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蚕糸 • 毘虫バイオテック 88 (1)、7-23(2019) 
SANSHI-KONCHU BIOTEC 

［特集「飛翔するクワコの生態学」 1 

河本夏雄＊．冨田秀一郎
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

1. はじめに

カイコ Bombyxmoriを飼育していれば，餌として与え

たクワの葉にクワコ B.mandarinaの幼虫が付いているの

を見つけることは， 多くの方が経験することだろう。一

方，クワコの成虫を野外で目撃する機会は少ないのでは

ないだろうか。日本では北海道から鹿児島まで，奄美と

沖縄を除く 全国各地にクワコが生息していると言われて

いるが，実感としては自分の周囲にはほとんどいないと

思われる方もいるだろう。我々も，5年ほど前にクワコ

の研究を始めるまでは同じようなイメージを持ってい

た。

過去には一時的にクワコが大発生して桑園に被害が出

た事例も知られている。たとえば，1941年秋から 1942

年春にかけて東京都と神奈川県で大発生し， 1942年夏

には急減した事例がある（大村， 1943,1950)。神奈川

県相模原町（当時）では，全桑園面積の 87%が被害を

受け，そのうち 15%が全滅したほか， 国民学校の生徒

を動員してクワコを駆除したところ， 1人 1日平均 550

頭を捕獲し，総数は 569万頭に達したという（大村，

1943)。また， 1944年春蚕期には尾張地方でクワコの異

常発生があり，クワの被害も多かったとの報告もある（斉

藤 ・県，1955b, 1956)。ただ，クワの害虫としての紹介

の中で「食欲大ナラザルヲ以テ被害割合二軽微ナリ」（明
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石，1909)と記載されているように，クワの害虫として

は重視されておらず，生態に関する研究があまり進んで

いない要因となっているとも言えるだろう。

クワコの生態や成育についてはこれまでも優れた総説

があるが（河原畑， 1998;伴野， 2010),地方の蚕業試

験場の調査報告や，日本各地での昆虫相調査の記録を参

照したものは少ない。本稿ではこのような資料をまとめ

るとともに，各地の研究者との協力で我々の研究グルー

プがフェロモントラップを用いて進めてきた最近の調査

をもとに，クワコの生態研究の基礎的な情報として，日

本国内での分布と発生消長について紹介したい。

2. クワコの採集法

クワコの採集法としては，見採り法，ライト トラップ

法，フェロモントラ ップ法の 3種類が主に用いられてい

る。

2.1. 見採り法

見採り法は肉眼で見つけて採集する方法である。クワ

の木をよく見て探すことにより ，クワコの卵や幼虫，繭

を見つけることができる。かつて，各地の蚕業試験場な

どで桑園における害虫の発生状況の調査で用いられてい

た（垣谷， 1962など）。 トラップを用いる他の 2つの方

法では成虫しか採集できないので，幼虫を飼育したり実

験に用いたりするためには見採り法で採集することにな

る（伴野 ・中村， 1997など）。

2.2. ライトトラップ法（灯火採集法）

夜間に灯火に集まる昆虫を採集するライ トト ラップを

用いる方法も，桑園での害虫の発生状況調査でよく用い
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られてきており，他の昆虫に混じってクワコも採集され

る（愛知県蚕業試験場， 1954など）。1つの装置で様々

な昆虫を採集できるという利点があり ，各地で実施され

る毘虫相の調査で用いられることも多く，その中でクワ

コが採集された記録もある（神保ら，2014など）。街灯

や自動販売機など既存の照明に集まる個体を採集する方

法もこれに含まれる。採集できるのは成虫だけである。

2.3. フェロモントラップ法

フェロモンで昆虫を誘引して捕獲するフェロモン ト

ラップは，特定の種が採集されるという特徴があり，様々

な害虫の発生予察において活用されている（本郷，

2009)。また，適当な場所に トラップを設置して，一定

時間後に回収するだけでよいので，野外での作業が省力

化できる利点がある。性フェロモンを用いる場合は雄成

虫だけが捕獲される。クワコの雄成虫がカイコの雌成虫

に誘引さ れることは古くから知られており（松村，

1899, 1917; 明石，1909; 村田，1916;古川 ・石原，

1941), クワコの性フ ェロモンがカイコ と同じボンビコー

ルであることが解明されている (Kuwaharaand Yen, 

1979 ; Kuwahara et al., I 984 ; Daimon et al., 2012)。実際，

ルアー（誘引源）と してカイ コの雌成虫またはボンビコー

ルを用いたフェロモントラップでクワコの雄成虫を捕獲

することができる（因 I; Daimon et al., 2012; Yukuhiro 

et al., 2017)。

フェロモン トラップの形状としては，誘引したクワコ

雄成虫を粘着板で捕獲するもの（図 la, b)と落とし穴

のような容器に閉じ込めるもの（図 Id)が用いられる。

粘着板の方が捕獲率は高いようだが，捕獲後に交配に使

えなかったり ，多数の成虫が捕獲されると鱗粉が表面を

覆って粘着効果が落ちたりするので，目的に応じて使い

分けることが望ましい。ルアーとしては，カイコ雌成虫

は準備に手間がかかることや，気温が高いときに弱った

り死んだりすることなどから，ボンビコールの方が取り

扱いは容易である。現在，我々は市販のボンビコール（信

越化学工業）を購入し，ヘキサンで希釈したうえで

1 mg分をゴムキャップに添加してルアーとして使用し

ており，十分な銹引効果があることを確認している (Yu-

知hiroet al., 2017)。ボンビカールを性フェロモンとする

ホシヒメホウジャク Neo思we/cahimachala sangaicaが捕

獲される場合があることからもわかるように，購入した

ままのボンビコールにはボンビカールも含まれている

が，クワコの捕獲には特に問題はない（図 le; Uehara 

et al., 2016)。また，フェロモン トラップを設置する高さ

を0.3mから 2.3mの範囲で変えてもクワコの捕獲数に

図1.フェロモントラップ
a, SEトラップ（サンケイ化学），中に敷かれた粘着板にルアー
を置いて使う。b,ボール紙で自作した トラップ， SEトラッ
プ用粘着板を半分に切って入れて使う。c, 粘着板に捕獲さ
れたクワコ （水色）とホシヒメホウジャク（赤色）。d, ファ
ネルトラップ（住友化学），上部にルアーを設置し，容器に
落下したクワコを捕獲する。

差はないことも確認しており ，手が届く位置に設置すれ

ばよい (Yu畑 hiroeta/.,2017)。

3. クワコの生息地

これまで，クワコは北海道から鹿児島県までの日本各

地に生息し， 奄美諸島や沖縄諸島には生息していないと

考えら れてきた（河原畑， 1998;伴野 ・中村， 1999)。

それを支える文献情報としては，各地の博物館などが実

施している毘虫相の調査報告や，蚕業試験場などによる

桑園害虫の発生状況調査報告などがあるが，これまでそ

れをまとめた総説が見当たらないことから，今回，可能

な限り文献を収集して一覧表として整理 した（表 1)。

文献の多くは，採集した場所や日の記載がある一次情報

だが，一部には標本や文献の リストも含んでいる。この

ほかにも多くの採集記録があると思われるので，他の機

会に紹介したい。また，我々の研究グループが日本の各

地にフェロモン トラップを設置してクワコを採集しだ情

報も加えた（河本ら， 2019)。

3.1. クワコの生息南限：渡瀬線との一致

クワコの採集記録は，北海道から鹿児島県まで，沖縄

県を除く 46都道府県に渡っている（表 1)。分布の南限

はトカラ列島の悪石島で，その南にある宝島と小宝島で
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

表 1. クワコの採集を報告している文献の情報

地名に市区町村名を用いる場合は現在の行政区域に合わせた。

利尻島（佐藤・楠， 1998; 佐野・佐藤， 2007;河本ら， 2019); 稚内市（住岡， 2015); 枝幸町（村山ら，
2009) ; 湧別町，北見市（村松， 1996); 標茶町（飯島， 1967); 斜里町 CJI I原・松田， 1998); 霧多布湿原（平
間ら， 1990); 別寒辺牛湿原（小杉ら， 2002); 層雲峡ビジターセンター（保田， 1984); 天塩岳（楠ら，
2007) ; 旭川市（旭川西高等学校生物部， 1968; 河本ら， 2019); 江別市（亀田， 1982; 河本ら， 2019); 札幌
市（堀田， 1934, 1935 ; 河本ら， 2019); 野幌森林公園（坂本ら， 1976; Sato and Fukuda, 1985 ; 村野， 2000);
北海道大学苫小牧演習林（吉田， 1976); 安平町（林， 2018); 長万部町（亀田， 1991); 八雲町（林， 2006); 
豊富町，紋別市，弟子屈町，厚岸町，むかわ町，函館市（河本ら， 2019)

弘前市，青森市，むつ市，佐井村，大間町，風間浦村（河本ら， 2019); 八戸市（山内， 2018); 田子町（山内， 2012)

盛岡市（富藤 1910;河本ら， 2019); 岩泉町（並木， 1965); 奥州市（鈴木・及）I I, 1979 ; 河本ら， 2019); 
北上市，ー関市（河本ら， 2019)

気仙沼市，栗原市，登米市，石巻市，女川町，出島，網地島，大崎市，加美町，船形山，大郷町，利府町，川
崎町（柳田ら， 2009); 伊豆沼，内沼（宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団， 2011); 南三陸町，仙台市，蔵王町，
白石市，角田市，丸森町（柳田ら， 2009;河本ら， 2019)

能代市（工藤， 1981); 男鹿市（梅津， 2006,2015, 2016) ; 田沢湖町（梅津， 2001); 横手市，東成瀬村，羽
後町，由利本荘市（河本ら， 2019); 湯沢市（遠藤・大山， 1957)

鶴岡市（布施， 1987;田中， 2005;河本ら， 2019); 遊佐町，南陽市（河本ら， 2019); 西川町（岸田， 1974); 山形市
（渡辺， 1987;河本ら， 2019); 村山市（金谷， 1971, 1972 ; 佐々 木ら， 1971; 結城・仲野， 1973;仲野•松田， 1975)

福島市（千葉， 1983;河本ら， 2019); 伊達市（吉井・横井， 1987); 郡山市，田村市，広野町，棚倉町（河本ら， 2019)

大子町，常陸大宮市，笠間市，石岡市，土浦市，阿見町，常総市，守谷市（河本ら， 2019); 筑西市（垣谷，
1962, 1963, 1971) ; つくば市 (Kuwaharaand Yen, 1979 ; 竹田・蛯木， 1983; 谷ロ・蛯木， 1983; 河本ら，
2019) ; 牛久市（茨城県自然博物館， 2001)

宇都宮市，日光市（河本ら， 2019)

みなかみ町（小林， 1938; 河本ら， 2019); 片品村（神部， 2010a); 前橋市（岡部， 1962; 河本ら， 2019); 沼
田市，昭和村，高山村，中之条町，東吾妻町，渋川市，伊勢崎市，高崎市，富岡市，下仁田町（河本ら， 2019)

桶）I[市（河本ら， 2019); さいたま市，秩父市，長瀞町（市川， 1962); 熊谷市または深谷市（平野， 1997)

市原市，長柄町，富津市（河本ら， 2019); 君津市（斉藤ら， 2017; 河本ら， 2019)

皇居（神保ら， 2014;大和田ら， 2006); 国立科学博物館附属自然教育園（大和田ら， 2001); 明治神宮（岸田，
2013) ; 杉並区（今関， 1943; 大村， 1943); 千代田区，府中市（河本ら， 2019); 町田市（佐々木ら， 1984); 日
野市（大村， 1943); あきる野市（東京都蚕糸指導所， 1974;司馬ら， 1975a,b ; 司馬・渡辺， 1978;司馬， 1979,
1980) ; 八王子市（岩本， 1985); 日の出町，青梅市（久保田， 1995); 伊豆大島（矢島， 1958); 利島（井上・前波，
1968 ; Kobayashi, 1989) ; 新島（井上• 前波， 1963); 式根島（井上・前波， 1968); 神津島（井上•前波， 1963; 
Kobayashi, 1989) ; 三宅島（井上， 1960;渡辺・相馬， 1972;岸田・中島 2011); 御蔵島（井上・前波， 1963; 澤
田・渡辺， 1969;中島 1998; 岸田・中島， 2011); 八丈島（八丈ビジターセンター， 2018; 河本ら， 2019)

川崎市（神部， 1986; 岩田ら， 2002;中臣ら， 2004, 2005, 2006) ; 横浜市（松井ら， 1987; 石川， 1995; 神
奈川昆虫談話会， 2000;鈴木， 2017); 横須賀市（松浦， 1963; 河本ら， 2019); 葉山町，逗子市，鎌倉市（河
本ら， 2019); 愛川町（大村， 1943; 田中， 1982; 山本， 1988; 神部， 2003;丹沢大山総合調査団， 2007); 相
模原市（大村， 1943; 田中， 1982; 岩本・山本， 1985; 山本， 1988; 神部， 2003;丹沢大山総合調査団，
2007) ; 丹沢山（木暮， 1964;中島ら， 2000);厚木市（大村， 1943; 丹沢大山総合調査団， 2007); 清）I[村，
伊勢原市，山北町（丹沢大山総合調査団， 2007);秦野市（岩本， 1980:丹沢大山総合調査団， 2001);大磯町（渡
辺， 2015); 三国峠（中島， 2017); 箱根町（宮田・沢田， 1971; 田中・須田， 2011)

村上市（佐藤， 1904;河本ら， 2019); 粟島（馬場ら， 1966; 佐藤， 1968, 1970, 1990 ; 金子， 2010); 新発田
市（佐藤ら， 1969); 新潟市（佐藤・内藤， 1995); 燕市（佐藤・内藤， 2003); 粟ヶ岳（山田， 1983); 長岡市（桜
井， 1966); 小千谷市（加藤， 1969); 魚沼市（神部， 2010b, 2014) ; 湯沢町（佐藤， 1998); 上越市（米桝，
1978 ; 河本ら， 2019); 糸魚川市（内藤ら， 1998); 佐渡島（佐藤ら， 1962, 1963a, b ; 葛西， 1982; 櫻井，
2004; 金子， 2006;河本ら， 2019); 胎内市，五泉市，阿賀町（河本ら， 2019); 詳細不明（佐藤・桜井， 1972)

黒部川下流域（田中， 1939); 富山市，砺波市，南砺市（河本ら， 2019)

金沢市（富樫， 1982); 能登町，穴水町（小坂， 1979); 珠洲市，志賀町（小坂， 1979;河本ら， 2019); 七尾市，
野々市市，白山市（小坂， 1979); 小松市（小坂， 1971, 1979) ; 加賀市（小坂， 1971, 1979 ; 富沢， 1987,
2008; 河本ら， 2019)

敦賀市（佐々治・岸本， 1996; 河本ら， 2019); 福井市，南越前町，高浜町（河本ら， 2019)

大月市（神部， 2008); 甲斐市（米山， 1967, 1968) ; 富士川町（神部・石川， 2003); 北杜市（山田， 1978; 
河本ら， 2019)

軽井沢町（桜井• 佐藤， 1968); 佐久市（山本， 1987; 河本ら， 2019); 御代田町，小諸市（河本ら， 2019); 
上田市（小山ら， 1959; 下田・金勝， 2016;河本ら， 2019); 小県地方（児玉， 1927); 菅平高原（小林• 宮田，
1968) ; 長野市（松村， 1936); 木島平村，須坂市（河本ら， 2019); 松本市（橋本・佐藤， 1958; 河本ら，
2019) ; 南箕輪村（四方， 2001); 伊那地方（大場， 1939b)
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岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県
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飛騨市，高山市，下呂市，郡上市（河本ら， 2019); 美濃市（船越， 1984); 山県市（船越， 1998); 御嵩町，
各務原市，本巣市，海津市（宮野， 2018); 輪之内町（船越， 1985); 笠松町（船越， 1986)

伊豆市（神部， 1998); 富士市（神部， 2001; 富士製紙， 2017;河本ら， 2019); 静岡市，藤枝市，袋井市（河
本ら， 2019)

江南市（斉藤・県， 1955a,b, 1956) ; 一宮市，扶桑町（斉藤・県， 1956); 豊田市（間野， 2009); 犬山市，
名古屋市（河本ら， 2019)

伊賀地方（武田， 1922; 富澤， 1922); 志摩市（河本ら， 2019); 詳細不明（長谷川， 1929)

高島市（井崎， 1940;河本ら， 2019); 長浜市（辻， 1975; 河本ら， 2019); 多賀町（河本ら， 2019)

福知山市，綾部市，京都市，宇治市，城陽市，南山城村（河本ら， 2019)

箕面市（山本， 1996); 豊能町（河本ら， 2019)

新温泉町（金子， 2007;河本ら， 2019); 香美町，豊岡市，養父市，西脇市，篠山市（河本ら， 2019)

奈良市（河本ら， 2019); 橿原市（大場， 1939b)

田辺市，新宮市，古座川町，串本町，すさみ町（河本ら， 2019)

大山町（増井ら， 2012; 林ら， 2012a; 河本ら， 2019); 岩美町（河本ら， 2019)

出雲市（尾原ら， 2001; 河本ら， 2019); 江津市（河本ら， 2019); 益田市（松田・中村， 1999; 中村・松田，
2005) ; 隠岐• 島後（門脇・岸田， 1977;大西・増井， 1994;門脇・三島， 2006;林ら， 2006;三島・大浜，
2009) ; 隠岐・中ノ島（林ら， 2012b,2013 ; 河本ら， 2019); 隠岐・西ノ島（門脇・三島 2006;林ら，
2012b, 2013 ; 三島・大浜， 2009)

総社市（河本ら， 2019); 高梁市（三宅， 2010; 河本ら， 2019); 真庭市（河本ら， 2019); 蒜山高原（近藤ら，
1979 ; 三宅， 2008); 詳細不明（伊藤・槙本， 1990)

庄原市，三次市，神石高原町，府中市，世羅町，福山市，安芸高田市，北広島町，安芸太田町，熊野町，府中町，
広島市，廿日市市，大竹市（中村， 2014); 福山市周辺（平井ら， 1981);三原市，竹原市，東広島市，呉市（河
本ら， 2019)

柳井市（重中， 2016); 岩国市（河本ら， 2019); 山口市（伊藤， 2004;河本ら， 2019); 美祢市（岡村・中西，
2013 ; 山口むしの会， 2014;川元， 2015);下関市（山口県立山口博物館， 1988)

阿波市，吉野川市，美馬市，東みよし町，三好市（河本ら， 2019)

荘内半島（増井， 1996); まんのう町（河本ら， 2019)

愛媛大学米野々演習林（石原ら， 1973); 面河渓（四国毘虫学会， 1953); 四国中央市，新居浜市，西条市，松
山市，砥部町，久万高原町，伊方町，鬼北町，宇和島市，愛南町（保谷， 2017); 内子町，大洲市（保谷，
2017 ; 河本ら， 2019); 西予市，松野町（河本ら， 2019)

室戸市（並木， 1972); 大豊町（中山， 1996;河本ら， 2019); いの町（真鍋， 1993;河本ら， 2019); 馬路村（中
山・真鳳 2014); 香美市（真鍋， 1999; 中山， 2000;中山ら， 2003); 横浪半島（真鍋 2008); 土佐町，佐
川町，仁淀川町，四万十市（河本ら， 2019); 四万十町，大月町（山本・椀， 2005)

北九州市（河村， 1959, 1984 ; 土井ら， 1969;三枝， 1992); 宗像市，飯塚市，添田町，嘉麻市，糸島市（河
本ら， 2019); 東峰村（行徳， 1981; 河村， 1984; 河本ら， 2019); 英彦山（梅野， 1935; 黒子， 1957; 河村，
1984) ; 脊振山，筑紫耶馬渓（福田・河村， 1981; 河村， 1984); 福岡市（伴野・ 中村， 1997); うきは市（行徳，
1965 ; 河村， 1984); 八女市（佐田， 1969; 河村， 1984); 久留米市，大牟田市（河村， 1984)

佐賀市（市場・真崎， 1997;中原・市場， 1998); 鹿島市（市場・古川， 2000;古川・市場， 1983,2001 ; 河本ら，
2019) ; 唐津市（森， 1975;吉田ら， 2015); 小城市（古川， 2004,2005) ; 伊万里市，太良町（河本ら， 2019)

大村市（河本ら， 2019); 福江島（江島ら， 1981; 河本ら， 2019); 対馬（白水• 宮田， 1976; 間野， 1993; 河
本ら， 2019)

水上村（田原， 1960); 天草市（田原， 1962); 阿蘇市，熊本市（大塚・ 吉崎， 1980); 八代市（大塚・吉崎，
1980 ; 荒牧， 1982; 宮田， 1982); 山都町（大塚• 吉崎， 1980; 大塚， 1995; 河本ら， 2019); 球磨村（柳田，
1994) ; 山鹿市，和水町，合志市，人吉市（河本ら， 2019)

日田市，由布市（河本ら， 2019)

日之影町（磯崎 1995); 高千穂町（永井ら， 2014;河本ら， 2019); 宮崎市（永井， 2011); 美郷町，日向市，
日南町（河本ら， 2019); 高原町（福田・金井， 2016)

霧島市（福田， 2008;福田・金井， 2016;河本ら， 2019); 湧水町（河本ら， 2019); 下衛島（中峯， 2006a;
河本ら， 2019); 種子島・西之表市（河本ら， 2019); 種子島・中種子町 (Inoue,1963 ; 河本ら， 2019); 種子島・
南種子町（河本ら， 2019); 屋久島（佐藤ら， 1974;佐藤， 1976; 渡辺， 1980); 三島村・黒島（畑田， 1987; 
江平・小野田， 1996; 福田・廣森， 2002;中峯ら， 2007); 口永良部島（金井， 2017); トカラ・中之島（江平，
1996 ; 中峯， 2005a;河本ら， 2019); トカラ・諏訪之瀬島（福田・江平， 1992); トカラ・悪石島（金井ら，
2013 ; 河本ら， 2019)

（生息の情報はない。）



は採集記録がない。また，さらに南にある奄美大島から

与那国島までの奄美諸島と沖縄諸島においてもクワコが

採集されたとの記録はない（東ら， 2002)。生物地理学

の旧北区と東洋区を分ける渡瀬線が，哺乳類・爬虫類・

両生類の分布に基づいて悪石島と宝島・小宝島の間に引

かれており，クワコの分布の南限はこれと一致している。

チョウ類を含む他の昆虫では，九州南端と屋久島・種子

島の間の大隅海峡に引かれた三宅線が分布の境界として

知られてきた（安間， 2001)。ただ，昆虫の生物地理研

究で渡瀬線が重要との指摘もあり（矢後， 2008), クワ

コの分布もこれを支持している。

もちろん，採集の記録がないというだけでは，本当は

生息しているのに，個体数が少なかったり発生時期を外

したりするために採集できていないだけという可能性も

考えられる。ただし，宝島についてはこれまで鹿児島県

立博物館による 6回に渡る調査でもクワコが見つかって

いない（江平， 1995; 廣森 2000, 2001 ; 金井・守山，

2014; 守山・金井， 2017)。また，フェロモントラップ

を用いた調査で，悪石島ではクワコが採集できて，同時

期に宝島では採集できなかったことも確認されている

（河本ら， 2019)。以上のことから，宝島にはクワコが生

息していないと考えるべきだろう。宝島の北東にある小

宝島は周囲 4kmほどの小さな島であり， 3回に渡る調

査でもクワコの採集記録はない（廣森， 2001; 守山・金

井， 2017;金井・守山， 2018)。

トカラ列島で渡瀬線の北側にある平島と口之島では，

クワは生育しているにもかかわらず，累次にわたる調査

でもクワコが見つかっていない（脇， 1990;福田，

1991 ; 廣森 1999;寺田， 1999;中峯， 2005b, 2008 ; 

金井・守山， 2012, 2013 ; 守山・金井， 2016, 2017 ; 寺

田・立久井， 2017)。また，鹿児島の本土に近い三島村

の3島（黒島硫黄島竹島）では，クワコの採集記録

があるのは黒島だけである（畑田， 1987, 1990 ; 江平・

小野田， 1996;福田・廣森， 2002;中峯， 2006b;中峯ら，

2007; 金井， 2014)。渡瀬線の北側の島々でクワコが一

様に分布しているかどうか，フェロモントラップを用い

た調査が待たれる。

奄美大島以南は，島ごとの生物多様性の興味もあって，

様々な昆虫調査の報告があるにもかかわらずクワコの報

告が見当たらない。また，沖縄諸島でクワコを探索した

が見つからなかったとの報告もある（伴野・中村，

1999)。奄美大島では，フェロモントラップを用いて l

年間の調査を島内の 4か所で実施するなど，集中的な調

査によってもクワコが採集されていない（河本ら，

2019)。以上のことから，渡瀬線以南の奄美諸島や沖縄

諸島ではクワコが生息していないと考えて間違いない。

3.2. 壱岐にクワコが生息していないこと

九州地方の分布では，本士と対馬にはクワコが生息し

ているのに，その間にある壱岐でクワコが採集されてい

ないことに触れておく必要がある（偲 2)。上でも述べ

たように，生息していないことを証明するのは容易では

な<. これだけ調べれば採れるはずだと思えるくらいに

調査実績を積み重ねるしかない。その点で，フェロモン

トラップを用いた調査を 3回繰り返しても 1頭も採集さ

れなかったというのは意味が大きい（河本ら， 2019)。

また，壱岐の昆虫相についての文献をまとめた「壱岐島

動物目録」にもクワコの記載はない（壱岐「島の科学」

研究会， 1994)。壱岐では島内各所にクワが生育してい

るし，クワコが生息しそうな山林も豊かに残されている

ので，これから新たに移入することがないか，継続的な

調査が望まれる。

3.3. 伊豆諸島での分布：もう一つの生息南限の最近の

変化

クワコの分布の境界としては，伊豆諸島にも注目した

い（図 3)。従来クワコの採集記録があったのは伊豆大

島から利島，新島式根島神津島三宅島，御蔵島ま

でで，そこからやや離れた位置にある八丈島や八丈小島

さらに南の青ヶ島ではクワコが採集されたとの報告がな

く，クワコの分布の境界は御蔵島と八丈島・八丈小島の

間にあると考えられてきた（矢島 1958; 井上， 1960;

井上•前波， 1963, 1968 ; 澤田・渡辺， 1969; 渡辺・相

馬， 1972; Kobayashi, 1989 ; 東京電カ・東電設計，

1994; 中島 1998; 岸田・中島 2011)。実際，我々も

2008年にカイコ雌成虫をルアーとするフェロモント

ラップをいくつか八丈島に設置して予備的な調査をした

が，クワコは採れなかった。ところが， 2018年 10月に

八丈島を訪れた際，ボンビコールをルアーとするフェロ

モントラップ 11個を八丈島東部の三原山の麓を囲むよ

うに設置したところ， 1日で合計 300頭以上を捕獲する

という意外な結果を得た（河本ら， 2019)。場所によっ

ては，フェロモントラップを木の枝にぶら下げる間もな

く飛び込んでくるという状況で，かなりの個体数が生息

しているという印象であった。帰りに八丈ビジターセン

ターに立ち寄って相談したところ， 2018年春に八丈島

の学校でカイコを飼うために集めた桑葉に付いていたク

ワコ幼虫がセンターに持ち込まれたのが初めての記録で

あり，それまではクワコは見つかっていなかったとのこ

とだった（八丈ビジターセンター， 2018)。遅くとも

躙
氷
．
澗
田
j

で
f

斗
中

'
y
7
V
o
l
.
8
8
 

N
o
.
1
 

11 



SANSHI-KONCHU BIOTEC Vol.88 No.I 

ふ °対馬i

.9 

ふ
‘-ぃ`

oi 
島T.

＿
 

椰

゜
r
 

、X竹島＇

X硫黄島
ヽ•

〇黒島／
心．．

0口永良部島―""O尻種子島〇

X口之島＼． 屋久島〇

〇中之島'-'----ll..

癖順 X平島ー.0一ー諏訪之瀬島〇
----------------- •――悪石島〇----

..'-.、-----------,¥ --------
小宝島X

宝島X

X奄美大島、",I;<f' 

5;.. 

d 

/ 0 • 
s- -~. 晨X沖縄諸島

100km 

〇伊豆大島〇

←利島〇
〇式根島 、

＼。忍ヽ新島〇

少
〇神津島 .0 
. 0三宅島

／ 

／ ゜〇御蔵島

N
i
0
 

〇八丈島

X? 八丈小島入
X青ヶ島。

20 km 
（地理院地図を利用）

図3.伊豆諸島のクワコの分布
伊豆諸島の各島におけるクワコの採集記録の有無を示す。〇，
クワコの採集記録がある島； X, クワコの採集記録がない島。
八丈小島については，採集記録はないものの， 2018年に八
丈島で新しくクワコが発見されたことから，確認が必要とし
て疑問符を付けた。

（地理院地図を利用） ゜

図2.九州・沖縄地方のクワコの分布
九州と沖縄の各島におけるクワコの採集記録の有無を示す。
0, クワコの採集記録がある島； X, クワコの採集記録がな
い島。沖縄諸島については，すべての島をまとめだ情報を記
載した。

2017年秋にはすでに移入して越年卵が生じ，そこから

春に孵化したということではないだろうか。そうであれ

ば， 2018年~2019年の冬も越して 2019年春に発生す

る可能性が高い。今後の消長をたどるため，フェロモン

トラップを用いた調査を継続する必要があると思われ

る。八丈島の西 4kmに位置する八丈小島についても，

これまではクワコが見つかっていないが（梅谷， 1956; 

沢田・渡辺， 1959), 今回の事態を受けて，八丈島から

クワコが移るのかなど，こちらも調査が期待される。

3.4. クワコがいる島といない島

渡瀬線の南側，奄美や沖縄にクワコが生息していない

のはなぜか。ひとつ考えられるのは気候の違いだろう。

夏の暑さは本土も沖縄もあまり変わらず，むしろ関東地

方の方が暑いこともあるくらいだから，夏の成育に支障

があることが原因だとは考えにくい。一つの可能性とし

ては，冬の気混が本土に比べて高く，越年卵の休眠打破

に悪影響があるということだろう。クワコは長日条件で

飼育すると非休眠卵を産み，短日条件で飼育すると休眠

卵を産む (Kobayashi,1989)。奄美から沖縄八重山の

緯度であれば，冬には休眠卵を産むと考えられ，その後

の休眠打破に必要な低温に接することができない可能性

がある。クワコを沖縄に放つわけにはいかないが，越年

卵を沖縄の冬の自然温度に置いた場合に孵化がどうなる

かは興味深い。

一方，クワコがいない与那国島から 110km西の台湾

にはクワコが生息している（素木， 1913; 牧， 1916; 楚

南， 1937)。もし沖縄の気候がクワコの成育に不適であ

るのなら，台湾にクワコが生息できるのはなぜか。台湾

には標高の高い山があるのでクワコの成育に適した冷涼

な地域があるとの考えもある（川西ら， 2010)。一方，

日本のクワコと中国大陸のクワコは数百万年前に分岐し
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たと考えられており，成育に関する形質が遺伝的に異

なっている可能性もある (Yukuhiroet al., 2002)。たとえ

ば，日本のクワコを幼虫期の途中まで短日条件で，後半

から長日条件で飼育すると休眠卵を産下し，長日から短

日に移すと非休眠卵を産下するのに対し，中国産のクワ

コは逆の反応を示す (Kobayashi,1989)。台湾のクワコ

は遺伝子多型や染色体数から大陸のクワコに近いと考え

られており（辻田， 1968; 川西ら， 2010), 休眠卵の産

下や休眠打破などの生理的形質について日本産クワコと

遺伝的に異なっていることで生息が可能になっている可

能性がある。

ただ，気候や生理的形質の違いだけでは説明できない

ことがある。それは，近くにある島の間，たとえば，台

湾と与那国島の間や宝島と悪石島の間などでクワコの分

布が分かれることである。そこには島の成り立ちの経緯

が関係していると考えられる。過去の海面の変化や隆起・

沈降によって海面下に没したり他と地続きになったり

と，島ごとに多様な歴史がある。それによって，クワコ

がいなくなったり，他から移ってきたりしたことが現在

の分布にも影響しているだろう。日本のクワコと中国大

陸のクワコが分岐したと考えられている時期（数百万年

前）以降，九州から沖縄台湾にかけては大陸とつながっ

たり離れたりを繰り返してきたが，悪石島と宝島・小宝

島の間のトカラ海峡が陸橋化することはなかったと考え

られている（安間， 2001)。この間，日本のクワコは九

州から陸続きになっていた悪石島までは分布を拡大し，

そこが現在の南限となったということは容易に想像でき

る。一方，同じ時期に沖縄や奄美が南側で大陸とつながっ

ていたことがある可能性を考えると，大陸のクワコが沖

縄や奄美に残っていない要因はさらに検討する必要があ

る。

また，島から島へ海を越えてクワコが移動する可能性

についても考える必要がある。クワコがどれくらい遠く

まで飛べるのかはわかっていないが，風に乗って長距離

を移動することも考えられる。一方，九州本土から最短

で20km程度しか離れていない壱岐にクワコがいないこ

とを考えると，その頻度はかなり低いのかもしれない。

特に，定着するためには雌成虫が移動する必要があるが，

体の大きな雌が卵を抱えたまま海を越えるのはかなり難

しいことが予想される。今後，野外でのクワコの移動距

離の調査や，地域集団間の距離と遺伝的多様性の関係の

解析などを通じて，クワコが海を越える可能性が解明さ

れることに期待したい。また，八丈島に新たにクワコが

移入したという機会を生かして，隣接する八丈小島に

フェロモントラップを仕掛けてクワコの移動を調査でき

ればおもしろいかもしれない。もう少し実現可能性のあ

る調査としては，本土で捕獲したクワコ雄成虫にマーキ

ングして海岸で放飼し，近くの離島に設置したフェロモ

ントラップで捕獲するという方法も考えられるだろう。

周囲を海に囲まれた日本には，大小さまざまな離島が

ある。九州と伊豆諸島以外の主な離島では，隠岐島（島

根県），佐渡島（新潟県），粟島（新潟県），利尻島（北

海道）でクワコの生息が確認されている（佐藤， 1968,

1970, 1990 ; 門脇・岸田， 1977;葛西， 1982;佐藤・楠，

1998 ; 櫻井， 2004;林ら， 2006, 2012b, 2013 ; 門脇・

三島， 2006;金子， 2006;佐野・佐藤， 2007;三島・大

浜， 2009;金子， 2010;河本ら， 2019)。一方，クワコ

が見つかっていない島もある。たとえば，利尻島の隣に

ある礼文島について，これまで文献を調べた限りではク

ワコの採集記録がない。ただ， トカラ列島の口之島や平

島もそうだが，クワコがいないということを通常の昆虫

調査だけで結論付けるのは難しく，決着をつけるには

フェロモントラップを用いた調査が欠かせない。調査自

体はトラップを木の枝などにぶら下げて一定期間後に回

収するだけの簡単な作業なので，空白地帯での調査に興

味のある方はご連絡いただきたい。

4. クワコの発生消長

クワコが卵で越冬し，春にクワの発芽とともに孵化し

て成長することはよく知られているところだろう。それ

では，クワコの成虫が年に何回発生するのだろうか。こ

こでは，これまでの各地の蚕業試験場などでの調査結果

や，我々の最近の研究成果を合わせて考えてみたい。

4.1. クワコの化性：野外での発生消長

クワコの成虫が 1年のうちに何回発生するか，すなわ

ち化性については， l化（松村， 1899, 1917), 2化（岡

島 1904;古川・石原， 1941;清水， 1941), 2 ~ 3化（生

駒・西川， 1908;富澤 1922), 基本は 3化だが 1化と

2化もある（明石， 1909; 村田， 1916; 石原， 1943),

など古くから様々な記載があるが，実際に観察・調査し

たデータが引用されていない場合も多く，その根拠が必

ずしも明確ではない。その中，大村 (1950)は，飼育し

ているクワコのうち， 6月中旬から下旬に羽化した成虫

が産んだ卵はすべて非休眠卵となり， 10月下旬に羽化

した成虫はすべて休眠卵を産んだという観察結果をもと

に，一般的には 3化であるとした。

野外での発生の状況を観察して記載したと考えられる

ものとしては， 7月と 10月に成虫が見られる 2化性だ

としたもの（長谷川， 1929)や，6月中下旬と 8月中下旬，
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10月下旬~11月中旬の 3化性が基本だとしたもの（名

和， 1936)がある。その後， 1950年代から 1970年代に

かけて，桑園の害虫発生予察の研究の中で，他の害虫に

混じってクワコの発生消長も記録されている。この場合

の採集法としては主に見採り法と灯火採集法が用いられ

ており，前者ではクワコ幼虫の，後者ではクワコ成虫の

発生消長が調査できる。

見採り法で幼虫を調査した例としては，秋田県蚕業試

験場で 8年間の調査をまとめたものとして， 6月上旬か

ら中旬と 8月下旬の 2回のピークが観察されている（遠

藤・大山， 1957)。茨城県蚕業試験場では， 5月上旬か

ら6月初めまでと， 7月上旬から 8月上旬， 8月下旬か

ら9月中旬の 3回のピークが観察されている（垣谷，

1962, 1963, 1971)。山梨県蚕業試験場と埼玉県蚕業試

験場では， 5月頃に幼虫の採集が集中しているが，その

後は採集されても散発的で，年 2回か 3回かの判断は難

しい（米山， 1967, 1968 ; 平野， 1997)。また，試験場

の調査ではないが，福岡県福岡市で， 4月下旬から 11

月まで幼虫が見つかり， 3齢から終齢の幼虫が多く見ら

れるのは 5月中旬， 7月中旬， 8月下旬， 10月下旬の 4

回だったという報告もある（伴野・中村， 1997)。採集

個体が少ない場合は傾向の判別できなかった場合もある

（岡部， 1962)。

灯火採集法で成虫を調査した事例も，各地の蚕業試験

場から報告されている。山形県蚕業試験場と岩手県蚕業

試験場，滋賀県蚕業試験場では 7月から 8月に多<.9 

月以降に少数が捕獲されている（金谷， 1971;仲野・松田，

1975; 辻， 1975; 鈴木・及川， 1979)。福島県蚕業試験場

では，おおむね 6月下旬と 7月下旬から 8月上旬に多かっ

た（吉井・横井， 1987)。ただ，灯火採集でのクワコの誘

引効率はあまり高くないと考えられ，クワコ成虫の発生

時期を正確に把握できていない可能性もある。そのよう

な中，愛知県でクワコが大発生した 1954年に愛知県蚕

業試験場が実施した灯火採集による調査では，成虫の発

生ピークが明確に示されている（斉藤・県， 1955a, b)。

それによると，大きなピークが 6月下旬から 7月上旬と

8月上旬から中旬にあり， 9月中旬から 11月上旬までは

0頭で， 11月中旬から下旬に 9頭捕獲されている（図 4)。

このほか，桑園に設置した台にカイコ雌成虫を置いて

おき，誘引されて交尾しているクワコ雄成虫を捕獲する

調査が長野県松本市で実施された例がよく知られている

（橋本・佐藤， 1958)。これもフェロモントラップの一種

と考えることができる。この調査は， 1957年秋から

1958年夏にかけて実施され， 7月と 10月に多く飛来し

たことが報告されている（図 4)。
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最近，我々の研究グループでは，青森県から熊本県ま

での日本各地で，春から秋までフェロモントラップを交

換しながらクワコの捕獲数を継続的に調査した（未発表

データ）。その結果，クワコ雄成虫の捕獲数のピークは

冷涼な地域（青森県弘前市，福島県広野町，山梨県北杜

市）では年 2回，温暖な地域（群馬県，茨城県，京都府，

熊本県）では年 3回という結果が得られた（図 4)。また，

群馬県と長野県の県境にある内山峠（標高約 1,000m) 

では 2回，その麓の群馬県下仁田町（標高約 300m)で

は3回だったことからも，クワコが生息する地域の気温

が化性に影響していることがわかる。

ところで，フェロモントラップによる調査では 10月

から 11月にクワコ雄成虫の捕獲のピークがあるが，灯

火採集による発生消長の調査では秋には採集数が少なく

なっている。これは，灯火採集が実施される夜闇の気温

が，秋には低くなりすぎてクワコが飛ぶには適していな

いということではないだろうか。一方，後述するように，

クワコ雄成虫が性フェロモンに誘引されて雌成虫と交尾

するのは日中であり，フェロモントラップでの採集には

支障がないということだろう。

4.2. クワコの化性を決める仕組み

冷涼な地域では年 2化，温暖な地域では年 3化，とい

うのはどのような仕組みで決まるのだろうか。単純に考

えれば，春の孵化から秋の休眠卵の産下までの期間の長

短に依存すると言えるだろう（図 5)。まず，春の孵化

の時期について，カイコの催青を考えれば，クワコの胚

発生の経過も温度に依存し，低湿であれば孵化が遅くな

ると考えるのが自然だろう。すなわち，休眠卵から春に

クワコが孵化する時期は，冷涼な地域ほど遅くなると考

えられ，それは成虫の発生時期に現れている。一方，羽

化した雌成虫が休眠卵を産む割合は，幼虫期後半からの

日長に依存し，短日条件に置かれると休眠卵を産む割合

が高まる (Kobayashi,1989)。したがって， 2化目が短日

条件に入ると休眠卵が生じてその年の発生は終了し，短

日になる前に 2化目が終わると非休眠卵が生じて 3化目

が発生することになる。

4.3. クワコの成育経過の不斉一性と化性

クワコの成育経過が揃わないことは古くから報告され

ている（松村， 1899; 岡島， 1904;横山， 1933)。特に，

春の孵化が不斉ーで長期間に渡ることと，夏に蛹の一部

に羽化までの期間が長い個体が生じることはよく知られ

ており，クワコの化性との関係でも論じられてきた。

明石 (1909)は，遅いものでは 7月に越年卵から孵化
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冷涼な地域

温暖な地域

峠の麓（群馬県） ：フェロモン トラップ

図 5.クワコの化性のモデル
クワコの化性を決める仕組みのモデル。上段，休眠卵を産む
成虫の割合（灰色）と日長 ；中段，冷涼な地域での年間のク
ワコ成虫の発生数（実線）と，そのうち休眠卵を産む成虫の
数（灰色） ；下段，温暖な地域。冷涼な地域では l化目の発
生が遅<.2化目の成育中に短日条件になり休眠卵を産んで
その年の発生が終了する。温暖な地域では l化目の発生が早
<' 2化目の成育中は長日条件が維持されるので非休眠卵を
産み， 3化目が発生する。

5 6 7 
月月 月

図 4. クワコの発生消長
愛知県江南市のグラフは斉藤・県 (I955b)に記載されたデー
タをもとに作成。5月から 6月中旬までは調査をしていない。
長野県松本市のグラフは橋本・佐藤 (1958)に記載されたデー
タをもとに作成。調査は 1957年秋から始まり，1958年夏で
終わっている。それ以外はフェロモントラップで 2014年ま
たは 2015年に調査したデータの一例を示す。
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するものがあると記載 している。大場 (1939a) は，ク

ワコの越年卵を奈良県蚕業試験場の室内で自然状態に保

護 して孵化時期と胚子発育を調べ，4月に最初の孵化が

始ま ってから 6月に終わるまで， 7蛾区の平均で 52日

間に渡り ，胚子の発育経過が個体ごとに大きく異なるの

が不斉一性の原因であるとしている。黄色 (1981) も，

孵化が 4月下旬から6月中旬まで続くとしている。

蛹期間については，過半が 15~ 30日程度となるもの

の，長い個体では 40~ 50日となるとの報告（谷ロ ・蛯

木，1983; Kobayashi, 1991 ; 伴野 ・中村，1997)や，140

日を超えたものもあるとの報告（大場 1939a)がある。

以上のように，孵化時期が遅い個体や蛹期間が長い個

体があることから，クワコは基本的には 3化性であるも

のの，個体によっては l化性または 2化性になるものが

あるとされてきた（大場 1939a)。このように個体によっ

て化性が異なるというのは，カイコでの考え方による影

密があるように思われる。野生の昆虫の化性を調べる際，

一般的には，ある地域で成虫が発生する時期を年間を通

じて調査して，そのピークを数えることになる。いわば，

その地域の集団の特性として化性を見ていることにな

り，たとえば， l化目の成虫の一部が休眠卵を産んだと

しても， 集団と して成虫の発生ピークが年 3回あれば 3

化性として認識される。一方，カイコで化性を考える場

合は飼育下にある成虫のうち何割が休眠卵を産むかを観

察することになるので，いわば個体ごとに化性が異なる

という考え方が許容されている。クワコの化性について

も，飼育下での観察による個体間差が考慮される場合が

あるが，野生集団としての性質と しては，冷涼な地域で

は2化，温暖な地域では 3化と考えればよいだろう 。

5. クワコの行動

クワコの幼虫や成虫を野外で見つけてその行動を観察

することが難しいことから，行動について定量的な報告

が少なく ，よくわからない点が多いが，クワコの採集や

生息地，発生消長などにも関わるので，これまでに報告

されていることを整理してみたい。

即時浸酸卵を 12Ll2Dで保設したところ，自然条件で

の越年卵とは異なり ，3~ 4日のうちに孵化したほか，
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カイコが点灯直後から 1時間のうちに孵化したのに対

し，クワコは点灯後 1.5~2時間の間に孵化した（佐々

木ら， 1984)。また，全暗または全明での孵化のリズム

はカイコでもクワコでも 18時闇だったと報告されてい

る (Tanaka,1961)。

蟻蚕（孵化幼虫）の行動は，カイコに比べてクワコの

方が活発で分散性が高いことが知られている（佐々木ら，

1984; 下田・金勝， 2016)。カイコとクワコのEの蟻蚕

で調べると，クワコと同等だった場合（佐々木ら，

1984) と中間的になった場合（下田・金勝 2016)が報

告されている。

クワコの終齢幼虫は，日中はクワの株元などで静止し，

夜間に枝を登って摂食するとされている（古川・石原，

1941)。野外で昼間にクワの株元にいたクワコにマーキ

ングして行動を観察した例では，暗くなってから樹冠方

面への移動を開始し，朝になるとまた株元に戻った（佐々

木ら， 1984)。また，終齢幼虫の行動を明期に室内の平

面上で調査したところ，カイコでは移動距離はきわめて

短いものの，常に体を動かしていたのに対し，クワコで

は動かない時間が長いという違いが認められた (Komo-

to, 2017)。このことは，明期にあまり動かないという野

外での観察と矛盾のない結果だといえるだろう。静止時

には胸部を前方に伸ばして枝に擬態することもよく知ら

れている（古川・石原， 1941; 佐々 木ら， 1984)。

羽化時刻は，雌より雄の方が早い傾向にある。佐々木

ら (1984)が春に幼虫を採集して飼育し， 12L12Dの条

件に置いたところ，点灯から 1~2時間後に雄が， 4~

5時間後に雌がそれぞれ羽化した。また，その次の世代

では雌の羽化時刻が早まって 1.5~ 2.5時間後になった。

ほかの報告では，雄が 9時~10時，雌が 15時~17時

に羽化したとするものもある (Kuwahara,1984)。

雌成虫が性フェロモンを放出する行動（コーリング）

は，日中は継続する (Kuwahara,1984; 佐々 木ら， 1984)。

このほか，暗期に入っていったん中断した後で再び小さ

なピークがあるとする観察もある（佐々木ら， 1984)。

クワコの雄成虫の飛翔については，性フェロモンを感

知することで誘発される行動と，性フェロモンと無関係

の自発的な行動とに分けて考える必要がある。フェロモ

ントラップにクワコが捕獲されるのは 9時~12時ころ

が中心である (Kuwahara,1984)。我々が実施している

フェロモントラップによる調査でも午前中から午後の早

い時間にかけて捕獲されており，性フェロモンで誘発さ

れる行動は主に午前中に起きると考えてよいだろう。自

発的な羽ばたき行動は日中に起きるとの報告（佐々木ら，

1984)がある一方，我々はフライトミルを用いた予備的

16 

な実験で，クワコ雄成虫が自発的に飛翔するのは夜間が

中心との結果を得ている（未発表データ）。この自発的

な行動の日周リズム等については今後の研究が期待され

る。

クワコの雄成虫が性フェロモンを頼りに雌成虫を探知

できる距離はどれくらいであろうか。蛾の種類によって

は雄成虫が数km先から性フェロモンを頼りに雌成虫を

探すという話を聞くことがあるが，実際には難しいよう

だ。クワコでは，雄成虫が性フェロモン（ボンビコール）

を感知して，ジグザグ飛行を始める距離が 4m程度との

観察がある (Kuwahara,1984)。また，我々が，マーキ

ングをしたクワコを野外で放って，そこからさまざまな

距離にあるフェロモントラップで捕獲する調査をしたと

ころ， 30mを超えると捕獲率が大きく下がることが観

察されている（未発表データ）。

佐々木ら (1984)は，交尾が夕方まで継続し，雌はタ

方から夜の前半にかけて産卵するとの観察例を報告して

いる。我々の観察でも同様である（未発表データ）。また，

雌は交尾後その近くに卵の一部を産んだ後，他の場所を

飛び回りながら数個ずつ産卵することが知られている。

また，これまでに灯火採集で蛾類を中心とする昆虫相

を調査した報告のうち，クワコを雌雄別に記載したもの

を集計すると雌が 36頭，雄が 161頭となった。また，

雌だけが記録された調査が29例，雄だけの場合が124例，

雌雄ともに記録されたのが 6例であった。報告によって

は捕獲した個体すべてを報告しているわけではなく， 1

頭だけの報告がほとんどであるため，単純な比較はでき

ないが，雄の方が夜間に灯火に誘引されやすいと考えら

れる。

以上の成虫行動から，クワコの繁殖行動は以下のよう

に推定される。まず，朝になると雄が先に羽化して雌の

羽化を待つ。雌が遅れて羽化してコーリングを開始する

と，近くで待っていた雄が誘引されて交尾する。夕方ま

で交尾した後で雌は各所を飛びながら産卵する。雄は夜

間に飛翔して他の場所に行き，そこで翌朝に近くで雌が

羽化するのを待って交尾する。

今後，野外での観察と室内での実験とを組み合わせて，

クワコの行動や生態を解明することが期待される。

6. おわりに

これまでクワコは，カイコの家畜化や多様性を解明す

るための材料として研究される場合が多かった。それが

近年になってクワコそのものの生態や多様性に注目が集

まるようになったのは，遺伝子組換えカイコの実用化，

特に農家での飼育に向けた動きが始まり，生物多様性影



響評価が必要になったことが一つのきっかけだった。た

だ，研究を始めてみると，クワコそのものに興味深い現

象が見つかっている。たとえば， トカラ列島での生息南

限や八丈島での発見，壱岐での不在などの生物地理は，

今後の調査が期待される。行動については，カイコと交

雑可能であることを生かして， Eや凡での行動遺伝学

をゲノム解析と組み合わせて進めることもできそうだ。

本稿を読まれた方がクワコの研究に興味を持っていただ

ければ幸いである。
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