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ヒメコガネの発生経過

第 1報越冬後の幼虫期から次世代卵期までの経過

津田正 明

I 緒 言

食葉性コガネムシ類による農作物の被害は，成虫によ

る葉など地上部の食害と，幼虫による根や地下茎など地

下部の食害とに大別される。ヒメコガネは1950年代まで

はダイズなどマメ科作物の葉を食い荒す害虫として著名

であり，その生態や防除についての研究は少なくない。

とくに，津や田村等による一連の研究16,24）は今なお高

く評価されている。また，そのことは当時のダイズ栽培

にとってそれだけ重要な害虫であったことをうかがわせ

ている。しかし，これらの研究はダイズ害虫としての観

点、から，ほとんどが成虫の発生と被害及び防除等に関す

るものであり，他のステージに関する知見は少ない。そ

の後，ダイズ栽培の衰退にともない主要害虫としての地

位は失われていった。とごろが， 1970年代に入ってドウ

ガネブイブイやアカビロウドコガネ等を含めたコガネム

シ類幼虫によるサツマイモやイチゴ等各種作物での被害

が全国的規模で増え始め，今度は幼虫の方が注目される

ようになり，生態や防除に関する研究も始められた。し

かし， ドウガネプイブイに比べヒメコガネに関する研究

はかなり遅れており，生態的な知見に乏しい。さらに，

水田再編によるダイズ振興に伴い，ヒメコガネ成虫も再

び重要害虫となってきた現今，成・幼虫期を通じての系

統的な研究は重要であると思われる。

著者は1976年以来，本種の防除試験と並行して生活史

究明のため，各ステージごとの発生経過について調査研

究を進めてきた。これまでに得られた知見は主に越冬幼

虫が婿化・羽化して次世代の卵が産まれるまでの経過で

あるので，これらについて報告する。この聞のことにつ

いてもまだまだ究明すべき問題は多いし，新世代幼虫の

越冬に至るまでの経過については一部試験中であり，今

後も引き続き研究を進めて報告したい。

本研究の報告にあたり，指導校閲いただいた東京農業

大学昆虫学研究室後閑暢夫教授及び当場病害虫研究室長

井雄治室長に，また，種々協力と助言をいただいた同萩
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谷俊一技師及び同発生予察研究室藤家梓技師に謝意を

表する。

II 野外における越冬態

1.材料及び方法

1976年から’ 79年の毎春，千葉市大膳野町の農試園場

又は付近の農家園場（前年の夏作物はサツマイモ，ラッ

カセイ，スイカ等）からヒメコガネ幼虫を採集し令構成

を調べた。ヒメコガネ幼虫であることの確認は腹部末端

の刺毛縦列（palidia）の形状17）に，また，令の判定は

頭幅12）によった。

2.結果及び考察

4年間の調査結果は第l表に示した。野外での越冬態

は2令が最も多く，次いで3令であるが， 1令での越冬

も極くわずか認められた。圃場からの採集時期が年次に

より異なり，とくに’ 76年と’77年は5月になってから

の調査のため，越冬後に 3令になったものもあるのでは

ないかと思われ，その点を考慮すると，およそ50～80%

が2令で越冬するものと推察される。ヒメコガネの越冬

態について茨城農試8）は， 10月下旬の調査で1令6.18%,

2令 93.82%であったとしており，本報告の結果とはか

なり異っているが，これは10月下旬ではまだ完全には越

冬状態に入っていないのではないかと思われること，年

次や地方により気候条件等が異なることなどによる違い

ではないかと思われる。千葉県においては，多くの個体

は2令末期または3令初期の状態で越冬するが，年次に

第1表野外におけるヒメコガネの越冬態

年次
採集 個体数 令期構成（%）

月日 （頭） 1令 2令 3令

1976 5. 8 280 1.4 68.9 29.6 

1977 5.17 280 。 30.4 69.6 

1978 3.15 44 2.3 54.5 43.2 

1979 4. 3 106 0.9 75.5 23.6 
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より成虫発生期（産卵期）の早晩や秋までの有効温量等

が異なり，越冬令期構成の差異となって現われているの

ではないかと考えられる。このことは2令越冬虫を加温

飼育した場合，比較的短期間で3令になる個体が多い（著

者，未発表）ことからも裏づけられる。また，高井ら23)

は幼虫の発育速度が餌条件によっても異なることを指摘

しており，これも越冬令期を左右する要因の一つになっ

ていると考えられる。一方，産卵時期の遅かったものは

温量不足等のため年内に 2令にならず1令のまま越冬に

入るが，その率はもともと低く，越冬期間中の死亡など

によって越冬を完了する個体は極くわずかになってしま

うものと思われる。

III 野外条件下飼育による越冬明けから

羽化までの発生経過

I.材料及び方法

この調査は1976年と’ 77年の 2回実施した。直径15cm

の素焼鉢にラッカセイを 1粒ず、つ播いて，これを園場の

土中に並べて鉢の肩部まで埋込んで、おき，本葉が出揃っ

てから別の圃場から採集したヒメコガネ越冬幼虫（各年

280頭）を 1鉢 l頭ずつ接種したい 76年は5月8日，

’77年は 5月17日）。その後， 6月1日（’ 76年）又は

6月20日（’77年）から10～14日ごとに50～ 100鉢ずつ

掘り上げて幼虫の発育状態を調べ，摂食期幼虫のものは

そのまま元に戻しておき，さらに5～10日ごとに掘り上

げて調査した。掘り上げ時に黄熟期幼虫以上になってい

るものは25℃の恒温飼育室に移して，その後はほぼ毎日

観察して婿化，羽化を記録した。なお，ここで黄熟期幼

虫（yellowlarval stage ）とは藤山Z), FUJIYAMA 

ら4）に従い，十分に成熟して食物を摂らなくなり体色が

黄色味を帯びてきている 3令幼虫を指し，摂食期の3令

幼虫と区別した。

2.結果及び考察

調査結果は第1図に示した。園場から越冬幼虫を採集

した 5月上～中旬ではまだかなりの2令幼虫があったが，

飼育開始後第1回の調査（ 6月1日または6月20日）ま

でにほとんど3令となった。 ’76年では圃場からの採集

時に 1令幼虫が，また， ’77年では7月に入ってからも

2令幼虫が若干残っていたが，これらはいずれも次の令

に進むことなく死亡した。本調査では黄熟期幼虫と前婦

とは区別しなかったが，これらは7月中旬ごろが最も多

く， ’76年より’ 77年の方がやや早かった。その後の嫡

化や羽化時期も’ 77年の方が若干早めに経過した。これ
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第l図 ヒメコガネの越冬後の発生経過

（点線は飼育開始時期）
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第2図 ヒメコガネの雌雄別羽化時期（1977)

は’76年の 6月末から 7月初めにかけて異常低温があり，

生育が抑えられたためではないかと思われる。羽化は7

月末ごろが最も多く， 8月中旬ごろまでにほぼ完了した。

これらの時期は同じ千葉県における森川ら 11）の調査結

果とほぼ一致していると思われる。黄熟化や婿化時期の

雌雄差は両年ともほとんどみられなかった。羽化時期に

ついても同様で，第2図には’ 77年に野外で黄熱後飼育

室内で羽化した雌91頭，雄78頭についての羽化時期を累

積羽化率で示し比較したところ，雄は雌にやや先行して

羽化する傾向がみられたが，その差はl～2日程度であ

った。

なお，本調査は帰化，羽化時期をできるだけ正確に把

握する目的で，掘り上げ調査時点で黄熟していた個体は

25℃恒温室内に移しているため，厳密には野外での状態

と多少異なるかも知れないが， ’78年に調査した 7月中

旬～8月上旬ごろの平均地温（地表下15cm）は26～27℃

であり，大きく食い違うことはないものと考えられる。
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N 灯火飛来成虫の動態

1.材料及び方法

灯火への飛来消長調査は1973年から’79年まで注1) , 

毎年6月l日から10月15日までの毎日，千葉市大謄野町

の農家畑地内に設置した湿式予察灯により行った。予察

灯の光源は直管20WのBL-B蛍光灯で地上約lmの位

置に設置し，直下に直径30cmの水盤を置いた。’77～’79

年の飛来数は雌雄を分けて計数したが， 1日の飛来数が

300頭を超えるような時は 100～300頭を調査し，総数

を比例配分して雌雄それぞれの飛来数を推定した。

2.結果及び考察

(1) 飛来虫数の季節消長と年次変動

季節消長は第3図に示したように，年次により多少の

相違がみられた。初飛来は6月第2～5半旬にみられ，

飛来終息は9月第5半句～10月第1半句にみられた。し

かし，およそ 3カ月半の飛来期間のうち初期と終期の飛

来は極めて少なし飛来最盛期を中心とした約1カ月の

聞に年間の90%が飛来した。最多飛来半旬と50%飛来半

旬とはほぼ一致しており， 8月第2～5半句であった。

灯火飛来は気象要因等に影響されるため， 8月中～下旬

に21日間連日降雨のあった’77年のように飛来ピークが

乱れることもあるが，本来は正規分布曲線で表わされる

ような単峰型の発生をするものと思われる。

中島12）は北海道各地での1948～’ 50年の誘殺灯調査か

ら，発生時期は地域により多少異なるとしているが， 50

%飛来期は7月下旬～8月中旬の聞に納っており，茨城

県においては8月第2～6半旬（1933～’42年） 24），三

重県においては8月第1半旬（1964年） 20），鹿児島県に

おいては8月第2～3半旬（1975～’77年） 25）であり，

1世代に要する期間は地方により l～3年の幅がある12)

にもかかわらず，成虫発生期の地域差は比較的少ない。

これは既にドウガネブイブイで知られているように 2),

幼虫期における休眠現象により生活環が自己制御されて

いるためではないかと考えられる。これは今後に残され

た問題であるが，ヒメコガネの生活史を究明する上で極

めて重要なことと思われる。

年間飛来数の年次変動は第4図に示したように， ’74 

年及び’75年は’73年の約2倍， ’76年以降はさらにそ

の2倍と増えており， ’76～’79年の4年間は比較的安

定した発生量となっている。このような年次変動は単に

旬。

来。

里芋 。1 
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。
3 
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／ ＼ 1978 
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第3図 ヒメコガネの灯火飛来の季節消長（千葉市）
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第4図 ヒメコガネの灯火飛来数の年次変動（千葉市）

気象要因の影響だけでは説明し得ないし，また，田村24)

が言うような周期性も認められず，他の何らかの環境条

件の変化に伴うものではないかと思われる。環境条件に

大きな変化がない場合，島地22）はヒメコガネは年次変動

の少ない種であるとしている。これに対し，環境条件の

変化に伴うコガネムシ発生量との関係については吉田27)

や藤山ら3）の報告がある。本調査地周辺の環境変化をみ

ると， ’72～’73年ごろ以降周辺のかなり広範囲にわた

注1) 1973～’ 75年の3年聞は，当場病害虫研究室萩谷俊一技師の調査による。
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って農地や山林の宅地化が進んでいる。とくに南方 0.5

～1 kmから西方l～2回にかけての一帯では大規模な宅

地造成が行われている。しかし，予察灯から半径 100～

150 mの範囲内に限ってみるとこのような急激な変化は

なく，若干，農地の宅地化があり，それに伴い雑草地が

やや増えた程度で，栽培作物を含めた植物相にも著しい

変化はみられていない。このような環境変化をヒメコガ

ネの発生と関連づけてみると，広域的には藤山ら 3）の例

があてはまるように思われるが，本調査地におけるヒメ

コガネ以外のコガネムシ類の変動（著者，未発表）では，

アカビロウドコガネでやはり増加傾向がある以外は， ド

ウガネブイブイやその他のコガネムシでは必ずしもヒメ

コガネのような発生変動はしていない。また，予察灯の

灯火の有効範囲について大内ら 15）はヒメコカゃネでは半

径120m 以内（青色蛍光灯， W数不明），西垣13）はドウ

ガネプイブイで半径50m以下（ZOW青色蛍光灯）として

おり，予察灯はかなり局地的な発生量しか反映していな

いものと思われる。

以上のようなことから本調査における’73～’76年の

増加は，灯火の有効範囲からみて半径 lOOm以内程度の

局地的な環境変化，すなわち， ’72～’73年ごろに行わ

れた若干の農地の宅地化と宅地周辺の雑草地の増加など

によるものが主要因として推察されるが，さらに周辺地

域における大規模な宅地造成なども無関係ではないもの

と思われる。 ’76～’79年の多発生安定傾向については

さらに数年以上の観察を続けなければ断定はできないが，

島地22）に従うならば環境変化が一応安定してきたこと
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第5図灯火に飛来したヒメコガネの性比の季節変動

（飛来数が4頭以下の半旬を除いた）

によるものと考えられる。

(2）性比の季節変動

性比（雌百分率，以下も同様）の年間平均は55.6～57.6

%であり，季節変動のパターンは第5図にみられるよう

に3年とも類似した傾向であった。すなわち，飛来初期

には雌率が比較的高く，その後7月下旬には35～40%に

まで低下するが，さらにその後は8月中旬～9月上旬ご

ろに一旦プラトーを形成して終息期まで次第に上昇した。

このような性比の季節変動は雄よりも雌の方が飛来期間

の長いことを示しているが， 7月中旬ごろまでの飛来数

は全体からみれば非常にわずかであり，飛来数の多い時

期に限るならば，雄は雌より飛来時期が早いことを示し

ているものと思われる。この傾向は中島12）によっても認

められており，このような生態的特徴がどのような意味

を持っているのかは今後検討すべき問題であるが，雌の

灯火飛来が産卵行動と関連していることは既に報告した

とおりであり 19），この点においてはドウガネブイプイの

場合14,29）と同様であると考えられる。

v 室内飼育による踊から次世代卵までの

発生経過

1.材料及び方法

踊化から土寓脱出までの飼育調査には1978年5月12,

13日に印施郡富里村の農家園場で採集した3令幼虫を供

した。採集後一旦25℃の恒温下で飼育した後， 5月26～

27日に黄熟期に達していた幼虫を17℃， 20℃， 28℃の各

温度別飼育に35～40頭ず、つ供した。残り約 250頭はその

まま25℃で飼育調査した。飼育には蓋っきの透明プラス

チック容器（直径7cm, i奈さ 4cm）を用い，個体別に飼

育した。幼虫は老熟すると土嵩を形成し，この中で踊化

するが，この土禽は容器の内壁（おもに底部周囲）に接

して作られることが多いので容器の外側から婿化，羽化

の状態を観察することができる。これを毎日または2～

3日ごとに観察記録した。士宮内で羽化したものは容器

の蓋をとって容器ごとさらに大きな容器（直径12cm，深

さ6cm）に入れ，成虫の土脅からの地表脱出を観察した。

士宮が容器の中央部に作られるなど，容器の外から観察

できない場合は1～2日ごとに容器から幼虫を取り出し，

帰化直前（前嫡期）であれば同一容器の土表面に試験管

の底などで凹みを作り，その中に安置して踊化させた。

このように士宮から出してしまった蝋は直径6cm，高さ

3.5 cmの塩化ビニール製円筒（雨どいを輪切りにしたも

の）に土をつめ，一端の中央に前記と同様の凹みを作っ
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て人工の土寓とし，この中に婦を安置してシャーレで蓋

をして逆さに，すなわち，婿を入れた側を下にしておき，

シャーレを通して底から羽化を観察した。人工土脅から

の成虫の脱出は前記と同様の方法で観察した。

この調査のうち， 25℃飼育で得た羽化日の明らかな雌

雄50対は土禽脱出後1対ず、つ透明プラスチック容器（直

径12cm，深さ 6cm）に入れ，引き続き25℃恒温で飼育し

2～3日ごとに産卵の有無を産卵開始まで調査した。た

だし，この中の一部のもの及び雌のみ単独で飼育した25

個体は羽化後の所定日数後に解剖して卵巣の発育状態を

観察した。さらに，これらの調査に供しなかった残りの

成虫の一部は灯火飛来の実験に供した。第6図のような

幅30cm×深さ30cm×長さ90cmの木箱の一端に土およびラ

ッカセイ葉を入れた容器を置き，ここに土寓脱出当日の

成虫を放した。木箱の他端には2cm×8cmの穴をあけた

黒のラシャ紙を巻いて庶光した 6Wブラックライトを日

没前から翌朝まで終夜点灯し，灯火に飛来した成虫は漏

斗状の受けをつけた容器（回収虫を死亡させないように

するため，適度に湿らせた土を入れてある）に回収した。

このような装置を用い，実験室内で毎日飛朔移動虫及び

残留生存虫の記録を行った。実験は土寓脱出日の異なる

個体を混ぜて行っているので，個体識別をするため電気 2.結果及び考察

亡ガラス蓋

ラ
イ
ト

飛来虫を回収する容器

第6図飛朔移動調査装置の概略
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第7図 ヒメコガネの婚期間における

温度と発育速度の関係
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第8図 ヒメコガネの羽化から土禽脱出までの

期間における温度と発育速度の関係
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熱針で前胸背板及び麹鞘の一部を焼いてマーキングした。 (1）婚期間

卵期間の調査は野外のダイズ圃場で採集，または灯火 嫡期間の調査結果は第7図に示したとおりで，温度（

採集した成虫を25℃で飼育し，毎日採卵して産卵後24時 ）と発育速度（ y ）との聞に回帰式 百＝一0.1301+

間以内の卵をそれぞれ所定の恒温下に移し癖化までの日 0.007562 xが得店れた。これにより求めた発育零点、は

数を記録した。 ’76年8月には25℃で， ’78年8月には 13.6℃で，有効積算温量は 133日度であった。婦期間に

17℃， 20℃， 25℃， 28℃の4段階の温度で調査した。 おける雌雄差はほとんどみられなかった。前述したよう

なお，これらの室内飼育には全て高温滅菌（130℃， に野外における踊化は7月中～下旬ごろであり， ’78年

1時間）した後， 12メッシュ（採卵用には24メッシュ） に千葉市大勝野町の農試ラッカセイ圃場で観測した地表

の簡を通した火山灰土を用い，使用直前に水を噴霧して 下15cmにおけるこのころの平均地温は26～27℃であった

適度の湿度を与えた。また，餌として黄熱前の幼虫には から，野外における婿期間は10～11日であると思われる。

サツマイモ塊根の小片を，成虫にはラッカセイ葉を与え， ヒメコガネの婦期間について，茨城県では9～10日（

それぞれ適宜更新した。 室温飼育か）であったとしており 8），中島12）による温
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度別飼育による調査結果でも本報告の結果とほぼ一致し

ている。ただし，北海道の野外においては約3週間を要

するという 12）。

(2）羽化から土寓脱出までの期間

土寓内で羽化した直後のコガネムシ類成虫の体は柔ら

かく，とくに麹轄の節片化は遅く，成虫はしばらく土窺

内に留まつである程度硬化してから地上に脱出してくる。

この聞の時期をFUJIYAMAら4）はimmatureadult stage 

と呼んでいる。ドウガネフマフてイについては勝又9）湯浅ら30l,

FUJIYAMAら4）等の報告があり，若干の差はあるがいず

れも 6日内外としている。また，著者はアカビロウドコ

ガネについて本報告と同様の方法で調査し， 25℃で6日

の結果を得ている 18）。これら以外のコガネムシ類につい

ての報告はみられないようである。

ヒメコガネについて調査した結果を， 95%信頼限界と

ともに第8図に示した。温度（ x）と発育速度（y ）と

の聞に y=-0.1161 +0.01088 xの回帰式を得た。これ

より求めた発育零点、は10.7℃で，有効積算温量は92日度

であった。また，この期間においても踊期間と同様，雌

雄による差はみられなかった。野外における羽化は7月

下旬～8月上旬ごろであり，このころの地温からみて羽

化から土寓脱出までの期間は5～6日であると推定され

る。

(3）羽化後の卵巣発育経過と産卵前期間

コガネムシ類の卵巣発育経過とそれに伴う形態変化に

ついてはVOGEL26）に詳しい。ある個体群の卵巣発育状

産卵開始
r 

1官｜

1置

明
日
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N

卵
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第9図 ヒメコガネの卵巣発育経過（0）と

産卵前期間（・） (25℃） 

態をとらえようとする時，これを数量化することができ

るならば他の個体群との比較がしやすい。単に成熟卵の

有無や蔵卵数を指標に調査された例はある 1,14,21,29）が，

卵巣の発育過程を何段階かに分けて調査された報告はほ

とんどみられない。松浦ら 10）はコアオハナムグリにつ

いて，卵巣の未熟なものから産卵直前の状態までを 4段

階に分けて野外個体の発育消長を調査している。しかし，

本調査の目的からはさらに詳細な区分が必要と思われた

ので次に示す8段階の基準を作って，羽化後の卵巣発育

経過を調べた。 I.卵巣小管は全く未発育で小さい。

II .各卵巣小管は長さ，太さとも増大するが，卵細胞に

卵黄の蓄積はみられない。 III.各卵巣小管基部の l～2

卵に卵黄がわずかに認められる。 N.卵黄は多くなり，

卵の大きさは成熟卵の 1/4程度。 v.卵の大きさは成

熟卵の 1/2程度。 VI.卵は成熟卵に近い大きさとなる

が，卵殻の形成はみられない。 VJ[.卵殻の形成された成

熟卵が卵巣全体で1～5卵ある。珊．成熟卵が6卵以上

ある。ただし， I～羽については6対の卵巣小管のうち

最も発育の進んでいる小管について観察した。

このような基準で羽化後5～15日の47個体を解剖調査

したところ，個イ本によるぱらつきは非常に大きかった。

そこで，第9図には各発育段階に指数を与えて平均した

値を95%信頼限界とともに示した。羽化5日後では皿の

段階に達している個体が多かったが，その後の発育は遅

く， 15日後でも成熟卵のある班～澗の段階に達していた

のは18個体中3個体にすぎず， Eの状態のものもみられ

た。なお，対飼育した個体と雌単独飼育した個体との聞

に卵巣発育の差はみられなかった。

一方，産卵前期間は確認できた 9個体のうち最短のも

のは11日，最長のものでも20日であり，平均は15.4日で

あった。このように解剖による卵巣発育と産卵を確認し

たものとの聞に時間的な食い違いのみられた理由は次の

ように説明されよう。卵巣発育の速さには個体差が大き

く，速い個体は比較的短時間で産卵開始するようになる。

しかし，解剖に供した個体はその時までに産卵開始して

いなかった生存虫の中からとり出したものであるから，

発育の遅い個体の率が高いと考えられ，その程度は羽化

後日数の長い程高い。卵巣発育にはもともとの個体差の

他に栄養摂取条件やその他の環境条件が影響していると

考えられるが，野外においても発育の遅い，あるいは環

境条件に恵まれなかった個体は産卵開始までの期間が長

しその間に受ける淘汰圧も大きいであろうから，気温

カヨ125℃程度であるならば，平均産卵前期間はやはり15～

16臼ぐらいとみて差しっかえないものと考えられる。な
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第2表 ヒメコガネの土寓脱出後日数別飛来虫数

性別
土窓脱出後日数（日） 飛来供試飛来

0 1 2 3 4 5 6 7 8 合計虫数率（幼

♀ 571101001  16 43 37 .2 

合 45041 0 0 1 0  15 37 40.5 

合計 912 1 5 1 1 0 1 1 31 80 38.8 

お，沢ら16）はヒメコガネの産卵前期間を17.6日としてお

り，本調査よりやや長めの結果を出している。

(4）土寓脱出後灯火飛来までの期間

灯火に飛来する成虫にはどのような生理的特性がある

のか，言い換えれば，どのような状態の成虫が灯火に飛

来するのか。これを明らかにすることは灯火誘殺による

防総を考えたり，予察灯による調査結果を解析するため

に必要なことと思われる。ドウガネブイブイについては

走光性反応を誘起する最適照度28）や蛍光灯の誘引範囲13)

が調べられ，また，雌の灯火飛来は産卵行動と関連して

いることが明らかにされており 14.29），ヒメコガネにつ

いても類似の知見は若干得られている15,19）。

ここでは室内実験によって灯火飛来の時期を成虫の日

令によってとらえようとした。結果は第2表のとおりで，

雌雄合計で80頭を供試したが，約40%にあたる31頭が光

源に向って飛朔移動した。そのうち，約 2/3は土寓脱

出当夜又は l日後であり， 9日目以後の個体はなかった

（これは最初の移動についてであり，移動していた個体

を元に戻しておけばその後何回も飛朔移動する個体もあ

る）。また，飛朔移動した個体の平均生存期間は10.7日

であったのに対し，飛朔しなかった個体のそれは 7.l日

と明らかに短命であったが，これがマーキングによる影

響であるかどうかは明らかでない。なお，実験期間中の

木箱内の温度は27～29℃であった。

この実験における明るさが最適であったかどうかは不

明であるが， 40%の個体が反応していることから，少な

くとも有効な明るさの範囲内にあったものと考えられる。

このような条件での実験で，ヒメコガネは土寵脱出直後

から灯火への反応性のあることが明らかとなった。しか

し，このような小さな木箱内では成虫の活動性が十分に

高まっていなくても誘引されてしまうことが考えられ，

この結果は野外においても土寵脱出直後に予察灯などに

飛来しうる可能性のあることを示しているにすぎず，実

際の飛来にはその他の生理的な条件が整うことも必要で

あると思、われる。
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第10図 ヒメコガネの卵期間における

温度と発育速度の関係

(5）卵期間

60 

期

40問

日
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0 

各温度区における調査卵数は，一部飼育中にカピが生

じるなどして勝化率の悪い区があり， 20℃， 25℃ではそ

れぞれ 141卵， 441卵（両年の合計）と多いが17℃， 28

℃では21卵， 8卵と少ない。第10図には各温度区におけ

る平均及び95%信頼限界を示した。温度（ x）と発育速

度（ y）との聞に Y＝ー0.05768+0.004630zの回帰式

が得られ，これより求めた発育零点は12.5℃，有効積算

温量は 215日度であった。この結果から25℃における卵

期間は17.2日， 8月ごろの野外においては，地温を26～

27℃として 2週間余りを要するものと考えられる。

ヒメコガネの卵期間について，中島12）は温度と発育

速度の関係を，後閑6）は25℃，土壌水分50%における日

数と累積勝化率の関係を示している。これらの関係式か

ら算出した25℃における卵期間（50%癖化日数）はいず

れも13.7日であった。また，茨城農試7）の調査では室温

（平均23.2℃）で16～17日であり，これも本調査の結果

よりやや短期間である。後閑5,6）は卵の発育には混度と

ともに土壌水分も重要な影響を与えており，水分が不足

すると発育の遅延や癖化率の低下が起るという。本調査

では土壌水分量や勝化率は調べていないが，全般に乾燥

ぎみだったのではないかと思われる。なお，中島12）の式

から求めた発育零点は12.6℃であり，本調査の結果とよ

く一致した。

VI 摘 要

ヒメコガネの発生経過，おもに越冬後の幼虫期から次
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世代卵期に至るまでの経過について，野外及び室内にお 2）藤山静雄：ドウガネブイプイの生活環の自己制御に

ける飼育，成虫の灯火飛来調査などにより検討した。 ついて．第17回応動昆大会講要， 140(1973). 

1 .野外における越冬態はおもに2令幼虫と 3令幼虫 3 ) ・春日山平：コガネムシ類の異常発生と生

で，前者が50～80%を占めるがその割合は年次により異 態についてードウガネブイブイを中心にして一．

なった。 個体群生態学会報24,12-19 (1973). 

2.野外条件下における飼育では，婿化は7月中～下 4) FUJIYAMA, S. and F. TAKAHASHI : Studies 

旬，羽化は7月下旬～8月上旬であった。嫡化・羽化時 on the self-regulation of life cycle in Anomalα 

期に雌雄差はほとんどなく，雄が雌に l～2目先行する cup reαHOPE (Coleoptera; Scarabaeidae ) , 

程度であった。 1 . The effects of constant temperature on 

3.千葉市における成虫の灯火飛来は6月中～下旬か the developmental stages. Mem. Coll. Agr. 

ら9月下旬～10月上旬にかけての長期にわたったが，そ Kyoto Univ. I 04, 23-30 (1973) . 

の90%以上は8月第2～5半句の最盛期を中心とした 1 5）後関暢夫：ヒメコガネ Anomαlaruゐcupreα 

カ月間に飛来した。 MOTSCHULSKY の癖化に及ぼす土壌水分の影響．農

4.年間の灯火飛来数は1973年から’76年にかけて約 学集報4, 304-310 (1958). 

4倍に増えたが，その後’76年から’79年は多発生のま 6）一一一一一：ヒメコガネ， Anomαlarufocupreα 

ま安定した発生量であった。このような年次変動と調査 MOTSCHULSKY ，卵の勝化に及ぼす温度及び土

地周辺の環境条件の変化，すなわち農地や山林の宅地化， 壌水分の影響．農学集報 5,28-32 (1959). 

雑草地化との関連について考察した。 7）茨城農試：姫金亀子虫に関する調査試験，病雑20,

5.灯火飛来成虫の性比（雌百分率）は年間平均では 805-807 (1933). 

55.6～57.6%であったが，その季節変動は飛来初期と終 8) ：姫金亀子の経過習性に関する実験．病雑

期に70～80%以上と高く，飛来量が多くなり始める 7月 22' 883-885 (1935). 

下旬ごろに35～40%の谷を形成したo 9）勝又 要：銅鉄金亀子の経過習性並に新駆除法．昆

6.温度別飼育による婿期間，羽化から土禽脱出まで 虫世界33,335-340 (1929). 

の期間，卵期間はそれぞれ次のとおりであった。ただし， 10）松浦誠・八回茂喜：コアオハナムグリの卵巣の発

zは温度（℃） ' yは発育速度（ 1 I日）。 育と産卵数．関西病虫研報17,27 31 (1975). 

婿期間：回帰式 y＝ー0.1301+0.007562:.' 11）森川正己・嶋津治夫・五喜田毅・市原伊助：サツマ

発育零点、 13.6℃，有効積算温量 133日度。 イモを加害するコガネムシ類の発生状況．関東病虫

羽化から土窓脱出までの期間： 研報26, 99 100 (1979). 

回帰式 首＝－0.116l+0.01088x, 12）中島敏夫：北海道におけるスジコガネ類の生態学的

発育零点 10.7℃，有効積算温量 92日度。 研究．北大農演林研報16, 1-115 (1952). 

卵期間：回帰式 y z ー0.05768+0.004630x, 13）西垣定治郎：ドウガネブイブイの生態学的研究.VI 

発育零点 12.5℃，有効積算温量 215日度。 誘殺灯による成虫誘引効果，とくに灯火個体群と植

7.羽化後日数別の卵巣発育状態には個体差が大きか 物上個体群の比較．静岡大農研報25, 1一7 (1975). 

ったが，順調に発育した個体の25℃における平均産卵前 14）一一一一一：一一一一一.VJ! 成虫の性比，蔵卵数の季

期間は15.4日であった。 節的変動，とくに植物上個体群と灯火飛来個体群と

8.室内実験では，成虫は土寵脱出当夜又は 1日後に の比較．応動毘20,164-166 (1976). 

光に向って飛朔移動する個体が多く，土禽脱出直後から 15）大内 実・川l回惣平・君崎喜之助：青色蛍光灯に対

灯火に対する反応性のあることが明らかとなった。 するヒメコガネの放虫試験．関東病虫研報 3'41 ( 

1956). 

引用文献

1 ）藤下章男：異常発生したコガネムシ類，おもにドウ

ガネブイブイの生態と防除．静岡林試研究調査資料

8' 1 -24 (1972) . 

16）淳良三・田村市太郎：ヒメコガネの生態に関する

研究. 1-211，関東東山農試（1953).

17）津田玄正：圃場にみられるコガネムシ類幼虫の図解

検索．植防21,293 296 (1967). 

18）津田正明：アカピロウドコガネの越冬から産卵まで

8 ー



津田：ヒメコガネの発生経過

の発生経過．昆虫学会第39回・第23回応動昆合同大 25）田中 章：コガネムシ類の発生と土壌有機物施用の

会議要， 636(1979) 関係．今月の農薬23,14 19 (1979) . 

19）一一ー一一：ヒメコガネの時刻別灯火飛来消長と飛来 26) VOGEL, W. : Eibildung und embryonalent-

雌の卵巣状態．関東病虫研報26,96 -97 (1979). wicklung von Melolonthαvul叩 risF. und 

20）島地岩根：平倉演習林において灯火に誘殺された鞘 ihreauswertung fur die chemische maikafer-

麹目昆虫の種類とその季節消長．三重大農演林報告 bekampfung. Zeit. f. angew. Ent. 31, 538-

6, 10-24 (1966). 582 (1950). 

21）一一一一一：灯火に飛来したコガネムシ類6種の卵巣 27）吉田正義：コガネムシ類の多発生の原因．植防29,

成熟度およびオオスジコガネの卵巣発育経過．第80 236 242 ( 1975) . 

回目林講要， 285-286(1969). 28）一一一一一・広尾順三：芝草を加害するコガネムシ類

22）一一ー一一：平倉演習林において灯火に誘殺された鞘 の研究.Vil ドウガネブイブイ成虫の走光性反応．

麹目昆虫個体数の年次的動向に関する研究．第1報 関西病虫研報17,15-19 (1975). 

コガネムシ類個体数の6ヶ年（1966ー 1971）におけ 29）吉岡幸治郎・松本益美：ドウガネブイブイ成虫の生

る年次的動向．三重大農演林報告8,9-17 (1973). 態に関する 2・3の知見．四国植防12,85-89 (19 

23）高井昭・稲生稔：茨城県の主要畑地におけるコ 77) . 

ガネムシ類幼虫の発生について．第四回応動昆大会 30）湯浅啓温・遠藤利久：日本産金亀子類の幼期形態及

講要， 116(1974). び生態．第 l報 ドウガネブンブン．農事試葉報 3,

24）田村市太郎：大豆の虫害に関する生態学的研究. 3 151-182 (1938). 

-55，関東東山農試（1952).

Seasonal Occurrence of Anoma/a rufocuprea 

MoTSCHULSKY (Coleoptera; Scarabaeidae) 

I. Occurrence from the larval stage after hivemation 

to the egg stage of the next generation 

Masaaki SA w ADA 

Summary 

An investigation was carried out, on the seasonal occurrence of Anomala rufocuprea 

MoTSCHULSKY, especially from the larval stage after hivernation to the egg stage of the next generation. 

The 2nd instar of larvae formed 50～80 percent of the hivernating larvae in field, and the percentage 

differed year by year_ Most of the remnant larvae were the 3rd instar and a part of them were the 1st 

instar. The hivernated larvae pupated in the middle to the end of July, and emerged in the end of July to 

the beginning of August. There was little disparity in sex in both of the stages of pupation and 

emergence. 

The adults came flying to the light trap也ChibaCity during from the middle or the end of June to 

the end of September or the beginning of October, and more than 90 percent of the adults were caught 

by the trap for a month with the peak of the flying from the 2nd to 5th five-days of August. The female 

ratio of the adults caught by theむapwas higher (70～80 percent) in both of the early and the late 

seasons, but it was lower (35～40 percent) in the end of July when the captures grew in number. The 

average of the female ratio of each year was 55.6～57.6 percent. 

- 9 -



千葉県農業試験場研究報告第21号（1980)

The annual captures by the light trap increased 4 times in number during from 1973 to 1976, and 

they were almost the same in every year from 1976 to 1979. The variation of the annual captures were 

considered in relation with the change of th巴conditionssurrounding the insects. 

By means of the rearing in the incubators controlled at 4 different constant temperatures ranged 

from l 7°C to 28°C, durations of the pupal stage, the immature adult stage and the egg stage were as 

follows (In the temperature-developmental velocity regression equation, x indicated the temperature in 

。candy indicated the developmental velocity in 1/days.): 

Duration of pupal stage: 

Regression equation y = -0.1301 + 0.007562x; 

Developmental zero 13.6。C;
Total effective temperature 133 day-degrees. 

Duration of immature adult stage: 

Regression equation y = -0.1161 + 0.01088x; 

Developmental zero 10.7°C; 

Total effective temperature 92 day”degrees. 

Duration of egg stage: 

Regression equation y = -0.05768 + 0.004630x; 

Developmental zero 12.5°C; 

Total effective temperature 215 day-degrees. 

Pre-ovipositing period in 25°C required 15.4 days in average. The adults were endowed with 

responsibility to a light as soon as they escaped from soil. 
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