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琉球列島産鳴く虫に関する研究

第11報オナガササキリ（直翅目

の沖縄島における生活史

キリギリス科）

大城安弘＊・大城道代窯＊・前田優子＊＊・糸数恵子＊＊

（＊沖縄開発庁沖縄総合事務局農林水産部＊＊沖縄女子短期大学生物学教室）
八

YasuhiroOsHIRo＊・MichiyoOsHIRo稗・ＹｕｕｋｏＭＡＥＤＡ幹・ＥｉｋｏＩＴｏＫＡｚｕ幹

StudiesontheSinginglnsectsintheRyukyulslands、

Partll・LifeHistoryoftheOnaga-sasakiry,ＣＯ"ocephaZusgJadjatzLs（Orthoptera：

Tettigoniidae)inOkinawalsland

の研究課題としたい。

本種の研究は、今布等に関しては若干の記録が

ある（日浦，１９７８；小林，1981）ものの，生活史

等に関しては著者らの知る限り皆無に等しい。著

者らは沖縄島において生活史と発生消長を室内飼

育及び野外観察によって調査した結果,若干の知

見を得たので報告する。

本文に先だち，本稿を校閲していただき有益な

御助言を賜った鹿児島大学農学部害虫学教室教授

の永冨昭博士，日頃から御指導を仰いでいる琉球

大学名誉教授の高良鉄夫博士,調査に御協力いた

だいた沖縄女子短期大学鳴き虫会の諸氏に厚く御

礼申し上げる。

1．はじめに

我が国に棲息するササキリ属（GenusCb,zoce‐

ｐｍｍｓ）には次の６種が確認されている。すなわ

ち，ササキリＣｂ"ocGp/ZaZzLsmeZas，ホシササキ

リOmaczLZatzLs，コバネササキリＯノqpolzZcus，

オナガササキリogJadiatus，ウスイロササキ

リＣ､ｃ/ZZ7ze7zsZs及びヒゲナガササキリOZo7zg-

jcomjsである（曰浦，1978）。そのうち，前４

種が琉球列島から記録されている（大城，1986）。

これら４種のうち、前３種は琉球列島の多数の島々

から記録されているが,何故かオナガササキリは

沖縄島の北部地域（俗に言う“ヤンバル，'）のみ

から記録されているに過ぎない。

オナガササキリは本州・四国・九州・対島及び

朝鮮・中国東北部から知られ（曰浦，1978），寒

冷地（北方型）の昆虫と言われている。それが、

種子島・屋久島及び奄美大島を飛び越えて沖縄島

のみに分布しているのは地史を解明する上からも

大変興味がある。そういうことからすると，沖縄

島産は九州以北の種とは別種の可能性もあるが，

本報では同一種として扱い，種の問題はこれから

2．材料及び方法

室内実験：1982年９月から1985年10月までに名

護市羽地大川，大宜味村喜如嘉，国頭村与那から

採集した若虫及び成虫を沖縄女子短期大学生物学

研究室と那覇市首里の大城安弘宅において自然曰

長，自然室温下（Tableｌ）で飼育し，そこで得

られた卵から調査を始め，累代飼育した個体を中

＊Agriculture，ForestryandFisheryDivision，OkinawaGeneralBureau，OkinawaDevelopment

Agency，Ｎａｈａ，Okinawa９００，Japan

＊＊BiologicalLaboratory，ＯｋｉｎａｗａＷｏｍｅｎ'sJuniorCollege，Ｎａｈａ，Ｏｋｉｎａｗａ９０２，Ｊａｐａｎ
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心に随時採集した個体を実験に供した。

Ｔａｂｌｅ1．ＳｅａｓｏｎａＩｃｈａｎｇｅｓｏｆｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｆｒｏｍｌ９８４ｔｏｌ９８６ｉｎｔｈｅｌａｂｏｒａｔｏｒｙ．

Ｍｅａｎ（Range） Ｍｅａｎ（Range）Ｍｏｎｔｈ Ｍｏｎｔｈ

16.2℃（13.9℃～19.6℃）

16.8℃（12.4℃～207℃）

18.3℃（14.0℃～213℃）

219℃（180℃～24.3℃）

23.5℃（219℃～26.1℃）

26.8℃（243℃～28.1℃）

28.5℃（26.2℃～31.2℃）

(26.4℃～30.8℃）

(25.7℃～293℃）

(210℃～272°Ｃ）

(202℃～25.2°Ｃ）

(15.0℃～22.4℃）

Ｊａｎｕａｒｙ

Ｆｅｂｒｕａｒｙ

Ｍａｒｃｈ

Ａｐｒｉｌ

Ｍａｙ

Ｊｕｎｅ

Ｊｕｌｙ

27.4°Ｃ

27.1℃

24.4℃

225℃

19.3℃

Ａｕｇｕｓｔ

Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

Ｏｃｔｏｂｅｒ

Ｎｏｖｅｍｂｅｒ

Ｄｅｃｅｍｂｅｒ

Ｍｅａｎｏｆ

Ｙｅａｒｓ
23.3℃（124°Ｃ～31.2℃）

ススキの茎と葉鞘の間に産み付けられた産付直

後の卵を取り出し，直径90mm,高さ20ｍのガラス

製のシャーレに適温に保ったろ紙上で孵化まで保

管した。

縦200mm,横120ｍ，高さ140ｍのプラスチック

製飼育箱に適温に保った未耕起の山の土を厚さ２０

～25ｍに敷き，それに孵化若虫５頭ずつを入れ，

串ざしのナス，レタス，ニンジン等に昆虫用の固

形飼料を与え，餌は２～３日おきに取り替え，飼

育箱内は可能な限り清潔に保った。

成虫は若虫と同様の方法で飼育した。

以上の飼育条件下において産卵から羽化まで毎

日孵化虫及び羽化虫を数え，これらから卵期間，

孵化消長及び若虫期間等を算出した。

縦200mm,横120ｍ，高さ140ｍのプラスチック

製の飼育箱に雌成虫１頭に対し雄成虫２～３頭を

配して交尾・産卵させ，雌の羽化曰より死亡まで

の間，１０日毎に産卵用のススキ（茎）を取り換え，

産卵数を数え，産卵消長を算出した。ついでに成

虫寿命をも調査した。

野外調査：野外における発生消長調査は1983年

から1985年の３ケ年間とも名護市羽地大川を中心

に大宜味村喜如嘉，国頭村与那において，毎月１

回，その月の中旬を目途に実施した。各調査地の

ススキ・チガヤ等イネ科植物を中心に“すくい取

り法（Sweeping)”により採集し，得られた個体

を初齢若虫（体長７mm以下），中齢若虫（８～１４

mm），老齢若虫（15mm以上）及び成虫に区分して

数えた。

3．結果及び考察

１）室内実験

（１）卵

オナガササキリの卵期間の平均曰数は１９４７曰

で,最短は1985年11月25曰産下卵の147日，最長

は同年９月25曰産下卵の239日であった（Table

２）。これを産卵時期別に見ると，最も早い時期

(９月25日）に産下された卵の平均日数は２１９６

日最も遅い時期（11月25曰）に産下された卵の平

均日数は169.2曰で，前者より５０日短くなってい

る。また，１０月10日及び11月16日産下卵は前二者

の中間の値を示している。他方，９月25曰産下卵

においては最長と最短の開きが31曰，同様に，１０

月10曰産下卵においては41日，１１月16日産下卵に

おいては43曰，１１月25日産下卵では54曰の差があっ

た。また，卵期間の最も短いものと最も長いもの

との開きは92曰もあった（Table２）。

野外において，成虫は８月中旬から12月下旬ま

で観察されること（Fig.３），産卵前期間が21曰～

30曰であること（Fig.２），外気温は室温(Table
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１）に比べ高低の幅が大きいこと等から自然界に

おける卵期間はTable2の数値よりはもっと長

くなるものと思われる。

これらのことから，本種の卵の発育は産卵の早

晩にかかわらず，産卵後ある一定の発育段階で発

育（生長）を停止し，休眠するため，早く産下さ

れた卵はその分，期間が長くなるものと推測され

た（Table２，Ｆ191）。

Ｔａｂｌｅ２．ＩｎｃｕｂａｔｉｏｎｐｅｒｉｏｄｏｆｅｇｇｓｏｆｔｈｅＣｇＪａｄｉａｍｓ．

Ｎｏ．ｏｆ
ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

ｅｘａｒｎｉｎｅｄ

Eggperiod（ｄａｙｓ）

Ｍｅａｎ（Range）

Ｄａｔｅｏｆ

ｏｖｉｐｏｓｉｔｉｏｎ
Ｄａｔｅｏｆ

ｈａｔｃｈｉｎｇ

Apmla
Junea

ApM1a
Junelq

AmMiL
Maｙ、２２，

ApｴｨＬ
Ｊｕｎｅｌ４，

５
５
５
５
６
Ｍ
別
冊

肥
肥
肥
肥
肥
９
９
９

１
１
１
１
１
１
１
１

2１１９（195～236）4５ ０ct1０，１９８４

177.9（163～206）4７ Nov16,1984

219.6（208～239）3９ Sept、２５，１９８５

169.2（147～201）4７ Ｎｏｖ、２５，１９８５

194.7（147～239）Ｍｅａｎ
○
●
○
○

’
’
’
一

○
●
○
○

LLliLL
％
卯

く

4０

０
０

３
２

門
。
口
①
コ
ヮ
の
門
口

10

。

Ｉ0

１３１１４１１５１１６１１７１１８１１９１２０１２１１２２１２３１

）１１）1１ＩＩＩＩＩ
ＭＯｌ５０１６０１７０１８０１９０２００２１０２２０２３０２４０

Daysfronlovipositiontohatching

Ｆｉｇ．１．Changesinthepercentagefrequencｙｏｆｔｈｅ

ｎｕｍｂｅｒｏｆｅｇｇｓｈａｔｃｈｅｄｐｅｒｌＯｄａｙｓ．

２４１

１
２５０

2５１

１
２６０

accumulated
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ｏ－Ｃ
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８で
【
⑪
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、
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の
」
○
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「
苗
国

■

｡

○

Ｃ
Ｏ

Ｄ
Ｃ
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ｌ
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111）ＩＩＩ｛Ｉ1
10２０３０４０５０６０７０８０９０１００

Ｄａｙｓａｆｔｅｒｅｒｎｅｒｇｅｎｃｅ

Ｆｉｇ２・Relationbetweendaysafteremergeｎｃｅ

ａｎｄｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｏｆｅｇｇｓｌａｉｄ．

100

①－Ｃ
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０
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２
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８
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ｏ
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nHHZZ【：

】［
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F１

Ｆ可

目

100

80

「可

白
Ｌ」

9k「

６０

4０

２０

０

Apr・ＭａｙＪｕｎｅＪｕｌｙＡｕｇ，Sept・ＯＣＬNov・Dec，Jan．Ｆ､eb・Mar・

Month

FigaSeasonaloccurrenceofeａｃｈｓｔａｇｅ
ｏｆｔｈｅＣ・ｇＺａｄｉａｔｚＬｓｉｎｔｈｅｆｉｅｌｄ

(Nago-city，Ogimi-villageandKunigami-village）
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孵化消長はFig.１のとおりである。９月25曰産本種の平均若虫期間は1984年においては１１５７

下卵は産付後211曰～230日に孵化のピークを形成曰，1985年には1162日，そして,1986年には１０８０

し，240曰頃まで続いている。同様に，１０月10日曰とほとんど差はなかった（Table３）。１年

産下卵は201曰～220曰にピークを形成し，240日１化型で卵休眠にて越冬するタイワンクツワムシ

頃まで続き，１１月16日産下卵は161曰～170日にMecOpodaspやオキナワキリギリスGampsocJeZs

ピークを，そして210曰まで続き，１１月25曰産下’ＷんyuelzsZsの平均若虫期間が106日～111日であ

りNは171日～180日にピークを，そして210曰までる（上間ら，１９８０；大城ら，1984）ことから，本

孵化は続いている（Fig.１）。種の平均若虫期間が108.0曰～1162日というのは

１年１化型昆虫であることを裏付けているものと

（２）若虫考えられ，妥当な数値と思われる。

Ｔａｂｌｅ３．ＤｕｒａｔｉｏｎｏｆｎｙｍｐｈａｌｓｔａｇｅｉｎＣ・ｇｌａｄ、伽８．

Ｎｏ．ｏｆ

ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ
ｅｘａｍｉｎｅｄ

Ｄａｔｅｏｆ

ａｄｕｌｔ

ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ

Nymphalperiod（days）

Ｍｅａｎ（Range）

Ｄａｔｅｏｆ

ｈａｔｃｈｉｎｇ

1984

1984

1985

1985

1986

1986

Ａｕｇ

Ｓｅｐｔ

Ａｕｇ

Ｓｅｐｔ・

Aug

Sept．

９
７
↑
７

３
１
１
２
７
，
‐
Ｉ
肥

1９ 115.7（99～129）Ａｐｒ、２６，１９８４

116.2（98～140）2５ Ｍａｙ１，１９８５

９
１

〈
ｈ
〉
（
ｕ
ソ

イ
０
入
、
Ｉ
Ｊ
Ｉ
■
Ⅱ
上

108.0（93～127）

113.3（93～140）

2０ Ｍａｙ1５，１９８６

Ｍｅａｎ

（３）成虫

本種の成虫は室内飼育においては８月上旬から

12月上旬にかけて観察される。1984年において，

産卵は羽化後21曰～30曰から始まり，３１曰～60日

にピークを形成し，その後，徐々に産付しながら

90曰まで続いている。これは1985年，1986年にお

いてもほぼ同様であった（Fig.２）。これは，

平均成虫寿命が749曰であること，そのうち，最

も長生きしたのは1984年が98曰，同様に，1985年

が109日，1986年が103曰となっている（Table４）

ことから死亡直前まで産卵しているものと推測さ

れた。

１雌当たりの平均産卵数は1984年から1986年ま

での３ケ年平均で111.3個となっている。最も少

ない個体で35個，最も多い個体で209個を産卵し

ている（Table５）。このように個体間に差が

生じているのは，それぞれの能力差と思われる。

これらの数値は，室内において，自然に衰弱して

死亡したと推測される個体の産卵数であるため，

天敵や事故死等環境条件の厳しい野外においては

これらの値より少なくなるものと思われる。

室内における飼育実験では，成虫は８月上旬か

ら12月上旬，卵は８月下旬から翌年の６月中旬，

そして，若虫は４月下旬から９月中旬まで観察さ

れた。これらの結果から，本種は休眠卵にて越冬

する１年１化型昆虫であることが推測された。
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ＴａｂＩｅ４，ＤｕｒａｔｉｏｎｏｆａｄｕｌｔｓｔａｇｅｉｎＣ・ｇＪａｄｍｍ８．

Ｎｏ．of
individuals
examined AdIM職職撒層）

Ｄａｔｅｏｆ

ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ

Ｄａｔｅｏｆ

ｄｅａｔｈ

1984

1984

1985

1985

1986

1986

oct1i，
Ｎｏｖ、２６，

ooM1
Decl2，

。c`＋
Ｄｅｏ２６，

81.3（54～９８）１３ Ａｕ９．２０，１９８４

74.4（41～109）2１ Ａｕ９．２５，１９８５

Au夢(M986
Septl9，１９８６

68.9（36～103）

74.9（36～109）

3４

Ｍｅａｎ

Ｔａｂｌｅ５．ＮｕｍｂｅｒｏｆｅｇｇｓｌａｉｄｐｅｒｆｅｍａＩｅｏｆｔｈｅＣ，ｇＪａｄｉａｍｓ．

Ｎｏ．ｏｆ

ｆｅｍａｌｅｓ

ｅｘａｍｉｎｅｄ

Dateof

oviposition
Ｎｏ．ｏｆｅｇｇｓｌａｉｄ
Ｍｅａｎ（Range）

Ｙｅａｒ

122.3（51～203）

108.1（49～209）

1036（35～188）

111.3（35～209）

１９８４

１９８５

１９８６

Ｍｅａｎ

Ａｕｇ・

Ａｕｇ、

Ａｕｇ．

Ｖ
Ｃ
Ｃ

Ｏ
ｅ
ｅ

Ｎ
Ｄ
Ｄ

－
－
－

９
８
、

２）野外調査

野外における発生消長の調査はFig.３のとお

りである。初齢若虫は５月から７月に見られ，ピー

クは５月である。同様に，中齢若虫は５月から８

月に，そしてピークは７月である。老齢若虫は７

月から10月に観察され，８月から９月にピークを

形成している。また，成虫は８月から12月に見ら

れ,１０月下旬以降はほぼ成虫のみが棲息している

(Fig.３）。

野外において，早いものは室内飼育と同様４月

下旬に孵化しているものがあるかも知れないが，

前述したように，発生消長調査は４月中旬に実施

したため調査の網にかからなかったのかも知れな

い。また，1986年12月上旬に野外から採集した個

体を室内にて飼育したら，２個体が翌年の１月中

旬まで生存した。これは遅く羽化した個体が暖か

い室内において延命したものと推測される。

日浦（1978）は大阪地方において，本種の成虫

|ま８月から10月に観察され,休眠卵にて越冬する

１年l化である旨を報告している。大阪産の成虫

は僅か２ヶ月間しか生存せず，その寿命は沖縄島

産に比べ短命となっている。これは，大阪地方は

沖縄島に比べ秋冬期の寒さが厳しいため，低温に

より短命となったものと思われる。

前述したように，沖縄島において本種の成虫は

早いもので８月上旬に羽化しているのに対し，長

野県においては８月中旬から成虫は観察されると

いう（小林，1981）。暖かい沖縄島と寒さの厳し

い長野県において，本種の初羽化の差は僅か10曰

前後しかない。これは，同一種において，寒い地

方の卵は暖かい他方の卵に比べて休眠が浅いとい

うこと，更に，寒い地方の若虫の発育速度は暖か

い地方のそれに比べ早いということが一般的に言

えるからであろう。北国の春が一斉にやってくる

ように，寒い地方において１年１化で卵越冬する

昆虫のほとんどは８月に一斉に羽化しているので
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あろう｡筆者の１人大城（安）は1984年10月上旬

に長野県において１年１化型で卵越冬する直翅類

の大部分が生存しているのを観察したことがある。

これは，琉球列島において同じタイプの同一種で

あっても成虫の発生時期にかなりの幅があり，ダ

ラダラ発生しているのとは大分様相が異なってい

る。

また，筆者の１人大城（安）は1984年10月上旬

に長野県伊那市から本種と同属のウスイロササキ

リＣｂ"ocep/ＺａＪｕｓｃ/ZZ"e7zsZsを採集し，那覇市で

飼育した結果，１１月下旬まで生存させることがで

きた。

通常，伊那市辺りにおいてウスイロササキリの成

虫は10月まで観察され，１１月になるとその姿はほ

とんど見られなくなるという（小林,私信）。と

ころが，これを暖かい沖縄島に移したことによっ

て11月下旬まで延命さすことができたものと思わ

れる。

野外における調査結果も室内飼育と同様，オナ

ガササキリが休眠卵にて越冬する１年１化型であ

ることを示し，これは温帯地方産とほぼ似た生活

環を示しているものと推測された。

因に那覇市における自然曰長は最短10時間30分

(12月20曰）から最長13時間47分（６月２１曰）の

範囲で変動している。また，外気温は16.0°Ｃ

(１月の平均）から28.2．Ｃ（７月の平均）の変動

を示した（沖縄地方気象台）。一方,調査室温は

Ｔａｂｌｅｌに示したとおりであった。

セスジツユムシDucetmノ(Zpo"ｊｃａは本州や九

州の温帯地方では休眠卵で越冬する１年１化型昆

虫である（小林，1981）が,亜熱帯気候である沖

縄島では１年２化型昆虫である（大城・上間，１９

７９）。このように，北半球において，昆虫類は一

般に南下するにともなって増加する有効温量を世

代数の増加によって有効に利用している（桐谷，

1984；大城ら，1986）。ところが，オナガササキ

リは温帯や亜熱帯に分布しているにもかかわらず

地域の如何を問わず全てが休眠卵にて越冬する１

年１化型昆虫である。これらのことから，沖縄島

産の本種はセスジツユムシ程に有効温量を世代数

の増加によって有効に利用していないことから，

セスジツユムシ程には進化していないことを意味

しているのだろうか。

いずれにしても，沖縄島に棲息している本種が

温度の面から休眠を必要としない現在の沖縄島に

おいて，休眠卵で越冬しているこの現実をどのよ

うに解釈すればよいのか大変興味ある問題である。

4．要約

沖縄島産オナガササキリCo7zocapMusgZadja-

tusの生活史を沖縄島において，室内実験及び野

外観察によって調査した。

１．卵期間の平均曰数は194.7曰で，最短は11月

25日産下卵の147日最長は９月25曰産下卵の239

日であった。

２．平均若虫期間は113.3日で，最短は５月15曰

孵化虫の93曰，最長は５月１曰孵化虫の140曰で

あった。

３．産卵は羽化後21曰～30日に始まり，３１曰～

60曰にピークを形成し，８１曰～100曰（死亡直前）

まで続いた。

４．１雌当たりの平均産卵数は111.3個で，最少

は35個，最多は209個であった。

５．成虫の平均寿命は749日で，最短は36曰，

最長は109日であった。

６．室内における飼育実験では，成虫は８月上

旬～12月上旬，卵は８月下旬～翌年の６月中旬，

そして，若虫は４月下旬～９月中旬に見られた。

７．野外では，初齢若虫は５月～７月，中齢若

虫は５月～８月，老齢若虫は７月～10月，そして，

成虫は８月～12月に観察された。

８．室内及び野外の調査結果から，本種は沖縄

島において内因性の休眠卵で越冬し，１年１化型

昆虫であると推定された。
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Summary

Life history of the Onaga-sasakiry, Can

acephalus gladiatus was' studied in Okinawa

Island by rearing experiments and field sur

veys. The average incubation period of egg

was 194.7 days for the eggs laid from 1984

through 1985, 147 days in late November and

239 days in late September. Thus, this peri

od was distinctly longer for the eggs laid in

earlier season. Rearing in the laboratory sug

gested that the eggs entered diapause at a

certain stage of the embryonic development.

Average nymphal period was 113.3 days from

1984 through 1986. The shortest nymphal pe

riod was 93 days, and the longest one was

140 days. Pre-oviposition period was 21 to

30 days. The number of oviposited eggs reach

ed a crest during the period from 31 to 60

days after emergence of the abults. The ovi

position lasted just before the death of the

adults which occurred at 81 to 100 days-old.

Average number of eggs laid per female was

113.3 from 1984 to 1986. The fewest number

of eggs laid per female was 35, and the most

numerous number was 209. The longevity of

adults was 74.9 days from 1984 through 1986,

the shortest longevity of adults was 36 days,

and the longest one was 109 days. Field sur

veys showed that the young nymphs (less than

7 mm in body length) were most abundant

in population from May to July, the middle

aged nymphs (8 ~14mm) increased in num

ber from May to August and the old nymphs

(over i5mm) from July to October, and the

adults appeared from August to December.

The field observations and laboratory rearing

experiments indicated that this species is

possibly univoltine with a certain diapaus~

period at the egg atage.


