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ニ，三のヒトリカ.類の産卵高度

ー一一アメリカシロヒトリを中心にして一一

桑名寄ー

よ庄紘の昆虫でも，種類や系統がちがうと，習性に差のあることが主〉るものだが， これ

は窄術的にも，実用的にも注目すべき意味を持つことが多い. ここに取り上げたヒトリ

ガ績については，アメリカシロヒトリが日本に入つ℃以来いろいろ注意が挽われたが，

そのーに差卵高度のことがあって，アメリカフウノキでの観察によると， 2--6mの所に

六認分の卵塊:1/:重量まれ，9m以上にはないと記されているく1).彩、はかね七から.高園寺

の式E会場構内で主主生するオピヒトリやキハラゴ‘マダラヒトリの産卵が人の高さに比ぺて

る主り高〈ない所に行われるのを見なれていたが，アメリカシロヒトりが侵入してきて

から，片手間に駆除をやっている中にこの若手築庭用fが高い所に非常に多L、のに気がつい

た・試験場ー構内のように，高さのちがった桑がかなり壬ザイッグに散在している相につ

L、てならば，産卵高度はかなりその本来の性質のさまに表わされるものと考えられる・

歪卵高度i土谷生の可能性のある高度を示すこと4になり，駆除鈎策上重要な告もだと思うの

で，多くもない測定数ではあるが，費生以来 3 ヶ ~r'.の苛験場椅内の資料、を変~6ò， これを

オピヒトリ，グワゴ、マダアヒトリの蓋卯高度と比べてみることにする.

アメ日カシロヒトリ i二限らず二この親方:霊童生しているのに主主が付〈のは，楽に皇室みHも

けられた卵を妥見することもあるが，多くの場合tt，群集した幼虫が桑誌をなめるよう

にして食って， iWl授を碍して淡褐色にしているuあこの奨から気がつくのである・ アメ

リ刀シロヒトリやクワゴマダ、ラヒトリなら糸を吐L・て葉を綴っているのでかなり明l僚に

わかる.こんな幼虫群は多〈の場合， #J虫期の中期まで‘に， 1mち分散前に夜見できるか

ら，室長男i~位置からそんなに速くには移動していないので，差卵場所がはっfF り分らない

でも， ~f十祭場所が光分津~1.、所なら(ま， この~f附I円t;任圧を卵のE珪主主ムみ付けらjれ工た場場\r所F好f と考考-えること

ができる こんな夙Jにごして卵塊q。コ反あ〉る場m芳f主をf見， 耳或2i'は主推定して， その地「国訂からのE距i巨1法離従:合台

測つた 高い所で手のとと守》カか冶7な云L所町土i悼i卓主民主を了つ4なel.

一紋にヒトリガj規瓦の蓮B卵r11場暴所tは主， t伎支の光端にi近庄い所が3多bいようだが， こjしについては

資持がまだととのっていなくて，ここではこの産卵銘がf也市からどの{立のE同在にあった

か，またその桑の本の高さとどう関係していたかを主として見てゆきたい・

アメりカシロヒトリの場合 前報 α〉に記した後生むの各々につL・て，産卵部位0)

高さをまとめると第 11ヨのようになる.各主主生i也[t~jで、の植物体の長さはかなりの差が為

って，高いのは場長官会凶北隅の改良平生十文字:から f1h、のは根刈jの係長 1.20mのも

のまで丸る.そこで木の高さを三miりに分けて，君主卵高の分布を見ることにする・ まず

忌高の傘JPiの立木攻兵早生十文字で司あるが， (前報 (2)第 l図D)く以下1.¥1¥之)， 高さ約

[1霊紙、研究第 1旋， 1952年 4月〕



:6:端のたての線i工高きを示す!J':"'1旨. その右， D

としたのはがJ報 (2)主ll.岡市の Drこ柱l営 L，場

長官合協の攻良王手生十文字の立木.さらに右へ

B， Aも上記の地闘の B，Aであるく各々 2本

分を合せである).右4ミの低v、6本は，高さの

低ν、根刈，中刈桑で，高さによって多少整理し

であり， 1 ;;;訟の釈が数株をあらわず(定からラ

n， 2占ま， 2 *1<， ， 1 ヰ'1<， 3 ;f:'!<， 

I株).bてや 3本の 2.5m惑に

言i3Lた-+r:1lは，その木の葉の最

下f立を示す.たての線¢右側の

数字はその高さでのく多少整ill

しである)!J11塊;放である.
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B A 
アメ Pカジロヒトリの愛生した桑の木刀高さと，

j¥f!JP部{立の高!定分布.

15 11l， }J;J問の伎は垂れ下って地上 2m位の所まできて¥..る・ この木に室長卵を見たもの

35 例であったがくfif~ 1 図左端)，産~IJ部位;のJfX f.氏は 2.5 m， )，土高z土 10111，全体の約 80

%が 2-6n; に分布して\..た.三えに高さ約 10m の了ι+~ 4本 7)分IIidまると(28例)(tl~ 

1図友から 2，3番目)，誕のある最低部が地上 2m位だが， J正!iIIJJ)最も多いのは 4-

.6mの高さであった. さらに高さ 3m以卜ーの恨刈， ~í-l刈，或は低い立木について見る

と (13株， 37例)，これは大部分の場合，各株の高さに際じてその頂識にをい場所に差

卯されてい"C，少数。もので， 2 m 1ji:の校の中部以下iこ見出された・

少し角度をカ通えて，主主~I::J也域の桑の分了IJと産卵分布との闘係を見ょう.場長官合間北

隅の改良早生十文字仁mi報 D)の附近には，耳!s!Uに樫〈りがあれこの二!と側，第2盟

主との聞には根メIj桑が 150株!立あって，ここは一区割をなしている.3ヶ年にこの区劃

で産卵のあったのは，例の十文字と，東燐の楼のみに限られ，この北側に高さ 3m.l;ff 

D 
;.{;! [翼

O 



43 

でー展開されている根;ZJ]桑にはーの被害もなかった.ここで留意しておきたいことは，十

文字の立木は閥均ド0年をのびのび成長したもので，その投の地をおおう範聞は長径

15 111 も長わ北方にある根刈桑の厄Tf.Iはほぼ等しいのである.これを第ーの区劃とし

よう.

第二重ま室と四隣の菌培養宝とのJiJJ を ~Itへ抜けると，ここに第二の区割があって， ritH主

特別議室と醤鷹合，北は本鉛，市は第三:箆室で、問まれてIいる.この中に 2畝程の限式IJ互E

t土中刈桑が二筆束聞に展開し，回走去に接して，特~南側の 2 本の高さ 10m の立木〈面白

報 A).奮阪会前に 2本の 10mの立木くB)がある.この区劃では，立木には毎年産

卵し，立た中央部の根刈，中刈桑にも智子生しているくE.G. 1. J)・この第二の区dijに

はその西学分だけを見ても，根刈桑が ;;:00本;もあり，回選jに玩る 4:;;ドの立木{主，第一区

割の十文学に比ぺると，高きも{氏しそのrfllがりも. 4本分を合せても十文字の 1-本に

2えばないー即ち第一区宮jで高ぎの高い桑相の註が:;lF~，;n:大きいのに WÉi して，第ご区割で

fXf，氏い相が大きいので1ちる.

このように第二議室の線で区吉IJをしてよいものかどうかt土，更に多くの調査と何程認

かの笑放をしないと分らなL、けれどもも，今は仮にこうしておこう・また構内に特定な1哉

の刻化地%があったかもしれ£し，構外からの蛾の飛来についても，特に侵入蛾の目標v

となりやすい桑があったかもしれぬが，これらも homogenerusで怠ったとして，以上

の観察uミら，アメリカ γ ロヒトリの淫卯高の性質を考えてみよう・まず産卵高は大旬、 z
"111以どきある・餓ーの行動範問〈これが分っていなL泊。にある，幼虫の好む植物 01:常

な雑食だが〉が 2m以下のものしかたければ，蛾はその柄物の頂部F付近に産卵するく第

ご区割のように，犬部分の高さが 2m位までの所ではこうなっている〉こj由l上の高

さの所に容易に多〈の葉そ見出し得るならば，非常に強くその方にひかれて，充分需j¥，、

所まで契があるならば，産卵高l士 10mにまでなることがあるが，これはきわあて稀で，

7111 t'iU芝ま‘でのことが多い.この場合， 2m以下の所に同種の植物があっても，その{氏

1. .柏にはほとんど蓬卵しないく第一の区割カどれだと考える〉・新村氏は高さ 10mと

賢しきアメリカ 7，/ノキでの澗司むから，高い木では 2-6mとL寸比較的{氏い部分lご多

〈産卵ぎれると記してLるがくり，これは試2会場椛内の改良早生十文字で‘の場合とよく

似ているーこの~J~の蓬mJ高の;沌問l士 2-7 m {立が標準であって，蛾の行部j範関内の，こ

の隔の中にあε葉が産卵の目標になるものと恩われる.

ここでは蛾の行動との関係がMも採り上げられていない.例えば人家の電燈のことな

ど大切なJ品だが，これらは将来考える時があろう.

オピヒトリとクワゴマダラヒトリの場合 オピヒトリの産卵高については，試験場

構内でよく見かけるのに，ついおろそかにして，記録したものが 25例しかない.しか

し構内では，私の気がつ¥'.t:純間で‘は，この王室生は常に根刈，中共Ijの俄いもので， 5 Dl， 

]0 m 2:.いうような立木の桑では見かけたことがない.ただ一度目野桑闘の附近で 4m

程の立木で.2m{I!:の高ぎの所にいるのを見たことがあるだけである・こんな例を除け
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ば，オピヒトリの差卵高はせいぜい1.50m で，多くの場合 1m以下回c.m 以上で

ある.これはその株の高さからいえばほぼ中程になっている.オピヒトリは構内lこそん

なに多くいるわけでtまないが，少し気を付けていれば，特Jこ9月に，あちこちで見るこ

とができる・夜iこ電燈にも飛ん・でぐる

キハラゴ‘マダラヒトリの産卵高もオピヒトリと同ピ位だが，これはもっと例教が少い.

グワゴマダブヒトリは普通は構内にはほとんど見かけないのだが.1950年にはいくら

か多かったくこの年兵庫，鳥取で大発生をした〉・この蓮卵高は1.5m 位から 3m{立

に及んでいた.綴内では 5m以上の立木iニ寄生しているのは見たことがないが，野外

で 4mの高さのアカメガシワの頂識近くに資系しているのを見たから， おる程度高い

所にまで産むもので‘あろう.

結論 各種墳について資将が均等でーなく，これで比践をするのは無理な話だが，強引

にやると:一試験場構内で普通に見られるヒトリガ窺の中で，霊卵高の一番高いのはア

メリカシロヒトリであって.2-6mの;i話回が多い. クワゴマダラヒトリは 1-3111位

らし<，オピヒトムキハフ マダラヒトリは 50cm-lm で最も低い腎に産む.

こんな産卵高のちがし、は何を意味するのか，そのメカニズムはどうなっているのか，

いろいろ面白い問題があろう.ここでは，以上だけの取りまとめをして，特iこ，アメリ

カシロヒトリの侵害を受けた!出こ，植物相がどんな関係を持つかを，手持の資!fifだけか

ら考察したわけである.

この術文をl政新村太朗氏の霊前iこささIfる.彼の死が私から同阜のことを一人うばった

ことにまちがL、はない.彼の震よ安かれ・

支献新村太朗 1950 昆嘉. 18.桑名義一 1952 重量糸研究 1. 

桑介殻の分散，分布並に繁殖に就て

石井五郎

桑介設ix~際化蛍;王寺歩行活動するのみで一旦樹皮面に悶着すると移動することがなく，

英分散程度も極めて小範閣である.併し匝i場に於ける実際の分布を見ると可なりの!?を悩

囲に及んでおり，叉世代と繁殖探り等も従来除り判っていなかった.依って之等の事責

に釘して 1950，1951 年の雨年賀~h?，宝及び臨場;こ於て行った成i買があるので以下述べる

こととする.

分散 3~f化せる幼虫l工直ちに母介殻の後方際問より這い出し，樹机を活穣iこ歩行じ

諮蛍の固着場所を選定する・!此聞は幼虫の活動JWでらって個障に依って這うヵ 5時

間:7頭.7時間:4頭. 11時間;1頭の様に大陸九 6時間後固着する.凡て生投の

凹部，葉柄痕音t.反目の附近等lご多く或程度得生部位を濯律する能力がある.活動期中

[窓総研究集 1~産， 1952年 4月〕
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