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YasuhiroOsHIRo：Biologicalstudiesonthecoconutrhinocerosbeetle,orycres
mi"ocemsLINNAEus（Coleoptera：Scarabaeidae）
２LifehistoryinOkinawalsland．
１．はじめに

卵直後の卵を置いた。

幼虫，蝿及び成虫：縦180mm，横330mm，高さ240mmの

タイワンカブトムシO7ycteMi伽cFmsに関する研究は
本邦においてはほとんど無く，台湾，パラオ，ハワイ，

プラスチック製の飼育箱に適温に保ったバガスやオガク
ズを厚さ150mmに敷き，それに孵化幼虫を５頭ずつ飼育

フイリッピン等の熱帯地方で行われているに過ぎない。

した。餌としてのバガスやオガクズは20日ごとに半分ず

それは本種が1968年までは石垣島と南大東島のみから報

つを入れ替え,餌不足やカビの発生がないよう配慮した。

告され（楚南，1922；三宅，1968)，本種及び本種の被

孵化時刻及び各発育期の長さ：孵化時刻調査は孵化２

害が人々の眼にとまることが少なかったからであろう。

－３日前の卵をバガス中から取り出し，前述のように適

ところが，1975年には沖縄島にも侵入し（梅林・野原，

温に保ったろ紙上に置き，２時間おきに孵化数を調査し

1976)，侵入害虫によく見られるように，「新天地におけ

た。また，産卵から孵化まで毎日孵化数を調査し，卵期

る生態的爆発｣の状態を呈している（大城・奥島,1980)。

間を求めた。幼虫，前蛎，蝿及び成虫も同様の容器で自

そこで著者は熱帯地方とは気候条件の異なる沖縄島にお

然日長，室温下に飼育した。自然日長は最短１０時間30分

ける生活史等を究明するために沖縄女子短期大学生物学

（１２月20日）から最長13時間47分（６月21日）の範囲で

研究室において，本種を飼育するとともに，野外におけ

変動した。一方，室温は特に測定しなかったが，外気温

る発生消長を調査した。

は16.0℃（１月の平均）から28.2℃（７月の平均）の変

動を示し，それに応じて室温も変動したと思われるが，

２．材料及び方法

変動の幅は外気温よりは少なかったと思われる。調査は
毎日行った。

供試虫：1977年11月６日及び同１１月23日に沖縄市倉敷

野外調査：糸満市真栄里に野菜類の基肥として野積み

と糸満市真栄里でオガクズを主とした堆肥やバガスから

されたバガスやオガクズの山３カ所を選び，1977年１１月

採集した幼虫及び成虫を室内飼育した。実験には室内で

から1980年２月までの28カ月間，毎月１回100×１００×

累代飼育したものを主材料としたが，野外から採集した

20cm当たりの幼虫，蝿，成虫数を調査した。

幼・成虫も合わせて供試した。飼育法は次のとおりであ
る。

3．結果及び考察

卵：直径90mm，高さ20mmのガラス製のシャーレに適温
に保ったろ紙を敷き，それにバガス中から取り出した産

室内飼育：タイワンカブトムシの卵期間はＴａｂｌｅｌの

とおりであった。夏季（５～７月）の卵期間は平均13.6

蟻Agriculture，ForestryandFisheryDivisiolL

日であった。一方，冬季（12～３月）は平均24.5日であっ

OkinawaGeneralBureau、OkinawaDevelopment

た。

Agency､Maejima2-21-5NahaOkinawa900Japaｎ

CoRBIETT（1932）はマラヤにおける本種の卵期間は
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10-18日と報告し，GREsslTT（1953)はパラオにおいて，

とを除いた全ての時間帯でも少数ながら孵化している。

本種の最適環境下での卵期間は８－１８日と報告してい

このことは明け方と日没に孵化ピークをもつ日周リズム

る。沖縄島における夏季の室温での卵期間はこれらと大

があるのか，あるいは卵は通常土中の暗黒条件にあるた

差はないが,冬季の室温では約２倍の日数を要している。

め，明暗サイクルに対する反応が明確でないのか，今後

孵化時刻はＦｉｇｌのとおりで，早朝の４～８時と１６

の研究課題である。

～18時にピークが見られたが，ピーク時に孵化したのは

幼虫期間，前輔期間，蝿期間及び成虫寿命はＴａｂｌｅｌ

52％（３３頭）に過ぎない。また，８～10時と２２－２時

のとおりであった。
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前蛎期間と蝿期間にも季節による変動があったが，こ

冬季（10～６月）においては231.3日であった。両者の

れも飼育室内における有効積算温度の差によるものと思

差は73.9日もあるが，これは単なる有効積算温度の差に

われる。

よるのであって，特定の齢期で休眠するためではないと

成虫寿命の平均値は夏季（５～９月）の55.1日に対し

思われる。何故なら，野外では四季を通して本種のすべ

て，冬季（１１－３月）は82.3日と長くなっている。この

ての発育段階が発見されている（Ｆｉｇ２）からである。

ことは，冬季の室温は致死的でなく，発育に対するのと

土着種のオキナワカブトムシＡノル”γj"α或cAotomz`s

同様の温度効果が発現したためと考えられる。

Takarai（楠井，1976）が終齢幼虫で休眠して冬を越す

（大城，未発表）ように進化してきたのに対して，本種
はその必要のない熱帯地方で進化してきたことを示唆し

各発育段階の期間を合計すると，本種の発育に必要な

日数（Tableｌ）は夏季の室温においては平均202日，
冬季の室温においては297日となる。産卵の時期に応じ

て発育の季節がずれるから，発育完了に必要な期間もそ

ている。

CoRBETT（1932）はマラヤにおいて幼虫期間は70212日，平均125.3日と報告している。これを今回の結果

れに応じて上記の中間のいろんな価をとるものと思われ
る。

と比較してみると，平均値は夏季の室温飼育よりも32.1

野外調査：発生消長の調査結果はＦｉｇ２のとおりで

日，冬季の室温飼育よりも１０６．０日短かい。これは，マ

あった。成虫は年間を通して見られるが，高温期の３月

ラヤでは気温が１年中沖縄島の夏季の室温を上まわって

から７月にかけてやや多い傾向にあった。蝿の消長及び

いるためと思われる。

成虫の寿命から推測すると，６月から８月にかけて個体
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数が増加することが予想されるがそうはなっていない。

冨昭教授，琉球大学農学部昆虫学教室の東清二教授

これは成虫が燈火や堆肥等の腐熟物を求めて移出するか

に厚く御礼申し上げる。また，御教示頂いた琉球大学名

らだと考えられる。

誉教授の高良鉄夫博士，沖縄女子短期大学の大城徹男教

ｌ齢,２齢及び３齢幼虫も個体数に変動はあるものの，

授,調査に御協力下さった沖縄女子短期大学の奥島澄子，

年間を通して発見される。１齢幼虫は特に５月から10月

大城光代，我謝京子及び名護小学校の上間涼子の各女史

に，２齢幼虫は５月から８月，そして'２月に，３齢幼虫

に謝意を表する。

は11月から４月にピークを形成している。

調査地点では集団の約70％が３齢幼虫で越冬したが，
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期間27.2日であった。

３．卵から成虫になるまでの期間は高温期で202日，
低温期では297日であった。成虫寿命は高温期には平均
55日，低温期には82日であった。

Ｔｈｅｌｉ(ｅｃｙｃｌｅｏ（thecoconutrhinocerosbeetle
Orycｔｅｓｒｈｉ"OSCﾉｰoｓＬＩＮＮＡＥｕｓｗａｓｓｔｕｄｉｅｄｉｎＯｋｉｎａｗａｌｓ‐

landUnderuncontrolledroomconditionsoflightand

４．野外では成虫は３月から７月に，ｌ齢幼虫は５月

temperature，５２％ｏ（thelarvaehatchedfrom400to

から１０月に，２齢幼虫は５月から８月と12月に，３齢幼
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虫は11月から４月に，蝿は３月から７月に多いが，どの

ｔｉｍｅｓｏ（ｔｈｅｄａｙｌｎｔｈｅｗａｒｍｅｒｈａｌｆｏ（ｔｈｅyear､ｔｈｅｍ‐

発育段階もほぼ年中見られた。したがって，特定の休眠

cubationperiodo（ｅｇｇｓwas､．onaveragel36days

期がない熱帯由来であることが推測された。

ThedurationsoｆｔｈｅｌｓＬ２ｎｄａｎｄ３ｒｄｌａｒｖａｌｉｎｓｔａｒｓ
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5．謝辞

respectivelyTheprepupalanｄｐｕｐａｌｐｅｒｉｏｄｓｗｅｒｅ
ｌＯ７ａｎｄ２０．５days，respectively・Theadultsurviveda
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24.5 days. The durations of the 1st, 2nd and 3rd larval

from March to July, the 1st instar larvae from May to

instars were 84.3, 68.0 and 79.0 days (a total of 231.3

October, the 2nd instar larvae from May to August

days), respectively. The prepupal and pupal periods

and in December, the 3rd instar larvae from November

were 13.5 and 27.2 days, respectively. The adult sur-

to April, and the pupae from March to July. However,

vived a mean period of 82.3 days. The total develop-

all developmental stages were found throughout the

ment time from egg to adult was 202 days under the

year, suggesting the absence of winter diapause. This

warm conditions and 297 days under the cool condi-

beetle of tropical origin would therefore fail to invade

tions. In the field the adults were relative1y abundant

northern districts with cold winter.

