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第 1 章 序論 

 

 地球規模の温暖化は急速に進み、日本においても温暖化と都市化に起因する

ヒートアイランド現象によって、1898-2010 年の期間に平均気温は 1.15℃上昇

した(JMA 2011)。気候温暖化は、さまざまな生物の生活史や分布域に大きな影

響を与えていると考えられている。実際に、開花時期が早くなるなど生物のフ

ェノロジーに影響を与えていることが多くの研究により明らかとなっている

（総説として Ogawa-Onishi and Berry 2013）。気候温暖化が生物に与える影響

の中で も注目されるのは、生物の分布域の北上である。 

分布域の北上は、日本においては昆虫類で多く報告されている。代表的な研

究例として、ナガサキアゲハ Papilio memnon (諏訪 2003, Yoshio and Ishii 

2001)、ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius（津吹 2009）、タテハモドキ

Junonia almana （紙谷・矢田 2002）、ハスモンヨトウ Spodoptera litura （内

藤ほか  1971, 江村  2002）、およびミナミアオカメムシ Nezara viridula 

(Yukawa et al. 2007, Tougou et al. 2009)などが挙げられる。しかし、温暖化に

よる分布北上とみなされるこれらの研究においても、温暖化そのものが分布北

上の主因と実証されたことはほとんどない。すなわち、温暖化とともに進行し

たであろう多くの交絡要因が存在するはずであるが、それらの交絡要因の影響

を定量的に評価した研究はほとんどないのが実態である。交絡要因に加えて、

分布の単なる拡大と分布北上を識別するのも困難である。また、温暖化による

気温上昇（約 1℃）からは緯度換算で約 1 度（111 km）の分布北上が予測され

るが、実際の分布北上はしばしば予測よりもはるかに大きい（たとえばナガサ

キアゲハでは分布北限は、1940 年代の山口県から現在の宮城県まで少なくとも

453 km の北上が観察される）。さらに、気温などの非生物的要因だけではなく、

資源競争や繁殖干渉といった生物的な要因が分布北上に重要な役割を果たして
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いる可能性もある。 

分布北上をもたらし得る温暖化以外の要因について簡単に述べる。重要な交

絡要因として、寄主植物の人為的な移動がまず挙げられる。上述したナガサキ

アゲハの分布北上には、寄主植物である柑橘類（特にウンシュウミカン）の栽

培が、昭和 35 年ころより急激に拡大したこと（高野 1985）や、その後のミカ

ン栽培の不振による栽培放棄ミカンが増えたことが関与している可能性がある

（川上 2015）。また、ツマグロヒョウモンの分布北上には、食草である野生ス

ミレが冬季には葉がわずかしかなかった状態から、園芸スミレ（いわゆるビオ

ラ）の栽培が流行し食草の量が急増したことが関与している（津吹・生亀 2008、

津吹 2011）。 

次に、単なる分布拡大と北方への分布拡大が混同される可能性について述べ

る。生物の種数は低緯度地方ほど多く、さらに日本列島は南西から北東に伸び

その上を偏西風が吹いている。そのため、日本列島に侵入する種数は、温暖化

の影響がなくても、北方からよりも南方からの方が多いことは容易に予想でき

る。これに加えて、南方からの侵入種は必然的に東西および北へ分布を拡大す

ることになる。東西方向と比較して北への分布拡大の速度が遅い場合には、気

温が分布拡大を妨げている可能性があるが、そのような解析をした例もほとん

どない。共通の資源をめぐる競争や繁殖干渉など生物間の相互作用が分布を強

く規定している可能性もある。実際、ミナミアオカメムシの分布北上とそれに

伴う近縁種アオクサカメムシ Nezara antennata の急激な衰退には、温暖化だけ

ではなく、競争や繁殖干渉が関わっていると推察されている(Kiritani 2011)。温

暖化に伴う分布北上という現象を定量的に評価するには、上述したさまざまな

交絡要因や代替仮説を総合的に評価することが必要である。これに加えて、種

の内的な要因である生活史形質が寒冷な気候に適応すれば分布の北上は可能で
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ある(Holt 2003 ほか)。以上のような複雑な要因を考慮すると、温暖化に伴う分

布北上を実証するのは非常に困難であることが理解できる。 

本研究ではこのような背景を考慮しながら、テントウムシ類の斑紋型多型と

気候温暖化の関係に着目した。テントウムシ類には、明るいタイプから暗いタ

イプまで斑紋型の多型が存在する種がある。代表的なフタモンテントウ Adalia 

bipunctata では古くから、斑紋頻度の地理的・経時的変異が報告されてきた

(Creed 1966, 1971a,b, 1975, Honěk 1975, Scali and Creed 1975 ほか)。フタモ

ンテントウの斑紋型は少数の主働遺伝子の働きにより発現し、このような変異

をもたらす要因として工業暗化説(Muggleton et al. 1975, Brakefield and 

Willmer 1985, Majerus 1998b, McIntyre 2000)や気候適応説(Benham et al. 

1974, Muggleton et al. 1975, Brakefield 1984a, b, c)など、適応進化に基づく説

が論じられてきた。しかし、これらの変異がどのような環境応答にもとづき形

成され維持されているのか、詳細には明らかにされていない。 

 そこで本論文では鞘翅に明るい型から暗い型の連続的な多型をもつダンダラ

テントウ Cheilomenes sexmaculatus を研究材料として、標本調査と野外調査

から、斑紋型頻度の地理的変異のなりたちと経時的変動に対して、気候温暖化

がどのように影響しているかの検証を試みた。本種はアジアの赤道付近から日

本の本州中部まで生息する広域分布種である。さらに近年までの過去 100 年間

に分布域を拡大し、分布の北限に近いほど黒いタイプの斑紋型が多いことがこ

れまで経験的に知られている（佐々治 1998）。そこで、まずそのような地理的

変異（クライン）が存在しているかどうかを調べるために、本種の斑紋型頻度

の地理的変異を熱帯から温帯にかけて標本調査に基づいて精査した。次に斑紋

型の環境応答の観点から、斑紋型頻度の地理的変異のなりたちについて検討す

るために、分布域の北上が気候要因と関係があるかどうかを調べた。さらに、
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季節消長にどのような変化があったかを検討するために、標本記録から本種の

出現時期の経年変化を検討した。 

 斑紋型頻度のクラインが維持されるためには各集団中に頻度の低い斑紋型が

淘汰されることなく存在し続けなくてはならない。そこで局所集団である大阪

個体群において、頻度の低い斑紋型がなぜ消失せずに存在し続けているのかそ

の要因を検討するため、斑紋型頻度の季節変異（世代変異）を長期間調査した。 

 気候温暖化により分布域が拡大したケースにおいても、温暖化そのものが拡

大の要因であったかどうかの判断は難しい。なぜならば、気候の温暖化がなく

とも、生活史形質が気候へ適応進化すれば分布域の拡大は可能だからである

(Holt 2003 ほか)。そのため広域分布種の現在の生活史形質の地理的変異を検証

することは気候適応の進化をさぐる有効な手段ともなる(Masaki 1972, 1978 

ほか)。あるいは、外的要因である気候の温暖化と、内的要因である気候適応の

双方が関連して分布域の拡大を推し進めていく可能性もある(Gomi 1997, 

Logan et al. 2003 ほか)。そこで本研究では、ダンダラテントウの分布拡大にと

もなう適応的な形質変化があったかどうかを、体サイズと斑紋型頻度の経時的

変化に着目して検討した。さらに分布拡大後の地域個体群間において気候適応

に関連した形質の違いがあるかどうかを、桐谷(2012)の本種の生活史パラメータ

のデータを用いて検討した。 

 後に本論文の構成について述べる。本論文では、侵入後に分布域を北上さ

せたダンダラテントウが示す斑紋型頻度クラインの状況、分布拡大の過程とそ

れにともなう斑紋型頻度と体サイズの変化の状況、そして分布拡大後に定着し

た地域での斑紋型頻度の季節変異を統合し、斑紋型頻度のクラインのなりたち

に近年の気候温暖化がどのような影響をあたえているかについて検証するとと

もに、これに加え、分布域の拡大にともなう形質変化の有無とその要因および、



5 
 

継続的に定着している地域での定着要因について解明することを目的とした。 

 第 2 章では高緯度ほど黒化型の頻度が高くなるクラインが形成されているか 

どうかを明らかにするため、標本調査に基づいて分布域を網羅的に調べた。第 3

章では本種の分布域拡大の経緯を明らかにするために、標本調査から得られた

標本データの記録と文献調査を併用して調査した。また分布域拡大の要因とし

て近年の気候温暖化が影響を及ぼしたかどうかを検討した。第 4 章では、分布

域の拡大にともない本種の表現型形質に変化があったかどうかを、斑紋型頻度

と体サイズに着目して標本データから検証した。第 5 章では近年の気候温暖化

が本種の生活史にあたえた影響について検討するため、標本データから採集月

の経年変化を調査した。第 6 章では分布拡大後に本種が定着しているかについ

て検討するため、大阪個体群について 9 年間の季節消長を調べ、年間経過世代

数と利用餌種を査定し本種の定着を可能にしている要因について検討した。第 7

章では、大阪個体群の斑紋型頻度の季節変動と経年変動を調べ、その変動をも

たらす要因を明らかにするために世代別の産卵数・孵化率・体重の変異、配偶

選好性の有無について検討した。 後に第 8 章では総合考察として、標本調査

から得られた本種の斑紋型頻度のクライン形成のなりたちと、大阪個体群の長

期調査から得られた斑紋型頻度の季節変動の結果を統合し、気候温暖化にとも

なう本種の分布拡大と定着の要因および、斑紋型頻度の維持機構について考察

をおこなった。 
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第 2 章 ダンダラテントウの鞘翅斑紋多型における地理的変異 

 

2-1 はじめに 

 

 テントウムシ類の多くは鞘翅斑紋に多型を持つ。その多型の割合が地理的に

変 異 す る 現 象 は 古 く か ら よ く 知 ら れ て お り (Dobzhansky and 

Sivertzew-Dobzhansky 1927, Dobzhansky 1933, Creed 1966 ほか)、ヨーロッ

パ産フタモンテントウを中心に多くの研究例がある(Creed 1966, 1971a,b, 

1975, Honěk 1975, Scali and Creed 1975 ほか)。しかし、なぜ個体群中に斑紋

多型が存在し、その割合が地理的に変化するのかその原因について、総括的な

理解は得られていない。 

 そのおもな説明として工業暗化説と気候適応説がある。工業暗化説は、煤煙

の多い工業地帯において黒色型が多くなる現象で、イギリスやバルト海沿地域

のフタモンテントウで報告されている(Creed 1966, 1971a,b, 1974, Mikkola 

and Albrecht 1988 ほか)。古典的な工業暗化の例として、オオシモフリエダシ

ャクでは、暗い枝の色と明るい蛾の色のミスマッチにより鳥の捕食圧が増すこ

とが、明るい型の減少の主な要因とされた(Berry 1990, Majerus 1998a)。しか

し、捕食回避のために不味い味を持つテントウムシ類では異なる経緯があるだ

ろう。 Creed (1971a,b)は、フタモンテントウでは赤い型よりも黒い型に対して、

煤煙が直接的に選択的な有利さを与えると提唱した。その後、煤煙と黒い型の

割合の間に正の相関があることは、空中の煤煙粒子が日照を減らしているため

であると示唆された(Muggleton et al. 1975, Brakefield and Willmer 1985, 

Majerus 1998b, McIntyre 2000)。 

 いっぽう気候適応説は、同種個体群内において黒い型と赤い型が存在する場
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合、黒い型は赤い型に比べて日射量を有効に利用できる(Krylkov 1956, 

Brakefield and Willmer 1985)ことから、気温や日射量の低い地域において黒い

型が多くなる現象である。このような地域変異はイギリスやオランダにおける

フタモンテントウ(Benham et al. 1974, Muggleton et al. 1975, Brakefield 

1984a, b, c)や、ユーラシア大陸における Adonia variegata などについて知られ

ている(Krylcov 1956)。しかし気候適応としての地理的変異は、気温と日射量だ

けではなく、湿度や降水量との相関関係が存在する可能性も論じられている

(Honěk 1996)。また、これらの気候適応説に反する傾向を示す地域変異の例も

ある(Creed 1975, Scali and Creed 1975)。日本においてもナミテントウのよう

に低緯度ほど黒い型が増える例（佐々治 1986）がある。 

本研究で用いたダンダラテントウは、日本の関東・北陸地方以南から中国、東

南アジア、インド、アフガニスタン、ニューギニア、ポリネシア、ミクロネシ

ア等、赤道～中緯度地域に広く分布するアブラムシ食のテントウムシである

(Sasaji 1971)。本種の鞘翅斑紋は著しい多型を示し、高緯度に生息する個体群

ほど黒い部分が広くなることが経験的に知られている（佐々治 1998）が、これ

まで詳細な定量化データは示されていない。また本種の黒い型と赤い型の発現

は二組の対立遺伝子に支配されていることが交配実験から明らかにされている

(Sasaji and Akamatsu 1979)。 

本研究では、緯度の異なるインドネシア～日本産標本の斑紋型の調査を行い、

本種の斑紋多型の地理的変異が、気候に対する適応として説明が可能であるか

どうか検討を行った。また地域間における斑紋頻度構成の類似性を検討し、斑

紋多型の地理的変異に関与している要因が、気候適応以外にもあるかどうかに

ついて考察を行った(Kawakami et al. 2013)。 
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2-2 材料と方法 

 

鞘翅斑紋多型とその遺伝型 

本種の鞘翅斑紋タイプは、Sasaji and Akamatsu(1979)によりおおむね赤色部

の狭い順に A から U の 19 タイプが記載されている。これに赤色部の全くない

nigra 型（松香ほか 1985）を加えた 20 タイプを斑紋型の分類の基準とした（図

2-1, 佐々治 1998 より改変）。これらの斑紋型には明瞭に区別できる 2 つの表現

型があり、nigra と A～I は Q 型（黒色型）、Q～U は S 型（赤色型）と呼ばれ

ている(Sasaji and Akamatsu 1979, 図 2-1)。Q 型と S 型の交配実験の結果、斑

紋の発現には二組の遺伝子座が関与し、J～N は交雑型（ヘテロ型）であるとさ

れ、その表現型はD型とU型に分けることができる(Sasaji and Akamatsu 1979, 

図 2-1)。二組の対立遺伝子の優劣関係は、U>u、D>d となり、それぞれの表現

型の遺伝子型は、Q 型(UUDD, UUDd, UuDD, UuDd): S 型(uudd): U 型(UUdd, 

Uudd): D 型(uuDD, uuDd)で表される(Sasaji and Akamatsu 1979, 表 2-1)。 



9 
 

 
図 2-1. ダンダラテントウの斑紋型（nigra から U）と遺伝子型および表現型のタイプ。

Sasaji and Akamatsu (1979)より改変。 

 

表 2-1. ダンダラテントウの斑紋型、表現型のタイプ、遺伝子型の関係。斑紋型は図 2-1

を参照。Sasaji and Akamatsu (1979)より改変。 
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鞘翅斑紋多型頻度の地理的変異 

鞘翅斑紋型の調査は、1932 年から 2005 年の期間にインドネシア、インド、

フィリピン、タイ、ラオス、中国、台湾、日本から採集された標本を用いて行

った。標本の鞘翅を 20 倍のルーペで検視し、斑紋型を上記 20 タイプのいずれ

かに分類した。同時に標本のラベルから、採集場所・採集日時のデータを記録

した。斑紋型のデータから地域ごとに出現した斑紋型の頻度を集計し、その地

理的変異を検討した。地域わけは日本産については関東地方、静岡県、関西地

方、中国地方、四国地方、九州地方および、小笠原・沖縄・八重山の各島嶼別

に行い、これに加えて日本以外の各国、あわせて 26 地域に分類した。これらを

低緯度地域から高緯度地域の順に並べてそれぞれの地域ごとに斑紋頻度を算出

した。調査には国立科学博物館、大阪市立自然史博物館、兵庫県立人と自然の

博物館、倉敷市立自然史博物館、愛媛大学ミュージアム、九州大学総合研究博

物館、及び個人の研究者の収蔵標本を用い、合計 1549 個体を検視した。 

 

クラスター解析による斑紋多型頻度の地理的変異 

まず全体的な地理的変異を概観するために、地域わけを行った 26 地域をさら

に都道府県別に細分し、48 地域の斑紋型頻度を算出した。これらの地域のうち

8 個体から 154 個体のサンプルサイズをもつ 34 地域（合計 1520 個体）の斑紋

型頻度のデータを用いてクラスター解析を行い、各地域の斑紋頻度構成の類似

性を検討した。クラスター解析は JMP6.0.0を用いて行い、各地域における nigra

から U の斑紋型の出現個体数を変数とした。分類に用いる対象間の距離にはユ

ークリッドの距離法を、合併後の距離計算はウォード法を用いた。 
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鞘翅赤色部の割合が示す緯度クライン 

 斑紋多型頻度の地理的変異を気候適応説から検討するために、斑紋型を検し

た 1549 個体のうち、標本ラベルの採集地の記録から採集地点の緯度が判明した

1445 個体について、斑紋頻度を緯度別に集計した。産地の緯度は北緯 7 度から

36 度まで、1 度ごとに 29 の地域にわけた。北緯 8 度から 9 度、10 度から 13

度、15 度から 16 度、17 度から 18 度、19 度から 20 度、21 度から 22 度の 8

つの地域についてはサンプルが得られず、これらの地域を除いた合計 21 の地域

で集計した。 

 次に、上記の 19 タイプ（A 型から U 型）の斑紋型について、それぞれの型の

典型的な鞘翅の斑紋型（図 2-1 を作画した標本）を写真撮影した。画像解析ソ

フト(Lia for Win32)を用いてそれぞれの型（n=1-19 の 19 タイプ）について、

鞘翅全体の面積(EAn)と赤色部分の面積(RAn)を算出し、赤色部分の占める割合

(RRn)を求めた。 

 

RRn(%)=RAn/EAn×100, n=1-19 

 

また緯度別の 21 の各地域について、各斑紋型の赤色部分の割合(RRn)に、それ

ぞれの斑紋型のサンプル数(Nn)を乗じ、合計したのちに各緯度の総サンプル数

(Nt)で割り、各緯度別の赤色部分の割合の平均値(MRR)と標準誤差を求めた。 

 

MRR=ΣSRRn×Nn/Nt, n=1-19 

 

赤色部分の割合と緯度との関係を、スピアマンの順位相関係数を用いて検定し

た。検定は、JMP6. 0.0 を用いて行った。 
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遺伝子型にもとづく 4 タイプの表現型の地理的変異 

 生物地理的要因の斑紋多型頻度への影響を探るために、20 タイプの斑紋型を

上述の 4 タイプの表現型、Q 型(nigra, A～I)、S 型(Q～U)、D 型(L～N)、U 型

(J、K)に分類した。斑紋型を調べた 1549 個体の表現型の頻度を、斑紋型と同様

に低緯度地域から高緯度地域の順に 26 の地域別に集計した。次にそれぞれの標

本の採集地点で出現した表現型を、Q 型のみ、S 型のみ、および交雑型である D

型もしくは U 型の出現した地域、の 3 タイプにわけて標本調査地域の地図上に

プロットし、表現型の地理的変異を検討した。 

 

2-3 結果 

 
鞘翅斑紋多型頻度の地理的変異 

 出現した斑紋型の頻度を地域別に図 2-2 に示す。斑紋頻度の特長を低緯度地

域から順にみると、インドネシア・インド・フィリピン・タイまでは赤い部分

の広い T 型のみが出現した。ラオスから北では斑紋型の多様度が急激に増加し

た。黒地の広い四紋型である F～I 型は南大東島以北から多く出現し、さらに黒

地の広い二紋型の A 型と完全に黒色の nigra 型は九州以北から出現し、黒地の

広い型は高緯度へいくほど出現頻度が高くなった。 

 斑紋型頻度を都道府県・島嶼・日本以外の各国別の 34 地域にわけてクラスタ

ー解析を行った結果、結合距離 1.5 で 4 つのクラスターにわかれた（図 2-3）。

その内訳は、トカラ諸島以南の島嶼部、九州・四国の南部と八丈島、中国・台

湾・沖縄本島と九州・四国の北部および本州の全て、インド・タイ・フィリピ

ンと宮古島であった（図 2-3）。 
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図 2-2. ダンダラテントウの 26 地域（インドネシアから関東地方まで、低緯度から高緯

度の順）における斑紋型の頻度。20 の斑紋型（n: nigra から U まで）は図 2-1 を参照。

カラム上の数字は調査個体数。 
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図 2-3. ダンダラテントウの 34 地域個体群を斑紋型(nigra-U)頻度に基づいてクラスタ

ー解析した結果を示すデンドログラム。 

 

鞘翅赤色部の割合が示す緯度クライン 

 19 の斑紋型それぞれについて、鞘翅全体の面積における赤い部分の割合を算

出した（図 2-4a）。その結果、おおむね A 型から U 型へと赤い部分が増加して

おり、特に表現型 Q 型(A～I)内と、表現型 S 型(Q～U)内ではその傾向があった。

しかし、Q 型と S 型の交雑型である U 型(J, K)と D 型(L～N)においては、赤い

部分の割合に規則性はみられなかった。交雑型は Q 型と S 型の中間程度の赤い

部分をもっていた。次に緯度別に鞘翅の赤い部分の割合を見ると、その割合は

緯度間で有意に異なっていた（スピアマンの順位相関係数 , rs=-0.8781, 
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P<0.0001, n=1520, 図 2-4b）。斑紋型の T 型のみが出現する北緯 9 度から 14 度

までは一定(72. 0%)であるが、北緯 15 度以北では、高緯度へむかうに従い赤い

部分が狭くなる傾向が見られた。  

 

 

 

図 2-4a. ダンダラテントウの 19 の斑紋型(A～U)における鞘翅の赤い部分の割合。斑紋

型の詳細は図 2-1、表 2-1 を参照。 
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図 2-4b. ダンダラテントウの標本産地の緯度別地域（7°N から 36°N）における鞘翅の

赤い部分の割合。エラーバーは標準誤差 (SE)。カラム内の数字は調査個体数。 

 

4 タイプの表現型の地理的変異 

 遺伝子型から推定されている 4 タイプの表現型（S 型, D 型, U 型, Q 型）の出

現頻度を地域別に示す（図 2-5）。表現型の頻度を低緯度地域から高緯度地域へ

見てゆくと、インドネシア、インド、フィリピン、タイまでは S 型のみが分布

し、ラオスから北では Q 型が出現した。交雑型である D 型、U 型もラオス、中

国から北の地域で出現した。沖縄本島までは S 型が多く、南大東島と沖永良部

島から北で急に Q 型の頻度が増加した。交雑型の北限は屋久島と四国であった。

また宮古島では Q 型の表現型が完全に欠落し S 型で固定されていた。 

 これら 4 タイプの表現型の分布を分布地図上で概観すると（図 2-5）、S 型は

本種の分布地域のうち低緯度地方の非常に広い範囲に出現し、Q 型は分布地域

の北限に近いごく狭い地域に分布していることがわかった。また交雑型（U 型, D
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型）は中国本土を含めて S 型と Q 型の出現する地域の中間に出現した。 

 

図 2-5. ダンダラテントウの 4 タイプの表現型（Q, S, D, U 型）の東南アジアから日本

における出現頻度。表現型の詳細は表 2-1 を参照。 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2-4 考察 

 

テントウムシ類の斑紋多型の地理的変異が、高緯度ほど黒い型が多くなるの

は、太陽熱をより有効に吸収するための適応であり、逆に低緯度地方で赤い型

が多くなるのは、太陽光による高温ストレスから逃れるための適応と考えられ

ている(Brakefield and Willmer 1985)。 

ダンダラテントウの鞘翅斑紋型の頻度には緯度が高くなるにしたがい黒色部

が広い個体の頻度が高くなる明瞭なクラインがみられた（図 2-4b）。すなわち、

黒色部の広い nigra～H までのタイプはトカラ・九州以北に出現し、緯度が高い

地域ほど出現頻度が増大した（図 2-2）。これに対し、より赤色部の広い I～U の

タイプは、屋久島以南に出現し緯度が低い地域ほど出現頻度が高くなった（図

2-2）。このことは、本種の斑紋多型の地理的変異が気候適応の結果である可能

性を示している。さらに斑紋頻度の類似性を見たとき（図 2-3）、八丈島が地理

的に近い本州よりもむしろ、緯度的に近い九州・四国の南部や屋久島と同じク

ラスターに所属したことも、斑紋頻度の地理的変異が緯度の違いによる気候適

応に起因する可能性を支持する。しかし、気候適応だけではこのような緯度ク

ラインの形成は説明できない。その理由は、緯度に応じて も有利な斑紋型だ

けが自然選択の結果として残るはずだからである。したがって緯度クラインが

形成され維持されるためには、頻度の低い斑紋型に有利にはたらく要因の存在

が予想される。この要因については、第 8 章で詳しく検証する。 

また、北緯 14 度から 9 度における本種の分布地域では、斑紋型は赤色型の T

型 1 タイプのみに固定されクラインを示さない（図 2-2）。T 型は 20 の斑紋型の

うち赤い部分が非常に広いタイプ（図 2-4a）であるため、低緯度での高温スト

レスからの回避に適している。このように日照レベルが高い地域においては黒

色型の割合と日照時間が相関を示さないことが、ヨーロッパ産フタモンテント
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ウでも知られている(Creed 1975, Scali and Creed 1975)。しかし低緯度地域で

のダンダラテントウの斑紋型がひとつのタイプに固定され表現型の多様性が非

常に低いことの説明としては、気候適応以外にふたつの可能性がある。そのひ

とつは、斑紋型の発現に関わる遺伝子座の遺伝子プールが、T 型で飽和している

可能性である。そのために、低緯度地域では暑い気候への適応として、現在も

選択圧が存在するにも関わらず、この種に新たな突然変異が起こらない限り、T

型よりもさらに明るいタイプの斑紋型を発現できない可能性がある(Falconer 

1993, Kumar 2005)。もうひとつの要因は、熱帯地方は温帯地方に比べて相対的

に鳥類や爬虫類などの視覚捕食者が多いことが考えられる。テントウムシ類の

明るい斑紋は、捕食者に対する警戒色として進化してきた側面を持つため、熱

帯地域では種内での斑紋を統一することで捕食者の学習とそれに続く忌避の効

率を温帯地域に比較して高めている可能性もある(Majerus 1998b, Borer et al. 

2010)。 

 遺伝子型にもとづく 4 タイプの表現型の出現頻度を地域別に見ると、低緯度

地域では S 型のみが出現しているが、ラオスから北では Q 型が出現している（図

2-5）。S 型と Q 型の両方が出現している地域では、交雑型である D 型か U 型の

どちらかが必ず出現している（図 2-5）。また宮古島では Q 型が完全に欠落し、

S 型のみが出現した（図 2-5）。斑紋型のクラスター解析の結果からも、宮古島

は他の琉球列島や八重山諸島とは異なり、インド・タイ・フィリピンのクラス

ターに属し、斑紋型構成の特異性が際立っている（図 2-3）。宮古島の面積は十

分に広く、かつ八重山諸島や沖縄本島との遺伝子交流も可能であると考えられ

る。そのため、例えば干ばつなど環境の急変により個体群サイズの急激な低下

や一時的な絶滅が起こり、それがボトルネックとなりそれ以後の遺伝的多様度

が低く固定された可能性が考えられる。 
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第 3 章 ダンダラテントウの分布北上と分布規定要因 

 
3-1 はじめに 

 

低緯度地域から高緯度地域への昆虫の分布拡大は、これまでにナガサキアゲ

ハ(諏訪 2003, Yoshio and Ishii 2001)、タテハモドキ（紙谷・矢田 2002）、セ

セリチョウ科の Atalopedes campestris (Crozier 2003)、ハスモンヨトウ（内藤

ほか 1971, 江村 2002）、ミナミアオカメムシ (Yukawa et al. 2007, Tougou et 

al. 2009)など多くの種で報告されている。このような亜熱帯地域から温帯地域

への分布拡大に関わる規定要因として、さまざまな気候要因が重要と考えられ

ている。たとえば，生息好適期間の長さを決める通年の気温や、越冬の可否を

決める冬季の気温が重要であるとされている(Kobayashi et al. 2002, Kiritani 

2006, Laponite et al. 2007, Tran et al. 2007 ほか)。 

本研究で用いたダンダラテントウは、日本の関東・北陸地方を分布の北限と

し、赤道～中緯度地域に広く分布する（佐々治 1971）。本種は過去に日本の九

州地方から分布の北限である関東・北陸地方へと分布を拡大してきたことが経

験的に知られているが(Sasaji 1998)、これまで定量的な調査は行われていない。

また本種の生活史パラメータについてはすでに報告があり、卵から成虫までの

発育ゼロ点(T0)は 10.0-13.5°C、有効積算温度(K)は 160.6-193.1°C である（Liu et 

al. 2000, 桐谷 2012）。 

本研究では標本調査と文献調査を行い、約 100 年（1910 年から 2010 年）の

期間に採集された標本を用いて本種の 1910 年代から現在までの分布拡大の推

移を検討した。同時に、本種の分布拡大と分布規定における気候要因の関わり

について考察するために、同期間の気候変動の指標のうち昆虫類の分布北上規

定要因として重要であると思われる、年平均気温と 寒月気温の推移を検討し



21 
 

た(Kawakami et al. 2014)。 

 
3-2 材料と方法 

 

標本および文献調査によるダンダラテントウの分布拡大 

本種の日本での分布拡大過程と現在の分布の北限を調べるために、本種標本

の検視および文献に記録された本種の分布情報の収集を行った。標本調査は，

第 2 章 2-2 で検視した 1549 個体（1918 年から 2005 年の期間に採集）のうち、

日本産（八重山諸島から東京都まで）の標本 1312 個体を用いて行った。標本の

ラベルから採集場所、採集日時を記録した。次に検視した標本の産地を、日本

の 30 の都道府県（東京都から鹿児島県）および八丈島・八重山諸島（竹富島，

石垣島，宮古島）・沖永良部島・沖縄本島・奄美大島・トカラ宝島・屋久島の 9

つの島嶼をあわせて 39 地域に分類し、それぞれの地域で も古い採集記録を抽

出した。 

文献調査では、本種成虫の県単位での初認が記録された文献、県単位での昆

虫リスト、環境調査報告書を渉猟して本種の も古い採集記録を調べた。同時

に、2010 年までの昆虫調査の結果として調査報告書の昆虫リストに本種の生息

が記録されていない県（表 3-2）を調査した。その後、標本調査と文献調査の結

果をあわせて、各調査地点（栃木県から鹿児島県の 30 の都県, 表 3-1, 調査地点

1-6, 8-31）および 9 の島嶼（表 3-1, 調査地点 7, 32-39）での も古い採集記録

を表に示した。 

次に本種の 1918 年以降の分布拡大の過程を検討するために、これら 39 地点

の も古い採集記録を 4 つの年代別（1910-1939, 1940-1959, 1960-1989, 

1990-1991）にわけて地図上にプロットした。あわせて、文献調査で 2010 年ま

でに生息が確認できなかった県を地図上に示した。 
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気候要因と生息地点の関係 

 本種の分布規定要因を明らかにするために、気候要因として年平均気温と

寒月 低気温平均を検討した。まず、標本および文献調査において確認された、

各調査地点での も古い採集記録年および観察されなかった調査地点の調査年

の、年平均気温および 寒月 低気温平均を気象庁ホームページの過去のデー

タを用いて調べた。年平均気温および 寒月 低気温は、39 の調査地点のうち

それぞれ も近い地点（35km 未満）において気象データが観測されている 32

地点（表 3-1, 調査地点 1-2, 5-12, 14-32, 34, 36, 38-43）の記録を用いた。次に

本種の分布規定要因として、年平均気温と 寒月 低気温平均のどちらがより

関与しているかを調べるために、本種の在不在を目的変数に、年平均気温およ

び 寒月 低気温を説明変数にした多重ロジスティック回帰分析と独立性の検

定を行った。また、本種の分布を規定する要因のひとつとして年平均気温に着

目し、その指標として本種の存在確率 95%を規定する年平均気温の値を、ロジ

スティック回帰分析を用いて推定した。統計解析には、JMP 8.0.1 を用いた。 

 

分布拡大と気候要因の推移 

 本種が分布を拡大した要因を解明するために、気候要因として年平均気温の

経年変化を検討した。気象庁ホームページ(www.data.jma.go.jp)の過去のデータ

を用いて、九州地方以北から関東・北陸地方まで 147 地点の 1940 年、1960 年、

1990 年のそれぞれの年平均気温を地図上に記入し、それらの値から年平均気温

15℃（図 3-2a,b から示唆された妥当な値）のラインを地図上に作成した。次に、

1940 年の平均気温 15℃ラインを示した地図上には、九州地方以北において

1910-1939 年の期間に初めて本種の分布が記録された 6 地点（表 3-1, 調査地点

16, 26, 28-31）を、同様に 1960 年の 15℃ラインの地図には 1940-1959 年間の
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初記録の 11 地点（表 3-1, 調査地点 7, 13-15, 18, 20-22, 24-25, 27）を、1990

年には1960-1992年間の初記録の14地点（表3-1, 調査地点1-6, 8-12, 17, 19, 23）

をそれぞれ重ねてプロットし、本種の分布拡大の過程と年平均気温の経年変化

の関係を検討した。 

 

3-3 結果 

 

分布拡大と分布の北限 

 標本調査および文献調査から得られた、39 の都府県と島嶼における本種の

も古い採集記録を地点別に示す（表 3-1, 図 3-1）。年代を追って本種の分布状況

を見ると、1939 年には和歌山県（地点 16）を例外として、福岡県（地点 26）

が分布の北限であった（表 3-1, 図 3-1）。その後、1959 年には四国地方（愛媛

県; 地点 24, 高知県; 地点 25, 徳島県; 地点 22）から中国地方（山口県; 地点

21, 広島県; 地点 20, 鳥取県; 地点 18）、関西地方（大阪府; 地点 15, 京都府; 地

点 14, 奈良県; 地点 13）まで、1989 年には東海地方（愛知県; 地点 10, 静岡県; 

地点 8）、関東地方（神奈川県; 地点 6, 東京都; 地点 5, 埼玉県; 地点 4, 千葉県; 

地点 3）と日本海側の福井県（地点 11）まで分布を拡大した（表 3-1, 図 3-1）。

1990-1991 年にかけて、現在までの分布の北限となる茨城県（地点 2）と栃木

県（地点 1）で確認された（表 3-1, 図 3-1）。分布の北限の県と隣接している 4

つの県（表 3-2, 図 3-3, 石川県; 地点 51-56, 富山県; 地点 48-50, 長野県; 地点

47, 群馬県; 地点 46）では 1991 年以後 2011 年までに本種の分布が確認されて

いない（石川県 1998, 富山県 1994, 1996, 1998, 長野県松本市 1997, 群馬県 

2011）ことから、1991 年以降、本種は太平洋側では茨城県と栃木県、日本海側

では福井県よりも北への分布を拡大していないと思われた。この分布拡大の様

子を緯度別に見ると、1939 年の分布はほぼ北緯 34 度、1959 年に北緯 35 度、
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1989 年には北緯 36 度まで分布が北進しており（図 3-1）、その後分布拡大が停

滞していた。 

 

表 3-1. 日本各地におけるダンダラテントウの も古い採集記録とその文献、採集地点

から も近い気象観測地点での採集年および 2010 年の年平均気温と 寒月（1 月）

低気温平均。 
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表 3-2. 1978-2010 年の期間、昆虫調査によりダンダラテントウを記録しなかった地点

とその文献、調査地点から も近い気象観測地点での、調査年および 2010 年の年平均

気温と 寒月（1 月） 低気温平均。 
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分布拡大と年平均気温の推移 

 九州から関東地方までの 37 地点について、それぞれの地点から も近い気象

観測地点における、本種が採集された も古い年の年平均気温（図 3-2a）およ

び 寒月 低気温平均（図 3-2b）の分布示す。0-50%の地域の年平均気温は

図 3-1. ダンダラテントウの も古い採集記録年。4 つの期間 

（1910-1939, 1940-1959, 1960-1989, 1991 年）に分割。採集地点番号は表 3-1 を参照。 
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15.0-16.3℃の範囲に含まれた（図 3-2a）。いっぽう、50%の地域の 寒月 低気

温平均は-0.05-3.3℃の範囲に含まれ（図 3-2b）、平均気温よりも、 低気温のほ

うがより、ばらつきが大きいことがわかった。本種の在不在を目的変数とした

ロジスティック回帰分析の結果は、年平均気温（オッズ比, 148.5, 95%信頼限界, 

2.20-10.45 独立性の検定, p <0.0001）と本種の在不在のあてはまりのよさが有

意となり、 寒月 低気温平均（オッズ比, 0.51, 95%信頼限界, -1.83-0.21, 独立

性の検定, p = 0.1425）の在不在へのあてはまりは悪かった。ロジスティック回

帰モデル分析の結果、本種の存在確率 95%の値は年平均気温 15.1°C であった。 

 以上の結果から、本種の分布を規定する要因のひとつとして、年平均気温 15℃

を妥当な値として仮定し、年平均気温 15℃以上の地域と本種の分布の推移を年

代ごとに見た。1940 年には九州の北東部を除く沿岸部および、四国、本州の沿

岸部の一部が年平均気温 15℃以上の地域に属し、1910-1939 年の期間にもっと

も古い採集記録のある、九州の 5 地点（No.26, 28-31）と和歌山県（No. 16）は

いずれもその地域に含まれる（図 3-3a）。1960 年には 15℃ラインはやや内陸部

まで広がった。本州の日本海側では山口県（No. 21）から東部および兵庫県、

京都府、福井県の沿岸部の地域が加わった。さらに関西の内陸部の京都府、愛

知県の内陸部、太平洋側では、三重県、愛知県、静岡県、東京都の沿岸部があ

らたにその地域に加わった（図 3-3b）。1949-1959 年の期間に新たに分布を記録

した 11 地点のうち 9 地点（No. 7, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27）がこの地域に

含まれた（図 3-3b）。1990 年になると 15℃ラインは急激に拡大し、九州、四国、

本州の西日本の沿岸部のほとんどに到達した（太平洋側の北限は千葉県、日本

海側の北限は福井県, 図 3-3c）。この期間に新たに分布を記録した 14 地点のう

ち 11 地点（No. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17,19, 23）がこの地域に含まれた。 

 とくに、萩（No. 21）、広島（No. 20）、京都（No. 14）の 3 地点は、1940 年
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には平均気温が 15 度以下の地域であったが、1960 年には 15℃以上に達しそれ

に同調してこの期間に新たに分布が記録された（図 3-3b）。また、滋賀（No. 12）、

福井（No. 11）、栃木（No. 1）、千葉（No. 3）の 4 地点は、1960-1990 の期間に

平均気温が 15℃以上に達し、それに伴い新たに分布を記録した（図 3-3c）。 

 

 

図 3-2. ダンダラテントウの採集地点 32 地点（地点番号: 1, 5-12, 

14-32, 34, 36, 38-39, 表 3-1.）における(a)年平均気温と(b)1 月 低

気温平均。黒丸は平均値、箱の中央線は中央値、箱の上下はそれぞ

れ 25,75 パーセンタイル、バーの上端は 大値、下端は 小値を示

す。 
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図 3-3. 年平均気温 15°C の等温線(a)1940, (b)1960, (c)1990, (d) 2010 年と、(a) 

1910-1939, (b) 1940-1959, (c) 1960-1989, (d) 1990-2010 年の期間中に 古の採集記録

がある地点。(d);×印は 2010 年までに採集記録のない地点。各地点番号は表 3-2 を参照。 
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3-4 考察 

 

 ダンダラテントウは、1910 年代から 1990 年代初頭にかけて、日本の九州地

方から関東、北陸地方に分布を拡大した（図 3-1）．この分布拡大は、おおむね

北緯 33 度から 36 度へむかう分布の北上である。ロジスティック回帰分析の結

果は、本種の分布拡大が 寒月 低気温よりも年平均気温との関係がふかいこ

とを示唆し、存在確率 95%の年平均気温は 15.1℃であった。本種が も古く採

集された 32 地点のうち 25 地点の年平均気温が 15.1°C 以上であり、7 地点が

15.1°C 以下である（表 3-1）。さらに 2010 年までには栃木県を除く 31 地点が

年平均気温 15.1°C に達している（表 3-1）。いっぽう採集記録のない 17 地点は

2010 年までに年平均気温が 15.1°C に達していない（表 3-2）。本種の分布拡大

は年平均気温 15℃ラインの北上にほぼ同調しており（図 3-3a,b,c）、このことは

本種の分布拡大要因が過去 100 年の日本の温暖化による気温の上昇と強く関連

していることを示唆している。さらに、本種の存在確率 95%の値が年平均気温

15.1℃であったことから、おそらく本種の発育と関連しているであろう年平均

気温 15.1℃が本種の分布規定の値としてあてはまりがよい可能性が示された。 

 日本のダンダラテントウの卵から成虫期間の発育ゼロ点(T0) は 10.7°C から

12.0°C （桐谷 2012）の範囲にあり、本種よりもより北方の 45°N まで分布し

ているナナホシテントウ Coccinella septempunctata の T0 値は 10.6 °C から

12.5°C（桐谷 2012）の範囲にある。昆虫の T0 はその種の気候適応の結果をあ

らわす指標のひとつであるために、低い T0を持つ種ほどより高緯度まで分布で

きる(Campbell et al. 1974)はずであるが、例外も報告されている（桐谷 1997, 

2012）。T0から推測すると、ダンダラテントウは現在の北限よりもより高緯度ま

で分布拡大できるはずである。さらに有効積算温度(K)もまた、昆虫の気候適応



31 
 

に重要なパラメータである。より高緯度まで分布する昆虫はそうでない種より

も大きな K を持つ（桐谷 2012）。実際ダンダラテントウの K(160.6-193.1)は、

より北方まで分布しているナナホシテントウの K(204.8-263.3) よりも小さい

（桐谷 2012）。しかし、ダンダラテントウは K を用いて推測すると現在の北限

よりももっと高緯度で発育できると思われる（桐谷 2012）。ゆえに、ダンラテ

ントウの分布北上と分布規定要因について T0 と K から説明することは難しい。 

 多くの先行研究では、昆虫の分布規定要因として越冬の可否を決める冬の気

温が重要であるとされてきた(Crozier 2003, Laponite et al. 2007, Tran et al. 

2007 ほか)。しかし本研究では、ダンラテントウの分布北上と 寒月 低気温に

つよい相関はなかったため、分布規定要因として冬の気温はあてはまりが悪い。

しかし本種の耐寒性はこれまで研究されていないため、越冬成功と関係の深い

冬の 低気温と本種の分布との関係は、さらに今後の課題としてのこる。結果

としてそのメカニズムは不明であるものの、ダンダラテントウの分布規定要因

として、年平均気温 15℃以上の値が有効な指標であることが示された。また、

本種は過去 100 年の気候温暖化により、日本の 33°N から 36°N へと分布を拡

大した可能性が高いことがわかった。 
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第 4 章 ダンダラテントウの分布北上に伴う斑紋黒化と体サイズの減少 

 
4-1 はじめに 

 

 広い分布地域を持つ昆虫の種においては、生息地域の時間的・空間的な環境

の違いに対して、生活史形質にさまざまな反応が見られる（正木 1974）。その

結果として、種内に休眠性の地理的変異(Danilevsky 1965, Masaki 1967, 

Danks 1987 ほか)や、耐寒性の緯度勾配(Chen and Kang 2004)などが生じる。

また、体サイズの地理的変異(Sota et al. 2000, Stillwell et al. 2007 ほか)や斑紋

型の地理的変異(Sloggett and Honěk 2012)が見られることもある。昆虫類が分

布を拡大してゆく過程においても、分布を拡大した地域への適応の結果として

表現型に変化がみられることがある(Grill et al. 1997 ほか)。 

 第 3 章で言及したように近年、気候温暖化に伴う低緯度地域から高緯度地域

への昆虫の分布拡大が多く報告されている。このような分布北上は理論的に、

1)温暖な地域の拡大(Yoshio and Ishii 2001 ほか)、2)昆虫の気候適応能力が変化

(Holt 2003 ほか)、3) 1)、2)の両方(Gomi 1997, Logan et al. 2003 ほか)によって

起こると考えられる。2)、3)の場合、北上の過程で気候適応に関連した形質の変

化が予想されるが、それを詳細に分析した研究は少ない。そのような分布北上

と形質変化を結びつけた研究は、あらたな昆虫の侵入と気候変化に関連した分

布拡大をよりよく理解することにつながるであろう。 

  本研究で用いるダンダラテントウは、東～南アジアの熱帯から温帯に広く分

布し、過去 100 年の気候温暖化により分布が北上した可能性がたかい（第 3 章, 

Kawakami et al. 2014）。またその斑紋多型頻度にはクラインがあり、高緯度ほ

ど黒いタイプが多い（第 2 章, Kawakami et al. 2013）。本章では本種が分布北

上の過程で起こした形質変化を、斑紋型と体サイズの二つの表現形質に着目し
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て分析した(Kawakami et al. 2015)。まず本種の分布北上の期間にあらたに分布

を拡大した地域において、斑紋型頻度と体サイズにどのような変化が生じたか

を標本調査を用いて調べた。また分布拡大停滞後に、新しい分布地域ともとか

らの分布地域で、斑紋型頻度と体サイズに違いがあるかどうかを調べ、それが

どのような適応的要因により生じたかを気候要因との関係を考察して論じた

(Kawakami et al. 2015)。 

 
4-2 材料と方法 

 

標本調査による、分布拡大過程における斑紋型頻度と体サイズの年代変異 

 本種は日本において 1920 年代から分布北上をはじめ、1990 年以降分布拡大

が停滞している(Kawakami et al. 2014)。本種の分布拡大期間における斑紋型頻

度と体サイズの経年変化を調べるために、あらたに分布した地域(34-36˚N)にお

いて採集された標本の検視を行った。標本調査には、第 2 章 2-2 で検視した 1549

個体（1918 年から 2005 年の期間に採集）のうち、1949 年から 2005 年の期間

に 34-36˚N から採集された 440 個体を用いた。標本のラベルから採集場所・採

集日時を、さらに斑紋型（nigra から I 型, 第 2 章 2-2）・雌雄・体サイズを記録

した。体サイズは 小目盛が 0.01mm のデジタルノギスを用いて頭盾から鞘翅

の端までの体長を計測した。 

 次に検視した標本の採集年別に、分布が拡大した期間（1949-1959 年と

1960-1989 年）および分布拡大が停滞した期間（1990-2005 年）の 3 つの期間

にわけて、それぞれの期間における斑紋型頻度と体サイズ平均を集計した。3 つ

の期間のあいだで、斑紋型頻度に違いがあるかどうかについてカイ二乗検定を、

体サイズに違いがあるかどうかについて一元配置分散分析と Tukey の多重比較

を用いて、検討を行った。 
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標本調査による，分布停滞期間における斑紋型頻度と体サイズの緯度別変異 

 本種の分布拡大が停滞した期間（1990-2005 年）における、斑紋型頻度と体

サイズの緯度による違いを調べるために標本調査を行った。第二章 2-2 で検視

した 1549 個体（1918-2005 年の期間に採集）のうち、1990-2005 年の期間に分

布拡大がはじまる以前から分布している地域(32-34˚N)で採集された、205 個体

の標本を用いて、斑紋型・雌雄・体サイズを記録し集計した。 次に 34-36˚N の

地域で 1990-2005 年の期間に採集された 216 個体の記録を用いて、斑紋型頻度

と体サイズ平均を雌雄別に集計し 32-34˚N の記録と比較した。 

 さらに、斑紋型により体サイズが異なるかどうかを調べるために、斑紋型を

二紋型（nigra+A, 図 2-1）と四紋型（B～I, 図 2-1）にわけて、ふたつの緯度ご

とに体サイズ平均を雌雄別に集計した。ふたつの緯度（32-34˚N と 34-36˚N）の

あいだで斑紋型頻度に違いがあるかどうかについてカイ二乗検定を、体サイズ

に違いがあるかどうかについて一元配置分散分析と Tukey の多重比較を、そし

て斑紋型・緯度のあいだで体サイズに違いがあるかどうかについて二元配置分

散分析と Tukey の多重比較を用いて検討を行った．すべての統計的処理には，

JMP11 を使用した。 

 

4-3 結果 

 

分布拡大に伴う斑紋型頻度および体サイズの変動 

 本種が分布を拡大した地域（34-36˚N）において、分布を拡大した期間

（1949-1959 と 1960-1989）および分布拡大が停滞した期間（1990-2005）の 3

つの期間をとおし、雌雄ともに斑紋型頻度の変化には有意差があった（カイ二
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乗検定, 雄: df = 3, χ2 = 7.98, P = 0.046, 雌: df = 3, χ2= 8.33, P = 0.040, 図

4-1a,b）。とりわけ斑紋型 D-I は明らかに減少した（図 4-1a,b）。1949 年から 2005

年の期間、雌の体サイズは有意に減少し（一元配置分散分析, Tukey の多重比較, 

df=1, F = 40.54, P < 0.0001）、雄の体サイズは有意ではないが減少の傾向があっ

た（一元配置分散分析, Tukey の多重比較, df=1, F = 2.83, P = 0.094）。  

 
図 4-1. 34-36°N の地域において、3 つの期間（分布拡大期間; 1949-1959 年, 1960-1989

年, 分布停滞期間; 1990-2005 年）に採集されたダンダラテントウ（a: 雄, b: 雌）の斑

紋型頻度。斑紋型（nigra から I）の詳細は図 2-1 を参照。カラム上の数字は調査個体

数。*:P < 0.05, ns: 有意差なし、カイ二乗検定。 

 

分布停滞期間における斑紋型頻度と体サイズの緯度別変異 

 本種の分布拡大が停滞した期間（1990-2005 年）において、あらたに分布を

した地域(34-36˚N)ともとから分布していた地域(32-34˚N)で、斑紋型頻度の違い

には雌雄ともに有意差があり（カイ二乗検定, 雄: df=3, χ2=31.22, P<0.0001, 雌: 

df=3, χ2=32.14, P<0.0001）、34-36˚N のほうが二紋型が多かった（図 4-2a,b）。

両地域における体サイズの違いには、雌雄ともに有意差があり、34-36˚N のほ
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うが小さかった（表 4-1, 図 4-3）。 

 斑紋型による体サイズの違いを雌雄別に比較すると、D-I はほかの 3 つの斑紋

型（nigra+A, B, C）よりも雌雄ともに有意に大きかった（一元配置分散分析, 

Tukey の多重比較, 雄: df = 3, F = 13.41, P < 0.0001, 雌: df = 3, F = 12.46, P < 

0.0001, 図 4-4a,b）。 

 

図 4-2. 分布停滞期間（1990-2005 年）において、32-34°N と 34-36°N で採集されたダ

ンダラテントウ（a: 雄, b: 雌）の斑紋型頻度。斑紋型（n=nigra から I）の詳細は図

2-1 を参照。カラム上の数字は調査個体数。**:P < 0.0001、カイ二乗検定。 

 

 

表 4-1. 分布停滞期間（1990-2005 年）において、32-34°N と 34-36°N で採集されたダ

ンダラテントウの体長の二元配置分散分析表。P 値は Tukey の多重比較。 
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図 4-4. 1921-2005 年の期間に 32-36°N の地域で採集されたダンダラテントウ（a: 雄, b: 

雌）の斑紋型別の体長平均。斑紋型（nigra から I）の詳細は図 2-1 を参照。エラーバ

ーは標準誤差(SE)。カラム内の数字は調査個体数。異なるアルファベット間で有意差（P 

< 0.0001, 一元配置分散分析, Tukey の多重比較）あり。 

図 4-3. 分布停滞期間（1990-2005）において、32-34°N と 34-36°N で採集されたダ

ンダラテントウ（♂: 雄, ♀: 雌）の体長平均。エラーバーは標準誤差(SE)。カラム内

の数字は調査個体数。**:P < 0.0001、二元配置分散分析、Tukey の多重比較。 
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4-4 考察 

 

 テントウムシ類は，斑紋型の明度の違いをつうじて個体の適応度が異なる 

(Sloggett and Honěk 2012)ことから、斑紋型頻度は地理的変異や季節変異を生

じることが推測されている(Sloggett and Honěk 2012)。すなわち、繁殖期間に

低温や少ない日射量の状況においては、暗色型のほうが明色型よりも輻射熱の

利用により早く体温が上昇する(Kryltsov 1956, Brakefield and Willmer, 1985)

ことから、より有利であることが予想される(Sloggett and Honěk 2012)。その

結果として、気温が低いあるいは日射量の少ない地域では黒い型の割合が多い

例が知られている(Benham et al. 1974, Muggleton et al. 1975 ほか)。 

 近年、広域的な気候変動が多くの昆虫種の生活史形質に影響を及ぼしたこと

が報告されている(Musolin 2007, Robinet and Roques 2010 ほか)。しかし、テ

ントウムシ類の斑紋多型における斑紋型頻度の長期間にわたる年代変異を調査

した研究例は少ない。例えば、南スロバキアの Adonia variegate 個体群では

1937-1992 年の期間、斑紋頻度に多少の年代変異はあるものの傾向は見られな

い(Strouhal 1939, Balthasarová 1950)。ロシアのナミテントウ Harmonia 

axyridis 個体群の斑紋頻度は、1966-1987 年の期間安定している(Kholin 1988, 

1990)．ウラジオストックで 1920 年代に採集されたナミテントウ個体群

(Dobzhansky 1933)と 1978-1981 年に採集された個体群 (Bogdanov and 

Gagalchy 1986)の斑紋頻度を比較すると，暗色型が増えているが理由は明らか

でない(Sloggett and Honěk 2012)．スロバキアでは 1937-2011 年に気温は約 2

度上昇したが、Hippodamia variegate の斑紋多型頻度に一貫した傾向は認めら

れなかった(Sloggett and Honěk 2012)。 

 本研究ではダンダラテントウの分布が北上した期間において、黒い型の二紋

型が増加した（図 4-1a,b）。これは本種がより高緯度へ分布拡大したときに、黒

い型のほうが有利であったためと考えられる。その結果として本種の分布北進

が停滞したとき、もとからの分布地域である低緯度地域と比較して，高緯度地

域のほうが黒い型の頻度が高くなったと考えられる（図 4-2a,b）。斑紋型は生育
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温度のような環境条件に反応して、可塑的に変異することもある。例えば、ナ

ミテントウ（酒井ほか 1974）、ナナホシテントウ(Okuda et al. 1997)、Epilachna 

vigintioctomaculata （ 川 邉  1950 ） そ し て E. chrysomelina 

(Timofeeff-Ressovsky 1941)の鞘翅の黒色化は生育温度が低ければ増強され、高

ければ緩和される。しかし、ダンダラテントウの斑紋型は生育温度の影響をう

けないことがわかっているため(Kawakami et al. 2018)、可塑的な変異は考えら

れない。 

 斑紋型頻度の変化に加えて、本種では分布北上期間中に雌雄ともに体サイズ

が減少した（図 4-3）。一般に、昆虫の成虫の体サイズは遺伝的要因(Dingle 1984, 

Fox et al. 1999)や、幼虫の生育期間中の環境要因(Gullan and Cranston 1994)

により決まる。とりわけ、捕食性であるテントウムシ類の体サイズは、1)幼虫時

代のエサの質・量の変動(Blackman 1965, Honěk 1983, Obrycki and Orr 1990, 

Orr and Obrycki 1990 ほか)と，2)生育に好適な期間の長さや、越冬成功率に関

わる気温や日照時間の変動(Nedvěd and Honěk 2012, Osawa 2001)で決まる。 

 本研究において分布北上期間を通じダンダラテントウの体サイズが減少した

要因は、上述の 1)として幼虫時代のエサ資源量が、分布を拡大した高緯度地域

(34-36˚N)では不足した可能性が考えられる。本種の体サイズは幼虫時代のエサ

量に相関し、エサ量が少ないと体サイズが小さくなることが知られている（岡

本 1978）。しかし、本種は少なくとも 33 種のアブラムシを捕食する広食性であ

り(Hukusima and Kouyama 1974, 杉浦・高田 1998)、これらのアブラムシ種

のうち 26 種は広く日本(31-40˚N)に分布している（森津 1983）。さらにアブラ

ムシは冷涼地域で多様である傾向もよく知られている(Dixon et al. 1987, 

Hamilton and Brown 2001)。ゆえに本種の体サイズの変動は、おもに 2)気温や

日照時間の変動に依存すると推察される。 

 ひとつの可能性として、幼虫期間中の気温の変動が成虫の体サイズに影響を

及ぼすことが考えられる。しかし多くの昆虫とことなり、テントウムシ科の成

虫の体サイズは幼虫生育時の温度とほとんど相関がないことが知られている

(Nedvěd and Honěk 2012)。例えばダンダラテントウの飼育実験の結果による
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と、発育温度と成虫の体サイズに相関はない（Kawakami et al. 未公表）。さら

に、ナミテントウではもっとも低い温度で生育した成虫の体サイズが 大にな

る(Nedved et al. 2013)。 

 ダンダラテントウは、過去 100 年の気候温暖化で分布を北上させたと考えら

れる(Kawakami et al. 2014)。ゆえに、あらたに分布した地域と分布拡大以前の

地域の気温差は小さいはずであり、気温が体サイズの変異に影響したことは考

えにくい。これに対して、分布を拡大した高緯度地域では低緯度地域よりも日

照量が少ない。日照量の減少は、通年での生育好適期間を制限するであろう。

このことが、幼虫の生育期間を短縮させ成虫の体サイズを小さくすることに影

響した(Blanckenhorn and Demont 2004)と考えられる。その結果として、分布

北上期間中に体サイズの減少がおこった可能性がある。さらに、暗色型は、雌

雄共に明色型よりも体サイズが小さい（図 4-4a,b）ために、分布北上に伴い暗

色型が増えたことが体サイズ平均の減少をもたらしたのであろう。 

 一般に、テントウムシ科では体サイズの大きな種には暗色型が出現せず、そ

の理由は過剰な体温の上昇によるヒートストレスをふせぐためとされている

(Stewart and Dixon 1989)。フタモンテントウにおいても、暗色型は輻射熱を受

けてすばやく体温を上昇させることが可能であるが、体サイズの大きな暗色型

はオーバーヒートの大きなリスクを負う(Brakefield and Willmer 1985)。これ

らの知見から、体サイズが小さい暗色型の成虫は、輻射熱を有効に利用するこ

とができる有利さを持つことが考えられる。ゆえに、ダンダラテントウは分布

拡大の期間中、黒く小さいタイプの個体が有利になる選択圧を受けながら北上

したことが推測される。本種の分布北上の成功は、過去 100 年間の気温上昇に

よる生息可能地域の拡大に加えて、色彩と体サイズの変化による適応が伴った

ことにも起因する可能性がある。 
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第 5 章 気候温暖化によるダンダラテントウの夏季の活動の減少 

 
5-1 はじめに 

 

 第 4 章で言及したように、近年気候温暖化に伴う昆虫の分布拡大が多く報告

されており、その過程では気候適応に関連した昆虫の形質変化をともなう可能

性がある。本研究ではその一例として、分布を拡大した地域の気象条件の経年

変化にともない化性や活動季節が変化する可能性について検討する。実際これ

までの知見として、1945 年に日本に進入したアメリカシロヒトリ Hyphantria 

cunea は分布拡大を続けその結果として、1975 年には西南日本で化性が年 2 化

から 3 化に変化したことが報告されている(Gomi and Takeda 1990, Gomi 

2007)。 

 本研究で用いたダンダラテントウは、過去 100 年の気候温暖化に伴い日本の

九州地方(33° N)から関東・北陸地方(36° N)に分布を北上したと考えられ、1990

年代以降分布拡大を停滞している(第3章, Kawakami et al. 2014)。関西地方(34° 

N)では 1949 年の採集記録以降継続して観察されている。また大阪個体群では

2003-2011 年の期間の発生消長の調査から、年 2-3 化を経過し夏季には出現しな

いことがわかっている(Kawakami et al. 2016)。そこで本研究では標本調査をお

こない関西地方の採集時期の経年変化を追うことにより、本種の活動季節に変

化はないか、とくに夏季の活動の変化がないかどうかを調査した。一般に、50

年を超える経年調査の記録は個人の野外調査では困難であるが、過去から蓄積

された標本の調査を用いることで長期間にわたる昆虫相の変動や、気候適応へ

の 変 化 を 考 察 す る こ と が 可 能 で あ る (Favret and Dewalt 2002, 

Schuldiner-Harpaz and Coll 2013 ほか)。本研究では同時に関西地方の気候変

動、とくに気候温暖化の指標として年平均気温と夏季の 高気温の年次変動を
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調べ、その推移とダンダラテントウの出現季節の変動との関係を考察した

(Kawakami and Yamazaki 2017)。 

 

5-2 材料と方法 

 

 標本調査には、第 2 章 2-2 で検視した 1549 個体（1918 年から 2005 年の期間

に採集）のうち、1949 年から 2005 年の期間に近畿地方（兵庫県，大阪府，京

都府，滋賀県，和歌山県，奈良県）で採集された 265 個体を用いた。標本のラ

ベルから採集日時を記録し、採集年を 1949-1979 年、1980-1999 年、2000-2004

年の 3 つの期間にわけさらに採集月を 3 月から 6 月、7 月、8 月、9 月から 11

月の 4 つにわけて集計し、年代別に採集月の割合をグラフに示した。3 つの期間

のあいだで採集月に違いがあるかどうかを、カイ二乗検定（Bonferroni 補正）

によって検討した。期待度数が 5 以下になることを避けるために、検定をおこ

なう分割表は 3-6 月、7-8 月、9-11 月の 3 グループにまとめた。 

 次にこの期間の気象変動を調べるために標本記録の採集地点118地点のうち、

記録の多かった大阪府（79地点）と兵庫県（26地点）の気象データを調べた。

1949年から2004年の期間、大阪市と神戸市について年ごとの平均気温および8

月の平均気温、 高気温平均、 低気温平均、湿度、降水量の値を気象庁のデ

ータベース(www.data.jma.go.jp)を用いて調べた。これら5つの気象データの

1949年から2004年における変動の回帰直線をもとめ、決定係数R2値、この期間

の変化量、および回帰直線の有意確率P値をもとめた。統計解析には、JMP 8.0.1

を用いた。 
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5-3 結果 

 

 関西地方における本種の採集月は1949-1979年、1980-1999年、2000-2004年

の3つの期間のあいだに変動し、7月と8月の採集記録が減少した（図5-1）。

1949-1979年と2000-2004年の間（Bonferroni補正したカイ二乗検定, χ2=41.61, 

df=2, P<0.0001）、1980-1999年と2000-2004年の間（Bonferroni補正したカイ

二乗検定, χ2=29.07, df=2, P<0.0001）に有意差があり、2000-2004年には7-8月

に全く採集されなかった（図5-1）。気象変動についてみると、1949年から2004

年の期間、大阪市と神戸市において年平均気温、8月の日 高気温平均ともに上

昇の傾向がありとくに年平均気温の上昇の傾向が大きかった（図5-2）。この期

間の年平均気温は、大阪市(R2=0.569)では1.72°C、神戸市(R2=0.361)では1.35°C 

上昇した（図5-2）。またこの期間8月の気象データの変動には有意差があり、大

阪市では平均気温が1.08°C 、 低気温平均が1.72°C 上昇し、湿度は7.45% 減

少した（表5-1）。神戸市では平均気温が0.98°C 、 低気温平均が1.08°C 上昇

した（表5-1）。 
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図5-2. 大阪市と神戸市における年平均気温の経年（1949-2004年）変化。グラフ上に回

帰直線と回帰式を記載。 

 

 

 

 

図 5-1. 関西地方で 3 つの期間(1949-1979,1980-1999,2000-2004)において採

集されたダンダラテントウの月別（Mar-Jun:3-6 月, Jul:7 月, Aug:8 月, 

Sep-Nov:9-11 月）の割合。カラム上の数字は調査個体数。**:P < 0.0001, ns: 

有意差なし, Bonferroni 補正したカイ二乗検定。 
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表5-1. 大阪市と神戸市における1949-2004年の期間の8月気候変動（平均気温, 高気

温平均, 低気温平均, 平均湿度, 降水量）の線形回帰分析結果。R2, 決定係数,Δy, 変

化量, P, 回帰直線の有意確率。 

 

 

5-4 考察 

 

 今回の結果から、ダンダラテントウの成虫は関西地方において 2000 年よりも

以前には夏季に活動していたことがわかった。野外調査から本種の大阪個体群

は 2003-2011 年の期間、年に 2-3 化を経過することがわかっている(第 6 章,  

Kawakami et al. 2016)。すなわち、成虫越冬が春に出現したのち夏までに 1-2

化、秋に 1 化を過ごし夏季にはまったく出現しない(Kawakami et al. 2016)。夏

季には餌となるアブラムシ類が不足するために活動を休止していると思われる

(Kawakami et al. 2016)。しかし、関西地方で夏季の気温が上昇するにともない、

夏季には成虫が暑い日中の活動を避けているならば、採集記録の減少がある程

度は説明できる。 

 本種の岐阜個体群は、アブラムシを与え続けると夏季も休みなく産卵する

(Hukusima and Kouyama 1974)。すなわち、夏季の高温や低湿度は本種の活動
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を妨げる直接の要因ではありそうにない。ゆえに関西地方において過去に本種

が夏季に活動していたのは餌となるアブラムシが夏季にも存在したためと推測

される。すなわち、夏季の温暖で湿潤な気候がアブラムシの生息に適していた

と考えられる。アブラムシの個体数は、夏季には高温、寄主植物の劣化、寄生

者の増加などの理由により減少することがよく知られている(Dixon 1977, 

Karley et al. 2003)。さらに 1951 年以降の大阪市では、ヒートアイランド現象

による夏季 8 月の温暖化が進んだことが知られており（今井 2007），このこと

もまた夏季の餌不足を助長しているだろう。今回の調査により、過去の関西地

方ではダンダラテントウは夏季も活動を休止することのない多化性の生活環を

もっていた可能性が示唆された。しかし、本研究の結果の要因を明らかにする

ためには、夏季のアブラムシの餌としての有効性や、高温や低湿度などの気象

要因がアブラムシに与える負の要因についての詳細な研究が必要であろう。 
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第 6 章 ダンダラテントウ大阪個体群の季節消長と寄主利用 

 
6-1 はじめに 

 

都市化により種多様性が低下する昆虫がある一方で、都市環境で繁栄する昆

虫もいる(Frankie and Ehler 1978, McIntyre 2000, Raupp et al. 2010)。 近、

侵入昆虫や分布拡大中の昆虫が都市を足掛かりとして利用する例が報告されて

いる(Sakuratani et al. 2000, Itô 2001, Takakura and Yamazaki 2007 ほか)。

これらの昆虫は都市緑地の物理的構造、気候、食物などを利用して増加、分布

拡大していることが分かりつつある。都市環境において、このような種の季節

的な生活環、餌利用、個体群動態を解明することは、都市生態学と侵入生物学

上、重要な課題であろう。 

 ダンダラテントウは、日本の関東・北陸地方を分布の北限とし、赤道～中緯

度地域に広く分布する(Sasaji 1971)。本種は過去 100 年の気候温暖化にともな

い、日本の九州地方から関東・北陸地方へと分布を拡大し、1990 年代以降、停

滞している(第 3 章, Kawakami et al. 2014)。本種は都市での採集例が多く、郊

外や山地では稀である(Supplementary material, Kawakami et al. 2013)。そこ

で、新しい分布域にある大阪の都市公園の個体群が安定して定着しているかど

うか、何世代を経過しているのかを 2003-2011 年に調査した。また、本種が季

節的な気候条件と餌資源の変動にどのように反応しているかを明らかにするた

めに、性比、雌雄の活動時期、寄主利用が世代によりどう変化するかを野外デ

ータから検討した。また成虫の季節的活動パターンが、年ごとの気象条件に関

係があるかどうかを検討した(Kawakami et al. 2016, 2017)。 
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6-2 材料と方法 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の季節消長 

大阪個体群の季節消長を調べるために、2003 年 3 月 10 日から 2011 年 12 月

10 日の期間、5 回-7 回/月の間隔で調査を行った。調査地は大阪市東住吉区長居

公園（北緯 34˚N36΄，東経 135˚N30΄，標高 10m）で、総面積 65.7ha のうち植

栽の多い約 30ha を調査地区に選んだ。調査は晴天もしくは曇りの日の

10:00-13:00 の時間帯に 1-2 時間行った。調査時にアブラムシの発生している低

木と草本植物（表 6-1）上で本種を探した。幼虫、テネラル成虫（鞘翅が柔らか

く着色が十分でない新成虫）、ポストテネラル成虫、交尾個体の数を視認でカウ

ントし 30 分あたりの観察個体数を記録した。本種を確認した植物と発生してい

たアブラムシの種名もあわせて定性的に記録した。確認した成虫はすべて捕獲

して持ち帰り雌雄を記録した。その後捕獲した場所に当日中に放した。 

年間世代数を検討するために、幼虫、成虫総個体、テネラル成虫の数を 3 月

10 日から 12 月 10 日まで年ごとにグラフに表した。次に雌雄による活動時期の

差異と、交尾の時期について検討するために、雌雄別の成虫数とペア数の消長

をグラフに表した。通年での性比の偏りがあるかどうかについて、2003-2011

年の各年に観察された雌雄の総個体数を年毎にカイ二乗検定を用いて検討した。

統計的処理には JMP11 を使用した。 

 

越冬成虫発現のタイミングと積算温度の関係 

 本種は秋に羽化した新成虫が越冬する(Hukusima and Kouyama 1974)。そこ

で、春の活動開始のメカニズムを推定するために、越冬成虫の春の初認日とそ

れまでの気温の推移の関係を検討した。一般に成虫で越冬する昆虫の出現日は、

発育ゼロ点（産卵前期間）と有効積算温度を用いて予測される(柳 1980, Teixeira 
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and Polavarapu 2001, 八尾 2002)。すなわち、日 高気温が産卵前期間の発育

ゼロ点以上になった日からそののちの 高気温と発育ゼロ点との差を積算し、

積算温量が有効積算温度に達する日を出現日として予測する（柳 1980, 八尾 

2002）。 

 そこで、本種の発育ゼロ点が知られている地域個体群のうち、大阪から も

近い京都個体群の産卵前期間発育ゼロ点（12.7℃，桐谷 2012）を用いて本種の

初認日までの積算温量を算出した。すなわち、2003-2011 年の各年について、

越冬成虫初認日からさかのぼり日 高気温と 12.7℃の差を積算した。積算は日

高気温が 12.7℃以下になる日まで行った。積算した期間を表に示した。得ら

れた各年の積算温量を京都個体群の有効積算温度 54.3 （桐谷 2012） と比較し、

初認日との関係を検討した。気象データは気象庁ホームページの過去のデータ

(www.jma.go.jp)より、調査地点から も近い大阪市のデータを使用した。 

 

成虫の初認、終認、活動ピークの日と気象要因の関係 

昆虫の季節的活動は積算温度や臨界日長だけでなく、一時的な気象条件にも

影響を受ける(Brittain 1982, Fellers 1989, Høye and Forchhammer 2008)。そ

こで、本種の越冬成虫および越夏成虫の初認日、越冬世代と秋世代が も多く

確認されたピーク日、秋世代の 終確認日における気象条件を検討した。

2003-2011 の各年における上述の 5 つの日付の平均気温、 高気温、 低気温、

平均湿度、日照時間を気象庁ホームページの過去のデータ（大阪市 , 

www.jma.go.jp）より記録した。上述の 5 つの気象条件について、2003-2011 年

の期間の変動係数を算出した。その結果から、どの気象条件がそれぞれの確認

日に影響を及ぼしているのかを検討した。 
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6-3 結果 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の発生消長とホスト 

3 月 10 日から 12 月 10 日までの幼虫、成虫、総個体、テネラル成虫の 30 分

あたりの出現数を 2003-2011 年の年ごとに図 6-1 に示す。表 6-1 に寄主として

利用していたアブラムシと植物を示す。2003 年について発生消長をみると、4

月 1６日に越冬後の成虫がツルニチニチソウに発生していたミカンミドリアブ

ラムシのコロニーで初認された。成虫数は 4 月 29 日にピークに達した（矢印 a）

後減少し、5 月 9 日に 低となった。これにともない春世代の幼虫が、ミカンミ

ドリアブラムシ（アベリア、ボケ）と、ワタアブラムシ（シャリンバイ）から

観察された。幼虫は 5 月 9 日にピークを示した（矢印 b）後減少した。これにと

もない、春世代のテネラル成虫が幼虫と同所的に観察された。テネラル成虫は 5

月 28 日にピークを示し（矢印 c）、その後減少した。6 月 6 日には夏世代の幼虫

がアワダチソウヒゲナガアブラムシ（セイタカアワダチソウ）とキョウチクト

ウアブラムシ（キョウチクトウ）に見られた。幼虫は 6 月 12 日にピークを示し

た（矢印 d）後減少した。これにともない、夏世代のテネラル成虫が幼虫と同所

的に観察された。テネラル成虫は 6 月 21 日にピークを示した（矢印 e）後に減

少した。 8 月 6 日以降、調査地ではアブラムシが見られずダンダラテントウも

確認されなかった。その後再びアブラムシが出現するとともに、越夏後の成虫

が 9 月 21 日にサルスベリヒゲマダラアブラムシ（サルスベリ）とワタアブラム

シ（フヨウ、シャリンバイ）に観察された。越夏成虫の出現にやや遅れて、秋

世代の幼虫が越夏成虫と同所的に観察された。幼虫は 10 月 9 日にピークを示し

（矢印 f）その後減少した。秋世代のテネラル成虫は幼虫と同所的に観察された。

テネラル成虫は 11 月 1 日にピークを示した（矢印 g）後に減少した。秋世代成

虫は 12 月 1７日まで見られた。秋世代成虫は 10 月 22 日以降終認まで、ミカン
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ミドリアブラムシ（ツルニチニチソウ）で観察された。ツルニチニチソウのア

ブラムシコロニーは、冬季も断続的に観察された。 

次に 2004 年から 2011 年までの季節消長を見る。2005 年、2007 年、2008 年

は、2003 年と同様に夏までに二世代と秋に一世代の三世代を示したが、成虫や

幼虫の初認、ピーク、終認の時期や発生個体数の推移に違いがあった。2004 年

と 2009 年は、夏までに三世代めの幼虫のピーク（2004 年：矢印 h，2009 年：

矢印 k）が見られたが、その新成虫は確認されなかった。 2006 年と 2011 年は、

夏までに一世代の幼虫とその新成虫のピーク（2006 年:矢印 i と矢印 j，2011 年：

矢印 m と矢印 n）のみを示した。 2010 年は夏までに二世代めの幼虫の発生が

6 月 1４日に見られた（矢印 l）ものの、新成虫は確認できなかった。2004 年か

ら 2011 年まで、2003 年と同様に夏の期間は本種が観察されなかった。夏のお

わりに越夏成虫が出現した後、秋の期間は個体数の年次変動はあるものの、一

世代の幼虫と新成虫が観察された。毎年、越冬世代の初認は前年の秋世代の終

認がみられたツルニチニソウから観察された。また一年を通じて観察された植

物とアブラムシの種類も、2003 年と同様に推移した。 

表 6-1. ダンダラテントウ大阪個体群における 2003-2011 年の期間の世代別（越冬, 春, 

夏, 越夏, 秋）の寄主アブラムシ種名と、アブラムシの寄主植物種名。 
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図 6-1. ダンダラテントウ大阪個体群の 2003-2005 年におけ

る季節消長（30 分あたりの確認個体数）。Total adults: 総

成虫数, Teneral adults: 新成虫数, Larvae: 幼虫数。それぞ

れの矢印は本文参照。 
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図 6-1. 続き。ダンダラテントウ大阪個体群の 2006-2008 年

における季節消長（30 分あたりの確認個体数）。Total adults: 

総成虫数, Teneral adults: 新成虫数, Larvae: 幼虫数。それ

ぞれの矢印は本文参照。 
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図 6-1. 続き。ダンダラテントウ大阪個体群の 2009-2011 年における

季節消長（30 分あたりの確認個体数）。Total adults: 総成虫数, 

Teneral adults: 新成虫数, Larvae: 幼虫数。それぞれの矢印は本文参

照。 
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雌雄別の季節消長と交尾のタイミング 

30 分あたりの雌雄別個体数とペア数を、2003 年から 2011 年の年ごとに、3

月 10 日から 12 月 10 日まで図 6-2 に示す。雌雄の個体数の違いを世代ごとに見

ると、雌のほうが雄よりも多い世代があるものの（2003 年秋世代）、おおむね

差は小さかった（図 6-2）。2003-2011 年の期間、性比（雄/雌）は 0.66-0.94 の

範囲でばらつきがあるものの、雌が雄よりも多い傾向を示し、2003 年、2006

年、2008 年、2010 年には性比は有意に雌に偏っていた。（表 6-2）。 

越冬後の初認日を雌雄で比較すると、雌のほうが早く初認された年があった

（2003：矢印 o，2006：矢印ｑ，2008：矢印 t，2009：矢印 u，2010：矢印 w）。

越夏後の初認日についても雌のほうが早い年があった（2003：矢印 p，2006：

矢印 r，2007：矢印 s，2009：矢印 v，2010：矢印 x）。これに対して越冬後、

越夏後ともに雄のほうが早く確認された年はなかった。ペアの出現は、雌雄の

個体数が多い日に多くみられた（図 6-2）。 
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図 6-2. ダンダラテントウ大阪個体群の 2003-2005 年における雌雄数,

交尾個体数の季節消長（30 分あたりの確認個体数）。Male: 雄数, 

Female: 雌数, Pair: 交尾組数。それぞれの矢印は本文参照。 
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図 6-2. 続き。ダンダラテントウ大阪個体群の 2006-2008 年における

雌雄数,交尾個体数の季節消長（30 分あたりの確認個体数）。Male: 雄

数, Female: 雌数, Pair: 交尾組数。それぞれの矢印は本文参照。 
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図 6-2. 続き。ダンダラテントウ大阪個体群の 2009-2011 年における

雌雄数,交尾個体数の季節消長（30 分あたりの確認個体数）。Male: 雄

数, Female: 雌数, Pair: 交尾組数。それぞれの矢印は本文参照。 
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成虫の活動と気象要因 

 越冬成虫の初認日までの積算温量を、2003-2011 年の年ごとに表 6-3 に示す。

積算温量は 47.3 から 166.6 の範囲で異なった（表 6-3）。越冬後の初認日、越冬

世代のピーク日、越夏後の初認日、秋世代のピーク日、秋世代の終認日におけ，

平均気温、 高気温、 低気温、平均湿度、日照時間の 2003-2011 年の期間で

の変動係数を表 6-4 に示す。変動係数が 0.1 よりも小さい値を示したのは、越冬

世代初認日とその日の 高気温(0.090)、および秋世代のピーク日とその日の平

均湿度(0.086)との関係であった。 

 

 

 

 

 

 

表 6-2. ダンダラテントウ大阪個体群の 2003-2011

年における性比（雄/雌）とカイ二乗検定結果。 
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6-4 考察 

 

 2003-2011 年の季節消長の結果から、ダンダラテントウ大阪個体群は越冬成

虫が出現したのち、夏までに二世代、秋に一世代の年 3 世代を経過することが

わかった。年により夏までに三世代めの幼虫が出現したり(2004, 2009)、夏まで

に一世代しか経過しない(2006, 2010, 2011)こともあった。調査範囲外へ移動し

て繁殖した可能性は完全に排除できないが、このように消長がばらつく要因と

して、年により気候や餌条件が異なる可能性が考えられる。本種と同様に南方

表 6-3. ダンダラテントウ大阪個体群の 2003-2011 年における日 高気温 12.7°C 以

上の初日から越冬成虫初認日までの積算期間と積算温量。 

表 6-4. 2003-2011 年のダンダラテントウ大阪個体群の初認日（越冬, 越夏, 秋世

代）・ピーク日（越冬, 秋世代）における 5 つの気象要因の変動係数。 
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から日本の南部に侵入したテントウムシ Platynaspidius maculosus は、餌であ

るアブラムシの密度が高い季節に出現個体数が多いことが報告されている

(Kaneko 2013)。また、ナミテントウ在来個体群の季節的な個体数変化はアブラ

ムシの個体数と有意な相関があり(Osawa 2000)、ブラジルに侵入したナミテン

トウは雨季乾季共に出現し、アブラムシの一時的なパッチをさがして活動して

いる(Harterreiten-Souza et al. 2012)。 

また、2003-2011 年のすべての年で成虫は夏季に出現しなかった。この期間、

調査地ではアブラムシが観察されなかった。そのため餌不足で活動を停止した

可能性がある。本種岐阜個体群はアブラムシを与え続けると夏季も休みなく産

卵する(Hukusima and Kouyama 1974)。このことからも夏の活動停止の要因と

して餌不足が推察される。アブラムシが夏季に少なくなることは一般によく知

られており、暑さと寄主植物の劣化、天敵の影響が原因として考えられている

(Dixon 1977, Karley et al. 2003)。都市の夏季の気温上昇もこの現象と関係があ

るかもしれない。 

本種の成虫個体数を見ると（表 6-2）、増減はあるものの 2003-2011 年の期間

を通じて、継続して出現していた。本種は 1930-1990 年代に九州地方から関東、

北陸地方へと分布を拡大し 1990 年代以降は停滞している(Kawakami et al. 

2014)。この分布停滞以降、大阪個体群はおそらく安定的に定着していることが

示された。このことは大阪の都市の気象条件や餌条件が本種の定着に適した環

境を保っているためと思われた。都市公園はアブラムシが好む植物が植栽され、

剪定や散水もあるためアブラムシが高密度で発生しやすい(Frankie and Ehler 

1978, Raupp et al. 2010)。 

 越冬、越夏後は雌のほうが雄よりも早く初認される傾向が見られた。雌は産

卵の準備のために雄よりもはやく摂食を開始する必要がある可能性が考えられ
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る。また交尾は夏季をのぞいて通年で観察され、雄・雌数の多い日に多く見ら

れる傾向があった（図 6-2）。テントウムシ類は一般に多回交尾であり、おおむ

ね 後に交尾した雄の精子が受精に使われる(Katakura 1981, De Jong et al. 

1993, 1998, Ueno 1994)。本種が多回交尾でかつ雌の寿命が長いのであれば、雄

が先に出現して雌を待ち構える利点が少ないことも、雌がはやく出現する理由

のひとつと考えられる。 

 2003-2011 年の期間、越冬成虫の初認日までの積算温量は 2009 年(47.3)をの

ぞき、すべて京都個体群の有効積算温度（54.3, 桐谷 2012）よりも大きい値を

示した（表 6-3）。すなわち、積算温量は満たされているにもかかわらず、春の

活動の始まりは遅かった。初認日はその日の 高気温と相関が大きいことから、

好ましい気温のときに活動を再開する可能性が考えられる。有効積算温度が満

たされると生理的に越冬から覚めて、暖かい日に日光浴や採餌活動をすること

も考えられる。生殖休眠をしているテントウムシの休眠が終了するためには、

気温の上昇のほかに日長の延長、攪乱などが必要とされている(Hodek et al. 

1977)。ツルニチニチソウのミカンミドリアブラムシのコロニーは、前年の秋世

代の終認と翌年の越冬個体が初認されたため、本種はこの植物の周辺で越冬し

ていることが考えられる。ミカンミドリアブラムシは冬季も断続的に発生が観

察されたため、越冬成虫の初認日が餌の発生に同調した可能性は低い。旧北区

性のナナホシテントウでは、温度条件の良い人工物を隠れ家に利用して、冬季

に発生するアブラムシを食べて冬季に 1 世代を経過する(Ohashi et al. 2005)。

しかし、熱帯性の本種では冬季の世代は確認されなかった。 

これに対して越夏後の初認日はいずれの気象条件とも相関がなかった。越夏

後はサルスベリ、フヨウ、シャリンバイにアブラムシが出現することに伴い本

種が観察されたことから、活動再開のタイミングは餌条件に依存する可能性が
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ある。また秋世代のピーク日は平均湿度と相関が強く、好ましい湿度のときに

活発に活動する可能性が考えられた。以上のことから、ダンダラテントウ成虫

の活動の開始や活動ピークのタイミングは、そのときの好適な気象条件や餌条

件に依存することが推測された。 

日本の本州において年 2 化を経過するナミテントウは、越冬が生殖休眠、越

夏が活動停止であることが報告されている(Sakurai et al. 1988)。ダンダラテン

トウの越冬と越夏の休眠様式は明らかではない。しかし、越夏成虫と秋世代幼

虫がほぼ同時に出現することに対し、越冬成虫と春世代幼虫の出現には時間差

がある（図 6-1）。これは、越冬雌の卵巣発育に時間を要するため、ただちに産

卵が開始できないためである可能性が考えられる。したがって本種大阪個体群

においても越冬は生殖休眠、越夏は活動停止である可能性がある。結論として 9

年の野外研究から、本種は都市緑地の生物的、非生物的環境を利用して安定的

に個体群を維持していることが示された。本種が近年分布を北上させたことと

採集地点が都市に多いことも合わせて考えると、都市緑地が分布拡大の足掛か

りとなっている可能性がある。 
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第 7 章 ダンダラテントウ大阪個体群の斑紋多型頻度の世代変異とその要因 

 

7-1 はじめに 

 

 テントウムシ類の斑紋型多型の頻度が、季節的に変異する現象は、フタモン

テントウ(Timofeeff-Ressovsky 1940, Majerus 1994)とナミテントウ(Osawa 

and Nishida 1992, Wang et al. 2009)で知られている。その要因は明確には明ら

かではないが、フタモンテントウでは繁殖期である夏に頻度の少ない黒いタイ

プが太陽熱の有効な利用により有利となり秋世代で頻度が増加し、冬には黒い

タイプが多く死亡することにより頻度が減少することを繰り返すとされている

(Majerus 1998b)。しかし、このような鞘翅の明るさによる気候適応説に反する

報告もある(Muggleton1978)。 

 ナミテントウ京都個体群では、春世代の雌成虫に配偶選好性があり、黒いタ

イプよりも赤いタイプの雄と好んで交尾するために、夏世代で赤いタイプが増

加する(Osawa and Nishida 1992)。しかし、夏世代の雌にはこの選好性がなく

なるために次の世代では黒いタイプが増加する(Osawa and Nishida 1992)。中

国のナミテントウ個体群も同様な配偶選好性により斑紋タイプの季節による変

動が繰り返されている(Wang et al. 2009)。このような配偶選好性は、テントウ

ムシ類の斑紋多型の維持に役割を果たしていると考えられる(O'Donald and 

Muggleton 1979, Majerus et al. 1982, O'Donald and Majerus 1985, 

Muggleton 1979)。あるいは、少ない頻度の表現型に負の頻度依存選択がかかる

ことで次の世代にその表現型が増加し表現型多型が経時的に維持される例が、

アオモンイトトンボの雌成虫の体色型 (Takahashi and Watanabe 2009, 

Takahashi et al. 2010)、グッピーの斑紋型(McKinnon and Servedio 2013)、鱗

食いの魚類の右利き左利き(Hori1993)などで知られている。 
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 野外でテントウムシ類の斑紋型頻度が季節的に変異するとき、考えられる要

因は、可塑的な表現型の変異として 1)生育温度の違いに依存する斑紋型頻度の

変化（例えば，低温で育つと黒くなる, 酒井ら 1974, Okuda et al. 1997 ほか）、

非可塑的な集団中における遺伝子頻度の変異として 2)斑紋型に依存した産卵数

や孵化率の増減による変化、3)斑紋型に依存した死亡率の増減による変化、4) 斑

紋型に対する配偶選好性の変化(Osawa and Nishida 1992, Wang et al. 2009)な

どがある。 

 本研究では、まずはじめにダンダラテントウ大阪個体群の斑紋型頻度の世代

による変化を、2003-2011 年の期間調査した。次にその変異を起こす要因とし

て、世代による死亡率とくに越冬中の死亡率に斑紋型に依存する変異があるか

どうか、さらに斑紋型により雌親の産卵数と孵化率に、世代による違いがある

かどうかを調査した。次にそれらの変異をおこす要因として、斑紋型に依存す

る配偶選好性があるかどうか、雌親体重の差があるかどうかを世代別に検討し

た。 後に、本種大阪個体群の斑紋型頻度が経年的に維持されいる理由を、こ

れらの調査の結果から推測し検討した。 

 

7-2 材料と方法 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の世代による斑紋型頻度の変動 

本種大阪個体群は越冬成虫が春に出現したのちに、一年に 2-3 化を経過する

ことがわかった(第 6 章, Kawakami et al. 2016)。そこで、斑紋型多型の頻度が

世代ごとにどのように変わるかについて検討をおこなった。調査は第 6 章に同

じく、2003 年 3 月 10 日から 2011 年 12 月 10 日の期間、5 回-7 回/月の間隔で

行った。調査地は大阪市東住吉区長居公園（北緯 34˚N36΄，東経 135˚N30΄，標
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高 10m）で、総面積 65.7ha のうち植栽の多い約 30ha を調査地区に選んだ。調

査は晴天もしくは曇りの日の 10:00-13:00 の時間帯に 1-2 時間行った。調査時に

アブラムシの発生している低木と草本植物（表 6-1）上で本種を探した。観察さ

れた成虫をすべて捕獲して持ち帰り、斑紋型、雌雄、テネラルであるか否か、

体幅、体重、捕獲時点で交尾していたかどうかを記録した。体幅は 小測定値

幅が 0.01mm のデジタルノギスを、体重は 小測定値が 0.1mg の電子天秤を用

いて測定した。 その後、捕獲した場所に当日中に放した。斑紋型多型の世代に

よる頻度の変動を調べるために、第 6 章(Kawakami et al. 2016)で明らかになっ

た世代（越冬世代、春世代、夏世代、越夏世代、秋世代）を 2003-2011 年の期

間について日付ごとに区切り、それぞれの世代の斑紋型頻度を集計し頻度グラ

フに示した。次に 2003-2011 年の斑紋型のデータを 5 つの世代ごとにまとめ、

斑紋型頻度に差があるかどうかを調べるために世代間でカイ二乗検定

（Bonferroni 補正）を行った。 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の世代による産卵数と孵化率の変動 

 本種の斑紋多型の世代による変動の要因のひとつとして、世代により斑紋型

依存的な産卵数と孵化率の差があるかどうかを調査した。2006 年から 2011 年

の期間、成虫の各世代のうち産卵をおこなう世代（越冬世代、春世代、夏世代、

越夏世代）について、雌親を採集した。2006 年からの実験に先立ち、予備実験

として 2005 年の秋世代成虫はアブラムシを与えても産卵しないことと、産卵を

する世代であってもアブラムシのいないところでは産卵をしないことを確認し

た。本種の秋世代は幼虫から前蛹期間に日長を感受して、生殖休眠などの越冬

準備にはいるため、産卵をしないと考えられる。 

 雌成虫の採集は斑紋型、体サイズを任意におこない、斑紋型、体幅、体重を
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計測したのちに 1 個体ずつプラスチックケース（直径 10cm、高さ 4cm）に入れ

た。採集場所の植物とアブラムシを入れて、室温で 24 時間以内に産卵した卵の

卵数と孵化率を調査した。24 時間を超えると、与えたアブラムシの餌としての

影響が現れると仮定し、24 時間以内の産卵数と孵化率が、各個体の野外でのコ

ンディションを反映するとした。産卵数と孵化率を黒いタイプ（二紋型）と赤

いタイプ（四紋型）にわけて 4 つの世代ごとに集計し、世代による差異がある

かどうか調べた。産卵数は t 検定を、孵化率はデータを arcsin 変換したのちに

t 検定をおこない検討した。 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の世代による体重の変動 

 雌成虫の世代による産卵数、孵化率の差異が生じる要因として、雌成虫の体

重の違いを世代別に集計した。一般に体サイズの大きいテントウムシほど、産

卵数が多くその孵化率も高い(Nedvěd and Honěk 2012)。ここでは体サイズの

指標として体重を用い、2003-2011 年の期間、調査をおこなったデータのうち

産卵をおこなう世代（越冬世代、春世代、越夏世代）ごとに二紋型と四紋型の

雌体重の平均を集計し、違いがあるかどうかを t 検定を用いて検討した。さらに、

世代による産卵数、孵化率の差異が生じるもうひとつの要因として、雌の体重

による交尾頻度の違いを検討した。交尾頻度の大きい個体は産卵数や孵化率が

大きい可能性が考えられるため、上記の 3 つの世代別に捕獲した時点で交尾し

ていた個体と非交尾個体に分類した。雌体重の平均を集計し交尾個体と非交尾

個体で体重に違いがあるかどうかを t 検定を用いて比較した。 

 さらに、越冬成功度に体重が関わる可能性について検討した。体重の重い個

体は越冬に有利であることが考えられるため、2003-2011 年の期間のデータの

うち、秋世代と越冬世代の体重を二紋型と四紋型に分類して、体重平均を集計
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した。越冬前後の体重が斑紋型により異なるかどかを、二元配置分散分析と

Tukey の多重比較を用いて検討した。 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の世代による配偶選好性の変動 

 本種の斑紋多型の世代による変動の要因のひとつとして、世代により斑紋型

依存的な配偶選好性の違いがあるかどうかを調査した。すなわち、ある世代で

黒いタイプの交尾頻度が赤いタイプよりも高ければ、次の世代には黒いタイプ

の頻度が増えるはずである。2003-2011 年の期間、調査をおこなったデータの

うち産卵をおこなう世代（越冬世代、春世代、夏世代、越夏世代）ごとに、捕

獲した時点で交尾していた個体と、交尾していなかった個体を二紋型と四紋型

にわけて集計し、交尾していた個体の割合を Fisher の正確確率検定を用いて比

較した。すべての統計的処理には JMP11 を使用した。 

 

7-3 結果 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の世代による斑紋型頻度の変動 

 2003-2011 年の期間、世代別（越冬世代、春世代、夏世代、越夏世代、秋世

代）の斑紋型頻度の変動を年毎に図 7-1 に示す。この期間、2008 年をのぞく全

ての年で、秋世代から越冬世代（図中の黒矢印）にかけて黒いタイプ（二紋型）

が増加し、越冬世代から春世代にかけて減少するという変動を毎年繰り返して

いた（図 7-1）。2003-2011 年の期間を世代別に集計すると（図 7-2）、越冬世代-

春世代間（カイ二乗検定，Bonferroni 補正, χ2=80.39, df=4, P<0.0001）と秋世

代-越冬世代間（カイ二乗検定，Bonferroni 補正, χ2= 20.89 df=4, P<0.0001）に

黒いタイプと赤いタイプの割合に有意差があった。 
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図 7-1. ダンダラテントウ大阪個体群における 2003-2011 年の世代による斑紋型頻度の

変化。斑紋型（nigra から I）の詳細は図 2-1 を参照。矢印は各年の越冬世代を示す。

カラム上の数字は調査個体数。 

 

 

 

 

図 7-2. ダンダラテントウ大阪個体群における 2003-2011 年の世代別（越冬, 

春, 夏, 越夏, 秋）斑紋型頻度。斑紋型（nigra から I）の詳細は図 2-1 を参照。

カラム内の数字は調査個体数。**:P < 0.0001, ns: 有意差なし, カイ二乗検定，

Bonferroni 補正。 
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ダンダラテントウ大阪個体群の世代による産卵数と孵化率の変動 

 2006-2011 の期間、産卵数については 3 つの世代（春世代、夏世代、秋世代）

いずれも二紋型と四紋型の間に差異はなかった（図 7-3a）。孵化率については越

冬世代のみ四紋型が高く、有意であった（図 7-3b, t 検定, t=2.90, df=124.28, 

P=0.0044）。 

 

 

 

図 7-3. ダンダラテントウ大阪個体群における 2006-2011 年の世代別・斑紋型別の(a)

産卵数平均と(b)孵化率平均。二紋型: nigra＋A, 四紋型: B～I, 斑紋型の詳細は図 2-1

を参照。エラーバーは標準誤差（SE)。カラム内の数字は調査個体数。*:P < 0.05, ns: 有

意差なし, 産卵数は t 検定, 孵化率はデータを arcsin 変換したのちに t 検定。 

 

ダンダラテントウ大阪個体群の世代による体重の変動 

 2003-2011 年の期間、産卵をおこなう 3 つの世代のいずれも二紋型と四紋型

の雌体重の平均に有意差はなかった（図 7-4a, 越冬世代、春世代、越夏世代）。

3 つの世代での交尾個体と非交尾個体の雌体重の平均は、越冬世代のみ有意に交

尾個体が大きかった（図 7-4b, 越冬世代、春世代、越夏世代）。越冬前後の斑紋
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型による体重の違いについては、越冬世代では有意に四紋型が二紋型よりも大

きく、また越冬世代のほうが秋世代よりも有意に大きく、世代と斑紋型の交互

作用が有意であった（図 7-5, 表 7-1）。 

 

図 7-4. ダンダラテントウ大阪個体群における 2003-2011 年の(a)世代別・斑紋別, (b)世

代別・交尾, 非交尾別の雌体重平均。二紋型: nigra＋A, 四紋型: B～I, 斑紋型の詳細は

図 2-1 を参照。エラーバーは標準誤差(SE)。カラム内の数字は調査個体数。**:P < 0.01, 

ns: 有意差なし, t 検定。 

 

 

 

図 7-5. ダンダラテントウ大阪個体群における

2003-2011 年の越冬前（秋世代）と越冬後（越冬

世代）における斑紋型別体重平均。二紋型: nigra

＋A, 四紋型: B～I, 斑紋型の詳細は図 2-1 を参

照。エラーバーは標準誤差(SE)。カラム内の数字

は調査個体数。
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表 7-1. ダンダラテントウ大阪個体群における 2003-2011 年の越冬前（秋世代）と越冬

後（越冬世代）における斑紋型別体重平均の二元配置分散分析表。P 値は Tukey の多

重比較。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-6. ダンダラテントウ大阪個体群における 2003-2011 年の雌雄別・

世代別（越冬世代, 春世代, 夏世代, 秋世代）・斑紋型別（二紋型, 四紋型）

の交尾個体の割合。(a): 雄, (b): 雌, 二紋型: nigra＋A, 四紋型: B～I, 斑

紋型の詳細は図 2-1 を参照。カラム上の数字は調査個体数, ns: 有意差な

し, Fisher の正確確率検定。
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ダンダラテントウ大阪個体群の世代による配偶選好性の変動 

 産卵をおこなう 3 つの世代のいずれも、雌雄ともに二紋型と四紋型のあいだ

で交尾個体と非交尾個体の割合に有意差はなかった（図 7-6a,b）。越冬世代では、

雌雄ともに四紋型のほうが二紋型よりもやや多く交尾している傾向があった。 

 

7-4 考察 

 

 2003-2011 年の野外調査の結果から、ダンダラテントウ大阪個体群は、秋世

代から越冬世代にかけて黒いタイプ（二紋型）が有意に増加し、越冬世代から

春世代にかけて赤いタイプ（四紋型）が有意に増加していた（図 7-1）。この増

減を毎年繰り返すことで、通年の斑紋型多型頻度が一定に保たれていることが

わかった。秋世代から越冬世代にかけて二紋型が増加することは、越冬中に四

紋型が多く死亡することを示す。そこで越冬前後の体重平均の違いを二紋型・

四紋型別にみると、どちらも越冬後の体重平均は越冬前（秋世代）よりも有意

に高く小さい個体が越冬中に死亡することがわかった（図 7-5）。さらに、斑紋

型と世代との交互作用がみられることから、四紋型ではより大きな個体のみが

越冬することが示された（表 7-1）。すなわち、越冬中には四紋型が多く死亡し

ており越冬に成功した四紋型は少ない割合であるが二紋型よりは大きな個体が

生き残っていることが示唆された。越冬に二紋型が四紋型よりも有利な理由は、

低温においてはより黒いタイプのほうが赤いタイプよりも体温の維持に有利で

あることが考えられる。あるいは、雌成虫に赤い紋のあるタイプとないタイプ

の二型があるシロオビアゲハ Papilio polytes では赤い紋の発現にコストがかか

るため、紋のない雌よりも寿命が短いことが知られている(Ohsaki 2005)。ダン

ダラテントウにおいても、赤い紋の発現にコストがかかり赤いタイプのほうが
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寿命が短い可能性もある。 

 春世代に越冬世代よりも四紋型の割合が増加した理由のひとつは、越冬世代

では四紋型のほうが二紋型よりも雌の産卵する孵化率が高いために（図 7-3b）、

春世代で四紋型の頻度があがった可能性が考えられる。その要因として、越冬

世代では四紋型のほうが二紋型よりも高い頻度で交尾している可能性がある。

実際交尾個体と非交尾個体の斑紋型の頻度を比較すると、越冬世代では交尾個

体のほうがやや四紋型が多い傾向があった（図 7-6）。四紋型のほうがやや交尾

頻度が高い理由について、雌の体重平均を比較したところ、交尾雌のほうが非

交尾雌よりも有意に体重が重かった（図 7-4b）。さらに、四紋型のほうが二紋型

の雌よりも体重が重い傾向があったため（図 7-4a）、四紋型が二紋型の雌よりも

交尾に有利であったために孵化率が高かった可能性が考えられる。 

 本種は生育温度に依存した斑紋型の変異はなく、黒いタイプの雌からは黒い

F1 世代が、赤いタイプからは赤いタイプの F1 世代が高い頻度で出現する

(Kawakami et al, 2018)。そのため、各世代の卵から成虫までの生育温度が斑紋

型に影響を及ぼした可能性は低く、赤いタイプの雌親からは赤いタイプの次世

代が出現する可能性が高い。一般にテントウムシ類の斑紋型の発現は少数の対

立遺伝子に支配されている遺伝的形質であることが知られている(Sloggett and 

Honěk 2012)。 

 以上のことから、ダンダラテントウ大阪個体群は、越冬中に黒いタイプが有

利であるために赤いタイプよりも多く生き残り、越冬世代では黒いタイプが多

くなる。しかし、越冬で生き残った赤いタイプは体重が重い個体が多く、黒い

タイプよりもやや有利に配偶できるために、雌親の産んだ卵の孵化率が高くな

り、次の春世代で赤いタイプが増加することが考えられた。すなわち、越冬世

代では頻度の小さい赤いタイプに有利な選択が働くことで次世代には頻度があ
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がることを繰り返し、大阪個体群の斑紋型多型の頻度が 2003-2011 年の期間、

維持されていたことが示唆された。 
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第 8 章 総合考察 

  

8-1 気候温暖化にともなうダンダラテントウの分布拡大と定着の要因 

 

 本研究では、ダンダラテントウが近年の気候温暖化により分布域を拡大した

可能性が大きいことが示された（第 3 章）。さらに、その過程において関西地方

では過去には夏季に活動していたにもかかわらず、2000 年以降には夏季の採集

記録がないことがわかった（第 5章）。すなわち本種は分布域を拡大する過程で、

夏季の活動の制限という生活史の変化をともなったことが示唆された。これに

加えて、分布北上にともない体サイズが小さく黒い型の個体が多くなるという、

表現型形質の変化も検出された。これらの変化は、暑く餌資源の少ない季節を

活動を制限することでやりすごし、また日照時間の少ない高緯度に分布を拡大

するために有利な形質にシフトするという、適応進化をともなう分布拡大であ

ったことを示唆している。 

 一般に低緯度地域から高緯度地域へ昆虫が分布拡大するときには、気候が温

暖化した要因(Yoshio and Ishii 2001)のほかに、高緯度の低温に対する気候適応

による昆虫の内定要因の変化(Holt 2003)や、あるいはその両方が要因(Gomi 

1997, Logan et al. 2003)となる可能性をもつ。そこで本種が 、生活史・体サイ

ズ・斑紋型頻度のほかにも気候適応に関連した形質の変化はなかったか、桐谷

2012 のデータから生活史パラメータを用いて推測する。本種のふるくからの分

布域である台湾・沖縄・鹿児島個体群と、あらたに分布した地域である京都個

体群の T0（発育ゼロ点）と、K（有効積算温度）を示す（図 8-1a,b, 桐谷 2012

より改変）。一般により高緯度に分布する種ほど T0 は低く、K は高い。この傾

向は種内の地域個体群間においても同様である（桐谷 2012）。 
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図 8-1. ダンダラテントウの 4 つの個体群（台湾, 沖縄, 鹿児島, 京都）における a): T0

（発育ゼロ点）と b): K（有効積算温度）。桐谷 2012 より改変。  

 

 ダンダラテントウの 4 つの個体群の T0を見ると（図 8-1a）、台湾と京都の間

に有意差がある（Tukey の多重比較検定, P=0.014）。とくに卵から成虫期間まで、

卵期間、幼虫期間には京都の値がほかの 3 地域に比較して も低い。これに対

して蛹期間、産卵前期間にはそのような傾向はない。このことは、本種が分布

域を北上させるにあたり、とくに幼虫期間までの生育期間に高緯度の低温への

適応進化をすすめながら分布拡大したことを示唆している。K については地域

間の有意差はないが、蛹期間を除くすべての期間で京都の値がほかの 3 地域よ

りも高い（図 8-1b）。一般に、高緯度地域の低温で生息する個体群ほど、長い生

育期間を必要とするため大きな K を示す（桐谷 2012）。本種においてもそのよ

うな傾向がみられ、T0 とともに、あらたな分布域である高緯度地域への適応進

化がすすんだことが予想された。ゆえに、ダンダラテントウが分布域を北上さ

せた要因は、過去 100 年の気候温暖化とともに内的要因である季節適応による

適応進化をともなっていた可能性がある。 

  本種は赤道付近から中緯度地方まで広い分布域をもつが、分布域のほとんど

a): T0 (度) 
b): K(日度)
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が熱帯地方であること（図 2-5）から、生態的特性としては暑さやあるいは乾燥

の激しい季節に強いことが予想される。そして分布域を拡大した中緯度地域で

は都市部を中心に植え込みに発生するアブラムシ類を利用し、不安定な餌資源

であるアブラムシ類の複数種を次々と利用しながら世代をつないでいた（第 6

章）。このことは、ヒートアイランド現象と乾燥化がすすんだ都市部でも、都市

公園の植栽を利用してそこに利用できる餌種があるときには、それらを利用し

ながら安定的に生息できる移入種があることを示す好例である。そのような種

には、都市部の植栽は分布域拡大の足がかりにもなりうると考えられる。 

 

8-2 ダンダラテントウの斑紋型頻度のクライン形成と斑紋型頻度の維持機構 

 

 本研究では、ダンダラテントウの斑紋型頻度が高緯度にゆくほど黒いタイプ

の斑紋型が多く、低緯度ほど赤いタイプが多いというクラインをしめすことが

判明した（第 2 章）。そのクラインのなりたちは、近年の気候温暖化により本種

が九州地方から本州中部へと分布域を北上させ（第 3 章）、その過程で黒いタイ

プの斑紋型の割合が増えた（第 4 章）ことにより形成されたらしいことが示さ

れた。 

 ここでは侵入種が新たに形成する種内多型頻度のクライン（地理的勾配）に

着目して考察をおこなう。種内多型とは、同種内に非連続的な複数の表現型が

存在することであり、多型の頻度がクラインを形成するには、後段で詳述する

ように、緯度などの環境勾配に沿って各型の適応度が異なることと、不利な型

の適応度を高め平衡多型を実現するように働く負の頻度依存選択(negative 

frequency dependent selection )の両方が必要なことが分かっている（Endler 

1973, 1977, Takahashi et al. 2011, 高橋ほか 2015 など）。つまり、各型の適
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応度は各個体群ごとに頻度に応じて精密な平衡状態となっていると予測できる。

このような状態で、気温が上昇すると各型の頻度は新たな平衡状態へと速やか

に移行することになる。つまり、多型の頻度クラインは温暖化に非常に鋭敏に

反応すると予測される。このような利点に加え、新たな侵入種を研究対象とす

ることで、多型の頻度クラインが形成される場面をリアルタイムで実証できる

利点もある。たとえば、新たな侵入種が持つ多型のうちたまたま特定の型が多

く侵入するような場合には、侵入地の温度条件と負の頻度依存選択により、各

型の頻度は速やかに平衡頻度に移行すると予測できる。それゆえ、特定の地域

で多型頻度を長期間にわたって追跡することで、ある時点で観察された多型頻

度が創始者効果など偶然の影響によるものか、それとも平衡頻度であるかを正

確に見極めることも可能となる。このような多くの利点があるので、斑紋多型

をもつ侵入種であるダンダラテントウについて、斑紋多型頻度の地理的なクラ

インを利用して、クラインの形成と維持機構の解明および温暖化の評価を試み

る。 

 まずはじめに多型を含む種内変異と多型の頻度クラインについて概説する。

種内においても、個体群内や個体群間に表現型および遺伝的構造の変異が存在

する。このような種内の多様性の研究は、それぞれの種の生態系における存在

様式を理解し、その種の保全を図る上で生態学的に重要であると考えられる。

たとえば、体サイズや斑紋型多型などに代表される形質の種内変異は、野外の

環境変動に対して適応的に応答し、あるいは分布を拡大し新たに遭遇する環境

に対して適応するための素材供給源として、多くの生態学者の興味を引いてき

た。このような形質の種内変異は、分布が地理的に連続している場合には、し

ばしばなだらかな地理的勾配（クライン）をしめす。クラインをなす形質は体

サイズの連続変異のような量的形質と、斑紋型頻度の変異のような質的形質に
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わけられる（図 8-2a,b: 鶴井ほか 2015）。量的形質のクライン研究として代表

的なものは 1)ベルグマンの法則(Bergmann 1847): 内温動物において寒冷な地

域ほど体サイズや体重が増加する、2)アレンの法則(Allen 1877): 内温動物にお

いて寒冷地ほど体の突出部位が小さくなる、および 3)温度-サイズ測(Atkinson 

1994): 外温動物において生育期間の温度が低いほど成熟時の体サイズが大きく

なる、などが多数ある（森本ほか 2015）。このような量的形質のクラインは、

気温や降水量などの環境勾配に沿ってそれぞれの局所個体群が、局所環境に適

応した結果として生じる(Huey et al. 2000 ほか)。すなわち各個体群で、体重や

体サイズなどの形質（たとえば形質 A）の値がそれぞれ 適値となり、それが

個体群ごとの平均値の違いとしてあらわれる（図 8-2a）。 

 これに対して、質的な多型の比率の変異として観察できるクライン（図 8-2b）

もある(Haldane 1948, Endler 1973, 1977 ほか)。以下に実例を挙げる。長期に

わたり調査されたオオシモフリエダシャク Biston betularia parvus の工業暗

化では、煤で汚染された工業地帯ほど黒化型の頻度が標準型よりも高かったが、

大気汚染の改善に伴い再び標準型が優占した(Bishop et al. 1978, Cook 2003, 

Saccheri et al. 2008 ほか)。テントウムシ類の斑紋多型の頻度は地理的なクライ

ンを示す場合がある (Creed 1966, 1971a,b, 1975, Honěk 1975, Scali and 

Creed 1975 ほか)。ハラヒシバッタ Tetrix japonica の黒い斑紋型の頻度は高緯

度地域や標高の高い生息場所で高くなる（鶴井・西田 2010）。アオモンイトイ

トンボ Ischunra senegalensis の雌の体色には、通常の雌型と雄に似た雄型の

二型があり、雄型の頻度は高緯度ほど高くなる地理的なクラインがあり、温度

適応と雄からの性的ハラスメント回避によってクラインが維持されている 

(Takahashi et al. 2011)。このほか、ネズミの体色が、白い砂質土壌からなる海

岸部から暗色土壌の内陸部へかけて急激に変化する現象(Summer 1926, 1929a, 
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1929b, Mullen and Hoekstra 2008 ほか)も質的形質が示す急勾配のクラインと

みなせるだろう。 

 

 

 

 

 

 このような質的形質の発現は少数の主働遺伝子により支配されているため、

質的形質頻度の地理的変異は遺伝子頻度の地理的変異でもある。そして質的形

質のクラインは、量的形質のクラインの発現とは異なり、局所環境への適応の

みからは生じない。なぜならば、ある環境で相対的に適応度の高い形質（たと

えば A）があるときには、その環境で有利な形質 A のみが進化的に優占し、適

応度の低い他の形質は消失するため（図 8-3a）である。同様に他の環境ではそ

の地域に有利な別の形質が優占し、結果として形質頻度の地理的変異はなだら

かなクラインではなく、不連続な二型（図 8-3a）をしめすはずである（高橋ほ

か 2015）。しかし、野外において観察される形質頻度の地理的変異は多くの場

図 8-2. 環境勾配に対応して適応度が変わる形質 Aが示す 2種のクラ

インの概念図。 a) は量的形質が示すクラインを、b)は質的形質の頻

度が示すクラインをそれぞれ表す。 縦軸は、量的形質のクラインの

場合には形質 A の平均値を示すが、質的形質の頻度クラインでは形

質の頻度を示す。 
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合、分断された二型ではなくなだらかなクラインを示す（図 8-3b）。このことは

クラインを形成する各局所個体群において、頻度の低い形質が他の適応度要素

において有利となるように働く負の頻度依存選択によって平衡多型が維持され

ていることを示している(Takahashi et al. 2011)。すなわち、頻度の高い形質も

低い形質も、少なくとも適応度が等しくなければクラインは長期的に維持され

ない(Takahashi et al. 2011)。そのため、質的形質頻度の地理的変異においては、

局所適応は形質頻度の空間的な変異を生じさせることはできるが、クラインを

生じさせることはない。 

 

 

  

 

 この現象を局所的に解釈すると、ある地域で長期にわたり形質の多型頻度が

維持されている場合には、頻度の低い形質に有利な頻度依存選択がはたらくこ

とで適応度が回復し、頻度の高い形質の適応度と等しくなることで多型が維持

されていることになる(Hodgins and Barrett 2008, Takahashi and Kawata 

2013 ほか)。 

 本研究でもちいたダンダラテントウをふくむテントウムシ類には、明るいタ

図 8-3. 環境勾配に対応して適応度が変化する形質 A の頻度が示す二つ

の地理的な変異。 a) 分断された二型 b)クライン 
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イプから暗いタイプまで斑紋型の多型が存在する種がある。代表的なフタモン

テントウでは古くから、斑紋頻度の地理的・経時的変異が報告されてきた(Creed 

1966, 1971a,b, 1975, Honěk 1975, Scali and Creed 1975 ほか)。フタモンテ

ントウの斑紋型は少数の主働遺伝子の働きにより発現するため、このような変

異をもたらす要因として工業暗化説(Muggleton et al. 1975, Brakefield and 

Willmer 1985, Majerus 1998b, McIntyre 2000)や気候適応説(Benham et al. 

1974, Muggleton et al. 1975, Brakefield 1984a, b, c)など、適応進化に基づく説

が論じられてきた。本研究の結果もこの仮説に反することなく、高緯度ほど黒

い型が有利な選択圧をうけて分布を拡大したことから、気候適応の結果が本種

の地理的変異を形成した可能性が考えられる。しかし、本種の斑紋型頻度が地

理的になだらかな変異、クラインを示すことは、先述のように気候適応だけで

は説明することができない。 

 それにもかかわらず、本種の斑紋型頻度がクラインをなし、各地域でさまざ

な斑紋型がさまざまな頻度で維持されている理由のひとつをさぐるために、大

阪個体群の斑紋型頻度の世代変異（季節変異）を 9 年間にわたり調査した（第 7

章）。その結果、大阪個体群では秋世代の成虫が越冬中に赤い型が多く死ぬこと

で越冬世代に黒い型が増加し、越冬世代から春世代にかけては赤い型が増加す

ることを毎年繰り返すことで、斑紋型の頻度が維持されているが判明した（第 7

章）。越冬世代で頻度のさがった赤い型が、黒い型よりも高い孵化率をもつこと

で次世代の春世代に頻度をあげる可能性が示された（第 7 章）。このように、大

阪個体群では越冬には不利であった赤い型が、越冬後の繁殖成功度で有利にな

るために次の世代で適応度を回復するという選択が働くことを繰り返すことで、

進化的にひとつの有利な斑紋型だけに収束してしまうことなく、多型を維持し

ていることが示唆された。 
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 本研究では考慮しなかったが，一つの可能性として、頻度依存選択だけで

はなく、密度依存選択がはたらくことでも多型頻度は維持される（吉山、私信）。

すなわち、個体群の密度が高いときと低いときで、それぞれの形質の有利さに

違いが生じるならば、密度の増減に対応して形質の多型頻度は維持できる。密

度依存選択を検出できる野外データは本研究では得られていない。しかし、ダ

ンダラテントウは捕食性種であり、野外では常時アブラムシ類など餌資源のコ

ロニー内に集まるかたちで観察される（第 6 章）。そのため、本種の密度の世代

変異は小さいことが予想される。ゆえに、本種の密度依存的な形質の有利さの

違い、たとえば個体群の込み具合が世代により異なることで、交尾に有利な斑

紋型がかわるなどの可能性は、きわめて低いことが考えられる。テントウムシ

類では、斑紋型によって密度に対する反応が異なる現象は知られていない。し

かし、密度変動の大きな種では、斑紋型と密度の関係についても考慮する必要

があるかもしれない。これは今後、解明すべき課題である。 

 野外研究においては、実験方法やデータの収集方法には不備が生じやすい上

に、環境条件の予期せぬ変動など、現象にかかわる要因を定量的に検出するこ

とを妨げる事態がしばしば生じる。しかし、野外の現実を捉える上では、野外

研究に勝るものはない。本研究のように表現型多型の個体群間の地理的変異と

ひとつの局所集団での多型頻度の季節変異を野外において同時に検証し、気候

変動との関連を考察した研究例は前例がなく、環境変動と生物の分布北上に関

する野外実証研究として意義深いものと自負している。 
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要約 

 

 近年の気候温暖化は、さなざまな生物の生活史や分布域に大きな影響を与え

ている。中でも も注目されていることは、生物の分布域の北上である。日本

でも昆虫類を中心に多くの生物の分布域の北上が報告されている。しかし、こ

れらの分布域の北上には、たんなる気候温暖化のみならずそれに伴い進行した

多くの交絡要因が存在する。たとえば、奇主植物の人為的な移動、共通の資源

をめぐる競争や繁殖干渉などがそれにふくまれる。これに加えて、種の内的要

因である生活史形質が寒冷な気候に適応すれば、温暖化がなくとも分布の北上

は可能である。このように複雑な要因を考慮すると、温暖化に伴う分布北上を

実証することは非常に困難であることがわかる。 

 本研究では、このような背景を考慮して、テントウムシ類の斑紋型多型に着

目した。テントウムシ類には、明るいタイプから暗いタイプまで斑紋型の多型

が存在する種がある。代表的なフタモンテントウ Adalia bipunctata では古く

から、斑紋型頻度の地理的・経時的変異が報告されてきた。フタモンテントウ

の斑紋型は少数の主働遺伝子の働きにより発現するため、このような変異をも

たらす要因として工業暗化説や気候適応説など、適応進化に基づく説が論じら

れてきた。しかし、これらの変異がどのような環境応答にもとづき形成され維

持されているのか、詳細には明らかにされていない。 

 そこで本論文では鞘翅に明るい型から暗い型の連続的な多型をもつダンダラ

テントウ Cheilomenes sexmaculatus を研究材料として、標本調査と野外調査か

ら、斑紋型頻度の地理的変異のなりたちと経時的変動に対して、気候温暖化が

どのように影響しているかの検証を試みた。本種はアジアの赤道付近から日本

の本州中部まで生息する広域分布種である。さらに近年までの過去 100 年間に
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分布地域を拡大し、分布の北限に近いほど黒いタイプの斑紋型が多いことがこ

れまで経験的に知られている。そこで、まずそのような地理的変異（クライン）

が存在しているかどうかを調べるために、本種の斑紋型頻度の地理的変異を熱

帯から温帯にかけて標本調査に基づいて精査した。次に斑紋型の環境応答の観

点から、斑紋型頻度の地理的変異のなりたちについて検討するために、分布域

の北上が気候要因と関係があるかどうかを調べた。さらに、本種の分布拡大の

過程にともなう形質の変化を斑紋型頻度、体サイズ、発生消長に着目して調査

した。調査は 1918 年から 2005 年の期間にインドネシアから日本の範囲で採集

された合計 1549 個体の標本を用いて行った。その結果、本種は現在の分布域に

おいて高緯度ほど黒い型の斑紋型が多く、低緯度ほど赤い型が多い斑紋型頻度

のクラインをしめすことがわかった。次に、本種の分布北上と気象の変動との

関係を標本と文献を用いて調べた。その結果、1910 年代から 1990 年代にかけて

本種は日本の北緯 33 度から北緯 36 度に分布域を北上していた。この分布北上

は過去 100 年の年平均気温 15℃の等温線の北上とよく一致し、気候温暖化が分

布拡大の要因のひとつである可能性が示された。また、この分布北上にともな

い成虫の体サイズは小さくなり、黒い型の頻度が増加していた。すなわち黒く

小さな個体が、日照時間のより少ない高緯度への分布拡大に際して有利であっ

たことが推察された。さらに、分布拡大ののちに本種が定着した関西地方では、

経時的な夏季の気温上昇とともに成虫の夏季の活動が制限されるという、生活

史の変化がみとめられた。 

 次に、本種の斑紋型頻度の地理的変異がクラインをしめす要因のひとつをさ

ぐるために、大阪個体群の斑紋型頻度の世代変異を 9 年間にわたり野外調査し

た。その結果、秋世代成虫が越冬した後の越冬世代には黒い型が増加するが、

次の春世代には赤い型が増加することを毎年繰り返し、通年の斑紋型頻度が保
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たれている平衡頻度であることがわかった。越冬には日射を有効に利用できる

黒い型が有利であるために赤い型は減少するが、生き残った赤い型の雌は体サ

イズ平均が黒い型よりも大きいために、有利に配偶する傾向があり、産下した

卵は高い孵化率を示した。このことが、越冬により減少した赤い型が，次の春

世代で割合を回復する要因のひとつと考えられた。越冬後には越冬前より割合

が減る赤い型が有利となる、このような選択がはたらくことにより、本種大阪

個体群の斑紋型頻度が維持されていることが推察された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

謝辞 

 

 本研究の遂行と論文の作成において、ご教示とご指導を賜りました西田隆義

教授（滋賀県立大学環境科学部）と高倉耕一准教授（滋賀県立大学環境科学部）、

吉山浩平准教授（滋賀県立大学環境科学部）に厚く御礼申し上げます。西田教

授と高倉准教授は、アマチュアの立場で研究と勉強を続ける私にいつも励まし

と有益なコメントをくださいました。大澤直哉准教授（京都大学農学研究科）

には、テントウムシの飼育方法や投稿論文の書き方について多くの丁寧なご教

示をいただきました。大橋和典博士（住友化学）と山崎一夫博士（大阪健康安

全基盤研究所）には、長きにわたり共同研究者として学会発表や投稿論文につ

いて、多大な議論と助力と励ましをいただきました。沼田英治教授（京都大学

理学研究科）と阿部芳久教授（九州大学比較社会文化研究院）には、ダンダラ

テントウの研究をスタートした 2004 年当初から学会での発表を聴いていただ

き、励ましと有益なコメントをいただきました。故・佐々治寛之教授（福井大

学教育学部）には、本研究の斑紋型頻度の地理的変異のポスター発表を聴いて

いただき、多くの助言と後日には貴重な情報をしたためたお手紙をいただきま

した。佐々治先生がご存命のうちに本研究を遂行できなかったことを先生にお

詫びいたします。古くからの友人でもある荒谷邦雄教授（九州大学比較社会文

化研究院）と細谷忠嗣准教授（九州大学学内共同教育センター）には、おもに

琉球列島の生物地理学についてご教示をいただきました。内貴章世准教授（琉

球大学熱帯生物圏研究センター）と田邊力教授（熊本大学教育学部）、長太伸章博

士（国立科学博物館）には、ダンダラテントウの表現型多型・遺伝的多型につ

いての様々な議論と助言をいただきました。高橋佑磨助教授（千葉大学理学研

究科）には、形質多型のクラインについてご教示をいただきました。松本吏樹



89 
 

郎博士（大阪市立自然史博物館）には、大阪市博の外来研究員としての受け入

れのお世話をいただき、横川昌史学芸員（大阪市立自然史博物館）にはデータ

の統計解析方法についてご教示をいただきました。岡本素治学芸課長（大阪市

立自然史博物館）には、調査のための機材の使用について便宜をいただきまし

た。標本調査にあたっては、大原昌宏博士（北海道大学総合博物館）、野村周平

博士（国立科学博物館）、松本吏樹郎博士（大阪市立自然史博物館）、奥島雄一

博士（倉敷市立自然史博物館）、酒井雅博教授（愛媛大学）、岸本光樹氏（東京

大学付属演習林）、小島弘昭教授（東京農業大学）、沢田佳久博士（兵庫県立人

と自然の博物館）、荒谷邦雄教授（九州大学）、丸山宗利助教授（九州大学総合

研究博物館）、山口大輔氏（九州大学）、松原豊氏（横浜市）、平野幸彦氏（小田

原市）に所蔵標本の閲覧のお世話とご厚意をいただきました。ダンダラテント

ウの採集には、淺野悟史博士（滋賀県琵琶湖環境科学研究センター）、原田一義

氏（対馬市）、堀江明香博士（大阪市立大学）、鈴木紀之准教授（高知大学）、吉

田貴大博士（九州大学）、藤江隼平氏（大阪市立自然史博物館）、中浜直之博士

（東京大学）、山本周平博士（フィールド自然史博物館）、末長晴輝氏（倉敷市）、

藤本博文氏（香川県宇多津町）、金尾太輔博士（沖縄科学技術大学院大学）に多

くのご協力をいただきました。以上の方々をふくめ、本研究に助力をいただい

たプロの研究者のみなさまと、アマチュアの先輩方に深く御礼を申しあげます。

そして、いつも私の勉強を応援してくれる両親と私の家族に感謝いたします。 

 

 

 

 

 



90 
 

引用文献 

Allen JA (1877) The influence of physical conditions in the genesis of species. 

Radical Rev 1:108-140. 

Atkinson D (1994) Temperature and organism size-a biological law for ectotherms? 

Advan Ecol Res 25: 1-58. 

Balthasarová HE (1950) Contribution to the study of variation in Adonia variegata 

Goeze. Prírodovedný Sborník 5: 193-206 (In Slovak). 

Benham BR, Lonsdale D, Muggleton J (1974) Is polymorphism in two-spot ladybird 

an example of non-industrial melanism? Nature 249: 179-180. 

Bergmann C (1848). Über die verhältnisse der wärmeökonomie der thiere zu ihrer 

grösse . Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen. 116pp. 

Berry RJ (1990) Industrial melanism and peppered moths (Biston betularia (L.)). 

Biol J Linnean Soc 39: 301-322. 

Bishop JA, Cook LM, Muggleton J (1978) The response of two species of moths to 

industrialization in northwest England. II. Relative fitness of morphs and 

population size. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biol 

Sci 281: 517-542. 

Blackman RL (1965) Studies on specificity in Coccinellidae. Ann Appl Biol 56: 

336-338. 

Blanckenhorn WU, Demont M (2004) Bergmann and converse Bergmann 

latitudinal clines in arthropods: two ends of a continuum? Integr Comp Biol 44: 

413-424. 

Bogdanov LV, Gagalchy NG (1986) Intraspecific variability in the Asiatic lady-beetle 

Harmonia axyridis Pall. in regions around Vladivostok. Ekologiya 2: 56-62. 

Borer M, van Noort T, Rahier M, Naisbit RE (2010) Positive frequency-dependent 



91 
 

selection on warning color in alpine leaf beetles. Evolution 64: 3629-3633. 

Brakefield PM (1984a) Ecological studies on the polymorphic ladybird Adalia 

bipunctata in the Netherlands. I. Population biology and geographical variation of 

melanism. J Anim Ecol 53: 761-774. 

Brakefield PM (1984b) Ecological studies on the polymorphic ladybird Adalia 

bipunctata in the Netherlands. II. Population dynamics, differential timing of 

reproduction and thermal melanism. J Anim Ecol 53: 775-790. 

Brakefield PM (1984c) Selection along clines in the ladybird Adalia bipunctata in 

The Netherlands: a general mating advantage to melanics and its consequences. 

Heredity 53: 37-49. 

Brakefield PM, Willmer PG (1985) The basis of thermal melanism in the ladybird 

Adalia bipunctata: differences in reflectance and thermal properties between 

morphs. Heredity 54: 9-14. 

Brittain JE (1982) Biology of mayflies. Annu Rev Entomol 27: 119-147. 

Campbell A, Frazer BD, Gilbert N, Gutierrez AP, MacKauer M (1974) Temperature 

requirements of some aphids and their parasites. J Appl Ecol 11: 431-438. 

Chen B, Kang L (2004) Variation in cold hardiness of Liriomyza huidobrensis 

(Diptera: Agromyzidae) along latitudinal gradients. Environ Entomol 33: 

155-164. 

Cook LM (2003) The rise and fall of the carbonaria form of the peppered moth. Quar 

Rev Biol 78: 399-417. 

Creed ER (1966) Geographic variation in the two-spot ladybird in England and 

Wales. Heredity 21: 57-72. 

Creed ER (1971a) Industrial melanism in the two-spot ladybird and smoke 

abatement. Evolution 25: 290-293. 



92 
 

Creed ER (1971b) Melanism in the two-spot ladybird, Adalia bipunctata, in Great 

Britain. In: Creed ER (ed), Ecological genetics and evolution. Blackwell, Oxford, 

pp 134-151.  

Creed ER (1974) Two-spot ladybirds as indicators of intense local air pollution. 

Nature 249: 390-392. 

Creed ER (1975) Melanism in the two spot ladybird: The nature and intensity of 

selection. Proc R Soc B 190: 135-148. 

Crozier L (2003) Winter warming facilitates range expansion: cold tolerance of the 

butterfly Atalopedes campestris. Oecologia 135: 648-656. 

Danilevsky AS (1965) Photoperiodism and Seasonal Development of Insects. Oliver 

and Boyd, London, 283 pp. 

Danks HV (1987) Insect dormancy: an ecological perspective. Biological Survey of 

Canada, Ottawa, 439 pp. 

De Jong PW, Verhoog MD, Brakefield PM (1993) Sperm competition and melanic 

polymorphism in the 2-spot ladybird, Adalia bipunctata (Coleoptera, 

Coccinellidae). Heredity 70: 172-178. 

De Jong PW, Brakefield PM, Ceerinck BP (1998) The effect of female mating history 

on sperm precedence in the two-spot ladybird, Adalia bipunctata (Coleoptera, 

Coccinellidae). Behav Ecol 9: 559-565. 

Dingle H (1984) Behavior, genes, and life histories: complex adaptations in 

uncertain environments. In: Price PW, Slobodchikoff CN, Gaud WS (eds), A new 

ecology: novel approaches to interactive systems. John Wiley & Sons Inc, New 

York, pp 169-194. 

Dixon AFG (1977) Aphid ecology: life cycles, polymorphism, and population 



93 
 

regulation. Annaul Rev Ecol System 8: 329-353. 

Dixon AFG, Kindlmann P, Leps J, Holman J (1987) Why there are so few species of 

aphids, especially in the tropics? Am Nat 129: 580-592. 

Dobzhansky T (1933) Geographical variation in lady-beetles. Amer Nat 67: 97-126. 

Dobzhansky T, Sivertzew-Dobzhansky NP (1927) Die geographische Variabilitat 

von Coccinella septempunctata. Biologisches Zentralblatt 47: 556-569 (In 

German). 

江村 薫（2002）関東地方におけるチョウ目の分布拡大. 昆虫と自然 37(1): 16-20. 

Endler JA (1973) Gene flow and population differentiation. Science 179: 243-250. 

Endler JA (1977) Geographic variation, speciation, and clines. Princeton university 

press, New Jersey. 

Falconer DS (1993) Changes of gene frequency. In: Falconer DS (ed.), Quantitative 

genetics third edition. Longman Scientific & Technical, New York, pp 24-50. 

Favret C, Dewalt RE. (2002) Comparing the Ephemeroptera and Plecoptera 

specimen databases at the Illinois Natural History survey and using them to 

document changes in the Illinois fauna. Annal Entomol Soc Am 95: 35-40. 

Fellers JH (1989) Daily and seasonal activity in woodland ants. Oecologia 78: 69-76. 

Fox CW, Czesak ME, Mousseau TA, Roff DA (1999) The evolutionary genetics of an 

adaptive maternal effect: egg size plasticity in a seed beetle. Evolution 53: 

552-560. 

Frankie GW, Ehler LE (1978) Ecology of insects in urban environments. Annu Rev 

Entomol 23: 367-387. 

藤田文雄（1985）浦和市付近の甲虫類（1）テントウムシ科. 昆虫と自然 20: 28-31. 

Gomi T (1997) Geographic variation in critical photoperiod for diapauses induction 



94 
 

and its temperature dependence in Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: 

Arctiidae). Oecologia 111: 160-165. 

Gomi T (2007) Seasonal adaptations of the fall webworm Hyphantria cunea (Drury) 

(Lepidoptera: Arctiidae) following its invasion of Japan. Ecol Res 22: 855-861. 

Gomi T, Takeda M (1990) The transition to a trivoltine life cycle and mechanisms 

that enforce the voltinism change in Hyphantria cunea Drury (Lepidoptea: 

Arctiidae) in Kobe. Appl Entomol Zool 25: 483-489. 

Grill CP, Moore AJ, Brodie ED (1997) The genetics of phenotypic plasticity in a 

colonizing population of the ladybird beetle, Harmonia axyridis. Heredity 78: 

261-269. 

Gullan PJ, Cranston PS (1994) The insects: an outline of entomology. Chapman and 

Hall, New York, 491 pp. 

群馬県（2011）テントウムシ科．長野原東吾妻町地域の生物調査 群馬県立自然史博物

館 自然史調査報告書 第 5 号 群馬県立自然史博物館 編集・発行, pp 33-34. 

Haldane JBS (1948) The theory of a cline. J Genetics 48: 277-284. 

Harterreiten-Souza ÉS, Togni PHB, Milane PVGN, Cavalcante KR, Medeiros MA, 

Pires CSS, Sujii ER (2012) Seasonal fluctuation in the population of Harmonia 

axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) and co-occurrence with other 

coccinellids in the Federal District of Brazil. Papeis Avulsos de Zoologia 

52:133-139. 

Hamilton WD, Brown SP (2001) Autumn tree colours as a handicap signal. Proc R 

Soc Lond B 268: 1489-1493. 

Hodek I, Iperti G, Rolley F (1977) Activation of hibernating Coccinella 

septempunctata (Coleoptera) and Perilitus coccinellae (Hymenoptera) and the 



95 
 

photoperiodic response after diapause. Entomol Exp Appl 21: 275-286. 

Hodgins KA, Barrett SCH (2008) Asymmetrical mating patterns and the evolution 

of biased style-morph ratios in a tristylous daffodil. Genetics Res 90: 3-15. 

Holt RD (2003) On the evolutionary ecology of species’ ranges. Evol Ecol Res 5: 

159-178. 

Honěk A (1975) Colour polymorphism in Adalia bipunctata in Bohemia (Coleoptera: 

Coccinellidae). Entomol Germ 1: 293-299 (In German). 

Honěk A (1983) Factors affecting the distribution of larvae of aphid predators (Col., 

Coccinellidae and Dipt., Syrphidae) in cereal stands. Z Angew Entomol 95: 

336-345. 

Honěk A (1996) Variability and Genetic Studies. In: Hodek I, Honěk A (eds.), 

Ecology of Coccinellidae. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, 

London, pp 41-57. 

Hori M (1993) Frequency-dependent natural selection in the handedness of 

scale-eating cichlid fish. Science 260: 216-219. 

Høye TT, Forchhammer MC (2008) The influence of weather conditions on the 

activity of high-arctic arthropods inferred from long-term observations. BMC Ecol 

8: 8. 

穂積俊文（1974）東海甲虫誌（20）．住香蝶 26: 105-116.  

Hukusima S, Kouyama S (1974) Life histories and food habits of Menochilus 

sexmaculatus Fabricius (Coleoptera: Coccinellidae). Res Bull Fac Agr Gifu Univ 

36: 19-29. 

Huey RB, Gilchrist GW, Carlson ML, Berrigan D, Serra L (2000) Rapid evolution of 

a geographic cline in size in an introduced fly. Science 287: 308-309. 



96 
 

今井長兵衛（2007）大阪市における 19 世紀末以降の夏季 8 月気候変化. 生活衛生 51: 

160 -171. 

石川県（1979）III 昆虫. 能登内浦地域自然環境調査報告書 石川県環境部, pp 31-38. 

石川県（1980）II 昆虫. 能登外浦地域自然環境調査報告書 石川県環境部, pp 43-46. 

石川県（1982）III 昆虫. 尾添川流域自然環境保全対策調査報告書 白山自然保護セン

ター（編）, pp 55-59. 

石川県（1994）VI 焼畑の昆虫相. 白山地域焼畑調査報告書 白山自然保護センター（編）, 

pp 59-75. 

石川県（1998）テントウムシ科．石川県の昆虫 石川むしの会・百万石蝶談話会 （編）, 

石川県 発行, pp 180-183. 

Itô Y (2001) Ecology of a subtropical fritillary, Argyreus hyperbius, in an urban area 

near Nagoya City, Honshu, Japan. Jap J Entomol (New Series) 4: 73-79. 

JMA 2011. Climate change monitoring report 2010. Japan Meterological Agency, 

Tokyo. 

紙谷聡・矢田脩（2002）地球温暖化に伴うタテハモドキの分布拡大のコンピュータシ

ュミレーション. 昆虫と自然 37(1): 8-11. 

Kaneko S (2013) Occurrence of the exotic predatory ladybird Platynaspidius 

maculosus (Coleoptera: Coccinellidae) in citrus groves in Shizuoka City, Central 

Japan: seasonal prevalence of adults captured on sticky traps. Appl Entomol Zool 

48: 189-194. 

Karley AJ, Pitchford JW, Douglas AE, Parker WE, Howard JJ (2003) The causes 

and processes of the mid-summer population crash of the potato aphids 

Macrosiphum euphorbiae and Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae). Bull 

Entomol Res 93: 425-438. 



97 
 

Katakura H (1981) Sperm storage place in adult females of the phytophagous 

ladybirds belonging to Henosepilachna vigintioctomaculata Complex (Coleoptera, 

Coccineilidae). Entomol Soc Jpn 49: 477-481. 

川邊昌太（1950）オウニジュウヤホシテントウの鞘翅斑紋変異に及ぼす温度の影響に

関する一実験. 學藝 北海道學藝大學機関紙 2: 71-74. 

川上洋一（2015）ナガサキアゲハを北上させたのは戦後の農政か．日本鱗翅学会関東

支部会講演． 

Kholin SK (1988) Phenotypic variation of Harmonia axyridis Pall (Coleoptera, 

coccinellidae) in Primorski krai, geographic and chronological aspects. In: 

Rolnasekomykh v biocenozakh Dalnego Vostoka. Dalnevostochnyi Otdel AN SSSR, 

Vladivostok, pp 106-116 (In Russian). 

Kholin SK (1990) Stability of the genetic polymorphism in colour of Harmonia 

axyridis Pall. (Coccinellidae, Coleoptera) in Maritime province, USSR. Genetika 

26: 2207-2214 (In Russian). 

桐谷 圭治（1997）日本産昆虫、ダニ、線虫の発育零点と有効積算温度. 農業環境技術

研究所報告 21: 1-72. 

Kiritani K (2006) Predicting impacts of global warming on population dynamics and 

distribution of arthropods in Japan. Popul Ecol 48:5-12. 

Kiritani K (2011) Impacts of global warming on Nezara viridula and its native 

congeneric species. J Asia–Pac Entomol 14: 221-226. 

桐谷 圭治（2012）日本産昆虫、ダニの発育零点と有効積算温度定数（第 2 版）. 農業

環境技術研究所報告 31: 1-74. 

Kobayashi M, Nihei N, Kurihara T (2002) Analysis of northern distribution of Aedes 

albopictus (Diptera: Culicidae) in Japan by geographical information system. J 



98 
 

Med Entomol 39(1): 4-11. 

Kryltsov AI (1956) Geographical variation of lady-birds (Coleoptera, Coccinellidae) 

in North Kirghisia. Entomol Obozr 35: 771-781 (In Russian).  

Kumar (2005) Molecular clocks: four decades of evolution. Nature Rev Genet 6: 

654-662. 

Laponite SL, Borchert DM, Hall DG (2007) Effect of low temperatures on mortality 

and oviposition in conjunction with climate mapping to predict spread of the root 

weevil Diaprepes abbreviatus and introduced natural enemies. Environ Entomol 

36: 73-82. 

Liu YC, Kuo MH, Yang SC (2000) Biology and rearing by use of alternative food of 

the ladybird beetle, Cheilomenes sexmaculata Fabricius. Plant Prot Bull Taipei 

42: 11-23. 

Logan JA, Regniere J, Powell JA (2003) Assessing the impacts of global warming on 

forest pest dynamics. Front Ecol Environ 1: 130-137. 

Majerus MEN (1994) Ladybirds, No. 81. New Naturalist Series. Harper Collins, 

London, pp 367. 

Majerus MEN (1998a) The peppered moth story. In: Majerus MEN (ed.), Melanism. 

Oxford University Press, Oxford, pp 97-115. 

Majerus MEN (1998b) Melanism in ladybirds. In: Majerus MEN (ed.), Melanism. 

Oxford University Press, Oxford, pp 221-261. 

Majerus MEN, O'Donald P, Weir J (1982) Evidence for preferential mating in Adalia 

bipunctata. Heredity 49: 37-49. 

Masaki S (1967) Geographic variation and climatic adaptation in a field Cricket 

(Orthoptera: Gryllidae). Evolution 21: 725-741. 

Masaki S (1972) Climatic adaptation and photoperiodic response in the band-legged 



99 
 

ground cricket. Evolution 26: 587-600.  

Masaki S (1978) Seasonal and latitudinal adaptations in the life cycles of crickets. 

In: Dingle H (ed), Evolution of insect migration and diapause. Springer, 

NY/Heidelberg/Berlin, pp 72-100. 

正木進三（1974）10. 気候適応と地理的変異．昆虫の生活史と進化―コオロギはなぜ秋

に鳴くか 中央公論社, pp 221-245.  

松香光夫・佐藤ゆみ子・新島恵子（1985）ダンダラテントウ Cheilomenes sexmaculata 

(Coleoptera: Coccinellidae) の翅鞘斑紋の遺伝. 玉川大農研報 25: 91-97.  

松本市（1997）テントウムシ科．松本市の昆虫 自然部門調査報告書第 1 集 松本市史

自然部門編集委員会（編）, 松本市 発行, pp 52-53. 

McIntyre E (2000) Ecology of urban arthropods: a review and a call to action. Ann 

Entomol Soc Am 93: 825-835. 

McKinnon JS, Servedio MR (2013) Evolutionary ecology: Novelty makes the heart 

grow fonder. Nature 503: 44-45. 

Mikkola K, Albrecht A (1988) The melanism of Adalia bipunctata around the Gulf of 

Finland as an industrial phenomenon (Coleoptera, Coccinellidae). Annales 

Zoologici Fennici 25: 177-185. 

森本 元・高橋佑磨・鶴井香織（2015）量的形質に見られるクラインの基礎的理解への

試み．日本生態学会誌 65: 39-4． 

森津孫四郎（1983）日本原色アブラムシ図鑑. 全国農村教育教会 東京, 545 pp. 

Muggleton J (1978) Selection against the melanic morphs of Adalia bipunctata 

(two-spot ladybird): A review and some new data. Heredity 40: 269-280. 

Muggleton J (1979) Non-random mating in wild populations of polymorphic Adalia 

bipunctata. Heredity 42: 57-65. 

Muggleton J, Lonsdale D, Benham BR (1975) Melanism in Adalia bipunctata L. 



100 
 

(Col., Coccinellidae) and its relationship to atmospheric pollution. J Appl Ecol 12: 

451-464. 

六日町（1981）甲虫目. 六日町西山の自然 六日町（編）, pp 290-311. 

Mullen LM, Hoekstra HE (2008) Natural selection along an environmental 

gradient: a classic cline in mouse pigmentation. Evolution 7: 1555-1569. 

Musolin DL (2007) Insects in a warmer world: ecological, physiological and 

life-history responses of true bugs (Heteroptera) to climate change. Glob Change 

Biol 13: 1565-1585. 

内藤 篤・服部伊楚子・五十嵐良造（1971）わが国におけるハスモンヨトウの分布と

発生. 植物防疫 25: 475-479. 

Nedvěd O, Fois X, Ungerova D (2013) Family effect in body mass and development 

time of Harmonia axyridis. IOBC-WPRS Bull 94: 97-99. 

Nedvěd O, Honěk A (2012) Life history and development. In: Hodek I, Honěk A (eds), 

Ecology and behaviour of the ladybird beetles (Coccinellidae). John Wiley & Sons, 

New York, pp 54-109. 

Obrycki JJ, Orr CJ (1990) Suitability of three prey species for nearctic populations 

of Coccinella septempunctata, Hippodamia variegata, and Propylea 

quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae). J Econ Entomol 83: 

1292-1297. 

O'Donald P, Majerus MEN (1985) Sexual selection and the evolution of preferential 

mating in ladybirds I. Selection for high and low lines of female preference. 

Heredity 55: 401-412. 

O'Donald P, Muggleton J (1979) Melanic polymorphism in ladybirds maintained by 

sexual selection. Heredity 43: 143-148. 



101 
 

Ogawa-Onishi Y, Berry PM (2013) Ecological impacts of climate change in Japan: 

The importance of integrating local and international publications. Biol Conserv 

157: 361-371. 

Ohashi K, Sakuratani Y, Osawa N, Yano S, Takafuji A (2005) Thermal microhabitat 

use by the ladybird beetle, Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae), 

and its life cycle consequences. Environ Entomol 34: 432-439. 

岡本秀俊（1978）テントウムシの摂食の生態に関する実験的研究. 香川大学農学部紀要 

32: 1-94. 

大川秀雄（1994）渡良瀬川河川敷の甲虫目録とその生息場所の分類. 栃木県立博物館研

究報告書 12: 35-64. 

Okuda T, Gomi T, Hodek I (1997) Effect of temperature on pupal pigmentation and 

size of the elytral spots in Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) 

from four latitudes in Japan. Appl Entomol Zool 32: 567-572. 

大桃定洋（1991）茨城県のテントウムシ科について. るりぼし 16: 5-14.  

Orr CJ, Obrycki JJ (1990) Thermal and dietary requirements for development of 

Hippodamia parenthesis (Coleoptera: Coccinellidae). Envir Entomol 19: 

1523-1527. 

Ohsaki N (2005) A common mechanism explaining the evolution of female-limited 

and both-sex batesian mimicry in butterflies. Jour Animal Ecol 74: 728-734. 

Osawa N (2000) Population field studies on the aphidophagous ladybird beetle 

Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae): resource tracking and population 

characteristics. Popul Ecol 42: 115-127. 

Osawa N (2001) The effect of hibernation on the seasonal variations in adult body 

size and sex ratio of the polymorphic ladybird beetle Harmonia axyridis: the role 



102 
 

of thermal melanism. Acta Soc Zool Bohem 65: 269-278. 

Osawa N, Nishida T (1992) Seasonal variation in elytral colour polymorphism in 

Harmonia axyridis (the ladybird beetle): the role of non-random mating. Heredity 

69: 297-307. 

Raupp MJ, Shrewsbury PM, Herms DA (2010) Ecology of herbivorous arthropods in 

urban landscapes. Annu Rev Entomol 55: 19-38. 

Robinet C, Roques A (2010) Direct impacts of recent climate warming on insect 

populations. Integr Zool 5: 132-142. 

Saccheri IJ, Rousset F, Watts PC, Brakefield PM, Cook LM (2008) Selection and 

gene flow on a diminishing cline of melanic peppered moths. Proceed Nat Acad Sci 

USA 105: 16212-16217. 

酒井哲夫・上原美子・松香光夫（1974）ナミテントウ翅鞘斑紋の発現におよぼす温度

要因などの影響. 玉川大学農学部研究報告第 14 号: 33-39. 

櫻井俊一（2001）テントウムシ科. 松山町の昆虫 櫻井俊一(編), pp 15-30. 

櫻井俊一・岡部光一（2003）テントウムシ科. 酒田の昆虫 櫻井俊一・岡部光一（編）, 

pp 108-110. 

Sakurai H, Takeda S, Kawai T (1988) Diapause regulation in the lady beetle, 

Harmonia axyridis. In: Niemczyk E, Dixon AGF (eds), Ecology and Effectiveness 

of Aphidophaga. SPS Acad Publ, The Hague, pp 67-70. 

Sakuratani Y, Matsumoto Y, Oka M, Kubo T, Fujii A, Uotani M, Teraguchi T (2000) 

Life history of Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae) in Japan. Eur J 

Entomol 97:555-558. 

Sasaji H (1971) Genus Menochilus Timberlake. In: Sasaji H (ed.), Fauna Japonica 

Coccinellidae (Insecta: Coleoptera). Academic Press of Japan, Tokyo, pp 284-286. 

佐々治寛之（1986）ナミテントウ同胞種群とヒメカメノコテントウ同胞種群. 日本の昆



103 
 

虫地理学 東海大学出版会, pp 164-174.  

佐々治寛之（1992）福井県産テントウムシ科 27 種の核型．福井虫報 11: 25-38. 

佐々治寛之（1998）ダンダラテントウの鞘翅斑紋の遺伝と問題点. テントウムシの自然

史 東京大学出版会, pp 168-175.  

Sasaji H, Akamatsu M (1979) Reproductive continuity and genetic relationships in 

the forms of the Genus Menochilus (Coleoptera: Coccinellidae). Mem Facul 

Liberal Arts, Univ Fukui. Ser. II, Nat Sci 29: 1-18. 

佐藤勝信（1981）神奈川県産テントウムシ科目録．神奈川県昆虫調査報告書 神奈川県

教育庁社会教育部（編）, 神奈川県教育委員会 発行, pp 413-416. 

Scali V, Creed ER (1975) The influence of climate on melanism in the Two-Spot 

ladybird, Adalia bipunctata, in central Italy. Trans Entomol Soc London 127: 

163-169. 

Schuldiner-Harpaz T, Coll M. (2013) Effects of global warming on predatory bugs 

supported by data across geographic and seasonal climatic gradients. PLoS One.  

8(6): e66622. 

Sloggett JJ, Honěk A (2012) Genetic studies. In: Hodek I, Honěk A (eds), Ecology 

and behaviour of the ladybird beetles (Coccinellidae). John Wiley & Sons, New 

York, pp. 13-53. 

Sota T, Takami Y, Kubota K, Ishikawa R (2000) Geographic variation in the body 

size of some Japanese Leptocarabus species (Coleoptera, Carabidae): the 

“toppled-domino pattern” in species along a geographic cline. Entomol Sci 3: 

309-320. 

Stewart LA, Dixon AFG (1989) Why big species of ladybird beetles are not melanic. 

Funct Ecol 3: 165-177. 

Stillwell RC, Morse GE, Fox CW (2007) Geographic variation in body size and 

sexual size dimorphism of a seed-feeding beetle. Amer Nat 170: 358-369. 

Strouhal H (1939) Variations statistische untersuchung an Adonia variegata gze. 

(col. coccinell.). Z Morph Okol Tiere 35: 288-316 (In German). 



104 
 

杉浦清彦・高田 肇（1998）ダンダラテントウの被食者としての 7 種アブラムシの適性. 

日本応用動物昆虫学会誌 42: 7-14. 

Summer FB (1926) An analysis of geographic variation in mice of the Peromyscus 

polionotusgroup from Florida and Alabama. J Mammal 7: 149-184. 

Summer FB (1929a) The analysis of a concrete case of intergradation between two 

subspecies. Pro Nat Acad Sci USA 15: 110-120. 

Summer FB (1929b) The analysis of a concrete case of intergradation between two 

subspecies. II. Additional data and interpretations. Pro Nat Acad Sci USA 15: 

481-493. 

諏訪哲夫（2003）静岡県の蝶類分布目録－駿河の昆虫編. 静岡昆虫同好会 静岡, pp 

1368. 

Takahashi Y, Watanabe M (2009) Diurnal changes and frequency dependence in 

male mating preference for female morphs in the damselfly, Ischnura 

senegalensis (Rambur) (Odonata: Coenagrionidae). Entomol Sci 12: 219-226. 

Takahashi Y, Yoshimura J, Morita S, Watanabe M (2010) Negative 

frequency-dependent selection in female color polymorphism of a damselfly. 

Evolution 64: 3620-3628. 

Takahashi Y, Morita S, Yoshimura J, Watanabe M (2011) A Geographic cline 

induced by negative frequency-dependent selection. BMC Evol Biol 11: 256.  

Takahashi Y, Kawata M (2013) A comprehensive test for negative 

frequency-dependent selection. Popul Ecol 55: 499-509. 

高橋佑磨・鶴井香織・森本   元（2015）質的形質に見られるクラインを理解するため

の新たな枠組み．日本生態学会誌 65: 47-60． 

Takakura K-I, Yamazaki K (2007) Cover Dependence of predation avoidance alters 

the effect of habitat fragmentation on two cicadas (Hemiptera: Cicadidae). Ann 

Entomol Soc Am 100: 729-735.  

高野三郎（1985）みかん生産の現況と問題点．生活科学研究 7: 84-89.  

Takizawa M (1917) Some new species of Coccinellidae in Japan.I. Sapporo 

Transactions of the Sapporo Nat Hist Soc 6: 220-223. 

Teixeira LAF, Polavarapu S (2001) Postdiapause development and prediction of 

emergence of female blueberry maggot (Diptera: Tephritidae). Environ Entomol 

30: 925-931. 



105 
 

Timofeeff-Ressovsky HA (1940) Zur analyse des Polymorphismus bei Adalia 

bipunctata L. Zbl 60: 130-137 (In German). 

Timofeeff-Ressovsky HA (1941) Temperatur-modifikabilitat des Zeichnungsmusters 

bei verschiedenen Populationen von Epilachna chrysomelina Biol Zbl 61: 68-84 

(In German). 

Tougou D, Musolin DL, Fujisaki K (2009) Some like it hot! Rapid climate change 

promotes changes in distribution ranges of Nezara viridula and Nezara 

antennata in Japan. Entomol Exp Appl 130: 249-258. 

富山市（1994）富山市呉羽丘陵自然環境調査報告．富山市科学文化センター（編）,発

行, pp 138-139. 

富山市（1996）テントウムシ科. 常願寺川流域自然環境調査報告 富山市科学文化セン

ター 編集・発行, pp 195-196. 

富山市（1998）テントウムシ科. ファミリーパーク地内自然環境総合調査報告 富山市

ファミリーパーク公社 編集・発行, pp 103-104. 

富山県（1979）テントウムシ科. 富山県の昆虫 富山県昆虫研究会（編）, 富山県 発

行, pp 379-382. 

Tran JK, Ylioja T, Billings RF, Régnière J, Ayres MP (2007) Impact of minimum 

winter temperatures on the population dynamics of Dendroctonus frontalis. Ecol 

Appl 17: 882-899. 

鶴来町（1995）XIX. コウチュウ目. 鶴来町教育委員会報告調査 石川県石川郡鶴来町

教育委員会 編集・発行, pp 62-76. 

鶴井香織・西田隆義（2010）ハラヒシバッタ（バッタ目ヒシバッタ科）における黒紋

型頻度の緯度クライン. 大阪市立自然史博物館研究報告 64: 19-24. 

鶴井香織・高橋佑磨・森本 元（2015）クライン研究を成功させるために：クライン研

究のあゆみと新しい分類方法の提案．日本生態学会誌 65: 33-37. 

栃木県（2003）テントウムシ科．栃木の昆虫 II 栃木県自然環境基礎調査 栃木県自然

環境調査研究会昆虫支部（編）, 栃木県林務部自然環境課 発行, pp 276-286. 

津吹 卓（2009）ツマグロヒョウモンの生態から北上を考える．蝶学をめぐる諸問題タ

カオゼミナール論文集第 3 集, pp 143-158.  



106 
 

津吹 卓（2011）ツマグロヒョウモンの北上の原因を探る（2）幼虫の行動および冬期

の野生スミレの状態．蝶と蛾 62: 127-134. 

津吹 卓・生亀正照（2008）ツマグロヒョウモンの北上の原因を探る（1）東京都日野

市におけるツマグロヒョウモンの発生消長およびパンジーの入荷量・栽培方法をもと

にして．蝶と蛾 59: 154-164. 

Ueno H (1994) Intraspecific variation of P2 value in a coccinellid beetle, Harmonia 

axyridis. J Ethol 12: 169-174. 

山崎秀雄（1986）甲虫類その 2. 千葉県立中央博物館収集目標資料目録 沼田 真（編）, 

千葉県教育委員会 発行, pp 58-91. 

柳 武（1980）トゲシラホシカメムシの生態型の分化と休眠に関する研究．長野農総

試農事試研究集報 6: 42-55. 

八尾充睦（2002）トゲシラホシカメムシの発育，年間世代数および有効積算温度と翌

年の越冬後個体数との関係．日本応用動物昆虫学会誌 46(1): 15-21. 

Yoshio M, Ishii M (2001) Relationship between cold hardiness and northward 

invasion in the great mormon butterfly, Papilio memnon L. (Lepidoptera: 

Papilionidae) in Japan. Appl Entomol Zool 36: 329-335. 

米沢市（1994）VII. 甲虫目. 吾妻山の昆虫-その特徴と館蔵標本目録 米沢市立上杉博物

館（編）, pp 74-85. 

Yukawa J, Kiritani K, Gyotoku N, Uechi N, Yamaguchi D, Kamitani S (2007) 

Distribution range shift of two allied species, Nezara viridula and N. antennata 

(Hemiptera: Pentatomidae), in Japan, possibly due to global warming. Appl 

Entomol Zool 42: 205-215. 

Yukawa J, Kiritani K, Kawasawa T, Higashiura Y, Sawamura N, Nakada K, 

Gyotoku N, Tanaka A, Kamitani S, Matsuo K, Yamauchi S, Takematsu Y (2009) 



107 
 

Northward range expansion by Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae) in 

Shikoku and Chugoku Districts, Japan, possibly due to global warming. Appl 

Entomol Zool 44: 429-437. 

Wang SU, Michaud JP, Zhang R, Zhang F, Shuang L (2009) Seasonal cycles of 

assortative mating and reproductive behaviour in polymorphic populations of 

Harmonia axyridis in China. Ecol Entomol 34: 483-494. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

初出一覧 

第 2 章 

Kawakami Y, Yamazaki K, Ohashi K (2013) Geographical variations of 

elytral color polymorphism in Cheilomenes sexmaculata (Fabricius) 

(Coleoptera: Coccinellidae). Entomolgical Science 16: 235-242. 

第 3 章 

Kawakami Y, Yamazaki K, Ohashi K (2014) Northward expansion and 

climatic factors affecting the distribution limits of Cheilomenes 

sexmaculata (Coleoptera: Coccinellidae) in Japan. Applied Entomology 

and Zoology 49: 59-66. 

第 4 章 

Kawakami Y, Yamazaki K, Ohashi K (2015) Increase in dark morphs and 

decrease in size during a range extension of Cheilomenes sexmaculata 

(Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology 112 (2): 

289-294. 

第 5 章 

Kawakami Y, Yamazaki K (2017) Disappearance of summer collection 

records for Menochilus sexmaculatus (Coleoptera: Coccinellidae) during 

climate warming. Journal of Natural History 51: 1015-1020. 

第 6 章 

Kawakami Y, Yamazaki K, Ohashi K (2016) Population dynamics, 

seasonality and aphid prey of Cheilomenes sexmaculata (Coleoptera: 

Coccinellidae) in an urban park in central Japan. European Journal of 

Entomology 113: 192-199. 



109 
 

Kawakami Y, Yamazaki K, Ohashi K (2017) Protogyny after hibernation and 

aestivation in Cheilomenes sexmaculata (Coleoptera: Coccinellidae) in 

central Japan. European Journal of Entomology 114: 275-278. 

第 4 章，第 7 章 

Kawakami Y, Yamazaki K, Ohashi K (2018) Effects of temperature on the 

expression of elytral colour polymorphism in the ladybird beetle, Menochilus 

sexmaculatus (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Asia-Pacific 

Entomology 21: 663-666. 

 


	河上：表紙
	河上：目次
	河上：本文


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




