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アワヨ トウ幼虫の温度反応
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ア ワヨ トウ若齢幼虫 の牧草 での昼間 の生息部位 は半展 開葉 内

や葉鞘内で,中 齢以後 は株内,株 元,地 中,リ ター の下 などで

ある。 ヨ トウガ,ハ スモ ンヨ トウ,タ マナ ヤガ の幼虫 の地 中に

潜入 する行動 は走光性 だけでは 説明で きない(小 美野 ら,1973)

とされ て い る が,ア ワヨ トウ幼虫の生 息部 位 の決定 には寄主植

物 の形態 的特徴,繁 茂の 程度,幼 虫の 照度へ の反応,走 触性 な

どの要因が考え られ る(神 田,1988)。 しか し,こ れ ら以外に も

幼 虫の 温度に 対す る反応 も考え られ る。本 報では幼虫の体温 と

生息部位 の 温度,日 当 りと 日陰の 幼虫の体 温 齢期に よる体温

の違 い,温 度 と幼虫の活動 との関係について報告す る。

材料 お よび方 法

室内の自然 日長下でイネ科牧草を餌 として集団飼育して得ら

れた幼虫を用いた。

ガラス室で鉢植のオーチャー ドグラスに6齢 幼虫を放飼し,

熱電対温度計により,幼 虫の体 とその生息部位の温度を11時20

分 か ら18時20分 までに30～60分 の間隔 で測定 した。

熱電対 の先端 に6齢 幼虫 を セロハ ン粘着 テー プで固定 してケ

ンタ ッキーブルーグ ラス上の 日陰 と 日当 りに お き,13時20分

か ら16時2分 まで体温の変化 を測 定 した。 また,日 当 りでの齢

期 による体 温の 違いを 知 るた め,4齢 と6齢 幼虫 の体温 を上記

の実験 と同様な方法で測定 した。

3齢 また は6齢 幼 虫を 直径2cm,長 さ9cmの ガラス管に入

れ て ゴム栓 を し,恒 温器内で 温度の上 昇に伴 う幼虫の行 動の変

化 を観察 した。な お,6齢 の場合 には ガラス管 内に餌 としてオ

ーチ ャー ドグ ラス葉 を入れた。ガ ラス管内の 温度は 別に用意 し

た空 のガラス管底 面に熱電 対の先 端を 接触 させて 測定 した。温

第1図 生息部位の温度と幼虫体温との関係.
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第2図 日当 りと日陰 での6齢 幼 虫の体温変化.細 線 は 日当 り,太 線は 日陰.

第3図 日当りでの4齢 幼虫と6齢 幼虫の体温変化.実 線は4齢 幼虫,破 線は6齢 幼虫.

度 は3齢 幼虫では1分 間あた り約0.3℃, 6齢 幼 虫では約0.6℃

上昇 させ た。観察 は 日中に行 い,反 復数 はそれぞれ15お よび10

とした。

結果および考察

鉢植 のオーチャー ドグラスに放 飼 した6齢 幼 虫の体温 と生息

部位 の温度 との 関係 を第1図 に 示 した。幼虫 はオー チャー ドグ

ラス株 内の 日陰 に生息 したが,体 温 と生 息部位の 温度 はよ く一

致 し,測 定値 はすべて原点 を通 る傾 き1の 直線上 に並 んだ。

日当 りと 日陰 での体温 の変化 を第2図 に示 した。幼 虫の体温

は一般 に 日当 りが 日陰 より高か ったが,日 が かげる と 日陰 の幼

虫の体温 に近 づいた。 した が って,MAY (1979)が 指摘 したよ

うに,体 温は 日射量 に対応 して高 まる もの とみ られ る。幼 虫の

体 温は 日当 りでは最高38℃ を記録 した が,日 陰 で は30.4℃

であ り,体 温の経時的 変化 は 日当 りと日陰 で並行的 であ ったが,

変動 の幅 は 日当 りの幼虫で大 きか った。

日当 りでの4齢 と6齢 幼 虫の体温 の 変化 を第3図 に示 した。

4齢 幼虫の体温は約30℃ か ら33℃ の間 を変化 したが,6齢 幼

虫は40℃ 前後 とかな り高 く,し か もその 変動 幅は 比較的小 さ

く推移 した。この齢期 による体温 とその変動 幅の 違いは,体 の

大 きさによる と考 え られ る。体 の大 きな 昆虫は 熱容量が大 きい

ため,体 温 の変化 は小 さい昆 虫よ り緩慢 であ り,平 衡 に 達す る

温度 も高 い とされ ている(CASEY, 1981)。

恒温器 内で 温度 を徐 々に 上昇 させ たときの3齢 の歩行 虫率を

第4図 に,6齢 の歩行 虫率 と摂食 虫率 を第5図 に示 した。3齢

幼 虫は34℃ まで静止 している個体 が多 かったが,36℃ か ら歩

行す るものが増加 し,40℃ で全個 体が 活発 に歩行 した。42℃

でガラス管 の壁面 を歩行 中に落 下す る個 体が認め られ,46℃ で

は大部分 の幼 虫が 歩行不能 となった。6齢 幼虫は25℃ で50%

の個体が摂食 したが,徐 々に減 少 し,35℃ で摂食 虫率 は0%に
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第4図 温度と3齢 幼虫の歩行虫率との関係.

第5図 温度と6齢 幼虫の歩行虫率,摂 食虫率 との関係.黒 丸
は歩行虫率,白 丸は摂食虫率.

な った。歩行 は32℃ まで ほ とん ど認め られなか ったが,33℃

で急増 し,39℃ で全個体が きわめて 活発 に歩行 し,41℃ で壁

面を登ることができず,43℃ で正常な歩行が不能となった。こ

のように,3齢 と6齢 幼虫 とで行動の変化が起こる温度に大差

が認められなかったことから,32～34℃ が活動適温の上限と思

われる。

李 ら(1963)に よる と小麦の栽植密度や繁茂度が アワヨトウ

の発生量や発育に影響 を与え,粗 植や繁茂度の低い畑では株内

へ差 し込む 日射量が多くなるために株内温度が高まり,幼 虫の

発育が進むとされている。幼虫が 日当りに生息 した場合,季 節

および時刻によっては,体 温は幼虫の活動に不適当な33℃ 以

上に達 しうる。このような条件下では,生 理的な体温調節機能

をもたない本種幼虫,と くに体が大きいため熱容量が大きく,日

当りで体温が高 くなりやすい老齢幼虫は,行 動的に高温を回避

する必要 があろ う。本種の老齢幼虫は夜間活動性を示すが(田

中,1976),牧 草地での昼間の生息部位は,牧 草の繁茂度により

異なり,繁 茂している場合に幼虫は牧草の草冠内側のうっ閉部

の茎葉上に生息す るが,草 量が少ない場合は,株 元,リ ターの

下,地 中などに生息する(神田,1988)。 このような老齢幼虫の

生息部位の選択は,直 射 日光による体温の上昇を防ぐに役立っ

行動のひとつであると思われる。一方,今 回実験に供しなかっ

た体が小さく熱容量の小 さい若齢幼虫は,日 当りでも体温は比

較的低温に保たれると考えられる。この ことから,直 接日射を

受けやすい草冠上部の半展開葉内などに生息する若齢幼虫の活

動は,日 射による活動阻害を受けにくいものと思われる。
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