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アカエグリバの発育に関する知見＊
於 沢

寛，小 浜 礼 孝＊＊

Ⅰ 緒

p

本邦西南暖地の果実吸収蛾炉のうらで，もっとも問題の多いアカェ・グリバ0γ彪．如αβ．那Ⅷ脇ねBurLERの発育につ
いては，従来2，3の断片的な飼育成蔚が発表されているが（1・2，き）筆者らは，その後本種の発育についてかなり綿密
な飼育調査を行い，従来不分明であった点を明らかにし，また若干興味ある知見もうることができたので，以下にそ

の概要を簡単に報告する
志文に塊だって，本学応用昆虫学研究室専攻学生ならびに小浜の所属する徳島県立徳島農業高等学校勝浦園芸分校

農業クラブ生徒諸君の協力に対して−深く感謝する
Ⅰ 調 査 方 法
1960年10月から本種成虫の飼育を開始し，その後引つずいて，それよりえられた次世代の卵，幼虫，さなぎの個体

別飼育ならびに集団飼育（ケ−・ジ使用）を行ない，日々詳細な記録をとることとした幼虫の飼育に・は，常にカミュ
ビCお飽毎ざ幼助ぬ．s DC．を用いた

Ⅲ 由 査 成 績
北四国地方におけるアカニグリバの経過ならびに発育所要日数は，今回の徳島県勝浦町における成績では，第1囲
および第1−2表のごとぐであって，第1−・3世代までの状況は，先般（1961）の香川における調査結果（8）とそれほど
ことなるところはなく，第4世代の実情は今回ようやくその大要がわかった
ところで，アカヱグリバの幼虫は，室内飼育でほ，通常6令を経過するものであるが，越冬成虫が3月中旬以後に
座下した卵からふ化したものおよび定温飼育（250c）した幼虫は，ほとんど全部もしくほ非常に多数個卿ミ5令まで

を経過して桶化することがわかった
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Fig 1小 Life history chart of Oyaesiae．wavala （Tokushima）
＊香川大学兵学部応用昆虫学研究室業坑 N0．．64，果実吸収蛾釈の防除に・関する基礎研究〔1〕（1961）の補遺
＊＊徳島鼎立徳島政策高等学校勝浦園芸分校
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しかして，定温飼育（250c）の場合，1961・11・24産卵のものでは，91巾7％までが5令までとなり，196ユ・12・13
産卵のものでは，50％までが5令まで経過して桶化してしまったい こうしたことは，先年（1961）行ったヒメーエグリ
バ0γ彪蕗＝醐町が闇ねFABRICIUS の飼育の場合にほ（2・さ）まったく見られなかったことで，ヒメェ仁グリバとの生理
生態的特性のちがいと認めてもよいであろう
こうしたアカユダリバ幼虫の6令経過のものと，5令経過のものについて，その各令の頭幅を測定した成蔽および
それらをDYARの式わg y＝α＋∂・＃にあてほめた結果ほ，第3表および第2囲のごとぐであって，5令経過の幼
Table3．．Head capsule width ofeach
instar1aIVa Of Oγd好．Sgββ．邪胡刷物
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A：Thelarva having5instar・S
B：Thelarva having6instars
虫の5令虫の頭幅ほ，6令経過の助虫の5令のそれよ

白く巴l

りもやや大きく，いずれもDYARの式によく適合す
るようであった．しかして省令の経過日数は，季節に
よって顕著な変動が見られたが（各ステイジの発育所

要日数も同様），概して一般の鱗麹塀幼虫と同様に，

1，5，6令の期間が2，3，4令の期間より幾分長
い伊向が見られた
Ⅳ 考

察

1

以上の成絞からわかるように・，北四国地方（香川，
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Fig，2．Growth state of head capsulewidth of
thelar・Va Of O′〃♂ざg〃♂〝〃飢クね．

徳島）では，アカユ・グリバは通常1年4回の発生をな
すもののようであるが，一部は3回の発生をなすもの
も存するように思われる．すなわち，第1回の成虫出
現は，6−7月（越冬成虫が3月中旬以後に・産卵した

ものが，4月上旬よりふ化し生長したもの），第2回の成虫出現は，7−8月，第3回目は8−10月，第4回目は10
月以後にあたる．けれども，秋期発育の遅れたものほ，時に・3世代で終るものも存する・いずれにしても，本種ほ，
越冬成虫が死亡して，次の新個体が現われるまでの，5月中旬ないし6月上旬までの約1か月間を除けば，いつでも
成虫が生存し，あるいは活動していることになっているようである
卵，幼虫，さなぎの各ステイジの発育所要日数は，すでに示したように，季節によって長短がいちじるしいが，幼
虫の各令経過日数も相当に変動が顕著である．しかし，17カエブリパ幼虫の経過命数がすべて6令までとほ限らず，
条件如何によってほ5令経過のものも存在することは疑う余地がない．もともと昆虫の中には，環境条件の悪化（食
物の盈，質に関する問題も含めて）によって発育の遅延をひき起したり，逆に早く発育をとげて煤小な個体となった
りするものがある．けれども，ここにいうアカニグリバ幼虫の6令期の省略は，明らかに発育日数を短縮する結果に
はなっていても，必ずしも環境条件の悪化に・よるものとは解釈できないであろう一それよりもむしろ，われわれは，
この昆虫本来の内分泌機構忙関連するものと考えた方が穏当のように思われる
以上のべたような事情と，自然界にきわめて豊富に存在するカミュビその他の食餌植物，かなりに長い成虫の生存
期間（今回の調査でほ，概して夏季10−35日，平均26日）とその間における莫大な数に上る雌成虫の産卵数（今回の
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調査ではり概して800−・1530個，平均1010個）などを総合して考えると，■7カユダリバの害虫としての存在には，よ

ほど欝晩せねばならないと考える．．自然状態における天敵類の防過力に・もあまり大きな期待がもでそうにない
Ⅴ 摘

要

アカ・ユダリバの生態的性質を明らかにするために1960年から1962年忙わたる問，発育に関する飼育研究を行い，次

のような成績をえた
（1）アカふグリパの北四国地方における1．年間の発生回数は，通常4回時に3回のようであった．
（2）各ステイジの発育所要日数は，季節によって変動があったが，通常卵期間は3−4日，幼虫期間ほ18−36日，
前輪期間ほ1−3日，さなぎ期間は8−25日であった
（3）幼虫は通常6令を経過するが，時に・5令でよう化する場合も見られたけ250c定温飼育を行った場合にほ，非
常に多くの個体が5令まででよう化し，また越冬成虫が3月以後に産下した卵からふ化した幼虫ほ，ほとんどすべて
5令までであった
匪）幼虫の各令期間ほ，もちろん，季節によって変動があったが，一般に1，5，6令の期間ほ2，3，4令のそ
れよりも幾分長かった．
（5）幼虫の頭幡生長ほ，DYARの式にかなりよく適合できた
（6）本種は主として成虫で越冬をなすが，卵，幼虫，さなぎで越冬する個体も存した
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要旨，（．29）（1959）

OnthedevelopmentofOraesiaexcavaiaBuTLER（Cbiocalinac，Nbciuidae，Leb）
HiroshiMATSUZAWA and Yukitaka KoHAMA
SummaryIn order to clarify the ecoIogicalchar・aCter Of OYaCSiae3Wa8daBuTLER，Whjchls the
most noxious species of the fr・uit pier・cing mothinJapan，this r eSearCh was carried out during
the per・iod extending from1960to1962and the following results were acquired
（1）The appearance of the adult of this species of mothin a yearin the North district of
Shikoku reckoned4timesin general，though some adults seemed to have appear ed3times．
（2）Generally speaking，the duration of the egg stage，1arIValstage，prepupalstage and pupal
Stage WaS3￣4days，18−36days，1−3days and8−25days respectively，although the developmental
duration cons屋derabユy fユuctuated according to the season
（8）Thelarvae of this species of moth have6instarsin general，thoughsomeoccasionallyhave
5instarsnIn the case of the feeding under・the25Oc constant temper・ature，manylarvae pupated
after the 5 instar and in the case of the feeding of the larvae which developed from the eggs
laid out after Mar■ch by the hibernated female adults，almost allof them pupatedimmediately

after・the5thinstar

佳）The dur・ationin days of thelst，5th or the6thinstar was somewhatlonger than that of
the2nd，3rd or the4thinstar，though，Of course，eaCh duration fluctuated accorIdingtothe season．
（5）It was found that the Dyar s forImula may be applicablein high degr・ee tO the data of the
grIOWth of the head capsule width of eachinstarlarva
（6）The hibernation of this species of moth mainly takes placein the adult stage，but some
Otherindividuals take placein the egg，1arvalor the pupaユstage
（Received May20，1963）

