
昆蟲の發育に對する大氣濕度作用

の理論

小泉淸明

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

2．r氣の舗する縣の量雌灘物就・1・昆購罎育圏して温度に獅でブくなる

影響を及ぼすもので之tcBiしては多くの研究が行齢てゐるが・繭カミ嫡泌機制

醗育に影響するか蹴いては殆んど諏諏てゐるものが鰍之ec反して畿に

就いて齢から多くの作淋齢力・唱へられ欄と謝るものさへ目陳その㈱は可

なり詳細醗明されて居る．そa）］輪雄く實聯勺に迄slilma化した葡襯温麟の

如きもある。

私は最近生物現継度納外の鞭綜謝する函数硯徹す函数生物學の見地力ら

蝋して麟の灘醐す駄氣澱の景多響に關する齢を明にする事洲1來た講

學の如き鷹用科撃に純iE理論の釜・セ必須になつて來た現今力黙る理論の徒爾ならざる

を想ぴ大略を記して大方の御批制を乞ふ。講川こ關しては邦文にて動物肇難誌第四＋

一巻近月號に獲表してあれば御参照されたい。

II

羅畷育に及附繍轍の影響畔罰する繊は頗る飾が徽の瀞泌百分
率醐して囎磁を示した・D・・aはr蟹稀である・之は主t’e他の條制・に搬を一

定e。して恒常なる轍状態を得繍の困難に依るもの認はれる・多くの蹄脚敷

繕に徽すべきものとして載つて居るアメリカのHeadlee（192！）の豆撚（B「uch’

u，。b士ect。，　S。y）の研究がある。　H・・dlee醐戯転の・・度に保つて種々の過飽和

鰍頁水溶瀧使つて噛の囎ナ購を作り・卿で搬の囎磁欄べた聯畷

の示す様な結果を得た・之から比較磯髄麟出すると第二麟二及翻 R爾に
示すが如き値を得た磯育速度は叢育日撒の算術的逆撒である・此虚では畿育日藪

を以つて飾速度とした）A。この第二表を見ると鶴臓は脚拗剴垣1又は『卵＋

鰯＋刷期鵬全蜻駄轍力囎せば♪曾す程大となり・］⑪゜％澱に於いて最大に

蓬して居る．（但しH・・dl・・鵠1・依ればr卵＋鰯』期が1°°％腋に於いて典の

蹄激を低下したのは繕な磁類の蛮生徽るものだ庸ふ）・こ畷髄勲隣1
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第　　　一　　…凝　　　　　　　　　　第　　　二　　　表

登育 日　微
繰　　度

自卵下至 臼卵下至
化　　蠕 朋　　化

％ 日 日

7．1 33．8 41．5

25．9 30．1 42．3

30．7 29．24 42．6

37．0 2821 35．7

45．7 26．65 39．5

56．1 24．78 35．0

73．4 21．67 31．7

80．0 19．49 27．3

89．7 17．75 28．0

100． 19．60 26．5

漏　　度

　％　7コ，

25，9

30．7

37。0

45．7

56．1

73．4

80．0

89．7

100．0

登　　育　　誌　　度　　K

臼卵下至化
蜥’縦験償

2．95

3．32

3．42

3．54

3．75

4．0生

4．61

5，13

5．63

5．10

蝦論劃饗鑛濯
2，9、1，．、、

3．32

3．42

3．57

3．80

4．11

4．77

5．08

5．61

6．31

2．36

2．35

2。80

2．53

2．86

3．ユ5

3．66

3．57

3．77

同　　左
．狸論」些

2．19

2、40

2．46

2．54

2．66

2．83

3ユ5

329

3．53

3．82

示すると第一圓曲線A及びBの如くなる。第一圖に於いてHは比較灘度、Kは磯育遽度

耀一は囎は類を示したもの舳雛ばr卵＋幼錨糊のβ醗生醐の齢速度

曲線で、直線a及びbは夫々曲線A．Bに相當する焚育日数曲線である。圓に見る如く

　　　　　　　　第　　＿　　圖　　　　　1　　　　『卵＋幼錨』期曲線ぱ非常に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Smoothであるが全生育期曲

Y

　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　線Bは稽不規則ではあるが大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　va　　艦に於ては前者に類似した曲

・　a　　　　　　　　　　　　　　　　　線の形をとるものである。，

aL

・，一齧m　　　耳古罰　　　あ　　　噛　　　　1。o

　　　　　　　　　H％

5°

п@私はと嬢髄鋤線醐
　　　して、次の如き實験式を與へ

？・　　た。

1。　・〈－D：Er誰蝋∫…・”（i）

　識にKは獲育速魔Hは大氣漁度を％で表はしたむの、D，　E，　bは皆恒数である。之

の式は一・一種の双曲線の式である。（i）式を攣形すると

　　　　100
　　　　apll””　一・　D・E　（1　oo－H）十b・・…一………・…・…・…（2）

となる・加式瞳数響及び（1・・－H）に關して醗の式である撤随触標に

撫横轍瞳蜘・・－Hl繍姻慰饗の値を取つて一つの直線を得蝋・
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のDataは（1）式を満足する課である。

H，。dleeの豆鱗のD。t。をP1・tすると第二圖の嬬舩なる直線を得た・鰍A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は『卵＋幼爵』期、13は全
　　　　　　　　　第　　　二　　　圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U　　　　この嘩線から恒数D．E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依つて計算した計算理論

　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　縦欄に示すが如く實測値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　從つて（1）はこのD飢aに

　　　　一一窪一「ω　關して1E確である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　III

　私が象遜の醗育に摘用した式は氣銀學上の蒸獲式に關係して居る。大象沖に於ける

水分の蒸獲作用の速度はTrabert（Hanl1氣象墜より）に依れば次の函数式で表はされ

る。

　　　　V－A飼暑÷西「…一・…・一（3）

vは蒸嚢速騰Eは其時の氣温に榔ナる室氣の最大水蒸氣張九・醸1駒塞氣の水

蘇張力、Bは継、B．は標準氣監Ti蝿鎌魔丁。はo°に相當する絶1灘嵐wは

風速にしてAは蒸1獲面の歌態によつて異るi蒸獲係数である。今普通のi氣型劉尺態の時を

齢れば暑司となり。　Tfiiして

　　　　缶一2器七一・＋・…367・

　なる故（3♪式は

　　　　V・・A（1＋o．oo367t）（E－・）ゾ｝W一

　となり假に

　　　　A（1十〇・OO367th／一マザ＝aとおくならば

　　　　V＝a（E－・一　e）

　となる。この式に比較漁度

　　　　　　　100e　　　　H　Pt
　　　　　　　E
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より繰・・一霧を代入すれば

V－a・E（　　　　　H1＿　　　　　100）

　　を得。之を逆数式に1墜す・れば

　　　　　1　　　　　　　100
　　　　T　＝”aE（100－－H）”…”°…’°°………”…㈹

　となる。此は

　　　　1〈　・D．E．（、繹珂＋｝）……………・・…・一・（1）

　と同一である。依つて式（4）及びのより

　　　　・＜・・÷烈・く一c－←・・…・一一一1・）

　の關係が成立する。式侮の示す意義は

　　昆轟の獲育速度は蒸磯速度に逆比例す

　である。部ち昆轟の獲育速慶に鍛膿からの水分の蒸焚速度が大なれば大なる程小と

なる事を示す。

　（1）式の恒数Eは㈹式の恒数eと同じく磯育に際した室氣の温慶に於けるその最大

水蒸氣張力を示しこの値は物理學の表から橡出する慕が出來る。恒数乱は温度、風遽

及び蒸獲面の歌態に依つて特別の値を取る。Dも全く之と同じ意味をもち飼育時の氣

温、風速及び錨膿の水分蒸磯面の歌態に依つて異る値をと翫而して虞に動物膿の蒸

磯両の差異にのみ基づく蒸護係数Aの値は

　　　　　　　　　　　D
　　　　．A＝
　　　　　　　（1十〇．00367t）1／W

　として筑閏される。このAの値は動物腿の水分蒸磯面の歌態の差異詳細に云へば皮

講の構造、厚さ、氣管の分岐状態，氣門の大小及び数、身膿の大いさ及び形歌等の差

異に依つて夫々特有の値を取るべきものである。

Iv

　最近アメリヵの生態學者Shelford（1927）に依つて畿表された漁度作用の詳細なる研

究がある・Sh・lf・・dは自身及aSfUEの研究者に依つて既佳＋年開の研究より林稿の鶴

コドリン蛾（Codling　moth，　Carpoeapsa　pomonella）の輔及び卵に就いて種々なる溜度

eu°F乃至105°F迄一度置きに）及び｛駿132％乃至10・％迄2％置きに）IVt態の下に於

ける獲育速度の干均を表示しておる。Shelfordの示して居る獲育速度は彼の所謂De．

v・1。X・mental　unitの数である・D・v・1・pme”t・1・unitとは一Sの盗腺於いて一　欄内
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に起る機育の量帥ち速度である。Codling　mothの蜥1で關するDevelopmental　Imit

の数は全く卵の其と相等しい。

　この毘鵡の踊叉は卵の獲育速度は一一L－一般に塞氣中の水鼻誓氣含量が増ぜぱ増す程大とな

ゆ漁度ユ00％叉はその附近に於いて最大に達つして居る。然しとの傾向は所謂獲育に

甥する中庸温度範園（Medial　temperature　range）内に於いてであつて之を超えて高温

　　　　　第三圃　　　　第，四圏

鵠25
E
タ

診21
菩

＞19

　　　　　　　　　　r－アセ　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　6．・・口；二：；亀゜

5邑 C，。P．1，r　．＿・…°：：：：：：・…∴．㌔．、ゴ

568， D．一・・　 D．！’ D．．．．．．・・’ j・’！
　　te　　．5・一　　．・・°　　　．．．・聾’　．°

・・ts・・
F：：．．一・：：：．一・：：：：：：・・・…：：．・∵

　　8‘．、・・°．．！　　．．．・・一”　．・’，
　う　　　ド　　　　　i　，　　　　．　ロ’　　　　　　　　の　　　・　　　
　　Ss　，．・・’　．・・’　．．．．．＿・・”　．・°

　d←”　．p・”°　．・”　　．．．．．…　一！’°

弗：：i：：：：：：：：・：：：：・・：：：：：：：：：：：・：：：：r

曇2＆8’” D5魯・…°’ I”．．．．＿…’．・・’9
ξ　・グ’∵．・…”．…・°’．＿．…∵・・
量26・・：：：．…一：：：！・・：：：：：＿．・…：．…

　　Is．．・…　’　．…　’　　　．．．・・’　。・
24　　’ロ　　　　　　　■－　　　　　　．■－　　　　　　　　　　

　77　．・．・・°°’　，・・°’”　　　　．．・・’　．

…ll［・・：・：：：：：。・・：：：：：：・：…：：：：：：：：…

　パ”：．・…’°°．．．・・’’’”　．．！噂゜
20　　　．噸5顧　　　　　．・．．9の　　　　●　．．・・，◎　°邑　゜’

　75．．…　’∴．・…　°’°
　ブz　　　　．。・°

　認
　50　　　40　　　50　　　60　　　ア0　　　日0　　　サO　　　脚

　　　　　　　　Humidi董y％

iO　　＃〔［　　so　　6e　　70　　sv　　90　　1eo
　　　　　　　｝1【imtditソ％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

叉は低温範園に於いては爽育はある漁度迄な増加するもこれ以上の高灘度に於いては

却つて遅延する論この臨姻示すれ1款の騨ゆ圏1の示すが如くである．鰍の

Baseに記載せる撒宇は其時の源度（Fりである。
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第　　　五　　　圃　　　　　　　　　以上圖に見る如く温度60。F＿89。Fの
20

1昌

　15
望

ミ1、

壼

タi2

1旺

s

丁桝11 ｫ『・・°’　．．燭＿！　　　．，響．．．…　”°’

70　　　　．”　　　　　　．，．・’　　　　　　　　　　．．．・H

tis
C響…　一，，．・・…〆　　．．．．．…　一’　　

68　　　　　　°　　　　　　　　　　．．’

67

D…一 D．．一一’一゜ F．．，．‘＿……・・

6‘

u．… @’　．，一〆”．噸．．，、…・・……・
E5　　　　　　　　，　0　●　　　　　　　　　　　　o　．　．

sウ
C．・！’ D，．．・・”°’ F噸，，，，．，……・…・

b，．・” F：，・H°°’’”
σ2°　．・’・

－6－＿

範園内に於いては畿育i速度の曲線は皆

漁度100％迄上昇を績ける。然るに温

度90°F以上ユ05°Fの範園内に於いて

は曲線は漁度約50「－60％の麗圃内に於

いて頂黙に蓬するも其よりは逆に下降

する。59°F以下44°Fの聞の低淵に於

いても～二れと同じ曲線の形は見られる

5°

@4°　5°　唱。。i萌鴛　an　D°　JL”｝　　　第　　メ｛　　圓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO　　が曲線の頂黙は右傾し約80－90％の間

。　にある。斯の如くこの昆轟の室氣漁度　　a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tn　　の攣化に俘ふ磯育速度攣化のナ伏態は　§G
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ
　　90°F｝105°F，71°F－89°F，60°F－7。°F及茎、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
　　び44°F－59°Fの四範園内に於いて夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　々異る。この檬に温度の如何に依つて

　　鹸作用瞳化を生す碍は從來多く゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　so　　4。　　s’0　　60　　70　　80　　go　　ilポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Humidify％
の研究者に依つて明かとなつて誇る所である。

私の蹴した鶴賦はeのD・…に方§いては71°O－・9・Fの鞭i内｝・のみ棚拙來

　　　　　　第　七　圃　　　る．第七蹴この鰍を示してゐる。

　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　これはこの範園に於ける任意の四温度

1　　　　．，r’・“・醐るものをP’°tしleものである・

　　ce　　　　　．・’　　　kShelforclのD・ta　va依つて私は私の式

　　　　　　　　　．．．・”　　　　が所謂M・dial　t・ml・e・’・ture・・E・・’・9。内

　”　．・‘’　　　　　　　　のM・ist’ure　aeti・nにのみ適用される

　　・・”　　　　．・－　zs’f事を知つた．この温度鞭を織る時

繋『：：：：：・・：：：：：：：：：：・…：：：：：：：・・：：・

・ダ弓
F．．・・：：：・・…：：：：：：：：：一…・・：：：・

魑・8 F：・’：二：…：：：：：．．…：：：：：：：：：：」’・・：

：1：：：；：：：：；；：：：1；；；；；i：：：：：：：：：：；；；：：．

舞・：：・・：：：・・：：：：・…：：：：：：：：：：：：：：・：・

ss：¶・°’．．・’：，．・・：°：：．・．・・つ’：：：・’・．・．・

：1・：：：二：：：：・：：：：．：・：：：：：：；i…：：：：：・：

sa F，’t，1，・・．∴・；。1　1：：．；，1：：：．．：：：：：：：：：・

Pt　　、＿．．　　　は繭作肱その模徽靴する。

　　。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84“E

　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　L　　V

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水分の蒸護は生物腿に封して二つの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作用をする。

L，＿。　6。　（・）氣化潜轍る闘低下
　　　　　　　10Q斗1　　　　　　　　　（2）腿中水分董の減少
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　水分が液禮の歌態から氣腿に鍵化する際には氣化の潜勲を必要とする。この爲に水

分蒸濃面に近い組織の艦温を低下させる。昆錨の如く小形のものに於いてぱ膿全膿の

温鹿に關聯する。從つてこの結果は膿中に行はるる物質代謝速度を減少させるもので

ある。

　次に生物盟には各々その種類叉は個胃豊特有な最適鯉水分量を保有するものである。

最適艘水分量とは膿内に行はるる種丸の物理的、化學的叉は物理化學的反鷹を最好都

合に進行させる爲に最適なる含有艦水分量である。この水分量が多叉は少に過ぎる時

は之を反慮のMediumとする総べての生理反憲の速度は1墨れる。

　膿中の水分の量が最適當にある爲には之とEnviromental　mediumの水分量とが

ECIuilibriumの状態にある事を必要とする。艘中膿外の水蒸氣瓦斯張力の枳等しい事

を要する。此のWa士er　l）alanceは1也よりの　（例へば食物等による）影響なき限夢水中

叉は100％漏度の環境re於V・て保たるべきである．即ち理論的な・1・ti・・lum　envilT・nm－　，

eutal　m（）istureは100　％漁度である。漁度が之より減すれば蒸獲に依つて腿巾水分の

量は減少を冤れない。Bodine（1923）及びRobinsOn（1926）は實瞼的に之を誰明してゐ

る。塞氣中の水蒸氣張力が減すれば艘温の低下及び腿水分量の減少を來して褒育の邊

延を來たす。何となれば水分蒸畿に依る魁温低下並びに騰水分董の減少は蒸獲速度に

正比例して増大すると見られるからである。爽育速度がi蒸爽速度に逆比例するのは以

上の理論に依る。

　次に注意しなくてはならない事は以上論じ來つた所は大氣含有水分の鐡艘に封する

全く純紳な作用で之に他の條件の附加して來る場合は自ら考へを攣へねばならぬ事で

ある。

　Moisture　actiouに封して最大なる干渉をなすものは経口的水分の影響である経口的

水分とは食物として入つて來る水分の窮で之が外團漁度の作用に干渉する事は云ふ迄

もなく例へばHeadlce（ユ914）に依れば一一般に多汁質の食物を辮るものは’全く大氣漁度

の磯育に封する影響を認める事が出來ないと。3く排泄作用の多少も之に關聯する新大

きい。之等の干渉的條件の附加さるる時は塞氣漁度の影響は翠一純粋と見る事は出來

ない。故に幼鍋期の如き食物を揖る時期に於いては漁度の純粋作用は知る事が出司ξな

い。．毘鵡に於ては卵叉は剛樹刻巧’料とするのが理想である。Headlceの豆の敦巌の研

究は彼自身の記する所に依るとその生棲し食物とする豆ぱ常に外圃漁度と水分含有量

を等しくする故に大氣漁度の作用は比較的純＊卒に動物に及ぼさるるものであると。

　次に生物膿に於ける水分蒸獲作用は純物理塾に於ける自由水表面よりの蒸嚢作用と

はその趣を異にして居る。生物に於ける蒸獲作用には一種の制笹i！作用がある。自由水

表面からの物理學的蒸獲作用は…若し大i氣漁度が零％なれば蒸1獲は　ムlaximumに行は
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るる理なるが生物にあつてはかNる事はない。生物には蒸畿にi封するHegulatiVe，a．

e重iOI1があつて艘のWater　optimUrnを超えるll寺は蒸焚を妨げる作用が行はれる。蒸畿　　　’

速度逆数式（4）式に恒tw　bを有しないのはこの事を設明するものであるn蒸膿式

　　　　v＝＝・・E（　　　　　H1＿　　　　　100）

　に於いてH＝100なる時はV嵩0となつて蒸獲は起らない。然るに之と同じ意昧を
持つ式（・）・c於・・てH－1・・となつてもユ ﾕ一・とはならない．購・云へばH　nt・・

なつてもK＝＝OとはならなL・・：察氣が全く無水分歌態になつても・焚青’は起る。物i哩學

的蒸獲で云へばこの時は膿巾水分は皆無になつて畿育速度は零となるべきであるが實

際には零となる事はなVO。之は錨膿の制御作用の爲にある程度迄蒸獲を防止する作用

が行はれるからである。式（1）に於ける恒数bはH＝100なる時の嚢育速度の逆数の値で

あ・・例へ聯二圖に於いて1・・一…H＝＝・なる駒響1の働畷育・twの値であ

る。

　生物艦はある程度迄乾燥しても獲育を持績するものである。例へばBur，srer（1907）は

Tenel）1’io　molitorの幼轟を全く乾燥した塞氣中で乾燥した糠で飼育した所幼轟は罷重

を減少したが死ぬ迄騰の一定水分量を保有した事を實験して居る。之はMh1｛mしIM　m－

oisture　conten七はたとへ自髄の組織を犠牲にしても保持される事を示した實例に外な

らぬ。　｝

　斯の如く生物膿に於ける蒸｛衝乍用は物理學に於ける純蒸嚢作用とはその趣を異にし

て蒸畿に封する一種の制御作用を認めうるものである。

　次に物理墨的蒸磯作用と異る貼として毘轟の蒸獲に封するResp。nseが温度に依っ

て攣化する事をあげねばならぬ。磯育に劉するnユois亡ure　ae亡ionの曲線が温度範團に依

つて異る形を取る慕はSlielfordのcod恥gmothの研究で明である。之は温度が異る

纂に依つて蒸磯作用に謝する贔腿の反憲が異るからである。一般に塑溜動物CPoil〈iloth－

ermic　tariirria1）に於いては高温に於いては温度そのものの作用に依つて）letabolism

の速度眼常に迅速にな蜥謂Dest・・c亡i・・となつて鶴速度は却つて減少する。之

に謝してi蒸畿は氣化熟を奪ふ事に依つて腿温を下げてMetabQlismを順調にして獲育

速慶を早める。勿論ある程度以上に漁氣が少くなる時は反謝に獲育速度は小となる。

叉低淵に於いては漁氣に依る髄温傅導（Heat　eollduetiou）と關聯して磯育は蒸獲によ

る影響を軍一に受くる事が出來なくなる。

　之を要するに磯育に謝するMedia］亡emperatllre　rangeを超えて高温叉は低温になる

時にはMe亡abolismに蜀する異常な淑度作用の爲に漁度作用はその模檬を墾化して來

る。　　，
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　故に外界の水蒸氣張力は本來水分蒸磯に依つて生艘に作用するけれど之に封する生

膿の反慮として畿育速慶を考へる時はそれは必すしもそのまま水分蒸磯に依る本來的

作用を表はすには非すしてその時の温度に依つて攣化された稜育速度を表はす。水分

蒸獲による縮陣反懸をそのまま表はすは膿内の物質代謝が正常に行はるる所謂Medial

temperatlireの範圃内に於いてである。從つて私の提唱する漏氣作用め式も軍にこの範

園の温度に於いて適用されるのみでこの範圃外の温度に於いては反鷹式は自ら攣化し

て來ねばならぬ。

　要するに以上述べ來つた漁氣作用の理論は磯育が正常に行はるる温度範團に於ける

換雷すれば正常環境に於ける漁度作用の現論である。
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