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蚕兒の絶食生命に及ぼす大氣濕度の影響に就て

山口定次郞

　1．緒　　　　　言

昆虫の齢が一舟姓物と同様に大氣瀬の影響を受くること大にして、その磯育の速さが1顯の大

なる時速に、漁度と）小なる時逓きは既に多くの實験の誰明せる所で、之ば主として物質代謝の速さが

多漁に於て速に乾燥中に於て遅きによるものと看倣されてゐる。

　小mx（1929）はH・a・llee　EEがB・・n　Weev三11蹴き」S（・1　helfoy（1氏が・・dli・9・皿。七hの虫磁

卵に就て行つた詳納なる實験結果より毘虫の搬育に及ぼす大i氣漁度の影響を量的に捌究し‘‘毘虫の獲

育搬，・は漁度のHyperb・1i・Fu・c七i・nであつて灘髄輿こ蓮上ヒ例する、といふ法則を鱗L福愈

此の法則融依よりの水分灘1麺接に体・紛量の減少を來し識日捌燃化熱による休酬肝を來し

物質代謝の速度を減遇せしむる理論rc　一一致すると述べてゐる。叉Pierce氏（1916⊃は棉の害虫eo七七〇n

bo11－weevilに就きその活動力に劉する湘度と潔度の關係を1リ’かにし、叉（1920）之等の關係を韮L］想化し

圃示してゐる。Bll活動力に謝する最も適當なる温漁度を知り、叉或溜漁度に封しては如何なる溜濡渡

が適當叉は不適當であるかを明にすることが出來る。3くShelford氏（1920）も昆虫並に入聞の死と

温度漁度の關係を比較してゐる。Bocline氏（1921）はOJ一七hOP七eraのバツクに就き体水分と物質代謝

の速度に影響を及ぼす種々なる要因に就き研究した。Hall氏（1930）はサンセウウヲ、蛙、ヒキガヘ

ル、Fガゲ、ウミガメ、ワ昌等の關棲類、爬虫類の如き墾澁働物に厩で各種漁度に封する休淵の影響

を調ぺた〔，又同氏（1922）は腫々なる動物に就いてその乾燥（Exsicca七iOl’1）に斐』する生命の極限を研究

した。之に傍れば動物は司成りの率の水分を失？てもその活動力は弐はれない。而してその傾向は下

等動物に於て殊に然りであるが、その乾燥に耐へる時間は先づ皮膚の種類により異なり第二玖的には

体容積に封する休表面積の比の大ノ∫・によるものであるといひ、最后に生物の物質代謝は過乾に封する

抵抗力に關係大なりと蓮ぺてゐる。

　i慧に於ては最近松村、樋口及北島氏等（1928Nま漁氣の慧に及ぼす影響を群細に研究され温度77°Fの

場合漁度60－90）6の範圃内にケ守ては、多漁は簸兇の獲育速度を速にするものなりと云ひ、更に起慧

の絶剣三命時闇は多灘噸力・く乾燥に長く、反之蟻灘強生命1縦燥の瘍拾短かく多漁磯合に虫「つ

て長きことを記載してゐる。

　余は之等羅の漁氣に樹する生命時間の長短に就きその一因を休水分及固形成分の攣化帥物質代謝機

能の漕長に關係するものとなし、同一一淵度に於て種々なる階級の漁度に遭遇せしめたる傷合の縄食生

命時間及之等の休水分並に固形放分に就て調㍗薩行つた。物質代謝が合域及分解作用より威る以上・

搬しつN・thる動物磯訓1は勿論・絶食申に於ける分f獺・用も亦必然的に多灘於て速かなるべし

と思惟されるのである。

　從つて本實験の日的は獄児（起竃）の維食中に於ける大氣漁度の影響がその生命時賜と如何なる關

係を有するかを知り、又その生存時間の相湛の山つて來る原因を内的に（放分的）調査し考察するに
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ある。

　本研寵をなすに當つて常に御指導と御意見を賜はつた、蒲生敷授、松村技師及畏友小泉氏に鮒し又

實瞼に當つて絡始助力を輿へられ泥金澤勇氏に謝し1朶甚なる謝意を表する次第である。

　エ1・實験方油及材i料

　1。實　験　方　法　　　　　　　　　・

　材料聚集同一・吊種にて同一條件下に飼育を績けた綱一磯育の灘己の起慰が最も多く鵬頃特に

一定時間内（三博闇以内）に脆皮せる慧兜のみを逡出して供試した。伺各漁農厩共生存時間測定用に

100頭、体水分測建用に50頭を使用した。

　温度測腋装置實験は緻台80°FC・・1s七・n七のSlで行つた。漁慶襲置は．P，・91・c・ul七氏法を探り

硫酸濃度の相逮により日的の漁i氣影嚢生せしめ常に所矩の漁度を保たしむる檬直輕16clnのシヤーレ

に400G・G・の硫酸溶液を入れ、之を高さ42G・ln直径20G．mの冴i得子鐘の底部に畳き、絶食箱は此の・〉ヤー

レ上5c・mの距離に吊した。絶食矯は寒冷沙張りとなし翻休自身・よりの水蒸氣磯轍の影響を可及的避

ける様に力めた。而して硝予鐘は外氣の浸入を避くる様にLたので鑓蔭は無氣流の朕態にある理であ

る。實験中獄依水分蒸徽の影響は比較的少なく毛髪漁度計を銚中絶食籍上に置V・ても日的の漁度より

5％内外の多きを示すに過ぎなかつた。然し時々測定をr了ふ爲1こ鐘内獄兇を外に川す事カミあるので鐘

内の漁度は常に少しの墾化もなしに口的の漁度を維持することは装匿の絶封的完全ならざる限り困難

とする所である。倫實験絡了後に獄を鐘外に取田し再び鑓内の漁氣を測定するに魯験着乎當時と殆ど

攣化なきを知つた。

　絶食生命時間及休水づ｝の測定、発慧藪は5時間ノ憾8［｝寺開徳に之を敬へ絶食生命時間は】CO頭のzド均

仙をもつて表し潅。休量、水分及圃形域分の攣化は一定時間贋1こ測定した。乾物（fi「ilヲ1多放づ｝）は90°eの

電熱乾燥器にて乾物量一定となるまで乾燥し後測定した。

　實験材料　絶食生命時間測定には二高種に就き又休域分の攣化測定には一品種のみを用ひたo

　　　　　　　　A．　國慧日一號×國獄支四號、五齢起鎧．

　　　　　　　　工う・國獄日一・－HtO號×支一〇五號．四齢起鷲、

1工工。　　實　　験　　 成　　績

（1）絶食生命時間と大氣1縣度との關係

淵度80°］書に於て稲々なる漁度の中に麹獄を絶食せしめて5～8時澗毎に難驚藪を歎へた。而して100

頭の肇均をもつてその生命時間を表した。各個休により攣異多く殊に聚死の1り1況平均井命特闇短か

きもの程その全部発死するに要する時間も短かい（第一表）。
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次に編に於ける絶蝕命麟胱観るに、二回の結果に於て同様に50～60％の附近に於て最脹く

多催なるに從ひて短い。而して明力・va40－15％障於て再び繍す獺向を見た・佛二表A・B及

第一岡）職・唯構間磯数に於て鋤磁あるは恐らく㈱の品種的關徽は榮養關係等による
ものであらう。爾者の生命時闇を便宣上指藪として圓示する時此の曲線は爾者共相似tcる然もよく一

致せる双曲線を示しだ。

　　　　　　　　第　二　表　A　　（1930　6月）

灘　　劇・596「・・「・・レ518－　・5
齢生鱒閥い・9・2「・…31・・呵・・8・・い・…1・…

同上指馴　g7［981…t・7i・・1・・
・・塒問藤死数166　6・153i・2［・・レ…

材料　圃獄日一號×國殿支四號　玉齢起獄、

表中指数は生命時間最長のものを100とした揚分であるo

　　　　　第　　こ二　　表　　王｝．　　（1930　8月）

灘　度i・・燭3州・・　7・【・・1・・い・・
搬生命時問i88・・「rm”・11・1・i・…i・…1・…1・…1…8

同上指数i・・［P95卜…　9・1・・1871・2
雛簸訂闇円「E・－Lて呈．15gL68－・・1・・．・9？＿

材料　國獄H－－o號×國鍛支一〇五號、四齢起鍛
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一　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ唄

　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　＼　　　第一圖

　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲線は継食止命時…聞に及ぼす關係灘度の影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を示してゐるo温度〔800F）横軸に關係灘度を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り櫛lrlllに絶食生命時間の指数を取つた、脂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数はA瀦共にその最長生命時間を100としたo

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A，……國｛齪日一號×國獄皮四號、11・國騒ロー

　　　　　　e．．．………A　　　　　　　　　　　　　－○×闘霊践支一〇五號A及君は個々の曲線と

　　　　　　゜”°一　へ　雛1で　幣騨て　㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧

　　　　　＿＿y　V

葦　　　・　　　｝　　　，＿［一」翠鱒剛階し＿晶一一一L＿』＿1＿」刷

0　　10　　20　　30　　4，0　　50　　60　　70　　80　　90　　100％

　而して上圖の曲線の形朕を見るに實験式は與へてないが50－60％画を頂鮎として左右の曲線は之

の生命時聞に及ぼす影響の異なる如くその恒数に何等かの相違を示すものなる飛きを示してゐる・帥・

之は敷死作用に及ぼす漁度作用の特質であらう。

　（2）絶食中休重及体成分の攣化

　前實験に於て絶食生命に長短を生ぜしは主として物質代謝機能の相違に勿るものとなしたが、然ら
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ぱ漁度の多少が如何に物質代謝槻能に作用したるものであるかを知らんとして絶食中に於ける休璽、

圃形威分、及休水分の測定を行つ艶。（第三表）

第　　三三　　衷　　　　（1931．　　6月）

絶　　食
怐@　問 　　皿

P5

　　　　　　灘　　　　　度　　　　　（％）

15　　　　　　　　40　　　　　　　　60　　　　　　　　75　　　　　　　　8「0　　　　　　　　95

0　　生　休　最　“’’”°’　’　”°’’”　じ’6齢゜9・509・
　　　　フk　　　　分　　　　重聖　　　　一一’　　・…　　　鱒　　…　　　一…　　　噸　・…　　　四　　…　　　8．50　　1司

　原　　　　　　　　｝li乞　　　　物　　　　二fi／t　　　　　・・・　　・・・　　・・・　　・・・　　・・・　　・・・　　・・・　　…　　　－9　　1．OO　　「F可

程　　乾　物　麟　………………・一一・一・1・・52％
）　・乾／水　蓉捧　………………………11．88％

53

時

間

生　　体　　量

水　　分　　量

覇　　物　　景

乾　　物　　摩

乾／水　誰

8．485　　　　　　8．500　　　　　　8．470　　　　　　　8．350　　　　　　　8．565　　　　　　8．945

7．585　　　　　7．618　　　　　7．575　　　　7．4、87　　　　　7．705　　　　　8．079

0．900　　　　　　0”882　　　　　　　0，895　　　　　　　0，863　　　　　　　0．860　　　　　　0．866

10．62　　　　　　10．d1　　　　　　10．57　　　　　　10．37　　　　　　10，02　　　　　　9．685

1X．89　　　　ヱ1．50　　　　ユ1．82　　　　11．5虫　　　　11．11　　　　10．72

死

の

翫

前

生　体　鐙16．98　7．30　　7，78．　8．05　　8．・28　8．70
フ］1　　　分　　　　歪詮　　　　　6．20　　　　　　　6．50　　　　　　　7．00　　　　　　　7．27　　　　　　　7．38　　　　　　7・81

〕i吃　　　　a勿　　　　澱　　　　　0．78　　　　　　　0。80　　　　　　　0．78　　　　　　　0。7S　　　　　　　O．80　　　　　　　0．79

：ll吃　　　　g勿　　　　姦担　　　　コL1．18　　　　　　コ0．98　　　　　　10．16　　　　　　　E）．69　　　　　　　9。66　　　　．　　9．Oti

乾／水　碓　12．58　12．31　ユ1．d・D　1〔1．72　10．82　10．OO

th体量は鋤10頭璽燈なり。第三表は灘度に封する成分の蟹化を時間的に示す。

鞍！水寧は乾物量を水分i・Cて除し之に100を剰じたるものなりo

死の直前と毒るは供試猛免が80％驚死せる頃の生存せる翻が瀕死の歌にある晦を歎ふo

材料　國獄日一號x國羅支四貌五齢起銀。

　．ヒ表に於て漏度に樹する休重。体水分及固形成分の饗化の時間的關係を親るに。

　a，生体重量は絶食時間長きに從ひて1脛し。

　b．　生体重量は乾燥廠に輕く多｛黒旺に重しo

　G，休水分量は乾燥置に少く多漁匿に多し。

但し本實瞼に於ては体中全水分を謂ふものにして瀞離水と結合水とを歴別しない。

　d．固形成分の量は乾物量をもつて表してあるが53時間口（死の途中）tc於ては多漁に少く乾燥に

多き傾向を示した。然るに死の直前に於ては乾燥の場合も多潔…の蠣含も略同程度であつて原生休の固

形成分の約79％となつたo

　e，生休重に謝する乾物量の比帥乾物率はその絶樹量に於けるが如く多漁に小に乾燥匠に大であ

る。表中水分率は記してないが之は乾物率とは反封の現象を示してゐる。

　f，次に特に体内成分の準衡を考ふる必要より乾物封水分率（水分量に劉する乾物重の割合）を槻

陀るに乾物率の傾向を顯著に現した。

　9，各羅に於ける乾物率及乾物渕水分率を見る時53時闇国に於ても・肇死の直前に於ても原生休の

夫等に最も近きは6096厩である。之より乾燥の1畷に於ても多漁の置に於てもその差大となる。帥此の

差はその成分的亭衡が正常を失せる度合を示すものにて霊の少きはその温度に於ける漁度の適當せる

ものとするも可なるものであらう。（第四表）
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第　四　表

灘慶％「・5　4…　　　　75　8・　・51
53　　【時…　r拝」’　H

死　　の　　磁〔　前

十〇．17　　　－0．11　　　十〇．05　　　－・〔）．ユ5　　　－0，50　　　－0。84、

一ト0，66　　　　　　　　十〇．36　　　　　　　－0，36　　　　　　　－0．93　　　　　　　－〔｝．96　　　　　　　－－1．90

　　　表中数字は原生体乾物装彊と53時問同及死の直前に於ける各灘度匿の乾物傘との差を示す。

　次に各漁度慨に於て体水分及固形成分の消失する割合を見るに水！5JKの減少i率は多漁廠に少く乾燥照

に多し。而して水分は死の直前に於て甚だしき減少を示すに拘らす、その途中53時間旧に於てt・rkその

減少率15…75％迄同程度にして比較的少きは、明かに水分蒸散の調節作用有るを認めうる。乾物軍の

減少は之と反樹にして15～60％と75～95％匠とに於て漁度作用に相違あるを見る。多漁に於て乾物減

少率の大なるは前蓮の如くである。　（第五表）

　　　　　　　第　．充　表

漏度％［・5　・・　6・　75　85　・5
53時
間日

死の直
前
（躍薔li5）

紛減少副…77％　…38　…88　・・…　9・35　…5
渤妙剰・・・…　ヱ・・…　　．5　ユ3・7　・・．・　・3，4

水頒郷1・7・・6　2・・53　・7、・・，　・4・47　・3・・7　7、・6

乾鰍蝉「22・・　2…　　22．・　2・．・　2・．　’至・．・

　以上の窮實によつて之を槻るに6銚頂附近は常に爾齎の中間にして乾燥による遊だしき水分の減少

もなく又姦漁の爲にうくる固形域分漁耗の影響も比較的少く加ふるに常に域分的に安全なる條件を長

時陶維持するをうるを以つて之が爲に維食rトの生命時illjも亦自ら他の多灘3ζは乾燥の瘍合よりも授き

ものなりと恩轍するを得るのである。

IV．考　　　　　察

　以上の實験に於て80°Fに於ける系色食生命時闇は關係漏度に屡渇し50－6（）％を頂鮎として一つの双曲

線を示すことを見出した。故に余は先づ

1．絶食生命と焚育速度との關係に就て考察し

2．更に如何なる原因によつて灘度作用が絶食生命時聞をして斯かる双曲線を謁かしめたか

に就て討究せんとするのである。

　物質代謝が乾燥より多漁となるに從ひ促進されることは絶食中に於て匠珂形成分の減耗大なるを見て

も明かであつてs此の事は嚢育ritの易捨と同襟に考へうるのである。然し磯育中の蠣合はCodlimg一

コnothの卵及虫】勇に於けるSllelfordの研究の示す如く瀧度C｝O－89°Fの範國内に於ける嚢育lil1線は皆

澱100％迄」二昇轍けてゐる謡護に於ても此の膿の範團内回よ澱商離從つて鞘速鰍であ
る。（松村・樋口及北嶋氏（1928）更にS　heltordの研究に於て90°F以上の高温では漁度60％近趣に於

て獲育遮度比較的友で、乾燥に到つc小となり、又之より多漁となるに從つて著しく小となる所の曲

線は、本欝瞼の絶食生命時聞の曲線と甚だ工蔓く一致するを見る。之れ恐らくは爾藩共にその受くる物

質代謝の影響による爲であらう。只Shelfordの霧合は獲育中なる敷多漁に於ては　Cataboユism　が

Anabolismよりも大となつた爲であらう。3く余の膓合は絶食中なる故主としてCatabolismのみが

進行した結果であらう。本實験に於ては只180°Fの携合漁度を異にしたのであるから更に他の盗旗に

就て漁度作翔を考へねばならぬのであるが、今は只氣温と、休襯と、大氣溢度との關係を見るに、小
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泉氏（1929）が昆虫に就て又松村氏等（192S）が獄に就て述べられし如く、漁度の影響は或程度迄溜度に

環元して考ふるをうべく、例へば漁慶の少き時は氣澱商くとも体温には低盗と同檬に作用し、3く漁度

大なる笏合は低澱も比較的高盗と同樹1に作用するものであつて、211松村氏等によれば同じく25°Cの氣

温の時乾燥（50％）の瘍含は多漁（90％）に比し約O．：S」「°cの休温の低下を示してゐる。之の休温の低下は

又物質代謝の速度を逓延せしむる原因となるは明である。叉Hall及1｛oo七氏（1930）の實験に於て

も20°cの時7％の室氣rlllに於て爬虫類は僅かに0．4～0．？°Gの休温低下を示したのみであるが、爾棲

類に於ては8～9°cのfイく温低下を示してゐる。帥同一一潔渡にあつてもその動物の皮膚の種類によつて

叉体盗に影響し萸にその獲育の速度にも關係を及ぼすものである。

　余は貸瞼に於て10－10〔｝％の解歳を造つたb之は然し趣端なる灘度ではあるが有りうべからざる灘度ではないo

現に乾燥に就ては本年（1931年）5月7Fl我が上田市地力に於てもま畠t度800F以上灘度11－20％1といふ甚だしき乾燥

瓶態が三「1間約10時間に亘つて纒績した記録をもつてゐるのであるo

　次に以上の事實の由って來る原因に就いて實験を試み疫のでその結果を考察する。

　從來多くの研究は生活作用の旺否叉は物質代謝の速度を表すに呼吸量の溝長によbて隅腰に之を行

ふことが多かつた。余は簡軍に獄体の乾物量（岡形成分量）を測定することによりその減耗量の多少

をもつて・Catabolismの速さを知らんとした。調査の結果は既に明なる如く、生林量に射する乾物量

の割含は一定博間維食の後に於ては多漏程少く叉水分の割合は乾燥の塩合穣少きを示してゐる。換言

すれぱ多繍藪に於ては乾燥置に比し乾物量の鴻耗大にして、乾燥に於ては水分の蒸散減少量甚だ大で

あることを知つた。而して死の直前に於て水分は釜々減少をなすが乾物鐙は死に到るとき何れの漁度

樋に於ても略同程度の賊耗を示してゐる。帥その減耗割合は約21％にして、之を逆に考ふれば21％の

休rl苫の固形成分を失へば鷲は死ぬものでないといふことが出來る。勿論此の致死減耗量は種々の條件

によつて3く異るであらう。

　次に体水分及固形成分が大氣漁度の影響を受けて攣化しつS、ある事は朗に明であるがその割合に就

ては如何といふに、乾燥1置に於て水分は維封量に於ても叉その休量に樹する割合に於ても減少を示す

又乾物率は多漁匝程絶食中に於て速に減少を來す。

　更に之等の成分を各々漁度置に於て乾物率及乾物最餌承分量の寧を原生休量の夫等に比較するとき

60％匠に於て原生休の傷含に最も近きを見ても、之等水分及固形成分の割合が最も姜定なるものであ

ることを知るo即ち之より多漁の笏合も又乾燥の瘍含も成分的1F衡（Ec2uilibrium）を失ふo　EIJ　OI，一・

timumのWa七er　eOll七en七に於て最も安定に持績さるべき生命がtO爾者に於てはその2ド衡を失した結

果、生命時聞を短縮する影響をも元らすものであると考へる。此の霧合乾燥の影響は水分蒸散を促す．

ものであるが、闘形域分の沿耗には比較的關係少き爲に多漁の瘍合の如き著しき生命の短縮を促さぬ

ものであらう。之を松村氏等の鷲児に於ける絶食生命時間が多1熱に於て蟻獄に長く迎慰に於て短かき

實験結果に就て考ふるに、之恐らく休水分の問題と、休表面の問題として論するをうべく、同様なる

實瞼の條件下に於ては蟻欝1は多｛庶90？のに方急ける物質代謝の致死的影響よりもイ本水づ｝蒸散による威分

的不亭衡の影響叉はその他の原因による事の方大なるが爲に死を促すものであらうと考へられる。1］ll

節二齢以後の起餐置にあつては約85％以上の水分率なるに拘らづ“蟻慧に於ては72－75％の少きを見ても

比較的慨燥の影響を受けやすき朕態にあるを知る事が川來る。

　從來は特に慧の研究に於ては「般に多漁に蜀する生理的研究多く乾燥特｝こDesicca七ionの鵬合に

就ては調査が少い傾向であるので乾燥に鋼する影響を幾分敢に明にしたと思ふ。

V．摘　　　　要

1，本實瞼に於ては獄児の五齢及四齢起獄の絶食鱗江馴！に於ける大勇義漁度の影響を80qFに於てその
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生存II割田と休成分の攣化に就て調査を試みた。

　2．経食生命時開は漁度50～60％附近に於て最も長く此の羅占を中心として多漁に傾くに随て短縮し、

叉乾燥に傾く携合に於ても幾分短縮せられた。

　3．此の事實はShelforclのCo　cl　Hn　g　mo伍の卵及輔の高瀧中（90°F以上）の獲育速度に劃する潔i

度作用の｝Hl線と可也良く…致するを見る。又Pie’yGeのGot七〇n　boll－weevi1の活動挫に鋼する溜漁

度作用と艮く一致する。

　4。乾燥中に於ては休永分の溝耗著し。

　5．多漁中に於ては固形域分を多く漕耗す。

　6．死の直前に於ては漁度に關係なく圃形成分の漕耗は凡そ21％内外’maつた。

　7，從つて多漁が生命を短縮するはCatabolismの促進されたる爲であり、乾燥の甥合の生命短縮は

著しき体水分の蒸散に起因するものと考へられる。

　8，灘度50｝60％は中漁ともいふべく此の温度に於ける適漁範園で固形域分の減少も水分の蒸散量も

遊だしからす、又常に是等の威分的亭衡を維持するが故に絶食生命も亦長きものと考へられる。

　9．獄児起羅絶貧生命に及ぼす大穂漁度の影響は獲育速度に及ぼす漁度の影響と本質的に同種類のも

のなりと考ふるを得Nく、何れも休水分及固形成分の物質代謝の油長に關係する事大なりと孟ひ得る

ものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　（昭和六年十月十六同受理）
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