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千葉農試研報 17 : 95～ 100 (1976) 

ナシチビガの交尾行動と処女雌の誘引効果

清水喜一

Mating Behaviors of Pear Leaf Miner, Bucculαtrix pyrivorellαK. 

and Attractiveness of Virgin Female 

Kiichi SHIMIZU 

I 緒 言

ナシチビガBuceulatrixpyrivorella K.はこ乙数年の聞

にナシの重要害虫となったが10年程前までは害虫としては

ほとんど問題にならず，年間の発生回数についてさえも

明らかでなかった。近年各県において本虫の発生が問題

となり，防除の必要がおこって清水ら l，のによる発生消

長および発生時期の予察方法， FUJIIEらめによる越冬期

の死亡要因，平井4うによる休眠覚曜に関する報舎がなさ

れている。しかし本虫の交尾行動IC関してはまだ何の報

告もされていない。

昆虫の交尾行動に関与する性フェロモンの存在につい

ては数多くの報告があり，この性フェロモンを利用した

害虫の発生予察および防除の新しい方法を探索する試み

もBEROZAらのをはじめ多くの研究者の手によってなさ

れている。飛朔距離が短いと考えられるナシチビガの防

除においては，性フェロモンの利用は有効であると思わ

れる。性フェロモンによる害虫の発生予察および防除は，

交尾行動の利用とその制御にもとずいている。したがっ

て対象害虫の交尾行動の詳細を知るととは性フェロモン

の害虫防除への応用の基礎となる。本報では 1971～72

年におこなったナシチビガの交尾行動に関する室内での

基礎的調査と野外で試みた処女雌による誘引実験につい

て報告する。

乙の研究を遂行するにあたり農林省農業技術研究所昆

虫第 1研究室湯嶋健室長，および当場発生予察研究室沼

田巌前室長から御指導と御鞭達をいただいた。また乙の

報告のとりまとめにあたり，農林省農業技術研究所昆虫

第 1研究室玉木佳男技官，当場病害虫研究室長井雄治室

長，沢田正明技師，発生予察研究室市原伊助室長，藤家

梓技師からは有益な御助言をいただいた。乙 ζlと厚く御

礼申し上げる。

n 材料および方法

羽化時刻の調査では野外のナシ栽培園から採集したナ

シチビガの越冬踊を l頭ずつ内径8mm，長さ40仰のガラ

ス製小管ビンIL入れ，自然光室温条件下に置き羽化最盛

期となる直前の 4月23日から 4日聞にわたり， 1時間ご

とに羽化状況を観察した。夜間の調査は 5Wの赤色球の

照明によって観察をお乙なった。乙の際点灯，消灯によ

る光学的刺激を避けるため，赤色球は24時間点灯を継続

しておいた。交尾行動などの調査の際にも夜間は同様な

方法によった。

交尾時刻の調査においても採集した越冬婦を 1頭ずつ

小管ビンに入れ，羽化後腹節数の相違により雌雄を判別

し実験IL供した。実験は20士1°C, 15時間照明の人工条

件下でおこない，乙れに供試する成虫は羽化前から水だ

けを与え，同条件下に保存した。そして内径15仰，長さ

100 mmのガラス製管ビンに雌雄各 1頭を入れて30分ごと

に交尾の観察をおこなった。管ビンの中には水分源とし

て， 7.kを含ませ固くしぼった脱脂綿を入れておいた。

雌のコーリングについては交尾の観察の際と同じガラ

ス製管ビンに雌 1頭を入れ，自然光または人工照明条件

下で観察をお乙なった。雄の性的活性の調査には内径30

卿，深さ50mmのプラスチック製管ビンの内壁に粉末化し

たパーミキュライトを付着させ，細かい金網の上に逆に

立て，乙の中lと雄 l頭を入れた。乙の装置を自然光室温

条件下に置き，雄成虫の活動IC伴って落下するパーミキ

ュライ卜を，あらかじめ金網の下IC用意した水で漏れた

ろ紙で回収した。落下したパーミキュライトの量が雄成

虫の活動量を反映していると考え，落下量を 5段階IC分

け，それぞれ 0～4の数値を与えた。雄12頭について調

査をし，得られた数値の平均値をその時間内の雄の活動

量とした。雌の影響を避けるため，乙の調査は交尾その

他の実験室とは別の建物の中でお乙なった。また当時農

業試験場ではナシチビガの発生は認めておらず，雌の影

響はまったく無かったと思われる。

野外の誘引試験は1971年 6月19～ 21自に八千代市の栽

培園においておとなったが，この時期は第 l世代成虫の
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1. 羽化時刻

自然光室温条件下で，羽化最盛期である1971年 4月23

～27日の96時間における 1時間ごとの羽化数を第 1図に

示した。との試験における全羽化数は雌が 245頭，雄が

332頭であった。ナシチビガの羽化は特定の狭い時間帯

に集中するようなことはなく，玉木らめのコカクモンハ

マキにおける観察と同様に昼間に羽化するものがほとん

どであった。雌では昼間に羽化するものが96~ちを，雄で

は97~ちを占めていた。全期間を照明したり，日長条件を

変える実験はお乙なわなかったが，明期になってすぐ羽

化するような乙とはなく，なだらかな山ではあるがピー

クも認められるので単に暗条件が羽化を抑制しているの

ではなく，日周性のある乙とがうかがえる。また 4日間

を通して見ると初日に雄が多く最終日には逆転してい

る。乙れは野外の誘殺結果と同じであり，清水ら2）の求

めた発育IC必要な有効温量によって説明される。

2. 交尾時刻l

人工照明条件下における交尾時刻は第 2図A-EK示

すように，暗転後 3時間目のところにピークが見られ，

これは羽化当日（ 0 x 0）から 3日目（ 3× 3）まで同

ーであり変化が見られなかった。玉木らののコカクモン

ハマキ， JACKLINらηのスカシパガ科の 1種Sαnninoide

exitiose (SAY）では羽化後日数の経過とともに交尾時

刻が早くなるととが報告されており， Sanninoide exi・ 

tiose (SAY）では野外における雌に誘引される雄の飛

来ピークも雌の羽化後日数によって 1日で30～50分ずつ

早くなるという。しかしナシチビガにおいてはそのよう

な現象はまったく見られず，交尾時刻lζは処女雌の日令

が影響する乙とはないと推定された。

結果と考察阻

ナシチピガの羽化1首長

交尾率を見ると羽化当日が47%, 1 日後が43~ち， 2日

後が52~ち， 3 日後が18~ちであり平均は41~皆である。羽化

当日から交尾率は高く，羽化 2日後までにほとんどが交

尾を完了するのではないかと思われる。

交尾継続時間は短いものでは30分以内，長いものでは

3時間を越えることもあったが平均61分であった。平均

交尾継続時間を羽化後日数別に見ると，当日が48分， I 

日後が53分， 2日後が90分と 2日後までは日令とともに

交尾時聞が長くなっている。羽化 3日後のものでは交尾

時間は56分と短かったが，交尾数は 5対しか得られてい

ない。

3. 交尾行動

交尾IC先立ち雌は麹をほぼ水平に拡げ，腹部をやや上

方にあげる姿勢をとる。乙の時雌の腹都末端からは性フ

ェロモン分泌腺と思われる突起物が見られた。乙の静止

状態は雄が現われるまでかなり長く続き，観察中最も長

かったものは 5時間以上，通常 2' 3時間は継続した。

また乙の状態は比較的安定しており，多少の刺激では中

断することは少なし中断しでもこの姿勢はすぐに回復

した。乙の姿勢がりん麹自の雌の配偶行動で一般に認め

られているコーリングポジションあるいはコーリングポ

ーズに相当するものであると考えられる。乙の時雄を近

羽化最盛期に一致していた。トラップとしては， 180× 

300X 60 mmのプラスチック製の容器を用い， ζれに界面

活性剤ツイン20をどく少量加えた水を入れて使用した。

容器の上方 150仰の所に 6Wのブラックライトか処女雌

を入れた両面金網製の丸かどの一方，もしくは両方を取

り付けた。丸かどの中には羽化当日と羽化 1日後の処女

雌30頭を， 11<を含ませた脱脂綿とともに入れた。処女雌

とブラックライトを併用する場合にはブラックライトの上部

をアルミフオイルでしゃへいし，光の影響の少ない上部

に丸かどを置いた。直射日光を避けるためトラップの取

り付けは午後 5時どろにおこなった。調査は 3日聞にわ

たり， トラップの位置を変えて 2回繰り返した。また各

種トラップへの飛来時刻についても調査をおとなった。

第 1図
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ずけると，雄は興奮状態となり活発に行動し，コーリン

グポーズをとる雌に近寄った。乙の時雄は腹部末端から

把握器を突出させていると思われるが，雌と平行に並ん

だ後，尾端を曲げ交尾を完了した。雄の乙の興奮した状

態は，りん麹目雄の配偶行動で一般にメーティングダン

スと呼ばれているものに相当すると考えられた。また交

｛対）
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第 2図 ナシチピガの羽化後日数別の交尾時刻
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尾完了後，雄はその麹を雌の上に重ねるような型をとっ

た。ナシチピガの乙れら一連の行動は玉木ら6）のコカク

モンハマキの交尾行動と良く似ていた。

との一連の雌雄同調した行動は雌から放出される性フ

ェロモンにより解発される雄の行動として説明できるが，

果して雄の側K，交尾行動を決定する要因が何もないか

どうかを知るため雌のコーリングポーズをとる時刻！と，

雌の影響のない所での雄の活動時刻との関連について調

査をおこなった。その結果は第 3図に示すように，交尾

開始時刻と同じ ζろにコーリングポーズをとる雌のピー

クが認められ，それにやや先立つて雄の活動ピークがあ

る。この雄の活動ピークが雌を探索するための行動であ

るととは十分考えられ HIDAKA8）がアメリカシロヒトリ

で推定したように性フェロモンの有効範囲が狭い場合に

は，雌は静止して性フェロモンを放出しているのであり，

野外において交尾をスムーズに成功させるのには有効な

行動であると思われる。佐々木9）のウリキンウワパにお

いては暗転直後に雌雄両方に摂食行動であると考えられ

る明らかな活動ピークがあり，それとは別にナシチビガ

と同様に雌のコーリングポーズをとる時刻に雄の活動ピ

ークが認められている。すなわちナシチビガ，ウリキン

ウワパなどの昆虫では雌の存在なしにも交尾時刻には雄

の行動の活性が高まり，雌の放出する性フェロモンを発

見する前の段階において，雄の側でも交尾行動が開始さ

れているのではないかと考えられる。

4. 交尾回数

交尾時刻の調査で交尾を完了した雌雄について，それ

ぞれ羽化後 1日白の末交尾の雌雄と対Iζし，交尾時刻調

査と同一条件，同一方法で交尾の有無を観察した。その

結果は第 1表IC示すように，雌ではコーリングポーズを

｛対）
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第 3図 ナシチビガの雌雄の活動時刻と交尾時刻



とる個体も見られず，再交尾も認められなかった。野外

においても雌の交尾は 1回だけであると思われる。雄に

ついては36～43%の高率で再交尾が認められた。 1回目

の交尾率と比較して差はなく，野外でも雄は 1回以上の

交尾をしていると思われる。また 2回目の交尾をした個

体について， 3回目の交尾を確認するため同様な方法で

実験をおζ なったが交尾は認められなかった。供試個体

数も少なく，雄成虫も弱っていたためと恩われるが， 3 

回以上の交尾については不明である。 2回目の交尾の時

刻を第 4図IC示すが， l回目の交尾時刻と比較しでもほ

とんど差はないものと思われる。交尾継続時聞は雄の日

令 1日のもので平均65分， 2日のもので 110分， 3日の

もので60分と 1回目の交尾継続時間と同様な傾向であっ

たが，交尾継続時聞はいずれも 1回目よりは長くなって

いた。

5. 処女雌の誘引効果

ブラックライト，処女雌，および両者併用の各トラッ

プによるナシチビガ成虫の誘殺数を第 2表に示す。 1日

目には併用トラップにおいて，単純加算的な効果が認め

られ処女雌およびブラックライト単用のトラップよりも

雄の誘殺数は多くなっている。しかし 2日自にはブラッ

クライトに比較して若干の併用効果は認められるものの

処女雌単用の方がはるかに誘殺数は多くなっている。 2

日間の平均値を見ると処女雌単用のトラップが 246頭と

第17号

数

一一一交尾継続数

一－－－交尾駒始数

ff＼ λ .J Lーノ ＼ー／＼
I I I ¥ 

21 22 23 24 1 別

千葉県農業試験場研究報告

（対）

ヂで
J、

尾

98 

5時19 

最も多く雄を誘殺しており，併用トラップの 151頭，ブ

ラックライト単用の64頭と比較して高い誘引効果を示し

ている。誘殺数はトラップの取り付け位置によっても，

大きく違う ζ とが考えられるが， 2日目の併用効果の減

少については丸かどの中にブラックライトの光が漏れ，

雌のコーリングポーズをとる時刻に乱れがあったととも

原因として考えられる。繰り返しの回数は少ないが，ナ

シチビガの場合，ブラックライトに比較して処女雌の誘

引効果は高く，両者併用の効果は少ないと考えられる。

乙のように処女雌とブラックライトを併用する場合，玉

木ら10）はそれぞれの効果と併用効果の組み合わせから 4

種の型が考えられる乙とを報告している。ナシチビガの

場合は， YUSHIMAら11）のハスモンヨトウと同じように，

処女雌単用の効果が高く，ブラックライト併用の効果が

単用とほとんど変わらない第Eの型に分

類されるのではないかと考えられる。

各種トラップへの飛来時刻について知

るため1971年 7月 1自に周縁な方法で調

査をおこなった。ナシチピガの発生にと

ってはやや遅い時期であり誘殺数も少な

かったが一応の傾向は把握することがで

きた。ブラックライトトラップについて

だけは 5点について調査をおこなったが，

雌は誘殺数が少なかったので 5点の合計

数を示した。第 5図lζ示したように雌の

ブラックライトへの誘殺は日没直後に小

さなピークが見られるだけであるが，雄

ではいずれのトラップにおいても日没後

2～ 3時聞に大きなピークが見られた。

乙の雄の誘殺ピークは配偶行動に同連し

た活動ピークであると考えられるが，室

内での雄の活動時刻の調査結果よりも遅

いところにピークが見られた。この雄の

活動時刻が野外と室内で一致しない原因

としては雌の放出する性フェロモンに感

ナシチビガ既交尾雄の 2回目の交尾時刻第 4図
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（頭）

一一一処女雌とブラックライト骨量

ー一一処女雌（雄）
15 

誘 一ーープラックライト（雄・5トラッ
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ナシチピガの各種トラップへの誘殺時刻

応した時の雄の性的活性の高まりの方が雄単独で置いた

時のそれよりも強いためであると考えられる。また処女

雌トラップと併用トラップでは遅い時刻にも雄の誘殺が

比較的多く認められたが，これは交尾行動の観察で見ら

れた雌だけで置かれた時のコーリングポーズが長時間継

続するという前述の結果から説明できると考える。

以上の結果から，雄成虫に対する処女雌の誘引効果が

高いζ とが明らかとなった。ブラックライ卜のような他

の昆虫も一緒に誘殺してしまうトラップでナシチピガの

ような小昆虫を選別して計数することは困難である。と

のような場合ナシチビガだけを誘引する性フェロモンを

利用したトラップが完成されれば本虫の発生消長の調査

は簡便になるだけでなく正確にもなると思われる。

W 摘要

ナシチビガの交尾行動IC関する室内試験，野外におけ

る各種トラップを用いた誘引試験の結果，次の乙とが判

明した。

成虫の羽化が，ある特定の狭い時間帯に集中する乙と

はなかったが，昼間に羽化するものが多く雌では96%,

雄では97%を占めていた。交尾は日没後 3時閣を中心に

おこなわれ，羽化後日数の経過とは関係なく一定であっ

た。交尾率は羽化当日から高率（ 48 %）であり，羽化 2

日後までほぼ一定であった。交尾花先立ち，雌はコーリ

ングポーズをとり，雄はメーティングダンスをおこなう

ことが認められた。一度交尾した雌は再びコーリングポ

ーズをとるととはなく，雌の交尾は l回だけであったが，

雄では 2団交尾するものが36～43%と比較的多かった。

また2回目の交尾時刻も 1回目と同様であった。交尾継

続時間は平均約60分であったが 2回目の交尾ではやや長

ゴ

いようであった。雌の存在なしにも交尾時刻の少し前に

は雄の活性が高まり，性フェロモンを感じ反応を起ζす

以前に交尾行動が開始されている ζ とが示唆された。野

外におけるトラップでは処女雌単用の誘引効果はブラッ

クライ卜のそれに優り，ブラックライトを併用しでも効

果の増大はほとんど認められなかった。各種トラップlζ

誘殺される雄のピークは日没後 2～3時閣を中心IC:認め

られ，室内で得られた結果とほぼ一致していた。雌の誘

殺ピークは雄とは異なり，日没直後lζ認められたが誘殺

数は少なかった。
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Summary 

Mating behaviors of the pear leaf miner, Bucculatrix pyrivorella K. were observed under the labor-

atory and natural conditions. Ripae were collected from pear orchards in Yachjyo City and were main-

tained at 20℃ in ISL-9D conditions. Ninetysix percent of female and 97% of male emerged during 

day time. Peak mating activity was observed at 3hr after sunset or light-off. Mating time was not in-

fluenced with the age of adults. Mating activity of the moths under the conditions of artificial illumi-

nation ( 15L-8D) showed a high value (about 50%) on the day of emergence, and this value was main-

tained until the 2nd day after the emergence. Most of the females mated only once, but many males 

mated twice or more during their lives. Mating behaviors of the moths were characterized by the 

calling of females and the mating dance of males. Effects of black light, virgin females and their com-

binations on attractiveness to the pear leaf miner moth were evaluated in a pear orchard in Yachiyo 

city. A trap baited with 30 virgin females captured 24 7 males per night. Attractiveness of the virgin 

female was not improved by the combination with a 6w black light lamp. 
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