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はじめに

“飛んで火に入る夏の虫"という諺は，灯火の魅力に抗

えずに身を滅ぼしてしまう昆虫の光に対する行動の定型性

に事寄せている. この諺は， 7世紀の中国で書かれた梁書

の到概伝のなかの「知飛蛾之赴火(飛蛾の火に赴くが如く

して)Jが由来とされており(後藤ら， 1963)，今から 1400

年前には既に，昆虫の走光性を顕著な生物現象として人々

が捉えていたことがわかる.昆虫の走光性は，さまざまな

芸術的表現においてモチーフともされてきた.自然科学者

でもあったゲーテ(J.W. von Goethe)は，西東詩集のなか

の詩文「昇天のあこがれ SeligeSehnsuchtJで， ["おまえはど

んな距りにもさまたげられず 呪われたように飛んでゆく

ついに光をもとめて蛾よおまえは 火にとびこんで身を焼

いてしまうjと，蛾の走光性を詠んだ(井上， 1966). 速水

御舟は，炎に身を焦がす蛾を幻想的に描いた「炎舞」を残

した走光性の特徴は，昆虫の和名にも表されている.ヒ

トリガ科のガ類の名の由来は 江戸時代にさかのぼる.行

灯の灯明を消す蛾を，火を盗みに来た虫に人々は見立て，

火取蛾，火盗蛾と名付けた.テントウムシ科のコウチュウ

類は，太陽に向かうような定位行動を由来として天道虫と

名付けられたとされる.このように古くから人々は，見虫

の光に引き寄せられる性質を，他の動物にはなL吋皇p定型

性を示す不思議な現象として興昧をかき立てられてきたの

である.そして現代でも 「蛾の火に赴くが知しjという

言い回しが使われるほどに 昆虫の走光性は我々の身近

にある. しかし，これほど身近な現象であるにもかかわら

ず，昆虫がいったいどのような行動メカニズムで光に集ま

るのか，それがどのような適応的意義をもつのか，につい

ては，実は，いまだ十分に明らかになっていない.見虫の
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走光性が謎の行動であることは あまり知られていないと

pえる.

一方，昆虫の走光性現象は応用的にも重要であり，農業，

林業，製造業，小売業，学術研究，医療などさまざまな産

業現場や日常生活において 光源を刺激源として付与した

トラップ(ライトトラップ)が既に利用されている.例え

ば，昆虫の紫外光への強い走光性を利用して，ブラックラ

イトを光源としたトラップによる防除は， これまでさま

ざまな農業害虫で試みられている (Cantelo，1974). また，

Gilbert (1984)は，昆虫の電撃ライトトラップに関する報

告のなかで，推定で 20万個もの工業デザインされたライ

トトラップが使用されていると述べている.生物多様性の

保全が叫ばれるなかで， ["環境に優しpJという観点から，

光による害虫の予察・防除や光への益虫や希少見虫の低誘

引 .J~、避は，魅力的な昆虫管理技術としての可能性を秘め

ている.昆虫の走光性をより高度に制御するというニーズ

は，今後増々高まるだろう.ところが，走光性の行動メカ

ニズムの解明が十分でないことを大きな理由として，見虫

走光性の応用的な展開は，停滞的な状況にあるといえるか

もしれない.光によるより効率的な高誘虫，及び低誘虫技

術の開発のために，今再び，昆虫が光源の周囲に集まる現

象を整理し，昆虫の走光性の行動メカニズムについて，理

解を深めなければならない.

そこで本稿では，まず昆虫の走光性現象について整理す

るとともに，さまざまなメカニズムで昆虫が光源の近くに

集合している可能性を指摘する.そして，走光性が引き起

こされる物理的・生物的環境条件や，光，及び光源の属性

について，これまでの研究をまとめる.また，走光性が引

き起こされる行動メカニズムに関して，提案されてきた走

光性の仮説をまとめる.そしてそれらの仮説から予想され
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る昆虫の光源への到達位置と移動軌跡について，明らかに

なっていることを紹介する.昆虫の走光性現象に関する数

多くの知見を見渡すことで，今後の昆虫走光性の研究につ

いて，応用的な観点から問題提起をしたい.

本稿をまとめるにあたり 多くのご助言とご鞭縫をいた

だいた佐賀大学名誉教授の藤修純夫先生に厚くお礼申し上

げます.同時に，調査と行動実験を手助けいただき，議論

のほとんどにお付き合いいただいた向井裕美氏， -Wil孝夫

氏，馬場成実氏に深謝致します.田中信太朗氏， 山漬由美

氏，長田翠氏には，本文に対して貴重なコメントをいただ

きました また，本多健一郎氏，遠藤信幸氏，八瀬順也

氏，増田俊雄氏，宮本武彰氏，永山敦士氏，薮哲男氏，植

松繁氏，宮竹貴久氏には，研究過程においてさまざまなご

助力をいただきました本研究は，農林水産省委託研究

プロジェクト「生物の光応答メカニズムの解明と省エネル

ギー， コスト削減技術の開発」のうち， I害虫の光応答メ

カニズムの解明と高度利用技術の開発 (INSEC下 1102)Jの

一部として，並びに JSPS科研費 25450485の一部として

実施されたものです.

動物の走光性の定義

動物の走光性(光走性，趨光性;phototaxis)は，狭義に

は，動物の空間内での光源そのものに対する定位と運動の

様式と定義される. その運動の方向性によって 2つに分

類さ れ，光源に向かう 場合は，正の走光性 (positivepho 

totaxis) ，光源から遠ざかる場合は，負の走光性 (negative

phototaxis)と呼ぶ (Campan，1997) . 

ただ，動物の光源に対する集合現象が，光源に対する定

位の結果であるかどうかを厳密に区別するのは容易では

ない. これは，動物の行動は光からさまざまなかたちで

影響を受けるためである(弘中 ・針山， 2009; Shimoda and 

Honda， 2013). ある動物が光源の周りに集まっている現象

が観察されたとする. 一見，その状況は，光源の明るい部

分に対して動物が正の走光性を示したかのように見える.

しかし， そのような狭義の走光性(第 l図a)によらなく

とも，動物はさまざまな行動メカニズムで光源に集まる可

能性が考えられる. まず，光依存的なキネシス (kinesis; 

無定位運動性)によっても 動物は光源の近くに到達する

(第 l図b，キネシスによる見かけ上の定位).動物が光刺

激によってクリノキネ シス (klinokinesis;変向無定位運動

性)やオル トキネシス (orthokinesis;変速無定位運動性)

を解発する場合，光源に反応して方向転換の頻度や移動速

度を変化させる ことで，光に直接向かう定位メカニズムを

もたないにもかかわらず，結果的に光源に定位したように

観察される ことになる また 光源が周囲に作り 出した別

の光刺激に対して定位することで，光源に定位したように

観察される場合がある(第 l図 c，周囲の光環境への定位 :
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第 l図 動物が光源付近に集まるさまざまなメカニズム.狭
義の正の走光性では，動物は光源そのものに定位する
(a ;狭義の走光性による定位). また，動物は光依存
的に運動の転向角度や速度を変化させることで，結果
的に光源に近づく 場合 (b;キネシスによる見かけ上
の定位)や，光源が周囲に作り出した別の光刺激に対
して定位することで，光源に定位したように見える場
合 (c;周囲の光環境への定位)がある.行動メカニズ
ムから考えた場合， a， b，及びcを，広義の走光性とし
て扱うことが一般的である(実線矢印). 一方，背光
反応、や行動抑制により移動が阻害された場合 (d;行
動阻害による見かけ上の定位)，光源周囲の光以外の
環境条件に反応して近づく場合 (e;間接的な定位)な
どによっても，動物は光源付近に集まる.これらの場
合に引き起こされる光源への集合は，走光性現象とは
呼ぶことはできなL、(破線矢印).

後述のマッハバンド理論を参照).

さらに，光源の近くで行動が阻害されることで，見かけ

上，光源近くに動物が集まる可能性も考えられる(第 l図

d，行動阻害による見かけ上の定位).例えば，飛朔性の昆

虫では，背側から光を受けるように姿勢定位する背光反応

(dorsal light reaction)が知られている.そのような習性を

もっ飛期性見虫は下方から強い光を当てられることで姿勢

定位が阻害され，光源付近に落下した個体は誘引されたよ

うに観察されることになる.あるいは，ある閥値以上の明

るさに曝されると移動行動が阻害される動物ならば，走光

性を全くもたない種でも 光の周囲に結果的に集まること

になる.ヤガ類に代表される一部の夜行性昆虫には，光に

よる行動抑制現象が知られているが(野村ら， 1965)， こ

の行動反応は，行動阻害による光源への集合を引き起こす

可能性がある さらに，光源の近くに存在する餌の匂いに

導かれるなど，光刺激とは全く無関係の刺激によって，昆

虫が光源の近くに集合することもあり得るだろう(第 l図

e，間接的な定位).

広義の走光性は，光依存的な定位メカ ニズムにより光

源に結果的に近づく行動 あるいは光源から結果的に離
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れる行動として使われることが多い. そのような範障に

おいて，前述のキネシスによる見かけ上の定位や，走暗

性 (scototaxis)によって光源の周囲に近づく行動(後述す

るマッハバンド理論)も走光性に含まれる.但し，応用的

な観点においては，動物が光源自体に「直線的に，能動的

に」引き寄せられるかどうかが重要な要素となるため，キ

ネシスによる見かけ上の定位など広義の走光性に含まれる

ものや，行動阻害や間接的な刺激への反応といった走光性

とは別の行動反応によるものは，狭義の走光性と明確に区

別して研究する必要がある.これらのことを考えあわせる

に走光性現象を扱う場合には，対象動物の光源に対する

定位と運動の過程を詳細に観察し その移動の軌跡を得る

ことが不可欠である.そして，動物が光源を刺激源として

おり，曲線を描きながらか直線的に光源に移動していた場

合は，狭義の走光性である可能性が高いと推察される(後

述のコンパス理論，真の走光性理論を参照). 

本稿では， I走光性」は，主として見虫の光源に対する

正の走光性を扱い，キネシスによる見かけ上の定位や，周

囲の光環境に対する定位を含めた「広義の走光性」として

用いた.また，走光性によって解発された昆虫の光源への

集合を「走光性現象」と記述した

見虫の走光性現象の特徴

見虫の走光性を理解するにあたって，まずは，これまで

観察されている走光性現象を概観する.走光性を示す昆虫

種にみられる特徴は，走光性の適応的意義と行動メカニズ

ムを検討するうえで我々に重要な示唆を与えてくれる.ま

た走光性現象が引き起こされる環境条件や，光源に誘引

された個体の特徴といった情報は 応用的な観点からも有

用である.

1. 光源に誘引される種

ある地域に棲息する見虫の種類目録を作成するためのイ

ンベントリー調査において， ライトトラップは重要な調

査方法として多用される. これは，数多くの種類の見虫

が，光源に誘引されるからに他ならず，昆虫の走光性が多

くの種でみられることを示している.例えば，ボルネオ島

のサワラク州の熱帯雨林で行われた調査では， トビムシ目

やイシノミ目を含む 23目の分類群に属する約百万個体が，

20Wのブラックライトによるライトトラップに誘引され

ている (Katoet al.， 1995). 種数をカウントした調査として

は，チョウ目見虫のライトトラップによる調査がさまざま

な場所で行われている. Frank (2006)のまとめによれば，

大型チョウ目昆虫に限定した場合にさえ，数百から千を超

える種数がいずれの調査でも誘引されている.イギリスの

ロザムステッドで 1933年から 67年間にわたって行われた

ライトトラップの調査では 118種のカメムシ目昆虫が記

録されている (Southwoodet al.， 2003). 乙れらの結果は，

夜行性見虫における走光性が，極めて普遍的な反応である

ことを示している.

夜間に人工光源に集まる見虫は，夜行性の種に限定さ

れない.例えば，昼行性のチョウ目見虫が人工光源に誘

引された記録が複数ある (Heitzman，1965; Chowdhury and 

Soren， 2011). こうした誘引は，台風，別の昆虫，あるい

は採集者などにより，夜間に休息場所を撹乱されて追い出

された畳行性昆虫が，新しいねぐらを探す過程で人工光源

に集まった結果であると考えられている (Chowdhuryand 

Soren， 2011). また，コロラドノ、ムシ Leptinot，αrsadecemlin-

eaω(コウチュウ目:ハムシ科)(Otalora-Luna and Dickens， 

2011)や，本特集で報告された幾つかの昼行性の昆虫につ

いては，暗条件下で光源に対して走光性を示すことが確認

されている.

光源には飛期性の種だけでなく， 地表俳個性の種も

誘引される.例えば，飛朔しないとされるイモゾウムシ

Euscepes postfasciatus (コウチュウ目:ゾウムシ科)の成虫

は，野外で地表に置かれたライトトラップに捕獲される

(仲本・津抵， 2001). ブラジルサシガメ Triatomainfestans 

(カメムシ目:サシガメ科)の幼虫は，野外のライトトラッ

プに歩行により近づく (Vazquez-Prokopecet al.， 2006). 室

内実験においても，前述のイモゾウムシ (Katsukiet al.， 

2012)を含めて，コクヌストモドキ Triboliumcastaneum (コ

ウチュウ目:ゴミムシダマシ科)(Duehl et al.， 2011 )やオサ

ムシ科に属するゴミムシ類の数種 (Andersen，1989)など，

俳個性の種の歩行による光源への接近が報告されている.

2. 誘引に影響する環境条件

ライトトラップによる採集を同じ場所で継続すると，

採集される虫の個体数は，夜ごと大きく変動する. これ

は，気象などの環境条件が，見虫の活動性と光源への定

位という 2つの行動要素の両方に影響を与えるためと考

えられる. Williams (1940)は，気温，光，湿度，風，大

気圧， 雷と稲光の 6つの気象条件が， 見虫のライトト

ラップへの誘引に影響を与えると指摘した. 多くの種

で，低温 (Williams，1940; Hardwick， 1972; Persson， 1976; 

McGeachie， 1989) や強い風(鹿島・河野， 1941; Persson， 

1976; Mizu旬ni，1984; McGeachie， 1989)により誘引数が低

下するとされるが，これは，昆虫の飛朔行動などの活動性

が抑制されることによると考えられる.但し，アメンボ

Aquarius paludum (カメムシ目:アメンボ科)では温度環境

が定位行動自体に影響することが実験的に確かめられてお

り，成虫時の高温が正の走光性を，低温が負の走光性を引

き起こした (Harada，1991 ;原田， 1996). 

昆虫の走光性メカニズムを考えるうえで，光の受容を

含め，光源への定位行動に直接影響を及ぼす環境条件も

重要である.例えば，多くの見虫で月齢や月の光量とラ

イトトラップの誘引数との関係が検討されている.ライト
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トラップに誘引される虫の個体数を新月と満月付近で比較

すると，一部の種は，満月付近で多くの個体が誘引される

(Ito et al.， 1993). しかし，多くの種は新月に近い月齢ほ

ど誘引数が増加し，数倍の差がみられる (Williams，1940; 

Nowinszky et al.， 1979). 同様の傾向は，外灯に誘引される

見虫種でもみられる (Eisenbeis，2006).満月に誘引数が低

下する傾向の原因として，見虫の活動性が満月付近で低下

する可能性 (Bowden，1973)と，光源への定位行動が満月

により阻害される可能性の 2つが考えられる.ベイトト

ラップ (Yelaand Holyoak， 1997)や吸引トラップ (Williams

et al.， 1956)を用いた調査では，満月付近でも多くの個体

が採集されることから，月齢と光源への誘引数の関係は，

活動性が月齢に応じて増進・抑制されることによるのでは

なく，光源への定位行動自体に，月が何らかの影響を及ぼ

しているためだと考えられる.満月の夜の誘引数の減少

は，背景である暗闘が明るくなることで，昆虫が引き寄

せられる範囲である光源の誘引半径が小さくなることに

よる可能性が検討されている (Bowdenand Church， 1973; 

Eisenbeis， 2006) .背景の光強度の重要性は，光量がより低

下する曇りの夜に誘引数が増加することや，林冠によって

空からの光が遮られる林内で誘引数が多い，といった観察

結果からも支持されている (Bowden，1982). また，月が

作り出す夜空の偏光が光源への誘引に影響を及ぼす可能性

が指摘されている.数種のガ類 (Nowinszkyet al.， 1979)， 

及びトピケラ類 (Nowinszkyet al.， 2012)では，夜空の偏光

が最大となる上弦，及び下弦の月において，ライトトラッ

プへの誘引数が最大となることが観察されている.但しこ

の現象は，極微弱な月の偏光が，それらの昆虫の光源への

定位行動に影響を及ぼしているのではなく，月の偏光を定

位のキューとして利用する見虫が，上弦や下弦の月齢で，

飛朔個体数を増加させるためだと考えられている.

また，日長条件の走光性への影響が報告されている.ア

メンボでは，明期 14.5時間の長日条件で飼育された成虫

は，強い正の走光性を示す.一方，明期 9.5時間の短日条

件で飼育されたものは，負の走光性を示すことが実験的に

確かめられている (Harada，1991). 

3. 誘引個体の特徴

特定の活動周期にある個体が光源へ誘引されやすい乙

とは， さまざまな見虫で知られている.ニカメイガ Chilo

suppressalis (チョウ目:ツトガ科)では，光源に対して日

没とともに飛来が始まり，雌は日浸後 1~2 時間で，雄は

それに 1~2 時間遅れて最盛期に達し， 0時以降に弱まる

ことが報告されている(上遠， 1930). これは，本種の活

動性が，前夜半に集中することによるものである(八木，

1935) .活動周期の走光性に対する影響が実験的に確かめ

られた例としては，キスジノミハムシ Phyllotretastriolata 

(コウチュウ目:ハムシ科)の実験がある. さまざまな波

長の光をペトリ皿の上方から照射して，ハムシが光の方向

に定位を開始するまで光強度を上昇させることで，走光性

の作用スペクトル (action-spectrum)が測定された.午前

8~12 時，午後 13~18 時，夜間 18~24 時の 3 つの時間帯

で実験が行われた結果，午前に比べて，午後と夜間の 2つ

の時刻では，ハムシの走光性の感度は低く，特に， 430nm 

以下の波長に対して反応性が低いことが明らかになった

(Yang et al.， 2003) . 

光に誘引される見虫において 幼虫齢や成虫日齢などに

持徴がみられる場合がある.ガ類の幼虫では一般的に，若

齢時には正の，老齢時には負の走光性を示すことが報告さ

れている (Olsonand Rings， 1969; Archer and Musick， 1976; 

Shields and Wyman， 1984; Griswold and Trumble， 1985). 例

えば，ヤガ科の一種 T~phaena pronubaでは，幼虫の走光

性を評価するため，片側半分が黒ペンキで遮光されたペト

リ皿の上方から光を照射して，ペトリ皿の照明部と遮光部

に存在する個体数がカウントされた.その結果， 1齢幼虫

では顕著な正の走光性が， 7齢幼虫では顕著な負の走光性

が示され， それらの聞の齢期では， 中間的な反応が観察

されている (Madge，1964). そのほか，ゴミムシダマシ科

のコクヌストモドキとヒラタコクヌストモドキ Tribolium

coポIsum では，成虫脱皮後， 2~3 日齢では負の走光性の

傾向が強いものの， 4~5 日齢では正の走光性の傾向が強

かった (Arbogastand Flahe町， 1973). 

ガ類では， ライトトラップに雄が誘引される傾向が強

いことが経験的に知られている. これは，性によって走

光性に違いがあるためではなく， ライトトラップが解放

空間に設置されることが多く，広い範囲を飛期する雄が，

それらのトラップに捕獲されやすいためだと指摘されて

いる (Robinsonand Robinson， 1950; Frank， 2006). このこ

とを示す例として， Robinson and Robinson (1950)は，解

放空間に設置したライトトラップにはカレハガ科の一種

Trichiura craωegiの雄のみが採集され，樹木の近くに設置

したライトトラップには雌のみが採集されたことをあげて

いる.走光性に性差はないというガ類の議論の一方で，実

験的に性差が観察された報告例もある. クロパエ科の一

種 Calliphorae~throcephala の 50W ハロゲンランプに対す

る走光性を調べた研究では，性によって大きな違いが認め

られた雌は，羽化後2日目に強い正の走光性を示した

後， 3日目以降は急激に負の走光性を示した.一方，雄で

は，同様に 2日目に正の走光性を示した後，およそ 3日間

隔の周期で正と負の走光性を交互に示す傾向が観察され

た (Meyer，1978). コロラドハムシは両性共に， 570nmの

緑色 LEDあるいは 585nmの黄色 LEDに強く誘引された

が，他の波長の光による選択実験では性差が認められた

雄は， 白色 LEDを660nmの赤色光や 351nmの紫外光よ

りも好むが，雌ではそのような選択的傾向はみられなかっ
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たまた雌は赤色LEDに比べて 紫外光や 472nmの青色

光を好んだが，反対に雄にはそのような傾向はみられな

かった (Ota1ora-Luna and Dickens， 2011) . 

フィンランドに棲息するヤガ科の一種砂draeciapeト

asitおの野外の標識再捕法による調査では，同一種のなか

の特定の個体が光に誘引されやすい傾向があり，光に対す

る行動の変異が種内に存在する可能性が指摘されている

(Vaisanen and Hub1in， 1983). 走光性が長距離移動に関係

するという考えに基づけば，このような種内変異を説明す

る原因のーっとして，遡型多型との関連が考えられる. し

かし， アブラムシ科の一種Sitobionrosaeiformisの有遡型

と無題型の簡単な観察では，両形態共に正の走光性が観察

され，麹型多型に関連するような顕著な走光性の差異は観

察されなかった (Hajongand Varman， 2002). 

走光性を引き起こす光と光源

昆虫の走光性は，どのような特徴をもっ光源により引き

起こされるのだろうか.見虫は，波長(色)，強度，偏光

といった光の属性，あるいは光源の大きさや形状といった

視覚的な属性を，複眼と単眼により受容する.光源への走

光性とは，それらの多様な光と光源の視覚的属性に対する

行動反応と考えることができる.

さまざまな種類のランプを用いた野外調査から，水銀灯

が多くの種や個体数を引き寄せることが明らかにされてき

た (Mikko1a，1972; Eisenbeis， 2006; Bates et al.， 2013) . しか

し，それぞれのランプでは光と光源の属性が大きく異なる

ため，昆虫がどのような属性によって誘引されたのかを明

らかにするためには，光と光源の種々の属性を制御し，特

定の視覚的属性のみを変化させた時の行動反応を観察する

実験が必要で、ある.

1.波長

光の属性のなかでも波長，すなわち色という属性が走光

性に大きな影響を及ぼすことは明瞭で、ある.例えば，本特

集の論文の多くは，昆虫が波長の異なる光源に対して明確

な選好性をもつことを示している. これまでも膨大な種

類の昆虫について，走光性における波長選好性の実験が

行われてきた (Weiss，1943， 1944， 1946). それらの実験で

は，刺激光の強度や実験個体の順応状態が注意深く調節さ

れていなかったり，個体の齢や性，観察する行動といった

条件がさまざまであったりするものの，多くの見虫にとっ

て 330~370nm の紫外光の誘引性が最も高いことが明らか

になっている (Menze1，1979). 但し，例外的に，紫外光に

比べて緑色光に強く誘引される傾向が報告された種もいる

(Mikko1a， 1972). 

厳密な実験によって，幾つかの見虫からは走光性の作用

スペクトルが得られている. セイヨウミツバチApismel-

lifera (ハチ目:ミツバチ科)では，固定した個体の片側の

複眼に，単色光をさまざまな強度で照射し，照射方向に頭

部を向ける反応を走光性の指標として，走光性の分光感

度曲線 (spectra1sensitivity curve)が得られている (Kaiser

et al.， 1977). この曲線は 3つのピークから成り，最も感

度の高い紫外域 (339nm) のピークを 100%とした場合

30%程度の 2つのピークが， 青色域 (438nm) と緑色域

(534nm)に確認された. 自由歩行できるセイヨウミツバ

チを用いて，光源を自発的走光性行動 (spontaneousphoto司

tactic behavior)により選択させる実験でも，紫外域に高い

ピークをもっ類似の結果が得られている (Labhart，1974). 

高圧キセノンランプの白色光とさまざまな光強度

の単色光を， 走光性により選択させる実験から， キ

イロショウジョウパエ Drosophilamelanogaster (ハ

エ目:ショウジョウパエ科)の作用スペクトルが調

べられた (Schumperli，1973). 低光量条件下である

0.05ergs 1・cm-2 (1 ergs-1・cm-2= 1 X 10-3 J'm-2・S-1) で

は， 紫外域 (367nm) と緑色域 (504nm) で同等に選

好性が高い二峰性の曲線が得られたが， 高光量条件

(10ergs -1.cm -2)では，緑色域の選好性が大きく低下し，

紫外域に強く誘引されることが明らかにされた.また，キ

イロショウジョウパエでは，複眼の順応状態によっても，

作用スペクトルが大きく変化することが明らかにされてい

る (Schumper1i，1973). 

2. 光 強 度

走光性を引き起こす最低限の光強度は，応用的にも重要

である.暗箱のなかで採餌するように訓練されたセイヨウ

ミツバチは，餌を得た後，帰巣のために走光性を示して暗

箱から脱出する.この際， 537nmの緑色LEDの場合， 8.3X

107quanta!cm2/s (1 quanta!cm
2
/s=lphotons'cm-2.s一1) 以上

の光強度で反応を示すことが明らかとなっている.これを

ミツバチの個眼の視角度と緑レセプターの数から計算する

と， 7個の個眼の 28個の緑レセプターが 1秒間に同時に

10個の光量子を受容するだけで反応する極めて高感度な

闘値であることを意味する (Menze1and Greggers， 1985) . 

刺激光の光強度を徐々に大きくしたとき，昆虫の走光性

反応がどのように変化するかを明らかにした強度応答曲線

(intensity-response curve)は， 幾つカかミの種で S字状を描く

(ωSch巾1

20∞03引). このことから，一般には光源の光強度が大きいほ

うが，昆虫走光性は強く解発されると考えられている. し

かし，光強度が大きいほど，より強力な，あるいはより正

確な誘引性を引き起こすかどうかについては検討の余地

がある.クロパエ科の一種仁 elアthrocephalaでは， 1O-3~ 

1031x (llx = 11umen'm -2)のハロゲンランプを用いて，光

源に対する走光性の精度が調べられた. その結果， 10
2
1x 

において最も正確な光源への定位が観察され， それ以上

の光強度では光源への定位が分散することが認められた
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(Meyer， 1978). ニカメイガでも，光源への定位に際して

最適な光強度がある乙とが示唆されている. Kaburaki and 

Iwasa (1933)は，長方形の暗箱の一端に白熱電球を置いた

実験アリーナにおいて，ニカメイガを放虫して電球への到

達率を調べた.白熱電球の照度を1.9X10-51xから 17.21x

まで変化させところ， 1.3~9.2X 10-21xの照度で，雌雄共

に最大の到達率を示した.

3. 偏光

直線偏光に対して，水生昆虫を中心とする昆虫が誘引

されることはよく知られているが (Schwind，1991)，その

ような昆虫の偏光走性 (po1arotaxis)は，主に水面の反射

光の偏光度合いを人工的に制御することで明らかにされて

きた一方，偏光した光を照射する光源に見虫が誘引され

たり，そのような光源を思避したりするかどうかについて

は，次のような研究例がある.

メスアカモンキアゲハ Papilioaegeus (チョウ目:アゲハ

チョウ科)の雌に，偏光フィルターにより偏光方向を変え

た2つの光源を垂直に立てて，産卵基質として選択させ

たすると，アゲハチョウは同じ波長の場合，斜めや垂直

方向に偏光した光源よりも，水平方向に偏光した光源に対

して，活発な産卵行動を示した (Ke1ber，1999; Ke1ber et al.， 

2001) . また，ネッタイシマカ Aedesaegypti (ハエ目:カ

科)の雌でも，光源への生得的な偏光走性があることが報

告されている.この実験では，透明水槽の真下に 15Wの

ブラックライトと 20Wの白熱ハロゲンランプを配置して，

水槽と光源の聞に置いた拡散板と偏光フィルターの順序を

入れ替えることで偏光と非偏光を作り出したこの 2つの

水槽を選択させた結果，雌は水平偏光が照射された水槽

に，有意に多くの卵を産卵した (Bernathet al.， 2012). 

野外の調査では， 6Wの白色蛍光灯の側面を，偏光ある

いは減光フィルターで、覆った光源を使用したトラップへの

誘引が観察されている. この調査では，ハエ目のユスリ

カ科の見虫が非偏光や垂直偏光の光源に比べて，水平偏

光に顕著に誘引されることが観察された (Danthanarayana

and Dashper， 1986). このほか， 1000Wの水銀灯を使用し

た別の調査では，ハエ目とチョウ目の見虫が，偏光した光

源を付与したトラップに多く捕獲されている (Kovrovand 

Monchadskiy， 1963). また， 42WのU字型蛍光灯を光源と

して用いた偏光と非偏光のライトトラップの場合，少なく

とも一方の光源に誘引されたコウチュウ目 115種類のうち

8種類で，偏光光源により多くの個体が捕獲されたと報告

されている (Szentkira1yiet al.， 2005) . 

4. 光源の大きさ

光源の大きさが見虫の走光性に与える影響についての

研究例は， 意外にも少ない. ヨーロッパアワノメイガ

Ostrinia nubilalis (チョウ目:ツトガ科)を対象とした野外

の誘引実験では， 750かcd(1ιcd=10.761umen'm -2)の光

強度で発光する 250Wのキセノン光源が用いられた円

形の発光面の直径を 2インチから 5.66インチまで変えて，

面積が最大 8倍までになる 4つの光源サイズのトラップを

用いてガの誘引数が調べられたその結果，発光面のサイ

ズが 8倍になるのに伴って，誘引数は約 5倍に増加した

(Ficht and Hienton， 1941). また，市販の電撃ライトトラッ

プの 21種のモデルについて，イエバエ Muscadomestica (ハ

エ目:イエバエ科)の捕獲率と，光源の明るさ，紫外光の

反射面積，光源のワット数， トラップの形，色，サイズと

いった 6つの特性について重回帰分析をした調査では，光

源の明るさに続いて，紫外光の反射面積が，捕獲率に大

きな影響を及ぼすことが明らかにされている (Pickensand 

Thimijan， 1986) . 

5. 光源の形とパターン

走光性における形に対する選好性の研究では，いずれも

色彩板などの反射光が用いられている.一方，直接光であ

る光源においては形やパターンに選好性があるか，反射光

と同様の選好性がみられるか などについてあまり明らか

になっておらず，研究が今後進められることで応用的な進

展が期待される.

反射光を用いた実験では アザミウマ科の一種

scかωthr加 citriが三角形，四角形，及び楕円形の (Moreno

et al.， 1984)， ミパエ科の 3種のミパエ類が四角形と円

形の (Hilland Hooper， 1984)， ミカンキイロアザミウマ

Frankliniella occident，αlis (アザミウマ目:アザミウマ科)が

円形の (Maina1iand Lim， 2010)，タバココナジラミ Bemisia

tabaci (カメムシ目:コナジラミ科)が三角形の (Kimand 

Lim， 2011)色彩板に強く誘引されることが報告されてい

る.但し，ブユ科のハエ類 (Bradburyand Bennett， 1974)や

ツチハンミョウ科の一種時Icleω 中 icicornぉ(Lebesa et al.， 

2011)に対する色彩板の実験では，形への選好性は認めら

れなかったと報告されている.また，白黒のさまざまなパ

ターンをセイヨウミツバチに選択させた実験では， ミツバ

チは生得的に放射状で対称的なパターンを好むことが示さ

れている (Lehreret al.， 1995) . 

6. 光源の点滅

光源の点滅(フリッカー)を弁別することができる限界

のフリッカ一周波数(自ick紅 白sionfrequency ;フリッカー

融合頻度)は， ヒトでは 50Hz程度であり，それ以上の点

滅は融合して連続光のように見える.幾つかの飛期性の見

虫はフリッカー融合頻度が高いことが知られており，我々

が知覚できないようなフリッカ一周波数を感じることがで

きる (Autrum，1950， 1958). 

Syms and Goodman (1987)は，イエバエに，平均光強度

とスペクトルを同一に合わせたフリッカ一周波数 100Hz

の 15Wの紫外線蛍光灯とフリッカーフリーにした蛍光灯

を選択させた. その結果， 75%の個体が 100Hzで点滅す
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るランプに誘引され，光源の点滅が高い誘引効果を示すこ

とが明らかになった. また 13Wの白色のコンパクト蛍

光灯を使った実験では，コナジラミ科の 3種，タバココナ

ジラミのバイオタイプB オンシツコナジラミ Trialeurodes

vaporariorum， T. abutilonea (Chu et al.， 2004)と，ネッタイ

イエカ Culexquinq四(asciatus(ハエ目:カ科)，及びイエパ

エ (Chuet al.， 2006)が，フリッカーフリーの光源と比べて

フリッカ一周波数 120Hzの光源に有意に誘引される結果

が得られた.一方，ワモンゴキブリ Periplanetaamericana 

(ゴキブリ目:ゴキブリ科)では，反対にフリッカーフリー

の光源に有意に誘引される傾向が観察されている (Chuet 

al.， 2006). ネコノミ Ctenocephalidωfelis(ノミ目:ヒトノ

ミ科)のフリッカーに対する反応を調べた屋内研究では，

5 1O~550nm の LED ライトを使用したノミ用の市販ライ

トトラップが用いられた.点滅させた光源によるトラッ

プと連続点灯のトラップの比較では，点滅トラップが 5

倍の捕獲数を示したことが報告されている (Mulleret al.， 

2011) . ヒメハナカメムシ属の一種 Oriustristicolorでは，

点滅照明下での歩行距離と転向頻度が観察された直流電

源とコンデンサでフリッカーを低減させた 100W白熱電

球と比べて，フリッカ一周波数 120Hzの白熱電球下では，

カメムシの歩行距離が有意に長くなり，歩行中の転向頻度

が少なくなることが示された (Shie1ds，1980). 

より長い間関での光源の点滅に対する反応が，ゴミムシ

ダマシ科のヒラタコクヌストモドキとコクヌストモドキの

成虫，及びカツオブシムシ科の一種Attagenusmegatomaの

幼虫において観察されている. フラッシュランプを 1分

間に l固から 15，000固までさまざまな頻度で発光させた

場合， 100~200 回/分の頻度以下では， ゴミムシダマシ類

成虫の光源への誘引性が有意に低下したまた反対にA

megatomaの幼虫では， 100回/分の頻度以上で負の走光性

を示す個体数の割合が上昇した (Soderstrom，1968). 

7. 光源の高さ

ライトトラップの高さ (height) が見虫の誘引に影響

を及ぼすという知見が， 野外 (Fichtand Hienton， 1941; 

Herms， 1947; Frost， 1958; Braverman and Lin1ey， 1993)，及

び屋内(Mboeraet al.， 1998)の研究から得られている.例

えば，オーストラリアヌカカ Culicoidesbrevitarsis (ハエ目:

ヌカカ科)は，白熱電球のトラップに誘引されるが， 18W 

の電球を 2，4，6mの高さに設置した場合，多くのヌカカが

地表から 2mのトラップに誘引された (Murray，1987). 一

方，光源の高さが誘引性に影響しないという報告例もある

(Keever and Cline， 1983) . 

これらのトラップの高さと誘引率の関係を調べた研究で

は，そもそもの昆虫が飛期している高さの遣いか，光源の

視認性 (Herczigand Meszaros， 1994)が原因となり，誘引

率に差が生まれた可能性が議論されている. しかしその一

方で，昆虫が光源をどの仰傭角で捉えるかによって，誘

引数が変化する可能性を示す結果も得られており (Pickens

and Thimijan， 1986)，光源の仰傭角という属性には，今後

さらに検証する価値がある.

8. 光源の発光方向

点光源ではない場合，発光面の方向 (orien旬tion)が誘

引数に影響を与える可能性が指摘されている. イエバエ

に40Wブラックライトを提示した室内実験では，光源の

長軸を水平に配置したものは，垂直に配置したものに対

して 2.6倍の誘引効果が認められた (Pickensand Thimijan， 

1986) . 

昆虫走光性のメカニズムと適応的意義

昆虫が光や光源の属性をどのように受容し，その情報を

処理し，そして運動出力して光源に近づくのか，という走

光性の行動メカニズムや，光源に近づくという性質が昆虫

にとってどのような利益があるのか，という走光性の適応

的意義に関して， これまでに多くの仮説が提案されてき

た.そして，その幾つかは，さまざまな検証を経ることで

理論と呼ばれるに至っている.走光性に関する仮説のなか

で，現在，有力とされているのは，コンパス理論，マッハ

バンド理論，及び真の走光性理論である. しかし，いずれ

の理論弘広範な種でみられる走光性現象とこれまで観察

された走光性の特徴を十分に説明しているとはいえない.

1. コンパス理論

チョウ目昆虫を中心に，多くの昆虫が天空の自然光源を

長距離移動する際のコンパスの基準点 (compassreference) 

として利用していることが明らかになっている (Baker，

1978; Wehner， 1984). 走光性におけるコンパス理論とは，

長距離移動の際に月や太陽を方向決定のための視覚目標と

して利用する昆虫が，外灯などの夜間の人工光源を月や太

陽と誤認することにより，光源への見かけ上の誘引が引き

起こされると説明するものである.ほぼ無限遠に存在する

月や太陽を目印として，一定の定位角度を保って体軸を固

定することで，見虫は直線的に移動しているとコンパス理

論では考える. そのような場合，見虫が比較的近くに存

在する人工光源を間違えて目印としてしまうと，定位角

度 (α)が刻々と変化してしまう状況におちいる(第2図).

昆虫は， 目印に対する定位角度を保とうと体軸を補正し

続け，光源を中心に螺旋状を描いたり，周囲を旋回した

りするような運動をすると予想される (vonBuddenbrock， 

1917; Lloyd， 2006). 昆虫が炎や人工光源の周りを，螺旋

を描いて飛期するという経験的事実は，このコンパス理論

により上手く説明される.また，コンパス理論を補完した

のは， Nature誌に掲載された Bakerand Sadovy (1978)によ

る誘引される光源の特徴に関する報告である.月の見かけ

上の大きさである視直径は 0.518
0であるが，実験に用いた
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125Wの水銀灯が月とおおよそ同じ大きさになる地点、でガ

類が誘引されたという観察から 彼らは人工光源を月とし

て誤認した可能性が高いとしている.

但し，コンパス理論によって多くの昆虫の走光性現象を

説明しようとする試みには，幾つかの疑問点が残る.その

一つは，定位角度の維持の問題である. コンパス理論で

は，第 2図の定位角度αのように光源に対して，個体，個

体群，種などの単位で，それぞれ特定の定位角度をもっと

考えられる.定位角度が鋭角であればあるほど昆虫は人

工光源に直線的に誘引され， 900の場合には，光源から等

距離を保ちながら周囲を旋回し，90
0以上である場合には，

光源から飛去することが予想される (Boyadzhiev，1999). 

自然光源に対してこの定位角度を一定時間維持して定位す

ることで¥直線的な移動を成し遂げると考えれば，人工光

源に対しでも一定時間，個体は同じ定位角度を示すはずで

ある. しかし，人工光源に誘引され，光源の周りを旋回し

ている昆虫を観察していると，同一個体がごく短期間に何

度も旋回方向を逆転させていることに気づく.このような

定位角度の短時間での変化は コンパス理論では説明でき

ない.個体ごとに定位角度を調べる実験がほとんど行われ

ていないことが，コンパス理論を検証するうえで大きな障

害となっている. コンパス理論では， 自然光源に対して

示す定位角度と人工光源に対して示す定位角度が同じで

あることを前提とする. このことを検証した唯一の研究

は， Sotthibandhu and Baker (1979)による，ヤガ科の一種

Noctua pronuba (チョウ目 :ヤガ科)を材料としたものであ

る.月をコンパスの基準点として飛翻するこのガを，屋外

J
 /

 /
 '' 

第 2図 コンパス理論による人工光源への定位.コンパス理
論では，昆虫は光源からの光に対して，体軸を特定の
定位角度 (a)に保って定位する.人工光源の場合，昆
虫が移動することにより，この定位角度は徐々に変化
してしまうため，体制hの補正を繰り返すことで，結果
的に光源に対して螺旋を描いて近づく.

のつり下げ飛朔装置で， 月と 125Wの水銀灯に対して飛

朔させる実験が行われた. 月に対して-200から +10まで

の定位角度をとって定位した 6個体のガに人工光源を提示

したところ，それぞれのガは，月に示したのとほぼ同じ定

位角度を保って光源に定位した と報告されている.

2. マッハバンド理論

マッハバンド (Machband)理論では，昆虫の光源の近

くへの誘引は，錯視により引き起こされた最も暗い方向

への逃避のための定位行動による， という説明がなされ

る (Hsiao，1973) 明暗対比現象の一種であるマッハの帯

(Mach bands)やシュブルール錯視 (Chevreulillusion)は，

ヒトの視覚でも観察され，異なる明度の聞でコントラスト

が一層明瞭化し，輪郭として捉えることができる現象であ

る その結果，明度が高い部分と接している暗い部分は，

実際よりも心理的に暗く感じられることになる.この明暗

対比を引き起こす神経機構は 節足動物のカブトガニの

複眼で発見され， 側抑制と呼ばれる (Hartlineet al.， 1956). 

昆虫も側抑制機構をもつため，ヒトと同様に，明度が高い

領域と接する日齢、領域をより暗いと錯視すると考えられて

いる.そのため，光源の明るい部分のすぐ横の暗閣が周囲

の闇よりも一層暗く知覚され，暗闇に逃避しようとした昆

虫は，反対に光源の周囲に直線的に定位してしまう(第 3

図)• 

Hsiao (1973)は，巧妙な実験装置を用いて，アメリカタ

バコガHelicoverpazea (チョウ目:ヤガ科)の光源に対す

る移動軌跡を解析した.ガを実験プールの水面に浮かべた

発泡スチロールのボートに固定し，羽ばたくことで移動す

第 3区| マッハバンド理論による人工光源への定位 マッハ
バンド理論では，昆虫は錯視により，光源のすぐ横に
周囲の関よりも暗い部分を見ると考える 暗いという
光刺激に対する定位行動である走略性をもっ昆虫は，
光源のすぐ横に直線的に定位をし，見かけ上，光に誘
引されたように観察される.
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るボートの軌跡を記録することで，ガの移動軌跡と到達位

置を定量的に解析した.ガは 水面の直上に吊るした 8W

のブラックライトに対しては 光源の直下まで直線的に移

動し，その周囲を回転した一方， 実験プールの壁面に

15Wのブラックラ イトを配置して，垂直の明暗のエッジ

を作った場合，ガはエ ッジに対しておよそ真っ直ぐに移動

した.そして，多くのガがエッジのすぐ横の暗い部分に到

達し， 一部のガが光源側の明るい部分に到達することを明

らかにした. 同時に Hsiaoは，野外に 15Wブラ ックライ

トを垂直に設置して，その横に粘着剤を塗った黒色の衝突

板を配置することで，イラクサギンウワパ Trichoplusiani 

(チョウ目 :ヤガ干ヰ)，アメリカタ}¥コガ，シロイチモンジ

ヨトウ争odopteraexigua (チョウ目:ヤガ科)と pったガ

類が，光源からどの程度離れた位置に到達するかを観察し

た.その結果，いずれの種においても，ブラックライトの

すぐ横ではなく，光源から約 15~45cm 離れた位置に付着

数のピークが認められた.

3. 真の走光性理論(オープンスペース理論)

狭義の走光性には， コンパス理論による定位も含まれ

る. しかし，走光性という文字通りの意昧をもつのは，光

源の明るい部分へ直接定位する行動であり， これを「真

の走光性Jと呼ぶことを提案したい. 昆虫が光源の明る

い部位へ定位していると考える仮説は，オープンスペー

ス理論と呼ばれている(第 4図). 真の走光性理論とも

呼べるこの理論では， 空間内の明るい部分を，昆虫は解

放空間 (openspace)の指標として捉えていると説明する

(Mazokhin-Porshnyakov， 1960). 落葉の下や，林冠に覆わ

れた林内にいる見虫が，それらの閉鎖空聞から脱出する際

には，空などの明るい部分に向かう必要がある.人工光源

第 4図 真の走光性理論による人工光i旬、への定位.オープン
スペース理論と呼ばれるこの理論では，昆虫は光源の
最も明るい部分に対して直線的に定位する.

に誘引される昆虫は，開放空間を目指して移動中の昆虫で

ある，と真の走光性理論では解釈される

アメリカシロヒトリ的ノ'Phantriacunea (チョウ目.ヒト

リガ科)の羽化後すぐの成虫では，樹冠に開口する夜空に

向かつて飛朔する行動が観察されており，走光性によっ

て薄明かりの夜空へ定位している可能性が指摘されてい

る (Hidaka，1972) また，カシノナガキクイムシ Pla沙pus

quercivorus (コウチュウ目:ナガキクイムシ科)(Ig巴taet al.， 

2003)やケブカトラカミキリ Hirticlytuscomosus (コウチュ

ウ目:カミキリムシ科)(佐藤， 2005)などの森林性のコウ

チュウ類では，成虫が走光性を示すことが確認されている

が，ごれも森林内に存在するギャップや林縁といった開放

空間に定位するためのものであることが議論されている.

4. その他の仮説

人工光源の赤外線成分が ある種のガ類の雌の性フェロ

モンの赤外線放射と類似しているために，ガ類は光を交尾

相手の雌だと勘違いして誘引されてしまう，という仮説が

提案されている (Callahan，1977). この仮説は，ガ類にお

いて雄がライトトラップに誘引されやすい傾向を上手く説

明する.一方， Robinson and Robinson (1950)は，ガ類が

光源周囲を飛び回る行動が，光源に捕捉された行動である

と主張している.ガ類は 光源の近くの空間に入ると舷し

さによって目が臨み，通常の行動が妨げられて光源側に

曲がるような反応が引き起こされてしまうと説明される

(Robinson， 1952). しかし， これらの仮説は，一部の昆虫

の種の走光性を説明する可能性はあるが，広範な昆虫の走

光性現象を説明するには不十分で、ある.また，仮説のもと

になる前提も含めて，実験的な検証が十分であるとはいえ

ない.

人工光源に対する到達位置

走光性の行動メカニズムを明らかにする方法のーっとし

ては，昆虫の光源への到達位置を観察することがあげられ

る.昆虫が光源のどの部位へ到達するのかは，走光性の 3

つの主要理論ごとに異なると予想される.光源の垂直断面

を考えると， コンパス理論では発光面からその周囲にわ

たってばらついて，マツノ¥J，¥ンド理論では発光面のすぐ横

に， 真の走光性理論では発光面にのみ，到達するという予

想が成り立つ.このように，走光性のメカニズムを特定す

るには，光源への到達位置の解析は非常に有効であるとい

えるが， Hsiao (1973)による 3種のガ類のブラックライト

への到達位置の観察を含めて わずかな研究例に留まって

いる.

なお，反射光の光刺激と，光源からの直接光の刺激に対

する走光性を単純に比較することはできないが，光刺激へ

の到達位置の研究という観点から，比較的研究例が多い色

彩粘着トラップも以下に取り上げた.
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1. ライトトラップ

昆虫を捕獲するために使用されるライトトラップには，

幾つかのタイプが存在する(直海，2000).光源周囲に粘

着板を配置した粘着式ライトトラップ (stickylight trap) 

は，捕獲昆虫の到達位置を解析しやすいと考えられるが，

そのような研究事例は見当たらない.また，電撃式ライ ト

トラップ (electrocutinglight trap)，吸引式ライトトラップ

(suction light trap)でも同様である.

Hartstack et al. (1968)は 15Wのブラ ックライトを光源

にしたファンネル式ライトトラップの周囲に，どの程度の

ばらつきで昆虫が到達するかを明らかにすることを試み

た.草原に設置したトラップの周囲に放射状に 144個の水

盤トラップを配置し，光源に誘引された毘虫の空間分布と

トラップの捕獲効率を調査した その結果，アメリカタ

バコガでは，光源近くに飛来した個体の 1l ~50% のみが，

イラクサギンウワノTでは， 8-38%のみが， トラップに捕

獲された.捕獲されなかった個体は光源を中心にしてその

周囲に偏りをもって分布し その分布は風の影響を受けて

pることが示唆されている.

光源に近づいた個体がライトトラップに捕獲されない理

A B 

光;原部

c 

第 5図 ライトトラップに誘引されたミナミアオカメムシの
到達位置分布 紫外 LEDを光源とした可動式予察灯
型のライトトラップに対して，実験室内でミナ ミアオ
カメムシを飛測させた (A). 高さ 20cm，直径 9cmの
パイレックスガラスで覆われた光源部に，野外採集し
たミナミアオカメムシを飛朔させ，光源の中心を通る
仮想的な観察商(点、線の四角枠)において，最初にど
の地点に到達するかを赤外線ビデオカメラで観察し
た 雄成虫 (B)と雌成虫 (C)の観察面への分布をプ
ロッ卜した 灰色の部分は光源、面を覆うパイレックス
ガラスで，内部に 12個の LED素子が配置されている.
半数以上の個体が，光源の側面を通過して， 飛朔を継
続することが確認された

由は，風などの環境要因以外に，前述したように昆虫の走

光性メカニズムにより説明される可能性がある.我々は，

紫外 LEDを光源として用いた可動式予察灯に対して， ミ

ナミアオカメムシ Nezaraνiridula(カメムシ目:カメムシ

科)を飛朔させる室内実験を行った ほぼすべてのカメム

シが光源部に向かつて飛朔した ものの，光源部に正確にぶ

つかる個体は 50%以下であり，半数以上の個体が，光源

部の側面を通過することが明らかになった(第 5図)• 

2. 色彩粘着トラップ

さまざまな視覚トラップ (visualtrap)のなかで，最も ト

ラップへの昆虫の付着分布の解析が進んでいるのは，色彩

粘着トラップ (colorsticky trap)である.付着パターンが

検討された 5つの研究例のうち 4つで，特定の部位に集中

分布することが明らかにされている.但し，いずれの研究

例でも，刺激源である色彩板の周囲の付着分布については

明らかにされなかったことが課題としてあげられる.

Samways (1986)は，黄色粘着トラップを用いて，相橘

の害虫であるアザミウマ科の一種 Scirtothripsaurantiiのト

ラッフ。への付着パタ ーンを解析し，その大部分がランダム

分布であることを明らかにした 一方， Park et al. (2001) 

は，黄色粘着トラップを用いて，キュウリ温室のワタア

ブラムシ Aphisgossypii (カメムシ目.アブラムシ科)を調

査した付着のパターンを Jo指数により 解析したところ，

全体の 75.3%に相当する 61トラップで，アブラムシがラ

ンダムに分布していなかったと報告した.

具体的な付着分布を示した研究としては，以下の 3つ

がある. Heinz et al. (1992)は，アブラムシ類， ヒメコパ

チ科の一種Digかphusbegini，ミカンキイロアザミウマ，マ

メハモグリパエ Liriomyzatrifolii (ノ、ェ目 :ノ、モグリノT工

科)，オンシツコナジラミの黄色粘着トラップへの付着位

置を調査した アブラムシ類とミカンキイロアザミウマ

は横列下部に， マメハモグリパエでは，横列上部への集

中がみ られた. また， アブラムシ類のみで縦列中央部へ

の集中がみられた. Steiner et al. (1999)は，黄色，及び青

色粘着トラップに対するアザミウマ科のミカンキイロア

ザミウマ，ネギアザミウマ Thrψstabaci，及び Frankliniella

schultzeiとオンシツコナジラミの付着位置を調査した そ

の結果，アザミウマ類では色に関係なく，縦列の両端と横

列の上端に多くの昆虫が捕獲されたコナジラミでも，縦

列両端に集中する傾向がみられたとしている.我が国で

は，伊藤ら (1992)が，桑園に黄色プラスチック板を設置

し，付着した昆虫の数をカウントしている. アザミウマ

科の 2種のクワアザミウマ Pseudodendrothripsmoriとダイ

ズアザミウマ A今cterothr卯 glycinesの成虫は， トラ ップの

上端部に多くの個体が捕獲された. 一方， ヒシモンモド

キHishimonoidessellatifor・mis(カメムシ目 :ヨコノTイ科)，

ミドリヒメヨコノTイEmpoascasp. (カメムシ目.ヨコ;'¥イ
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科)，チマダラヒメヨコノfイ Tautoneuramori (カメムシ目.

ヨコ;'¥イ科)， キカサハラノ、ム シXanthoniaplacida (コウ

チュウ目・ハムシ科)は トラ ップの下端部に集中して捕

獲されたまた，クダアザ ミウマ Phlaeothripidaesp. (アザ

ミウマ目:アザミウマ科)成虫，ダイズアザミウマ成虫は

左右両端部に， ヒシモンモドキ， ミド リヒメヨコバイ，ク

ワノ、ムシ Fleutiauxiaarmata (コウチュウ目 :ハム シ科)は

中央部に，集中分布する傾向がみられた.

A 
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第 6図 ブラケットライトに誘引された昆虫の到達位置分布
タイル壁面に設置されたブラケットライトの光源周囲
に35cm四方の透明粘着板を設置した (A). 対象とし
たライトは，スパイラル形状の電球型蛍光灯が黒色方
形のランプシェードで覆われ，下方のみを照明する構
造となっている. 18時の点灯から 4時間後に粘着板
を回収し，付着した昆虫をプロッ トし， Icmごとにそ
の頻度分布を示した (8) 付着した昆虫の多くは，ユ
スリカ科，及びハゴロモ上科に属する種であった. ラ
イトの周囲を覆う黒色のランプシェ ード (灰色)と発
光面(薄い灰色)の周囲に，多くの個体が付着した
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3. その他の視覚トラップ

現在のところ，水盤トラ ップ (pantrap)，及び偏光ト

ラップ (polarizedlight trap)において，到達位置の報告例

はほとんどない.また，反射マルチによる飛朔阻害 も， 一

種の視覚 トラップとして機能すると考えられるが，同様に

到達位置に関する報告例はみられない.

B 

• • 
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第 7図 水銀灯に誘引された昆虫の到達位置分布.駐車場に
設置された水銀灯の光源側面に 60cm凹方の透明粘着
板を設置した (A). 対象としたライトは， 370cIllの高
さのポール先端に 125Wの水銀灯が直径 35cIllの磨り
ガラス状のランプカバーで毅われた構造となってい
る.粘着板はランプカバーの直前に垂直に立てるよう
に設置し，光源、の反対側の面にのみ，粘着剤を塗布し
た 点灯前の 18JI寺に粘着板を設置し 12時間後の 6JI寺
に回収した 回収後，付着した昆虫をプロットした
(8) 粘着板に付着したさまざまな昆虫のうち，チ ョ
ウ目見虫の結果のみを示した.図内の点線で閉まれた
灰色の部分は，水銀灯のランプカバーに覆われた発光
面を示している.発光面の中心部分に付着した個体は
少なく，その周囲に多くの個体が付着した.



と他の代表的な走光性の理論であるコンパス理論，及び

マツノ¥J'Iンド理論を取り上げ，それぞれで予想される光源

への定位角度と， タバコスズメガ Manducasextσ(チョウ

目・スズメガ科)で観察された定位角度を比較した 5W

の白熱電球に対して，スズメガの平均定位角度は一0.22:t

2.7。と 0。に近い値を示したこの結果は，スズメガでは真

の走光性理論で予想されるような光源の中心への直線的な

移動がみられたことを示している.

これらの研究以外で、の移動軌跡の報告は，極めて断片的

といえる.光源から遠距離の位置にある場合，ある種の昆

虫は直線的に，あるいはジグザグに光源に向かうが，別の

種では光源を無視してそのまま飛期することも観察されて

p る (Robinsonand Robinson， 1950; Stewart et al.， 1969) .遠

距離から光源への接近行動が観察される場合， どの距離

から昆虫が光源に誘引されるのかに関しては，実験条件

や種により， さまざまな結果が報告されている.例えば，

Baker and Sadovy (1978)は，ヤガ科の 2種の光源への反応

が光源を中心とした 3mの範囲のみで観察されたことから

短い距離を主張している. しかし，この研究結果は，実験

方法の不適切さによるものであると批判もある (Bowden，

1982) このほかには，昆虫が誘引される光源からの半径

は， 125Wの水銀灯で 50mから 700m程度であると推定さ

れている (Bowdenand Morris， 1975; Bowden， 1982) . 

光源に近づいた昆虫は，光源の周囲で複雑な行動を示す

ことが観察されているが 以下のように特定の傾向は認め

られていない. Robinson and Robinson (1950)は，光源の

周囲における見虫の飛朔行動は，光に誘引されるという考

え方から予想される行動とは思えないと述べたうえで，そ

れらの行動を 2つに類型化している 一つは，特定の距離

内で光源に対して接近し，部分的に光源を旋回してから，

すぐに飛去する行動である.また，もう一つは，ゆらゆら

と飛朔しながら接近し，その後，急勾配のカーブを描きな

がら速度を増して光源に近づき 光源の脇をすり抜けで

は，再び接近することを繰り返す行動である.このような

行動を示す種は，ほとんど光源に衝突することはない，と

述べている. 一方，野外のライトトラップに誘引された

タバコスズメガは，光源に近づ く過程で， 地表に降りた

り衝突したりすることが報告されている (Hartstacket al.， 

1968) .光源周囲で飛翻しているガ類の飛朔軌跡を映像解

析すると，光源に接近する際に，ガ類の角速度が急激に増

加することで定位方向を見失うような行動がみられると報

告されている.また同様の観察で，飛朔速度は通常，光源

に近づく際に最小となり 光源から離れる際に最大となっ

たとされている (Muirhead-Thomson，1991). 一方，これと

は反対の飛朔速度の傾向が タバコスズメガを用いた室

内実験で観察されている.光源に O.4mJsの速度で近づい

たスズメガは，光源から飛去する際には， 0.29m/sの速度

弘中満太郎-針山孝彦

4. 照明器具

捕虫目的以外の光源への到達位置の文献も極めて少な

い.我々は，大学キャンパスの壁面に設置されているブラ

ケットライ トへの昆虫の到達位置分布を，透明粘着板を使

用して調査した. 4時間の点灯において， ユスリカ類を中

心とする 677個体の昆虫が付着したが，その付着様式はラ

ンダムではなく，ランプシェードと発光面のエッジ周辺に

集中することが確認された(第 6図)• また，駐車場に設

置された水銀灯の側面に透明な粘着板を置き，誘引された

ガ類の付着位置をプロットしたところ，ブラケットライト

同様に，光源の中心部分で付着個体数が少ない傾向がみら

れた(第 7図).
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人工光源に対する移動軌跡

走光性の行動メカニズムを明らかにするうえで，光源へ

の到達位置と同様に重要なのは，毘虫の光源に対する飛朔

あるいは歩行の軌跡とその特徴である.走光性の 3つの主

要理論から予想される昆虫の移動軌跡は，それぞれに異な

る (Spenceret al.， 1997).コンパス理論では昆虫は光源に

螺旋を描いて徐々に近づき マツノ¥)'Iンド理論では光源の

脇に真っ直ぐに定位し，真の走光性理論では光源の中心

に直線的に移動する軌跡を描く，と予想される(第 8図).

しかし，定量的な観察が困難であることなどを理由とし

て，野外観察だけでなく室内実験でも，見虫の光源への移

動軌跡を正確に記録した研究はほとんどない.移動軌跡を

実験的に明らかにした唯一と思われる実験は，前述した

Hsiao (1973)によるボートを用いたアメリカタバコガの実

験のみである. Spencer et al. (1997)は，真の走光性理論
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第 8図 既存の 3つの走光性理論から予想される昆虫の光源
への移動軌跡直線， f!皮線，点線は，それぞれ，コン
パス理論，マッハノTンド理論，真の走光性理論(オー
プンスペース理論)から予想される移動軌跡を示す
Spencer et al. (1997)を改変
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に飛朔速度を落とすことが観察されている (Spenceret al.， 

1997) . 

太陽や月といった自然光源に対する昆虫の定位行動の

研究例は多いが (Wehner，1984)，光源に向かうという行動

の移動軌跡が記録された例は多くない. Leston (1973)は，

カスミカメムシ科の一種Distantiellatheobromaを野外の開

放空間に放虫する実験を行った.それによると，放虫の時

刻が夜明け頃の場合，低高度の太陽に直線的に飛翻する傾

向が観察された一方，太陽が頭上に来る正午では，舞い

上がるような螺旋飛翻と水平方向のジグザグ飛朔を繰り返

す複雑な移動軌跡が観察された

おわりに

光源の周囲に集まった見虫のなかで，どれほどが走光性

を原因として集まったといえるのだろうか.そして，どの

ような走光性の行動メカニズムが，見虫を光源に導いたの

だろうか.我々は，まだその答えを探す段階にある.昆虫

を光源の周囲に導く走光性以外のメカニズムや，走光性の

複数の理論は，決して相互に排他的ではない.昆虫種，あ

るいは条件ごとに，我々は異なるメカニズムにより引き起

こされる現象を見ているという可能性が，走光性の理解を

より難しくしている.

これまでの見虫走光性の研究 すなわち野外や実験室内

に置かれた人工光源に対する見虫の誘引と忌避の研究の多

くは，光源自体への誘引数に着目してきたしかし，多く

の人々が直感的にイメージする走光性である，見虫が光源

の明るい部分に定位する と考える真の走光性理論だけで

は，広範な走光性現象を説明できないことは既に明白であ

る.我々は，人工光源に対する昆虫の到達位置や移動軌跡

について，数多くの種を対象にし，野外における調査研究

をさらに進める必要がある.

同時に，制御された実験室内において，野外で観察され

た到達位置と移動軌跡の再現が可能かどうか，注意深く検

証しなければならない. Shields (1989)が指摘したように，

見虫と我々ヒトの眼が大きく異なっていることを理解した

うえで，実験に用いる人工光源の光と光源の属性が厳密に

制御されている必要がある.波長や光強度といった光属性

や大きさや形といった光源の視覚的属性を容易に制御可能

なLED照明，有機 EL照明の普及は，今後の見虫の光に

対する行動反応の研究を，大きく前進させるだろう.

昆虫の走光性と走光性現象の一層の理解は， これから

我々に何をもたらすだろうか.一つには，より高誘虫性の

ライトトラップを含む視覚トラップの改良と開発が考えら

れる.予察灯，色彩粘着トラップ，吸引式ライトトラッ

プ，電撃殺虫器，粘着式ライトトラップ，燈火採集，水盤

トラップといったさまざまな分野で利用される多彩な視覚

トラップの，走光性メカニズムに基づいた改良が可能にな

る.同時に，誘引波長をカットするだけではない，新しい

形の低誘虫性光源の開発の道が拓けるに違いない.そして

それ以上に， ごく身近な生物現象にいまだ大きな謎が残

されている， という生物の行動の奥深さに対する驚嘆を，

我々に感じさせてくれるだろう.虫が光に魅せられている

ように，今，改めて我々は，走光性現象に引き寄せられて

いる.
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