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モモシンクイガ雌成虫の交尾回数と産卵

石栗陽一*

Mating Frequency and Reproductive Performance of Females 

in Peach Fruit Moth， Carposina sasakii 

Y oichi ISHIGURI* 

Studies of Carposina sasakii， a polyandrous insect， were conducted to investigate the effects of female 

mating frequency on adult longevity and fecundity. Most females began to copulate on the day of adult 

emergence at 24
0

C. Multiple mating occurred in both cases where a female was paired with a different 

male every day and where a female was paired with a single male continuously. The number of sper-

matophores received by a female varied from 0 to 3 with pairing periods of 0 to 8 days. An increased 

number of spermatophores in females did not result in extended adult longevity. There was no significant 

difference in fecundity between females with one and two spermatophores， whereas females with no 

spermatophore laid significantly fewer eggs. 
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果樹における害虫防除では，従来の殺虫剤による化学

的防除に加えて，性フェロモンを利用した交信撹乱法に

よる防除が実用化されている.交信撹乱法は成虫の配偶

行動を撹乱することにより，交尾率の低下や交尾の遅延

をもたらし，次世代の発生密度を低下させる手法である.

このため，本法を防除に利用する上で，対象害虫の繁殖

に関する特性を把握しておくことが重要である.

現在，果樹で利用されている交信撹乱剤の主要な対象

害虫の一つにモモシンクイガ Carposinasasakiiがある.

本種は発生期間が長いため (2)，定期的な殺虫剤散布に

よって被害を防いでいるが，交信撹乱剤を利用すること

によって殺虫剤の一部を削減することが可能となる (9，

12) .モモシンクイガを対象とした交信撹乱剤が実用化さ

れる過程において，本種の繁殖に関する基礎的な知見が

多く蓄積されたが (5，10， 11， 13)，その中で，本種の

雌成虫は複数回交尾を行うことが野外および実験室内の

両方で確認されている.

雌が複数回交尾を行う昆虫の中には，交尾回数の増加

によって産卵数が増加する種 (6，7， 16) と，交尾回数

が産卵数に影響しない種 (4，8)の両方が知られている

モモシンクイガでは，交尾回数の違いが雌成虫の産卵や

寿命におよぼす影響についてこれまで明らかにされてお

*青森県産業技術センターりんご研究所

らず，交信撹乱法によって交尾回数が減少した場合の効

果を評価することができなかったそこで，本研究では

モモシンクイガ雌成虫の交尾回数が産卵や寿命におよぼ

す影響を調査し交信撹乱法による防除を行う際の参考

とするとともに，本種における複数回交尾の意義を考察

した

材料および方法

青森県産業技術センターりんご研究所(試験を実施し

た1998年当時は青森県りんご試験場)で累代飼育してい

るモモシンクイガ成虫を供試し，温度 24
0

C，光周期

16L8Dの条件下で試験を行った直径9cm，高さ 2cmの

ガラスシャーレを飼育容器とし，給水用に水道水で湿ら

せた脱脂綿の小片を入れた.医療用メスで線状に傷を付

けたろ紙をモモシンクイガ雌成虫に与えると，その傷に

並べるようにして卵を産みつけるため(川嶋，私信)，産

卵場所として飼育容器に l枚ずつ入れた.

交尾回数の異なる雌成虫を得るために，羽化当日の雌

雄 l個体ずつを 1，2， 4， 8日間ベアにした後，雄成虫を

取り除き，雌成虫が死亡するまで飼育したまた，未交

尾の雌成虫を得るために雄とベアにせず，雌単独で飼育

する区も設けた.2日以上ベアにした区では，期間中毎日
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Table 1 Numbers of spermatophores received by females that were paired with males for various period. 

Pairing period Replacement No. of females No. of spermatophores Mean no. of 

(day) of malesa) examined 。 l 2 3 spermatophores / female 。 10 10 。 。 。 。
20 2 18 。 。 0.9 

2 Yes 10 2 7 l 。 0.9 

2 No 10 3 4 3 。 1.0 

4 Yes 10 。 6 3 1.5 

4 No 10 l 。 7 2 2.0 

8 Yes 10 。 6 2 2 1.6 

8 no 10 。 3 7 。 1.7 

a) Yes: Males w巴rereplaced daily with unmated males. No : No replacement of males was performed. 

Table 2 Two戸wayanalysis of variance evaluating effects of paring perios (2， 4 and 8 days) and replacement of males on the 

number of spermatophores received by females. 

Source of variation SS 

Pairing period 7.6000 

Replacement of males 0.8167 

Pairing period X Replacement of males 0.5333 

Error 27.9000 

雄を未交尾のものと入れ替えた区と，同一雄を継続して

ベアにした区に分けて，交尾回数への影響を調査した.入

れ替えた雄成虫はペアにする雌成虫の日齢と同ーのもの

とした死亡した雌成虫は実体顕微鏡下で腹部を解剖し，

交尾嚢中の精包数を数えた.種によっては交尾が観察さ

れても精包が確認できなかったり (4)，1回の交尾で 2個

以上の精包が受け渡されたりする事例 (8)も報告されて

いるが，ここでは l回の交尾で l個の精包が受け渡され

ると仮定して，精包数から交尾回数を推定したまた，飼

育期間中毎日ろ紙を取り替え，産卵数を調査した

雌雄を 2日以上ベアにした区において，ペア期間およ

び雄の入れ替えが雌成虫の精包数におよぼす影響を二

元配置の分散分析を用いて解析した保有する精包数の

違いが雌成虫の生存日数に及ぼす影響については

Kruskal-W allis法による検定を行ったまた，精包数の異

なる雌成虫の産卵数について Tukey-KramerのHSD法

による多重比較を行った.ただし精包を 3個保有する

雌成虫はサンフ。ル数が少なかったため，生存日数や産卵

数の解析から除外したいずれも有意水準は 5%として

検定を行った

結果

異なる期間雄成虫とベアにした雌成虫が保有する精包

数を Table1に示した雌成虫単独で飼育した区ではす

べての成虫が未交尾であったのに対し，羽化当日に l日

だけ雄とベアにした区では 90%の個体が交尾し，すべて

df MS F p 

2 3.8000 7.3548 く0.01

l 0.8167 1.5806 0.21 

2 0.2667 0.5161 0.60 

54 0.5167 

の交尾雌が精包を 1個だけ保有していた.羽化後2日間

ペアにした区では，精包を l個だけ保有する個体が最も

多かったが，一部の雌は精包を 2個保有していた 羽化

後4日以上ベアにした区では，未交尾の雌成虫はほとん

ど認められなくなり，精包を 2個以上持つ雌の割合が増

加した雄の入れ替えの有無を設定した 2日以上ベアに

した区について，ペア期間と雄の入れ替えが雌成虫の精

包数におよぼす影響を検討した結果，ベア期間による影

響は認められたが，雄の入れ替えによる影響は認められ

なかった (Table2). 

精包を 1~3 個保有する雌成虫の平均生存日数は 10~

11日で，個体による生存日数のばらつきは比較的少なか

った (Fig.1). これに対し，精包を保有しない未交尾の

雌成虫では個体による生存日数のばらつきが大きく，羽

化後2週間以上生存する成虫も多く認められた 精包数

の異なる雌成虫の聞で，生存日数に統計的な差は認めら

れなかった.

交尾雌では保有する精包の数にかかわらず平均で 300

個を越える産卵が認められたのに対し，未交尾で精包を

保有しない雌成虫の平均産卵数は 74.8個と明らかに少

なかった (Fig.2) 未交尾雌が産んだ卵は，全てふ化し

なかった.

精包数の異なる雌成虫の産卵パターンを Fig.3に示し

た精包を l個または 2個保有する雌成虫では羽化2日

後の調査で産卵のピークを示し その後徐々に産卵数が

減少した精包を 3個保有する雌成虫では，産卵のピー
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Fig. 1 Longevity of females with different numbers of 
spermatophores 

The number of spermatophores had no effect on female 
longevity (Kruskal-wallis test， H=3.4063， df=2， p=0.1862) 
Data for females with three spermatophores were excluded 

from statistical analysis owing to the very small sample 
slze. 
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Fig. 2 Number of eggs laid by females with different 
numbers of spermatophores. 

Means followed by different letters are significantly differ-
ent by Tukey-Kramer' s HSD test. Data for females with 

three spermatophores were excluded from statistical analy-

sis owing to the very small sample size. 

クがやや遅れる傾向が見られたが，基本的なパターンは

精包数が 1個または 21聞の個体と変わらなかったこれ

に対し，精包を保有しない雌成虫が示す産卵パターンは

精包を保有する雌成虫の産卵パターンと大きく異なり，

羽化後しばらくは全く産卵せず，生存期間の後半に数個

~十数個，多いときで数十個の卵を死亡するまで生み続

ける個体が多かった
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Fig. 3 Oviposition patterns of females with different 
numb巴rsof spermatophores. 

考察

今回の試験結果から，モモシンクイガの雌成虫は 1個

でも精包を受け取れば，それ以上精包数が増えても産卵

数は増加せず，交尾雌における交尾回数の違いが産卵数

におよぼす影響は小さいと考えられた (Fig.2).一方，精

包を保有しない未交尾雌では交尾雌に比べて明らかに産

卵数が少なく，産下される卵は当然未受精であるため，幼

虫は全くふ化しなかった.これらのことから，モモシン

クイガに対して交信撹乱法による防除を行う場合には，

単に交尾回数を減少させるだけでは不十分で，雌成虫の

交尾を完全に阻止しない限り，次世代による被害が生じ

る恐れがあると考えられる ただし，成虫の交尾時期が

遅延することによって産卵数やふ化率が低下する種も知

られており (14，15)，モモシンクイガについても交尾遅

延の影響について明らかにすることで，本種に対する交

信撹舌L法の防除効果をより適切に評価することが可能に

なると考えられる.

雌成虫による複数回交尾はさまざまな見虫で知られる

が，その意義として交尾時に精子と一緒に受け取る雄由

来物質を吸収して産卵数の増加などに利用する物質的な

利益や，複数の雄の精子を受け取り，遺伝的な多様性を

高めることによって，遺伝的不和合の確率を低下させた

り，後代の環境適応における危険分散を行う生存戦略な

どが議論されている(1， 17). 

モモシンクイガでは，同一雄を継続してベアにした場

合でも複数回交尾が起こることや，ベアにする雄を毎日

入れ替えた雌成虫が保有する精包数は，同一雄を継続し

てベアにした雌成虫の精包数に比較しでも増加しないこ

とから (Table1)，雌成虫が遺伝的な多様性を高めるため

に，新たな雄成虫との交尾を積極的に求めているとは考

えにくい.また，前述の通り，交尾回数の増加に伴う産

卵数の増加は認められず，生存日数についても交尾雌の

聞では交尾回数の違いによる影響は認められないため
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(Fig.l) ，モモシンクイガの雌成虫が複数回交尾を行う意

義は判然としなかった.

Howell (3) は，野外で採集したコドリンガ Cydia

pomonellaの雌成虫において，多くの精包を保有する個

体ほど小さな精包の数が多いことを明らかにし初期の

交尾で受け取る精包が小さい場合に再度交尾が行われる

と推定した.モモシンクイガは雄成虫も複数回交尾を行

うが，低温下や日齢の進んだ雄は極めて小さい精包を雌

に受け渡すことが確認されていることから (5)，今後は

精包の数だけではなく，大きさなど質的な調査も加えて

本種における複数回交尾の意義について検討する余地が

あるー
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