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クワコとカイコの [::1周行動の比較

佐々木正日・ l辺良丈 夫.1.よ1j:l)

Comparison of the Daily Rhythl11ic Behavior between Wild and 

DOl11estic Silkl11oths，βombyx lIIwzc!ar;na ancl 13， 11101'1 

Masami Sasaki， Fumio Jibiki and Tatsul11ichi Hirobe 

総

ミツパナが接続でがi]l年されている li111誕の場合でも怒川三のものに近いのに比較し，ブJイ口，

Bombyx mori Lillne (1758) は完全に家市イむされたきわめて11~j:Jì'~な品以である命ね(1967) に

よれば，約l1500年)'fif，裁ii百流域の Inkyo(;jと〕誌の南)で始められた強訴が，後にお…j:lッパブIjTIli，

/1本，T'rJ方に伝搬されたのマはないかという.ブJイコの起源については，多元説を:含め， (1也にも

いくつかの推論はあるが，不IY!な点が多い.…ゴ1]"，'111孔台湾， 1:1本などには，地域により

Jr~貨の j率いはあるものの，野生組のクワコが峨，出、しており，これと '!)~1:fブJ イコの!均体について，

多くの1il&:から検討が加えられてきた.このことはクワ以の分野iの変i裂にも現れている.ク v以

は1872年 Moorcが1111誌It在日産のものに越さ， 別級の TんCOlうがん malldaruuょとして記載した

が， sωaki (1898)は 1:1本践のものの外部j限強，生態から，これな jJイコと同組，カイコの祖先

週4で品わろうとした.冶ilJl((l倒的は，WiHB{L!!.の形態的利{以f生と3'<:~\ífl;Ø~験により， β mori lII(/llda-

ri/laを弛IIl.:¥し1::，しかし，現配もっとも多く j初日されている学名は，関係扱いのか，IIZ(/Ild(，川'/1μ

マあめ(小111. '1:';IJI1975参lm，

同偵をと比較した主な研究には， 沈澱Jぷ)，{:.: cí'付~H)jら)， 染臼{体ヰ本〈数数:(l~札削帆W附'(1将紋柑g飢仰t日川1

抗布烈11 (11海長1幻叩似9α):l琵紛~)的J) ， JJP紋(火村・)j'/jlrJl9LJ 3)， )1誌がil鈎爪(議奴1制的， アイソザイム Cjfyjj~l日(6) ， 性ア ':1:):1 

モン (Kuwahal・抗日ndMy-Yen 1979， Kuwahara et al. 1984)がある. しかし ICI制活動性や光胤性につ

いての比較例は少々く，ことに同一条f*-F-行11磁111]の比較惑としたはないようである.カイ口

のみについては， lj~f.化(竹内1凶G ， '1、川nka1別1，HJll11966fo:ど)， J15U文CI+l1j11956など)，羽化〈小泉1日60，

Kobayashi and Koyam日197'1など)， m卵〔ノi、泉1958，I Lili!d・不足 1975，III似jら1976など)，休j限 (Kog-

ure 1933など入被恨のf思議移動 CKoyamact al. 1975)があるが，クワゴについてはわずかに小1I1

らけ~)59) の制限内色彩の 1/1，'，]移動に IY.，]ナる報告と， Tunaka (lD61)のYlff.f七1)ズムについて触れた

報告がある:保皮である.

そこで，水実験では，何種の日間行動を:比較し，そのま立縁関係を考察する一助にしようとした.

このため供拭カイコにl立/，'本績と支部被から古・典的なものを…1171秘ずつ選んで)↑jいた.…カカイ
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コとクワコの[出では交維が可能で，その後の侃性にも問題がないことが多くの研究者1認められ

ており，交維部の性質について獄々検討が加えられている(八木1922，)11r:J192:i， Kawaguehi 1928， 

児波・火J;j]j 19日9，平iJJ;(L9~:l ， ~.!::J I'. /¥III(，j 1.972，消火・約)1'1.97:1えにど).本災救でもいくつかの項目に

ついて~*ff1組の性質含}刻査したので，まだ不十分な点も多いが，…I'fI\(立論議に含めた. ;jミた，ク

ワコがIまんとうにカイコの祖先製であるとするなら，クワコの野生穏としての活動性が，家高化

に伴ってどのように変化してきたかをみることができるわけである.今1mの実験結果をJ却ここれ

らの点についても若干‘の考然を加えた.

本文に入るに先だわ，終始ご指導.をmいた本当士郎!間一次教投に深く感謝1¥"し上げる.また木研

究を始めるきっかけとなった雑種の提供や，文献同でもおれIt滑になった援糸試験場夜育縄脅1¥，

i珂保夫技，カイコのfJl~\汰 2 1弘義Rの分譲告とお世話下さった同 II!木俊雄，戸符…ヲミ附lW:I: に対し，

くお礼申し[-，げる.

材料および方法

1.供試虫

カイコについては，主主糸試験場育随 ~fl)蜜品種鵠存研究畿で継代保存中のれ水瀦“小平王丸文部

秘“金zrの21開設を昆11.学研:究識で累代餌背し適貨供試虫とした.いずれも古典品種で，小石

丸材、17904三頃の{判礼金裁は1870年〔明治初年〉頃i十lQ11から輸入されたものといわれている.ク

ワコは1979年 4-6YJlこ東京都11庁間市の3~Jll大学構内に I~l ~I:: するクワ(主にヤマグワ lvIorus

bombycis)の樹皮や小枝から採取した地冬針jおよび経令幼!.h告と窓1)']でw.代期被tifil1'干し，供試!.hと
した.究家lt磁を作る場合にじt，ハンドペプリング法を汗11，、た.
2. 飼育法と実験条件

斑下911にはいす2れの場合も ~I"休l眠911~符らための llrli均投機処日11 (t[:泣1.075，判。Cの HCll11

にら分間)をした.羽IJtlH立クワの~::濃のみでおi有した.部背中の光潟共IJはすべて 12L-12D (午

前 9II{j: }~，(般〉とした. J照明には 10W1~1 色依光磁を用い， J摂;交は飼育務器の設綬持11{立で 200-300

111Xとした.飼育混!廷はとくに記さない場合，全i給25ゴニ10Cとした.相対?，¥JU立は80% iliI後になる

よう調節した.これらの条件は以下のすべての観察1l~1; (野外在|徐く〉も同様である.

3. ~特化時刻

12L-12D下，即時i剤投処法UI1から僻化してくる{似体数を30分俗に1l1'数した.1府知!下の観察に

は， 7 'vVの赤色滋球をと月]い，これをスライグックでできる限り偲日夜皮として校うか， 680nm以下

の光会カットずる赤色フィルダ…(保 f~ガラス製R(8) な泊した光を用いた.

4， 静化幼虫の分散移動性

白色ケント紙とに平筏 2.5，5， 7.5， 12.5cmの関心Plを摘さ，約 501uxの散光下，卵?イ七役

3 -GIl寺IHJのがj良部立i'lをド!のI!:l心にj泣き， 30分間にわたり幼虫の活動・分散状態を記長議した.

5. 授食時刻

51始31'1 ~I の幼虫をカイ口ではlO~L グワコではら閣を 1 区とし，カイコでは 2 lI~flll]' クワコ

ではできるだけ刺激を少なくするために付与1m鉱にクワ会架(割譲よりら -7枚目〉の摂食断続

を ìJllJ定した.使用桑議は予め策問積針。 (LAMBDA!民 LI-3000~fiJりで i市械を計っておき，被食後

11:f.)支出'f~~~計ってその濯をと摂'ft散とした.しかしこのfiHlli訟では， とくにクワコに対しではIIli艇
があると脅えられたので，結果の咳で述べQYlf外観察も行ゥた.
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Fig. 1. Apparatus used [01' lhe aulomatic 1'ecordin認 のrthe eclosion lime. 

6. ::.1~化時期

Û!I初、 1:'1品取がmw付命;，;) 11キ亥1) を羽化 I~I [uJr記録法i設でii2織した.この談i設は Truman(J 972)のヤマ

マユ蛾JBのjjjl刻!を手1J)iJ，これに 2， 3の改良O:施したものマある (Fig. 1).ナなわち，内筏10

mmのアクリノレ管内にi段かれたMIが，羽化する11キにボ…ノレベアリンクゃながflL.U:lし， これがマイク

ロスイッチをwmめさせてレコーダーのチャート上にIl~J渉、1)が fi'ì己織されていく.そのl燦ベアリングの

みが11]1し11¥され， !峨1:'1討対立，官;の'll¥，(.閉じ込められることもベアリングの:iill路を活しすこともなく，

上方の}}I)惑に導かれ，完全な{同{*cして羽化できるように工夫されていふ.

7. 1維成虫のコーリング行動

羽化後 2~ 31:1の処女雌の以ーリング (J)長(fll米企!日の側胞体と呼ばれるフ.:r:r:lよとン分、泌j除の反転

拠出)を30分f与に線終，記録した.

B. t~(f成虫の iまばたき行動

カイコはクワコのような飛開jJを欠くが，はばたき行動はみられるーそこで Sasakiand Jibiki 

(198-1)のはばたき行動自動記録袋慨を作り， 11日hE主たはその，t~l: ブエロモンから完全にi問離された持!f

の自発u甘1:1周活動性を制べた.この柴訟はボイスリレーの原現在応用したもので，直接の接触{許

サのみをと感知す崎るようクリスクルマイクの仮滋を改悲したものなmいている.1設分の増幅l'fllに

はiliJ抵のす戸キャッチブロック OUFli立製 KB-104，.-]1，:11改造〉をmい， レコーダー j二に配線した.

結 果

1. ~符化時制

小石丸1124，余波843，クりコ423怒{の1際化11寺亥IJa-訊jべた結果がFig.2である.いずれもピーク

|時には30分間に全体の60%以上が9別ちする…11冷型を示し，そのピ…クは益支裁がもっともネく点灯
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1l0URS AFTER LIGII丁目ON
I~ig. 2. 1ηIr礼Il化chiぬ111ば;;t“im巴 臼fβtοJ川 by川，王口‘♂x定r:川川l

試後，約3拘O分謹jれもて;J小jト、石丸が続き，クワ口はもっとも避し点灯後1.5-2時間の1mにみられた.

カイコ，クワコとも点灯511寺|間後から次の点灯30分r'iI.はでの1I¥'Jに附{七した個体は 1頭も認められ

なかった. l'I.U:~~がilu. ùØl1の ~ifHじ 191以れから終了求では，カイコで 2 ~ 3 i'!，クワコでも 3~ '11'1 

であった.クワ口の静化却JII司はj出年卵においては不斉…で長期にわたるのに対し(大場 19:59n，火

村 1950)， 良IlI l制5訂後処~nøpでは高い芥…佐1:を来したといえる. カイコの静化H寺亥IJは詳しく制べら

れており(竹内 195G，Tanaka l()Glなど)， 今日の 2，'<<11段の結果もそれらとよく一致していた.ク

ワゴの榊化を扱q たものとしては Tanaka(1961)がブリ…ランニングリズムの周期をが')1811年11'.'1と

朝日止しているだけのようで，カイコより;y!f千ピークがいが，ぷオζl切にはi百!じタイプということ

が綿認されjこ.

2. 僻化幼虫の行動

カイコ幼虫の移動性がきわめて低く，グワコのそれがいことは経験的にはよく知られている

が，その迷い惑と実験的に示したデータはないようである.そこで， ~~1化幼虫の分散性について制

べてみたのが Fig.3の結果である.際!には放罰した中心から 7.5cmの|百j心何より外にIi¥1こ倒休

の百分取を指iEllqhとして示しである.尖験は25額を lle]とし，小石丸，金貨では12反説，クワコで

は51ズ復行った.カイコが30分経過しても放措点から移動せず，頭部をもちょげて左右に体を振

り!lVJかしている{閥体が多いのに対・し，クワコでは 10分後には80~もの{院i体が 12.5cm の 1J'il心内の外

まで移動・分散してしまった.クワコとカイロの分散ぞ1:に羽:しいi違いが認められたので，織泊り

かの交雑殺を作り，同時に分散性を純資したが， I~\ ， 1~2 のいずれでもクワコ担の強い分散性が

観察された.Fig.3にはこのうお小石丸♀×クワエ1舎の仏と九の例をしおいた.同じ併化幼忠

告と)日い，走光性についても試験をしてみたところ，すべてに却の走光'1':1:がみられた.移動性の迷

いから，クワコの方が反応が顕著に現れたが，逆光悦が訟である点では設は認められなかった.

3. 摂食時家1]

Fig.4 に示した 51始~J.æ、の拡:食抵の推移は，カイコについては 3 点王fl.均訟により，クワコにつ

いては 41冷11¥'J1ii:の測定艇をそのまま示しである.カイコの摂食は11削哲iより納期に多く，クワコで

1
5
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MINUτεS AFTER 限定LEASING

Fig. a. ComparIson o( the disper・sIonaClivity of newly hatched larva日 of
wild and domcsliαIted sill王worms，β.mandarina and B.川 ori.
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l"ig'. 4. Daily ilucl.uation of the ingestion of thc mulbcrry lcaf by last instar larvac 
。f13. lIIalldarina and two varieti日S ()f B. lJI()ri under LD 12 : 12， 250C. 

は逆に11者WJのjJが多い傾向が認められぬ.しかし，このか法では数時間f引こ桑諜を交換するため

に，その皮に能試虫にUllj激をと Jij・えてしまう欠点があり，イ討~~[廷に不安を感じた.とくにクワ口の

終的が)1\については，野外ではお~nJJ ，;:)、クワの机 i際で Fig.5 のように校にJ脱j湿して休止している

のがよく観察される.そこでり¥r外の終齢幼虫の行動を記録してみた.
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Fig. 5. Chれ1・aclerislIcr巴stingposlure mimic to branch 01・twigof the mulberry tree. 
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Fig. 6. Timing of the onset of migration of the last inぉtm・lnrvaeto upwal'd [rom 
the resting site of thc base of ho出ttree. 

Fig.6は京)11大宅金間近の約10年生のクワにおける1980年 5月27日夕刻の根路からの移動開始時

刻と照度， t品j交とのfYJJ係である. 1511~;íjíj後に休止中の18個体の終齢幼虫のi宣下に{間{拓哉J}IJの探織

を付し， Wt結方部への移動開始a:持った.随時30分訟ではいずれの個体にも1lllJiきは認められず，

没初の側体が移動さと始めたのが随時40分， 1101ux， 16.5 ocでめった.次々に移践を始める個体

についてその都度頭部付近の照度合測定した:J削71J数が多いとはいえないが，この給架から，ク

ワコは!限度が50-31ux (この11日約15分間〉のときに夜間活動としての移動な始めるといえそう

である.強制まで flfj欠的に~~食したが'J.iliは求たilH探求でi怒りるが，この下降11寺刻はタ安1Jの場合と
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HOURS AFTER LIGHT-ON 

Fig.7. Th記 timingof eclosion of B. mandarina and β. mori under LD12 : 12， 250
C. 

j誌なり大きくばらついた 1手いものは 1:1の/1:¥後間もなくであり，溶いものは1011キを過ぎて根|燥に

民った.昼間の観察仁川iiJ苛{かがセグ以アシナガパチに1ili食dれたが，そのような時以外は幼虫が

動くことは少なく，税食行動は求ったく Joられなかった.
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4. 5J5J化時刻

羽化11キ刻には，併化の場合 11i1 1jj~ J列 Il>íでな 1:I};~JW付j:;Q~みられ (Fig. 7)， ピークはJ]、石丸で， }~~;Kr 

:30分-60分j'jÎf，余Ji'~が点灯lIi'f ， クワコでは点灯の 211初日11:炎I;f;j・近であった.これらのヂ…タは1979

11地1111寺筏般卵から発育した側体についてlltifiJ~lf 3:'分けずにとゥたものである.…方後述のように越

冬卵から7寄ったクワコ納さと 6月の野外条件下で羽化させると，羽化が;ニ11冷却{になる.そこでこの

点を椛紹するため， 19821ド蒋に，野外で卵，羽H訟を採集し， 20oC， 12L-12Dで羽化窓せたirm体

1化，その次世代を卵から同じく 20
o
C，12L-12Dで育てたものを第2イむとして雌雄J}I]に羽

化11寺実IJを記録した.その結果がFig.8で，第2化では30分税j交の殺はあるが点灯 1~ 2.5 J時間の

1I¥'l にほぼ斉一に羽化が起こり 1化ではIlijtの羽化は7::訟のそれより:3~ 3.5時1m遅れ，腕らかた

こ111条規告と示した.

カイコの鴻{七1I~Î'~1jについては発蛾fØ，'，j節の観点からなと、の1iJf究があり(木村・1952 ， 195:3，小泉ら 19()O ，

Kob乱yashiand Koyama 1974， Koyama ct日1.1976， 11~色・波辺 1978 aパ心点灯時刻I背後にjj~qJするこ

と， ullfが阿f1に先がけて羽化す崎ることが知られている.これらの知見をまとめると，カイコはi府知

県， クワコは午l'jíj~liQで， ともに椴カ'Ye;fこ羽化する羽:慣があるといえよう.クワコの休i股世代と非

休i眼目代で羽化パタ…ンに将兵があるかもしれない.このJ誌については{保育甑皮や桑懇の栄議条

件との関連を含め， さらに検討をと援する.

3:3 クワコとカイコの 1:1J蒋行!fi!Jの比較
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5. コーリングと雄の探雌飛掬

カイコとクワコおよびその交雑織の羽信後 2ail命におけるローリング時刻を Fig.9に訴した.

細部には迷いもあるが，すべてにおいて，明期に 6~9 時間の持続的なコ…リングが行われ， 11音

期に入って再び小さなコーリングのピークがj忍られる.I時期後半には切らかに休止期が認められ

た.I情期の小ピークについては，少なくとも外見上活性の弱い場合が多く，後述のように同時

期が産卵i時間帯であることと関連し，本来のコーリングであるか続開もある.ポリブ 3エムス議

(Antheraeapoly themus)のように，コ…リング行動とitA卵行動が識別しにくい競合もあり(佐々

木，米発淡)，放出ブょた 1:1モン盤と野外条件下での災i探の3道路の有無の椀授が銭まれる.

探雌~lf~視の泣抜きともつ，またはもっていたと考えられる雄のはばたき行動はFig.l0に示した.

図に示したのは羽化後2日齢の記録であるが，これは阿j務的に千万;1]繰り返される (Sasakiand 

Jibiki，印刷1ド).ウリキンウワパ雄では，独自の体内i時計により， Il~í[のコーリング時刻に同期して

探j犠飛朔を行うことがわかっており (Sasaldand Ohgωhi 1978)，この澗ヨ誌はそれをヒントに試

みたものである.野強穂であるクワロの場合は当然として，カイコの雄でもそれが見られたこと

は予想外の結果であり，これまでに報告もないのではないかと忠わオしる.これらの結果からは，

少くとも那偶行動に関して，カイコとクワコはともに，腕らかな盛行性鈷虫といえる.

6. クワコ成虫行動の野外観擦

クワコについてのみ，羽化，雄の飛朔，雌のコーリング， 3之島，藤邦i時間千誌な!l号外翻悲した
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Fig. 11. T、imingof som巴 adultbehaviors in n日turalhabitat in B. mandarillll. June 15， 
1980. '1、okyo.

(Fig. 11).観察は1980年6月15段， 35:)11大学構内の水1惑に鰭てた 2m:si:方の締窓rJヨで行った.

13長，滋!丸 2ii皮，風などナベてi当然のままで，午前中は舷りがち，午後はl1i守れてほぼ終臼弱脱

が吹いていた.

l却にみるとおり，羽化はI]ljl僚なこ:時型!となり，雄のど…クが 711寺30分，織のそれは11時30分慌

であゥた.却iの飛朔，処女Ulitのコーリングともに1111寺前後に始まり，議内でみられたのと問掠;民

いメインピークとf:1 没後の小ピークからなるニ崎製を示した.処女D~fl と 11ft各10個体告と網議内に放

しておいたところ， 12時から1311寺を中心に 7対が交尾をした.交尾継続時間はいずれも40分前後

であった.訪問すべき点として，大;場(1939b)が秋に見たのと問1設に，観議iや，網畿内でコーリ

ングしている織に誘引されて 2磁の野外都:が飛米したことが挙げられる.風下から飛来した雄は

j¥ffIがとまっている綱同日也上 1，5m，J.風下側〉から 20~30cm のところで在右あるいは上下に 5~

10cmくらい揺れながら 4-5秒間ホパリングし， g~ll を見つけると網に務地した.それらの錐を網

袋内に入れてやると， 1綴はj風上側の締にいた雌とすぐに交j迭し，{Iむの 1頭はしばらく議内な飛び

廻っていた.交尾のi探，離は最後の定イ立をと視党的に行うらしく，織の横に着地し，尻を曲げてg~R

の尾端的JJiをさぐり，すぐに交尾が完了した.網間ではその後雄が下にぶら下がる裂なとる揚a合

が多かった.3芝足後のj肢はコーリング行動を停止するものの，問符仁1:1に符皮交尾する例も 2例ほ

ど見られた.麗卵I!今却と渡部行動については，網議内にクワのオえがなかったために不自然な揺が

あるかも知れないが，夕刻から衣にかけての時間帯に集1:1:1的に見られたくFig.11). 14~1611寺と

真夜中にも智子の政卵がみられないわけではないが，カイコの場合と問機 (1111悶・不足 1975，111間



:)6 :::I~川大学:jl!見学11日研究報告第24サ(1984) 26-，12 

ら1976)，クワコのj議gj1も前夜半恕と考えられる.

考 察

1. クワコとカイコの日用行動の比較

クワ口とカイロ(小石丸と金11~l(/)平均的MO の磁々の 1:1 Hd1T・1fOJ会株式的に比較したものが

Fig.12である.求ず全放的にみると，河綿のそれは酷{以していて，阿部の関係がきわめて近い，

あるいは深いことを反映しているものと思われる.

しかしir(，k:1IIにみれば杓j急点もある. Q浮化と羽化はともにカイ以が恥初~~~，クワコがj:9m~)ないし

午前盟で3 クワコのカ・が結子lI~î'刻が遅い.羽化lI~nMJiな ~Wl雄JJIJにみると ， M(iの);iがく， 11肢は巡れ

てニ111条却を示すが，その秘皮は条{!j:により占もなるようであり，詳細については今後の検討‘を
、~，

I'n) • 

摂食11年刻と ~I ，t交食IIJjの静止場ï~Í"についてはこ秘IljJ で質的なJ主いがみられた.カイ口:{，jJili をと I~jt主

条件下の野外ケージで放釘jずる災験(網などによる{!iEi濯なしだはすぐj誌やアシナガパチにおIi:食さ

れてしまう〉をしていないので，正確な比較はできないが，議内で飼育するj設り ，jJイニ1はほと

んど盤夜の別なく i限期以外は消火的な摂食を統ける.今聞の尖験では19Jj棋のブゴがわずかながら技

食越が多かった.問機の宣言内責をクワコについて行った結:!1k-r:: I九時期に摂食放が多い傾向が

Bombyx mandarina B. mori 

HATCH NG 

F芭在日 ING

ECしOSION

CALlI NG 

MALE FLlGHT 

OVI POSITION 

li'ig. 12. Schematic repr巴$巴ntationof lh巴 dailybeha¥.ioral rhythms in variotls 
dcvclopmcntal stagesりfB. mandarIlltl ar一ldB. 111 0 ri. 
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認められ，カイコの場合と位i'ilが逆になづた.終jl治幼虫の野外観絡によれば，この11者WJに摂食が

集中する傾向は非常にゆIII成であり，加えて強制の~F技食時には校に擬践した特有の静止強勢がみ

られた. (fig.5).そしてカイコより相対的に大きいといわれる中JJ誌に“i間め食い"しておいた

誌とゆっくり消化するものとみられ，排弦は品/i¥Jも続く.これらの行!fihはXib-¥e>i¥糸などのJ"，!i:1定か

ら逃れる域応的怠lJ1とをもっと考えられ，若I1治~)Jll:!.にはあ:?l~りみられない.務jl首:幼虫は Pap日 io

l必のアグノ、チョウ科幼虫の 411削除までと同様に1るの党に似た色彩と?揺をしており，校や漉ゆいこい

でとくに身をとi認しているようにはみえない.カイコの起訴がクワコであるならば，自主j育環境の日

}，'IJ的変犯とヌミi紋)去の減少，人工高汚染などのために，幼虫の摂食行!日IJのFI閥性と擬f患の性質は消失

または減少してしまったものと思われる.

配{IJ~行並}J，すなわち IIU![のコーリング，械による探!1~t1I~対1，交J己はいずれも 1'1 1+1 で，この場合も

クワ工立の fj !J~清子連れる傾向はあるが，大部分はオ…パ…ラップしていた.袋内の 12L-12D，

:WC-Iマの結来と 6)Jの野外の観終結果tt::Jt絞すると，いずj〆しも野外条件のブゴが溜れて始ってい

る. このi品・いは環境il;'U交の}.'iJJ判的変!fVJと出測のサ…カディアンリズムなどが限認していら1可能性

が ï~Uj¥;、ように思われる.種々の天候下や秋の11.¥説話!Jの野外記録むとってみないと結織はできない

が，阿棋とも自己{IJ~行!fVJについては水質的に品行性であることは IPíl患いなかろう.

JJX:!.l:!.の Jr~f活力の有1!~fijiliî税問の大きな相違J誌のーっと考えられている.ヤママニエガ;j"G1・やカイコ

ガ1'3[・のように羽化IIJj'すでに卵発育がほぼ完了していて，成!.l:!.の ):1器が退化してしまっている蛾で

は，飛開の I~II~如配偶者を見つけること， I議mi場rrrを滋ぶこと，それにおそらく近親交配な避

けることである.野生のクワコはこのすべて伝縦突に行い，カイコは自身では来たせないか不

ある. しかし今回の尖験で，飛べないながら， tlilが雌のコ…リングl時II¥Jii誌に同期して， I~ 発

的にはばたき行動公していることが '1~1jI]f]したことは大変興味深い.それは，カイコがおそらくま

だ飛んでいたl1~j'の探，ltiíJi~抑リズムの ij:ごりと考えられるからである.今回はカイエI の中でも古典

的 211古一肢をJFJいたが，多イ包括iあるいはニ化性カイコの雄ではまれに飛ぼうとするものがあると

われておれもっと多くのlfh憾でこのような自発的はばたき行動の有無，程度を捌査してみる1，lJi
111J:があろう.

政D11i日'j'刻についてはクワコの知見が不足している a 今回の制査の純l拐では，クワコでもカイコ

と問機11者Jm初期にピークがあるが， (fig.ll)，交路後日没までのItljに議卵レている11m体も見受け

られる.口一リング，探，ltiím~ )，11，交j忍についてはほぼ完全に強行性とみられるだけに，jfff.卵が夜

II!Hこれfなわれるのであれば， }戎!1(について“日iifH金円ともいうべき.t1iif'をもっていることになる.

クゾコおよびカイコの複11民の構造と機能がらようどセセリチョウや長行性スズメガの場合のよう

に，夜行{生と』金行性:の'IJlli1l'10羽をもっていること (Eguchiet al. 1984) と関述して興味i架い.

2. 交雑種の性質一ーとくに移動活動性について

次J支で述べるようにクワコとカイコの別総な迷いの…つが，家南化されたカイコで移動性をと失

ったか， または発押しない形となっている点でおる.これについては交雑搬な月い、ての解析も興

味深いと，Ei;われるが，斑紋や腕の色の場合と持なり詳しい報告がほとんど見られない.著者らの

う午儲的提験によれば，まず僻化幼虫の移動活動性については， f1 では完全にクワコの強い移動

叫が鋭性的に現われた.選抜災級はしていないが，これは九でもほとんど‘変わらず3 分離はYe，
られないようであった. Fig.13には蚕糸試験場のlll.間保夫技官にお世話ゴ只いた絡組のいくつか

の例在示した.日以降の幼虫の斑紋については，カイコ恕 01弘知D，クワコ恕 (n音色〉の分離

がみられるが，それぞれの盟関恋をかけ合せた九世代の附化幼虫の移動性をみると，いずれも
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このJ82奥井(1976)が雑秘のrlnTYJ'r!t:に分クワロ搬に近く， #J虫卵紋とのf'}!;，日出生はJt!.られなかった‘
離がみられるらしいとしているのと典ってし、る.

幼虫の誕態行動についても，れ以降幼虫斑;紋に関係なくこの行!fyJなとるものが出掛する.交雑

磁の形殺にクワコのそれが優性的に現れることはすでに指摘されているところであり(外1111909，

.w，波・大助 19:13，1939， ::{:iJJj( 1943，広if!11950)，移動性や機能についてもこれがいえるように思われ

る.

:交耕11轍nえ以の飛開力tk女11るため) jJiJ述のクワコ♀×日本穂合とカイコとを渓し交雑したものお

よVW2翻体の…部について，飛矧カと滞控11祁fJをと試験した.その結果民し交雑では飛朔カのある

ものはなかったが， F2で、は比較的よく飛べる翻体が多かづた.Faでは前趨の?院にクワ立のなごり

a:残すのみの!註色の{間体でも，強い先送紛カをともつものがあった. しかし見波・大場(1933)も指摘

しているように，幼虫の擬f患の;場合と同じく姐の色や鱗毛色と飛if~1力との問に l玄関連r!l:はないも

のとj忍われた.

3. クワコとカイコの額縁性と分化

後裂の起訴に rY;j述して，最近， J持 (1980) が放射性問位3己主~~の半減J~Jから，長:?:C流域の遺跡I:IJ の

綿糸の年代をと測定した紡糸は， B. C.2750ゴニ 100年〈約4800年)~めのものであったという.間報告

でj博はカイコの起源としてi十1箆l熱帯多化住.1:積立を挙げる.一方これよ昔前，吉武(1968)は隣議製遺

伝子の地域分布を中心とした研究で，もっとも多~M化していることなどから，支~lj\-~化性糠が組

制であろうとしている.

前 2 翠~fの考察からクワコとカイコの類縁関係を考えるならば， 7JJ~色野鶏とよニワトリ (Darwin

1890) やイノシシとブタの関係と問じく， クワコがカイコのl)j(秘あるいは祖先型と推認きされる.

両様行動のいくつかの相違点も，カイコの家若手化に伴う選抜の結県として，移動活動性が縮小
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し，人為的出合桑や採卵システムにiiiJiしたものが伐ったと拷えれば説明できる範聞のものと思われ

る.この場合，幼虫の移動活動'I'~j:にしても成!.llの飛朔能力にしても，カイロのそれは静的な方的j

あるいは退行ずる方向の変化であり，税1綴iめに選抜合しなくても人工的環沈下で移動性の尚いも

のは竣{伝子を残しにくく， 潟然に淘汰容れた可能性もあろう .?iE主主・柏村(1973)により報告され

た“ちらばる器"(1953{いにカイコ×クワコのF1撒を用いすl:i::!出取にかけたものから作W，悶定〉が，

この報告の後，保存1:1:1に拡散性を失ってしまづたこと Ci11本，私信〉は，現存カイ試の性質の1役者i
i品殺をと考えるうえで参考になるようにjLLわれる.クワコ fと係金nと考えた場合，その交路11キ亥IJが品

問であることは，交配処湖上都合がよかったものと推察される.これが天1lt2とはじめとする大多

数の蛾~J~のように夜中に限られていたのであれば，人:工ι交配はi槌;辿遊分べや3 りにくかワたものと名考.えら

jれLる‘ 3野!与y~生色の蛾類の I中!ド:1{にこ fは立 j食交1草宇宇:がないと E

なくても2綴幸易易dに乙}鹿:盗g~劉卵j担t吋すナ崎る，点誌も?潜詩主街五i的拘に家若議?化さ才れしぺ3吋す叫いf担悦性~I生i主:銭銭.のひとつといえよう.

奥井(1976)はi両親11¥1の行動性や光におj寸る定位性などにみる相違点を視し，これらすべてが

飼育下の過秘で湘汰されたとは考えにくいとして，クワコ生カイコのill先裂と f勾えることには'協

議な3工場をとっている.著者らは， (1)今凶tlj)l.媒した行動やその日河期性に多くの共通性が認めら

れること， (2)相違点についても飼育環境の変化に対応しjこ適応的変化として解釈し得ると思われ

ること， (3)染色体の相i創生や共通遺伝子があるうえ ()l~1;i\ 1950)，生哩学的な悦J員二たとえば各組

光強度や波長に対する河穏被恨の反拡性が酷似していること (Eg山 hiet al‘1984)，凶弾11犠が先余

な妊性を:もつこと，などな考え併せ，両者会同一殺の続出 1)~のものとして扱い ， JJj(織と飼養Ml植

の関係とみるべきではないかと考える.また， iJも抱わが閲で広く行われている九交雑積赤IJ汀jの

先がけとなった N124xC124のj宇部!N124の出発lV1磁の 1つ (1680{1"-娯〉が“のこ"であろうと考

えられており (Hirobe1968参照)，“のこ"とは野の:rn;，すなわちクワコを指している可能性もi向

い.広範問に分布するクワコ自身の性質にどの怒!交の変識があるかを9;11るためs 今後機会があれ

ば， 11=28の中|哀し ti潟などのクワコの行!fOJも比i険してみたい.

要 約

現私は)}IJ稲として扱われているが，緒性質:が似ており， 自由に交雑もできるクワコとカイコに

ついて，これまで十分制恋されていなかった日間行動の比較念行った.野忠クワコには東京極の

ものa:-，カイコには古典l品種の小石丸 (13木都〉と金流(支那秘〉を:JHぃ， 12L… 12D， 250Cの

窓1Jヨ条件を1:1:1心に観察，以下の結果を持た.

1. 桝{じと羽化のIIJf刻はともにカイコで、点灯のこと J1I，lj:IIIJ以内，クソコでそれより 1-21IJi'H¥J避
jもた.

2. 幼虫持j後半の摂i走行動には~ijj積1mで港いがあり，カイロが“のべつまくなし型"であるの

に対し，クワコは夜間のみ摂食し，品nrJは食WJの 1~1擦に移動し，枝に擬態したまま静止を続ける

“i留め食い型"であった.

3. 処女Mlのコーヲング1I1j:lj丹市は同様ともにImVl1llで，カイコがl制約制lil主役から， クげコが

IfiJ 2 11寺l間後からで， ともに消灯の 1~ 211キn¥J前まで続い/こ. ;Jミfこ， ともにH与灯後に付・力11的なピー

クが見られた.

4. クワコ織成ili，fま， 11甘[1の性ブコユロモンから隔離された状態でも， コーリング1I1j:ll¥J1Wにi河期し
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て1mt翁を行づ/こ.カイコの雄にも， I吋11与IIlJ;HJ:に， ~J~jいながら自発'I~I:の“はばたき行動"が検出さ

れた.

5. クワコの説卵はカイコの場合!れH;:g ùÎj夜半に行われ，ともに配(Il~行動については弘行tl:，虫

卵行動につL、て{土夜行性という，いわば“jilij行性"ともいうべき特典なものマおることがわかっ

/こ.

G. 以上の結果と，交雑事liの作1;)民-とくに移動性の比較'から，クワコとブJイ口の知総性を海察し，

クワコを現存カイコの蹴績とHil捺した.さらにクワロをとJJj(鋭と考えた場合，カイ口との相述J認が 3

:YJ ili，成iliの場合ともにs 移動I~Eの低下にあり，人工3Ji!境下で移動性の ~~jいものが l当然選択され

た可能性と，クワコ舵{IJ~行UllJの日周活動~BQや臨貯ìll~j' の性質・がfl刊行的に飼強化やl弘主n改良に過して

いる }i~.. :;r指摘した.
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Summary 

。ailyrhythmic behavior was compared betwe日11the wild and domestic silkwonns，βom欄

by:c 111αndarilla und B. lIlori， both of which are pr巴sentlyclassified as sepurute species but 

are uble 10 be crossed easily withou1 uny trouble of the [ecundity in thcir offsprings， 

Insccls used were wild B. llIalldaruza collect巴din Tokyo und two old strains of B. mori， 

Jap日ne“Koishimaru円札口dChine日C “Kinko'¥ J~eslllts obtained under LD 12 : 12， 250C were 

as fo11ows : 

L 130th of egg halching ancl ad111t cclosion occurr巴darouncl dawn in B. mori and 

[ollowecl (partly over1ap仰の byB. mandm・ma，

2. Virgin fel11ales of both日peciesrel日ascdthc日ex・pherol11onel11ainly cluring the l11icl-

dle of photophase and a small aclclitional activity was observed in ear勾 scotophase，

3， Fel11ale-searching flight in maleβ. malldaruza synchronizecl wcll with the [cmale's 

calling timc even when the male w乱scompletely isolat巴dfrom the sex網pheromonestimulus. 

Similar spontaneowぅ wing-fluttcringactivity was dct巴ctedin maleβ lIIori， whose flight 

activity hav日 complctelybeen lost， by an automatic wing繍beatrecorcling apparatus. 

4_ Ovipositiol1 of B. 1J/aJldaril1Cl occllrred in the early scotophase as inβ. lIlori， Inte町

restingly enough， both species arc thus diurnal in lheir sexual Leh札viorand noctur・nalin 

lhc oviposition behavior. 

5. Significant clifference was noticecl in lhe f巴日dinghabit in the later instar larvae : 

B. JIIori fed throughout the day whileβ_ 171αIldaril1Cl fed only during the night tim巴註nd

take a characteristic resting postu閃 mimicto the host stem or twig during the day time_ 

1"rom these results， the assumption that B. 111αndaJ"ina was the possibJe ancestor of the 

clomestic B. 7IIori wa日 discus日ed，
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