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3-3．トンボの卵の発生のすがた

図3-1． トンボの典型的なものと思われる卵巣と内部生殖器の位置関係を示す図．ov.卵巣小管，eg.卵．lo.側輸卵
管，va.膣，sp.受精のう，bc.交尾のう，ag.付属腺，ovp.産卵器官．卵巣小管は1列しか描いていなくて，腹腔内では
もっとかたむいた状態である．写真はショウジョウトンボの卵巣小管(渡辺庸子氏撮影)．

　トンボの卵は卵巣で成熟します．種によってちがいはありますが，多くのトンボの卵巣は図3-1
のような構造をしていると思われます．卵巣小管といわれる一方が閉じた管で卵が順次成熟してい
きます．閉じた方の先端部には卵原細胞や若い卵母細胞があって，そこから生じた卵細胞が卵巣小
管内に送り出されて一列にならびます．このうち，側輸卵管につながる部分にある卵がもっとも成
熟したものになっています．卵はろ胞細胞とよばれる，卵に栄養を与えたり，卵殻などの構造物を
つくったりするはたらきをもつ細胞の層につつまれています．排卵時にはこのろ胞がやぶれて卵が
側輸卵管に放出されます．

　一方で，オスから受け取った精子は，メスの生殖器の受精のうや交尾のうとよばれる部分にたく
わえられています．そして，産卵時に卵が膣を通過するときに，この精子が初めて卵と接すること
になります．

写真3-9． オニヤンマの卵門．(渡辺庸子
氏撮影)．

図3-2． トンボの卵割と初期発生．n.核，yn.卵黄核，bl.胚盤葉，vp.腹
板，gb.胚帯，s.漿膜，p.原頭葉，am.羊膜．卵黄分割は省略．(Ando, 1962を
参考にして筆者が描き下ろす)．
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　卵と接した精子は，かたい卵殻があるので卵内に入れません．そこで卵殻には精子の通り道が用
意されています．これはふつう卵の前極に数個から10個程度あって，卵門とよばれています．頭部
を卵内につきさした精子は，その核を卵細胞の中に放出し，卵の核と合体して受精が完了します．

　受精卵はただちに発生を開始します．ムカシトンボでは最初は合体した核が卵の前極よりの中央
付近で分裂をくり返します．卵黄の少ないヒトやウニでは核の分裂にあわせて卵全体にも割れ目が
生じますが，卵黄の多いトンボの卵ではそういうことはありせん．この時期の分裂を卵割といいま
す．はじめのうち核は同調的に分裂をくり返し，同じくムカシトンボでは6回程度分裂したころに
核は卵の周辺に移動をはじめます．さらに分裂し数を増やしながら周辺にたどり着いた核のまわり
に細胞膜がつくられ，その結果卵の表面全体に細胞の層が完成します．こういう卵割の方式を表割
といい，できあがった表面の細胞層を胚盤葉（はいばんよう）といいます．

　胚盤葉は卵をルーペでみたくらいではみえないほどうすいものですが，数日後，後極の近くの表
面に透き通った感じの白っぽい部分が現れてきます．これを腹板といいます．さかんに細胞分裂が
おこわれていて，将来の幼虫の体になる部分(胚)がつくられているところです．胚盤葉のうち腹板
をのぞく部分は漿膜（しょうまく）といって卵全体をつつむ膜になります．

　腹板はやがて細長く広がっていき，ヤンマなどの卵ではそれが卵黄の中に陥入し前極の方へのび
ていきます．卵黄の中に陥入した部分の腹がわはうすい膜(羊膜)があって，卵黄から隔てられてい
ます．胚の陥入口近くに位置する部分はいくらか表面に広がっており，ここは将来の頭になる部分
で，原頭葉といいます．つまり頭を下にしてさかさまを向いていることになります．この状態のと
きは，胚の腹部に相当する部分ばかりがつくられていき，背中がわに当たる部分はまだつくられま
せん．

　さらに発生が進み，将来目になる部分が認められるようになってくると，やがて，胚反転という
劇的な胚の動きがみられるようになります．今まで下(後極)を向いていた胚の頭部が卵の内壁に
そって上(前極)へすべるように移動し，同時に卵黄の中に陥没していた胚と羊膜のふくろがちょう
どくつ下を裏返すようにして外に出てきます．そして，腹部が卵の表面がわに位置し，背中に卵黄
をかかえたような状態になります．

写真3-10． オオルリボシヤンマの胚反転．a-d．胚反転(a.胚反転前，b.頭部を出した胚，c.胚反転の途中，d.胚反転の
完了)．e.完成した胚．(渡辺庸子氏撮影)
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　植物組織内産卵をおこなう種では，この胚反転が起きることによって卵内の胚の頭部が出口(前
極)の方に向くことになります．胚反転がなければふ化した幼虫は植物組織内から脱出できないこと
になります．

　胚反転のあと，背中がわの卵黄をつつむように胚の側面から膜がのびていき，やがてすっぽりと
つつんでしまいます．これを背閉鎖といい，やっと背中の部分ができたことになります．ヒトでは
背中がわ，つまりせき髄の部分が先にできるのですが，トンボではずいぶんあとの方になっていま
す．せき髄に相当する神経のたばは，昆虫では腹がわにあって，腹髄とよばれています．すでにお
話ししたように，発生のはじめのうちもっぱら腹の部分がつくられており，そのときに神経(腹髄)
もつくられているのです．

　背閉鎖のときに体内に取り込まれた卵黄は，すべての種で確かめられたわけではありませんが，
最終的に中腸という消化管の中に残ります．これはふ化後自力でエサをとるようになるまで，1齢
幼虫の栄養分になると考えられています．

　たくさんのお話をしましたが，こうやって成熟した胚はふ化を待つばかりになります．この間，
記録では，短いトンボで約6日間のできごとですが，長いものでは240日というのがあります．この
長いものは胚が眠っている(休眠という)からで，くわしくは次の節でお話しします．
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3-10．トンボの成虫たちのすがた

　からだが成熟し，繁殖の季節がやってくると，トンボたちは水辺に集まってきます．このとき，
必ず羽化した水域に帰るとは限っていないようで，種によってはかなり分散してしまうこともある
ようです．このような場合でも，かれらは卵を産むための環境や，幼虫が生活するための環境を認
知できるようで，流水性の種は流水環境に，止水性の種は止水環境に，そしてそのなかでかれらが
必要とするポイントに集まってきます．

　水辺へ出かけてトンボを観察してみると，まず目につくのが，岸辺の棒の先に止まっていたり，
水面をいったり来たりしながら一定の範囲を飛んでいるトンボたちです．これらは多くの場合，そ
ういうポイントでメスを待っているオスです．そこへメスがやってくると，オスは一気にダッシュ
してメスをつかまえ，タンデムになって移精行為に移り(種によっては，この時点で移精行為をすで
にすませていると考えられるものがあります)，その後交尾をします．

　そのあと，ふつうメスはすぐに産卵をはじめます．このとき，多くのオスは，そのメスを他のオ
スにとられないようにさまざまな形で産卵にかかわります．いちばん極端なものが，連結産卵とい
われる，タンデムになったまま産卵する形です．この場合，ほとんどこのメスは他のオスにとられ
ることはありません．イトトンボ科，アオイトトンボ科，モノサシトンボ科のトンボの多くや，ア
カトンボのなかま，ギンヤンマなどがこの産卵方式を採用しています．

　次によくみられるのが，オスがメスをはなし，産卵を近くでみまもるというタイプです．これを
警護といいます．この場合，オスはメスをまもると同時に他のオスがなわばりに侵入するのを防い
だり，そのメスが産卵中に他のメスと交尾をすることができるというメリットがあります．しか
し，他のオスを追い払っている間に，まんまとそのメスを第三のオスにもっていかれることもあり
ます．この方式は，シオカラトンボやオオシオカラトンボをはじめ，多くのトンボ科のなかまなど
で発達しています．

　一方で，昼間，水辺にほとんど現れないトンボのオスもいます．マルタンヤンマ，ヤブヤンマ，
ネアカヨシヤンマ，カトリヤンマなどのヤンマがそれで，早朝や夕方暗くなってから水面を飛ぶこ
とはあるようですが，日中の観察ではふつうは目にすることはありません．こういったトンボたち
のオスがどうやってメスをみつけているのかなど，いくつかの観察は報告されています．

　たとえばカトリヤンマでは，日中，林の周辺から林の中をのぞき込むように飛びメスをさがすと
いわれています．しかしこれらのトンボのメスをさがす行動については，まだ十分に解明されてい
るとはいえないでしょう．なおこれらのトンボは交尾と産卵の間隔がかなり離れているらしく，オ
スがすがたをみせない時刻に，メスが単独でこっそりと産卵に来ているのをみることがよくありま
す．
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　ところで，交尾というと，オスの精子をメス
に送り込むためにおこなわれるものであるとい
うことはよくご存じのことでしょう．しか
し1979年，アメリカのワーゲ博士は，「トンボ
のペニスの二つの機能」と題する論文で，アオ
ハダトンボ属の一種，カロプテリクス･マクラー
タにおいて，交尾時に，メスの受精のうにたく
わえられた前のオスの精子がかき出されている
ことを明らかにしました．トンボのメスは何度
もオスと交尾しますが，この論文の意味するこ
とは，最後に交尾したオスの精子がもっとも高
い確率で受精するということです．

　その後多くのトンボで，やはり最後に交尾し
たオスの精子による受精率の高さが確かめられ
ました．そこで，オスにとっては，自分が交尾
をしたあとでいかに多くの卵を産ませるかが最
大の関心事であるはずで，そういった立場から

メスの産卵にかかわるオスの行動を説明しようとする考え方が発展してきました．

　たいていの場合，この行動パターンは種によって決まっているのですが，なかには状況に応じて
戦術を変えてくる種がいます．上田博士はヒメアカネで次のような例を紹介されています．

　ヒメアカネは，数が増えると水辺でなわばりをもてるオスは限られ，その結果いわゆる「あぶれ
オス」がでてきます．なわばりオスは自分のなわばりを監視できる位置に止まりメスを待っていま
す．そしてメスがやってきたら連結して交尾をします．交尾を他のオスにじゃまされることはほと
んどありません．交尾終了後，離れてからメスの近くにとどまって産卵をみまもります．なわばり
オスにとっては，このメスが産卵中に他のメスがやってきたらそのメスとも交尾できるという点
で，離れていた方が自分の子孫を多く残す上では有利であると考えられます．しかしこの場合，メ
スを他のオスにとられる危険性は連結して産卵するより明らかに高くなるのですが，なわばりを
もっているというこのオスの地位が他のオスに対して有利にはたらき，多くの場合これを追いはら
うことができます．

　一方であぶれオスは，産卵場所から離れたところでメスをみつけ，交尾をした状態で水辺にやっ
てきて，その後状況に応じて二通りの産卵行動を示します．すなわち，なわばりオスの密度が高け
れば連結産卵を，低ければ離れて産卵をみまもります．つまり，前者の場合，なわばりオスにメス
を横取りされる可能性が高いわけですから，あぶれオスにとっては，獲得したメスに，確実に自分
の精子で受精した卵を産ませることに専念したほうが有利であると解釈できます．後者の場合は，
横取りされる可能性が低くなると考えられるので，他のメスとの交尾のチャンスを残しておくほう
が有利になるというわけです．

　これらはまだ細かい部分の証明が残されており仮説段階ということですが，先の立場を支持す
る，かなり説得力のある事例です．

　ヒメアカネ以外にもカワトンボ属やその他のトンボを使ってオスの繁殖戦略の研究が精力的にな
されており，この辺は現在のトンボ学のもっともホットな分野の一つです．

　さて，オスがメスを獲得し，その後自分の精子で受精した卵を産ませるのにさまざまの方法を
とっているのに対し，メスのほうは，生まれくる子孫にとってもっともつごうのよいところへ卵を
産むために，その産卵方法にバリエーションがあります．

　トンボの産卵のしかたにはいくつかのパターンがあって，枝重夫博士が1960年にそれを分類･整
理されました．
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　まず，産卵の対象物(産卵基質という)とメスの
産卵器官が接触する場合の接触産卵と，接触し
ない場合の遊離産卵にわけます．このうち接触
産卵のほうはさらに産卵基質の種類によって，
葉，茎，朽ち木などの植物組織内，泥や土の
中，および水中という3通りにわけることができ
ます．

　次に飛翔しているか静止しているかによって
飛翔産卵と静止産卵にわけます．

　これらを組み合わせると，植物組織内静止産
卵(＝植物組織内産卵)，接泥静止産卵，接水静止
産卵，遊離性静止産卵，植物組織内飛翔産卵，
接泥飛翔産卵(打泥産卵･挿泥飛翔産卵)，接水飛翔産卵(打水産卵)，遊離性飛翔産卵(＝空中産卵，打
空産卵･停止飛翔産卵)という，理論的に8通りの産卵方法が考えられますが，このうち植物組織内飛
翔産卵をのぞく7通りまで現実に観察されています．

　日常的にはこれにオスと連結した状態で産卵
しているかどうかという状況をそえて，それら
に「連結」と「単独」をつけることが多いよう
です．たとえば連結打空産卵とか単独打水産卵
というようにいいます．また打水産卵では，連
続的に打水する連続打水産卵，間欠的に打水す
る間欠打水産卵というふうにわけられていま
す．

　産卵場所を正しく選択するということは，子
孫を少しでも多く残すためにはとても重要な作
業です．トンボの場合，卵や幼虫が生育しやす
い環境，たとえば，池で植物がよく茂っている
ところとか，流水で底が砂地であるところとか
は，あの，よく発達した目で認知しているとい
われています．これはその場所の環境を目で見
て判断できるということですが，これらの能力
の解明については，まだこれからの分野のひと
つです．

　トンボの成虫の寿命についてはいろいろと調
査研究がなされています．筆者がベッコウトン
ボでおこなった結果によると，長いもので羽化
してから50日くらい生き続けます．越冬した
り，生殖休眠したりする種は当然これが長くな
ります．もっとも，トンボがその寿命をまっと
うすることはまれで，たいがいの場合，事故や
捕食されることによって死んでしまうようで
す．ベッコウトンボでは，これらの要因を含め
た平均寿命は10日に満たないという報告もあり
ます．

　成虫の活動が活発におこなわれ，生き残りが
後生殖期という老後を過ごし，そして成虫の寿
命がつきるころ，そのトンボのシーズンは終わ
ります．シーズンの終わりは，人が気づかない
間にひっそりと訪れます．
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