野 外 ともに3日

目であった。網室 の成 虫の行動はシ ャー レ内 よりも自然

状態 に近 い と考 え られ るので,成 虫は 自然状態では,羽

化当 日は大多数の 個体 が 吸蜜せず,2日 目以降3～4日

目に吸蜜 する もの と推 定 された。腰高 シャー レ内では成

虫は毎 日吸蜜 したが,網 室では必 ず しも吸蜜開始後 に毎

日は吸蜜 しなか った。

吸蜜 時刻 は羽化後5日 目ごろまで は,お もに日暮 と夜

明け時で,他 の時刻に吸蜜す る成虫 は少 な く,腰 高 シャ

ー レでの 既 報 告(神 田 ・内藤
,1979)と 一致 した。非給

餌網室内 で羽化4日 目の20時30分 に初 めて糖蜜 を与 え

て も,成 虫は蜜 に誘引 され なかったこ とか ら,成 虫 がお

もに日暮 と夜 明 けに訪花吸蜜す る行動 は,生 理的 な飢餓

状態以外 の要因 も関与 している と思 われ る。

飛翔 は日暮 と夜 明けに多 く見 られ た。夜 明け時 の飛翔

は吸蜜や草株へ の行動 で,大 きな移動 のための飛び立 ち

には結び つかない と思 われた。HIRAI (1984)は 日暮時 の

飛翔 は求蜜行動 と関連 して移動 の契機 と考 え,羽 化翌 日

に飛び立 った成 虫群 がよ り遠方 に移動 する可能性 がある

と推測 して い る。一方,HWANG and HOW (1966)は,

非 吸蜜成 虫の飛翔能力 は吸蜜成 虫よ りも劣 り,卵 巣 が成

熟 した成 虫は未成 熟な個体 よ り飛翔能力が低下 し,こ の

結果,卵 巣成熟 前で,か つ吸蜜 した成虫が移動個体 とし

て適 し,羽 化3, 4日 後の成 虫の飛翔能力 が 高 い と報告

している。著者 の実験 で,吸 蜜個体の飛翔能力の大 きさ

と網 室での吸蜜行動か ら,お もに2日 目以降 に吸蜜 した

成 虫が3日 目以降 に飛び立 って移動す る個体 とな るもの
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と考 え られた。

10%の しょ糖液 を十 分与 えられた成虫の4日 目以降の

しょ糖液 の摂取量 はほぼ一 定にな ったが,4日 目に9時

間飛翔 した成 虫の摂取量 は増加 した ことか ら,飛 翔前に

十分吸蜜 した成 虫で も長距離 の飛翔 後に蜜 を必 要 とする

と思 われた。

異 なる濃度 の しょ糖液 を与 えた場合 に,各 濃 度 とも1

日当 りの最多摂取量 はほぼ同一であ ったが,最 多摂取量

が現 われる 日齢 は,濃 度が高いほ ど早か った。 この理 由

について今 回の実験 では明 らかでないが,一 つの可能性

として,低 濃度 の しょ糖液 を吸汁 した場合,摂 食刺激 が

低いために初期の摂取量は少ないが,日 齢 が進む につれ

て生殖 に関係 した飛翔行動が活発にな り,エ ネル ギー消

費が増加 するため,そ れ を補 うため にしょ糖摂取量 が増

加す るとも考 え られ る。

成 虫はアブ ラムシの甘露 を摂取す ることを認 めたが,

他 の報告 で も腐果 の糖 分や花蜜 を摂取す るこ とが知 られ

ている(児 玉,1968)。 中野(1972)に よる と,花 蜜 の分

泌量 は植物 の種類,開 花状態な どに よって変化 し,含 糖

率 は約10～50%以 上 と変異 がある。 た とえば,1日1

花当 りの花蜜の分泌 量 と含 糖 量 はハ ヤナタネでは0.52

mgと0.2mg,ニ セアカシヤの花粉成 熟期 の花 では4.3

mgと1.55mg,シ ロクローバ は1頭 花 は10～80の 小花

か ら成 る が,1小 花 当 り0.31mgと0.059mgで あっ

た。10%し ょ糖液 を給餌 した 雌成 虫の1日 当 り糖摂取

量は約20mgで,前 回の試験やQUO and LIU (1964)が

10%ぶ どう糖 液を給餌 した報告 よ り少 量 で あったが,

今 回の実験値 に基 づ き,1雌1日 当 りの必要花数 を試算

す ると,ハ ヤナ タネで100花,花 蜜52mg,ニ セアカシ

ヤ で は12.9花,花 蜜55.5mg,シ ロクローバが339小

花,花 蜜105mgと な った。 オオキ ンケイ ギクで は卵巣

が発達 したが,シ ロクローバでは卵巣 の発育は不良で あ

った。 シ ロク ローバ網 枠内の頭 花 数 は20個 で あった と

仮 定する と,35.4～283.2mgの 糖 が 存 在 し,卵 巣 の発

育に十分 な量 であるが,卵 巣 の発育は不良で あったこと

か ら,花 蜜 の分泌 が花数 か ら推測 した よりも少量で あっ

た可能 性があ る。

産卵数 は しょ糖液濃度10%ま ででは直線的 に増加 し,

児玉(1968)の 報 告 と一致 した。羽化後 に 絶食 させた成

虫の産卵数 は,全 期 間給餌 した成 虫 よ り減少 し,絶 食期

間3日 以 内では差 は認 め られなか った。 これ と同様 な結

果 が報 告 され てい る(HIRAI, 1984)。 強 制 的 に飛 翔 させ

た成 虫の産 卵 数 は 飛 翔 させなか った個体 よ り減少 した

が,飛 翔 した 日齢 は産卵数 に影響 しなか った。本 報の実

験 では飛翔時間が9時 間で あったが,長 距離移動す る場

合 は,こ れ より長時間飛翔す ると考 えられ るので,産 卵

数減少は さらに増加す る可能性が あろ う。 この よ うに産

卵数は摂取 した糖量や飛翔時間等 によって変化す ること

が明 らか になった。

以上 のよ うに,吸 蜜,飛 翔,産 卵 は密接 な関連 がある

と思われ,互 いに影響 し合 うが,吸 蜜 と飛び立 ちや飛翔

能力 の関係 につ いて は,摂 取糖量 との関係 か らさ らに詳

細 な検討 が必要 であろ う。

摘 要

アワヨ トウ成 虫が1日 に摂取す る しょ糖量 は液 の濃度

によ り異 な り,低 濃度 ほ ど羽化 当初 の摂取量 は少 な く,

日齢 とともに増加 した。摂取量 の日変化 は,高 濃度では

羽化 当初 に多量 でも,そ の後 は漸減 した。 しょ糖液濃度

が0.1～10%の 間 では,摂 取 した しょ糖液量 と産卵数 の

間 には直線的 な関係 が認 め られた。成 虫の絶食 や強制的

な飛翔 は産卵数 を減少 させた。飛翔 させ た成虫 の しょ糖

液 の摂取量 は,飛 翔 させ ない個体 よ り増加 した。オオ キ

ンケイ ギクの花蜜 を摂取 した雌成虫 の卵 巣 は 発 育 し た

が,シ ロクローバやオーチ ャー ドグ ラ ス で は,ほ とん

ど,ま た はまった く発育 しなかった。

恒温室(21.5±1.5℃)と トウモ ロ コ シ畑 の網室(2×

2×2m)に 放 飼 した成虫は,羽 化当 日は吸蜜せず,初 め

て吸蜜す る成虫数 の最 も多 い日は3日 目で,次 いで室 内

では4日 目,野 外網 室では2日 目 で あ っ た。 日周的 に

は,日 暮 と夜明 けに ピークがみ られた が,5日 目以降 はそ

れ らの時刻以外 にも吸蜜す る成虫 が増加 し,7日 目には

明確 な ピークは認 め られ なかった。糖蜜 を給餌 しない網

室 に放飼 した成 虫は トウモ ロコシに寄生 しているアブラ

ムシの甘露 を摂取 し,正 常 に交尾産卵 するのが観察 され

た。
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