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ミカンキイロアザミウマの走光性に関する

作用スペクトルと竣眼分光感度との関係

大 谷 洋 子 l,*}.若桑基博 2 • 9！義JII 謙太郎 2

I和歌山県果樹試験場かさ・もも研究所・
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Eミelationshipbetween Action Spectrum and Spectral Sensitivity of Compound Eyes Relating Phototactic Behavior噌

of the Western Flower Thrips, Frαnkliniel!a occidentalis. Yoko OTANI, 1・＊・竹 MotohiroWAKAKUWA2 and Kentaro 

ARIKAWA2 1 Laboratory of Persimmon and Peach, Wakayama Fruit Tree Experiment Station; Kokawa 3336ラKinokawa,

Wakayama 649-6531, Japan. 2Laboratory of Neuroethology, Soke凶ai (The Graduate Univers町 forAdvanced 

Studies); Shonan Village, Hayama 240 0193, Japan. やn.J. Appl. Entomol. Zoo!. 58: 177-185 (2014) 

Abstract: We measured the phototactic behavior of the western flower thripsラ Franklii巾 Ilaoccidentalis (Pergande) 

under the LED light of various spectral content and intensity. The light intensity required to elicit a 50% behavioral 

response to the stimulus yielded the action spectrum of the phototactic behavior. The action spectrum peaks at 525 and 

355 nm, between 355 to 660 nm. This profile reasonably fits the spectral sensitivity of the compound eye as determined 

by the electroretinographic method. In a choice experiment where the insects were subjected to select either 355 nm or 

525 nm of equal photon flux, they preferred 355 nm to 525 nm, indicating that the insects prefer ultraviolet (UV) radia-

ti on under the condition of multiple light sources. 
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緒

海外からの侵入害虫であるミカンキイロアザミウマ

Frankliniella occidentalis (Pergande) （アザミウマ呂：アザ

ミウマ科）は， 1990年に千葉県と埼玉県において国内で初

めて発生が確認された（早瀬・福出， 1991)' その後，

i認に分布域が拡大し，野菜，花芥，果樹類の重要害虫と

位置付けられている（片山・多々良， 1994；片山， 1998；増

弁， 1998）＇本種は i吸汁被害だけでなく， トマト黄イヒえそ

ウイルス （Tomatospotted ・wilt vii加： TSWV）やインパチェ

ンスネクロティックスポットウイルス （impatiensnecrotic 

spot virus : lNSV）の媒介被害（吉松ら， 1999; Sakurai et al「

2004）をもたらす．

本種は各種殺虫剤に対して抵抗性を有していることが

知られている（早瀬・増田， 1991；村井， 1991;Immaraju et 

al., 1992; Morishita, 2001；同時ら， 2007）.この事実は，農

"E凶mail:otani_y0005@pref.wakayama.lg.Jp 
tJJl夜和歌山県従業試験場

薬のみに頼った本種の防除は国難であることを示してい

る．そのため，耕種的，物理的，生物的防総も含めた総合

的な妨除対策の構築が望まれている．その一手段として，

光を利用することが試みられている. pjl]えば，モニタリン

グ用トラップl二本種を誘引していると考えられる青色が用

いられているほか，光反射シートマルチ敷設による被害

抑制（石上・土屋， 1999；森下， 2002）などが報告されてい

る．

ミカンキイロアザミウマが特定の色に誘引されることは

吉くから報告されている．例えば， Yudinet al. ( 1987）は，

本種が白色に対する高い選好牲があったことを述べてい

る．また， Natwicket al. (2007）は，本極成虫が露地野菜lllll

場に設置した色彩粘着トラップに大量に誘殺され，その数

は黄色より青色で有意に多かったと報告している．土屋ら

(1995b）は本種の反射光の波長に対する反応を調べ，本語

は450nm付近に分光反射率のピークをもっ色を選好する
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30 thrips were dropped into the hole. 

218mm 
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いight;
PVC-Reducing Tee90・

Rubber sheet 
Light side Middle area Control side 

Fig. I. Apparatus for evaluating phototactic r巴sponsesat different wavelengths and light intensity. 

ことを示したこれらの知見は，物体からの反射光に対す

る本種の誘引反応を示したものである． しかし，反射光は

一般に波長域が幅広いため 誘引に関与する波長を特定で

きないと考えられる．さらに，反射光では，光源の種類や

光強度と誘引反応との関係を明らかにすることはできな

い．そのため，直射光を用いて，本種が誘引反応、を示す光

源の種類（波長）とその光強度を明らかにすることができ

れば，光を利用した本種の防除技術の確立の可能性を示す

ことができると考え られる．

そこで著者 らは， 波長域を制御しやすい LED(Light 

Emitting Diode ・発光ダイオー ド）を用い， ミカンキイロア

ザミウマの異なる波長に対する反応行動を調べた．あわせ

て，同一波長の光強度にこでは，フォトン数で示す）を

変えた場合における，フォトン数と反応行動との関係を走

光性作用スペクトルとして示したさらに，本種自身が光

をどのように感受しているかを明らかにするため，網膜電

図（Electroretinogram: ERG）法を用い， 複眼分光感度を調

べた．

実験の結果，本種は 355nmおよび525nmの波長に強い

反応特性を有することが明らかとなった両波長のうち，

本種の誘引には 355nmの波長とフォトン数が関与してい

ることが明らかとなった．

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」のうちの課題「害虫の光応答メカニズムの解明

と高度利用技術の開発」（課題番号 INSEC下3105および

INS EC下1101）の一環として実施した（Shimodaand Honda, 

2013). 本研究の遂行に際し，神奈川県農業技術セ ンタ 一

足柄地区事務所根府川分室の漠壁敏明氏（現神奈川県農業

技術センタ一足柄地区事務所普及指導課） には供試虫を提

供していただいた．和歌山県果樹試験場の貴志学氏，増田

吉彦氏，問佐古将則氏（現果樹試験場かき ・もも研究所）

には終始適切なご助言をいただいた これらの方々に厚く

御礼申し上げる．

材料および方法

1. 材料

異なる波長と光強度に対する反応行動の実験に用いた

ミカンキイロアザミウマ系統は， 2001年 10月に和歌山県

紀の川市桃山町の施設栽培パラから採集したものである．

本種の累代飼育を村井（1998）を参考にして，次のように

行った 僻化幼虫をエンドウまたはダイズの催芽種子に

導入した．次に，上記の餌で発育した羽化直後の成虫約

300個体を，上部をパラフィン系伸縮フィルムで密封しそ

の上に水を載せた容器に導入し 2～ 3日おきにマツ花粉

lOOmgを給餌して飼育した フィルムを通して水中に産

卵された卵を 2～ 3日おきに回収して，湿らせた滅紙上で

瞬化させ，僻化幼虫をj曜紙ごと前述の催芽種子に導入 し

た これらの操作を繰り返し累代飼育した累代飼育によ

り得られた成虫のうち，羽化後 1週間以内の雌を実験に供

した累代飼育は温度 25°C±1°C, 日長 16L8Dに調節し

た人工気象器内で、行った

網膜電図（ERG）法による複眼分光感度の測定には，

2007年 9月に神奈川県南足柄市の施設栽培ウンシュウミ

カンから採集した系統を用いた．本系統の累代飼育を村井

(2002）に従って行った

2. 異なる波長に対する誘引活性

直射光の波長およびそのフォ トン数に対するミカンキイ

ロアザミウマの反応行動を調査するため，Fig.1 lこ示す実

験装置を作製した 装置は異径チーズ （水道用硬質塩化ピ

ニル製：大内径 60mm，小内径 27mm）とその両端に接続

された異径ソケット（同塩化ビニル製：大内径 60mm，小

内径 32mm）から構成される．チーズとソケッ トが一直線

になるよう鉄製スタンドで両者を密着 ・固定したただ

し，この装置内に光を照射する際に，内部での光の乱反射

を防止するために，チーズとソケ ットの内墜に黒の艶消し

塗料をあらかじめ塗った．さらに，この装置の小径ソケッ

ト側から光を照射する際に， 光量を一定にするため， lcm2 

(lcm×l cm）の照射口を開けた厚 さO.Smmの合成ゴム

シートを穴がソケッ トの中央になるよう，ソケッ トの端に
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現り付けた．反対側のソケットには外部の光を遮師するた

めに，同じ材質のゴムシートでカバーした．

本閣の異なった波長に対する反応行動を調べるため，

ピーク波長の異なる光源としてシーシーエス株式会社

製の LDF-26×26シリーズの UV355-TAC（ピーク波長：

355nm), VL405-TAC (405nm), BL450 (450nm), GR 

(525nm), HO (590nm）または如（660nm）を陪いた．各

光源を電源装置（PSV-524V シーシーエス株式会社製）に

取り付け，光源を照射穴に垂直になるように設置し，前述

の装置：内に照射できるようにした．その際，フォトン数を

安定させるため，電流の調節つまみを最大に回定した．

同一波長の光源でも，フォトン数が異なれば，本種の反

略行動が異なることが考えられる．そこで，次のようにし

て，同一波長でフォトン数が異なる実験を行った前述の

装留において，光源とf照射口との開にフィルターを配置

し，フォトン数を識節した．このフィルター（NDフィル

ター，号数 1.0，富士フィルム株式会社） I枚を光源の前面

に設霞することにより，透過率を 10%減うもした． さらに，

このフィルターを n枚重ねることにより， フォトン数を

1/1011に段階的に調節した前述の装霞の中央部（発光面

から 218mmの距離）における波長とフォトン数をあらか

じめ特定するために，光は高速分光ユニット（HSU-JOOS,

朝日分光株式会社）を用いてiR~定した

前述の装置を用いて，奥なる波長とフォトン数に対する

本磁の反応を次のようにして調べた．最初にピーク波長

が355nmの光源を用い，フィルターを設けない条件下で

光を照射した．この状態で 先端を切ったマイクロピペッ

ト用 Imlチップにミカンキイロアザミウマ雌成虫を 30個

体集め，チップを指ではじいて，実験装置中央の投入口か

ら供試虫を投入し，投入口にゴム栓で蓋をして l時間静置

した．その後，実験装置を分割し， Fig.Iに示した光源側

(Light side），中央（Middlearea），遮光側（Controlside）に

いる個体数をそれぞれ記録した．次に，光源をそのままに

して，フィルターの枚数を増加させて，同一波長の異なる

フォトン数に対する反応を悶様にして i～ 3間繰り返し調

べたさらに，これら一連の実験を光源の種類を変えて実

施した．

3. 網膜電菌（ERG）法による擾眼分光感度の測定

網膜竜関（ERG）法により，被i現分光感度を浪ij定した

測定には雌雄それぞれ 3 個体ずつ用いた．最初に，｛j~試虫

を両面テープで試料台に固定し，電子シールドケージの中

に配置した．次に，内部に水道水を満たした 2本のガラス

電極（先端底箆約 lOμm）のうち， l本を先端に少量まの導電

性ペーストをつけて複眼表面に接触させ，これを記録電極

とした．もう 1本を腹部につけた傷から体内に挿入し，不

関電極とした．光を複ITT艮に照射した擦に生じるこ電極間

の電位若を，増幅器（MEZ-8301，日本光電，東京）と AD

変換器（Mト150,BioPac, USA）を介して記録した．以下で

は，光刺激によって引き起こされた電位義を光に対する反

応と呼ぶことにする．

複眼への光刺激に用いる光源として， 500Wキセノン

ランプを用いた．光源から出た光から，干渉フィルター

(300～ 740nm, 20nmおき，半値I揺I0-14nm）を用いて，

23種類の単色光を取り出したそれぞれの単色光はお英

ファイパーに過し，この先端を複製から約 5mmの位誼に

設霞した．各単色光のフォトン数はラジオメータ（Model-

470D，三双製作所）で測定し，全ての単也光でフォトン数

が等しくなるようにオプテイカルウエッジを用いて調整し

Tこ．

分光感度の決定には，竣眼の分光反応と光強度反応が必

要である．すなわち，分光反応とは同一フォトン数条件下

における異なる波長に対する複眼の反応である．光強度反

応、とは臨定した波長条件下における異なるフォトン数に対

する接眼の反応である．この二つの測定は同一個体で行う

必要がある．前述のこつの反応について，それぞれの大き

さを電位義として，次のように記録したまず，分光反応

を測定するために，持続時間 50ミリ秒， 5秒毘掃の刺激光

志短波長から長波長，ついで長波長から短波長の）I闘で照

射，それぞれの刺激光に対する反応を測定し，これを 3～

5反復行った短波長から長波長，長波長から短波長の一

通りの照射）I債で、行ったのは 夜前に照射した光の影響が次

の波長の光に対する反応に現れる可能性があるため，短波

長から長波長，長波長から短波長の両）I債での反応の平均値

をとることでj則定直前の波長の影響を排除するためであ

る．一方，光強度反応を次のようにして測定した．先に

行った分光反応の測定で最大の反応、（電位差）が得られた

波長の光を刺激光とした．フォトン数はその波長の最大強

度の光を基準とし， NDフィルターとオプテイカルウエッ

ジを用い，フォトン数を 1/10000に落とした刺激光から始

めて 0.25log unit刻みで徐々にフォトン数を増した光を照

射し，それぞれのフォトン数の光に対する反応（光強度反

応）を測定した．光強度反応を刺激光のフォトン数に対し

てプロットして得られた光強度反応曲線を Naka-Rushton

の式 （V!Vm仇 ＝！＂！（！＂ 十K"),I：光強度， V：光強度Iでの反

応、， Vmax：反応の飽和髄， K:50% f7inaxでの人 n：曲線の傾

き）で近似したこの近似曲線上で，分光反応のi則定で得

られた大きさの分光反応を生じさせる刺激光のフォトン数

を求め，これを感度とした．感度を波長に対してプロット

することにより分光感度曲線を描いた（蟻illら， 2014).

4. 接眼分光感度と誘引活性との関係

前述の実験により，本種の被娘分光感度は 360nmおよ

び 500nm付近で極大を示すことが明らかとなった．そこ

で， この二つの波長について，本種に対する誘引活性を

次のようにして諮べた（Fig.2）.ポ 1）スチレン製のY字管
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Fig. 2. Apparatus used two-choice-test for 355 nm and 525 nm. 
30 adult thrips were released through a hole (a black circle in 
the日gure)

（内径 !Ocm）のそれぞれの分岐開口部に，透明粘着シート

(ITシート，日東電工）を粘着面が Y字管内部になるよう

に取り付けた次に，粘着シートの外側に開口部が lcm2 

(1 cm×l cm）になるように中央に穴を開けた合成ゴム

シートを取り付けた．さらに合成ゴムシートの外側に，前

述の実験で使用したものと同じ減光フィルターを 0～4枚

設置し，光強度を調節できるようにした 一方の減光フィ

ルターの外側にシーシーエス株式会社製の LDF-26×26シ

リーズの UV355-TAC8（ピーク波長： 355nm），もう一方に

は同社製GR（ピーク波長： 525nm）をそれぞれ光源として

設置した．ただし， 二つの光源について，減光フィルター

を使用しない場合の Y字管の分岐部におけるフォトン数

が同一 （1.7×1016 photons/ (nl・s））になるようにあらかじめ

調整した．なお，光を照射した際に，この Y字管内での

光の乱反射を防止するために，内壁に黒の水性絵具をあら

かじめ塗ったまた，軸部開口部は外部からの光を遮断す

るために，分岐開口部と同じ材質のゴムシートであらかじ

めカノTーした．

先端を切ったマイクロピペット用 lmlチップに本種雌

成虫を 30個体捕集した Y字管の軸部の端の下側に聞け

た穴からこのチップを先端が上になるように挿入し，自由

に飛朔できるようにした．その直後に照射を開始した．そ

の後， l時間経過した時点で，光源側の透明粘着シートに

捕捉された個体および透明粘着シートから Scm以内の距

離にいた個体を誘引個体として計数した．なお，本実験を

それぞれの条件ごとに 4回繰り返した

結

1. 異なった波長に対する誘引活性

ミカンキイロアザミウマについて，各波長におけるフォ

トン数と反応率との関係を Fig.3に示す．この図に示した

反応率は回収個体数に対する光源側個体数の比（%）とし

て定義したここで，放飼個体数ではなく回収個体数を用

いたのは，計数時に発見できなかった個体がいたからであ

る目また，図中の曲線はデータから導かれるプロビット曲

線を示す．

どの波長（35511111,40511111, 450n111, 525n111, 59011111および

660n111）においても， フォトン数が多いほど反応率が高

まったその変化は横軸が対数表示であることを考慮する

と，緩やかで連続的なものと考えられる．特定の波長にお

いて，フォトン数がある特定の閥値を超えると反応率が急

激に変化する現象は観察されなかったまた，装置の両端

とも遮光した場合には放飼個体の多くは装置の中央に存在

した．

ある一定の反応率を引き起こすのに必要なフォトン数が

少ない波長ほど，その昆虫に対する誘引活性が高いと考え

られる．そこで， Fig.3に示したプロビット曲線より，各

波長において誘引率が 50%となるフォトン数を求め，走

光性作用スペクトルとして示した（Fig.4). 355n111および

52511111の波長の光はもっとも少ないフォトン数（それぞれ

6.8×1014, 8.0×1014photons/(1112・s））で反応率が 50%となっ

た この結果は 35511111および525n111の波長の光は本種に

対しでもっとも高い誘引活性をもつことを示している． 一

方， 470n111の光は 355n111から 525n111の波長域において，

そのフォトン数は極大を示したまた，波長が 525n111を

超える光では， 50%の反応率を引き起こすために必要な

フォトン数は波長が長くなるにつれて，指数的に増加し

た．

2. 網膜電図（ERG）法による複眼分光感度

ミカンキイロアザミウマ雌および雄成虫の複眼の分光

感度は， 300～ 740nmの波長域において， 360nmと500n111

付近に同程度の極大がみられたまた， 420nm付近で最大

値の約 40%の極小値を示した波長が 500nm以上になる

と，分光感度は急激に低下し， 660n111以上の長波長光に対

する感度は非常に低かった（Fig.5). 

ERG法は複眼の広い範囲から光に対する反応を検出で

きる．複眼には異なる複数の色受容細胞がある比率で含ま

れているため， ERG法により測定された分光感度は，主に

各色受容細胞の反応をこの比率で積算したものになる．な

ぜなら，それぞれの色受容細胞の分光感度は，その色受容

細胞がもっ視物質の吸収スペクトルに一致する（Yauand 

Hardie, 2009）からである． ところで，多くの昆虫では紫

外吸収型，青吸収型，長波長（緑）販収型の 3タイプの視
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物質オプシンを一つずつ発現していることが知られている

(Briscoe and Chittka, 2001）.そこで， ミカンキイロアザミ

ウマにおいても同様の 3型が発現していると仮定した．各

視物質の吸収スペクトルは Govardovskiiet al. (2000）の計

算図表（nomogram）を用いて予測し， どのような波長に
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Wavelength (nm) 

Table I. Relationship between percentage of adults attracted by different light intensity and wavelength 

Per℃巴ntageof adults at di妊er古川 lightint釘isity(photons/(m2・s)) 

(6.3×1012) 

1.7 

8.3 

(8.0×10勺

5.3 

10.0 
側、JP

、J

州、J
今〆－

弓

3

弓
d

( 1.3×1015) ( 1.7×1016) 

68.0料

1.3 

( 1.0×1014) 

16.7 

6.7 

so.o** 
6.7 

料 indicatessignificant differences between attraction rates at different wavelengths using the Mann-Whitney Utest atp<0.01. 

吸収ピークをもっ視物質がどのような比率で存在するか

を，最小自乗法によって求めた．その結果， 363nm(UV), 

476nm (B), 535nm (LW）に吸収極大をもっ授物質が，分

光吸収曲線の積分値で l: 0.99: 1.98の割合で含まれている

と仮定した場合に，本種の按眼分光感度曲線をよく再現す

ることができた（Fig.5). 

3. 複眼分光感震と誘引活性との関係

前述の実験により本種の複眼分光感度が極大を示した

355nmと525nmの2波長について， Y字管を用いた選択

実験を行った．放銅｛罷f本数に対するそれぞれの波長ffitlに
誘引された個体数の比（誘引率%）を計算し，その結果を

Table lに示す．波長が 525nmの場合，フォトン数を増や

しても誘引率は変化せず＼低いままの値を示した一方，

波長が 355nmの場合， フォトン数が 6.3×1012から 1.0×

I 014 photons/ (m2・s）に増加するにつれて，誘引率は次第に

高くなった． さらにフォトン数が 1.3×1015photons/ (m2・s) 

以上では，急激に誘引率が増加した．このときの誘引率は

525nmの場合のそれより有意に高かった（Mann-Whitney

Utest,p<0.01). 

考 持
ノ』、

実験に供したいずれの波長の光（355nm,405nm, 450mn, 

525nm, 590nmおよび 660nm）に対しでも，フォトン数が

多くなるほど正の走光性を示すミカンキイロアザミウマ

の割合が高まった（Fig.3）.類似した現象は， セイヨウ

ミツバチApismellifera L. （ハチ悶：ミツバチ科） (B剖 holf,

193la,b）やキイロショウジョウパエDrosophilamelanogas蜘

ter Meigen （ハエ目：ショウジョウパエ科） (Bertholf, 1932) 

など多くの昆虫で報告されている．このような光強度と走

光性の憐係が生ずるのは 次の理由によるものと考えら

れる．一般に，フォトンが視物質に吸収されると撰細胞

膜チャネルの関関が起こり，膜電位が変化する（Yauand 

Hardie, 2009) .多くの琵虫では，フォトン数の多さが膜電

位変化の大きさに誼結し，さらに線電位変化の大きさが走

光性の強さに反映されているからである．

誘引活性から求めた走光性作用スペクトルに関する結果

では，放飼した個体の 50%が光に誘引される行動を起こ

すのに必要なフォトン数は波長が 355nmおよび 525nmの

場合にもっとも少なかった（Fig.4）.この結果は本種の光

に対する感度がこれらの波長に対しでもっとも高いことを

示している．このことは 本種の複眼分光感度が 360nm

および500nmの波長で極大になったことからも裏付けら

れる．一方，波長が 660nm以上になると陪様の行動を起

こすのに必要なフォトン数は， 355nmの場合の 93倍，複

限分光感度は 355nmの場合の 11100であった． これらの

結果は，本語の走光性作用スペクトルと複限分光感度の挙

動はいずれの波長においても一致していることを示してい

る．

実際には，按限の反応の大きさは琵受容縮抱の反応、の総

和であり，それぞれの自受容細胞の反応は視物質の股収ス

ペクトルに一致することから，本種における視物堅の吸

収スベクトルを求めた． これまでアザミウマ類では光に

対する反応行動と｛闇限の構造に認して Caliotかかsphaseoli 

Hood （アザミウマ自：アザミウマ科）における研究（Mazza

et al吋 2010）がある． しかし，按恨の視物質の構成比と光

に対する反応行動を明らかにした研究はない．複限の光に

対する反応の大きさは個々の色受容細胞の反応の総和であ

る．各告受容縮胞の反応は視物質全体の吸収スペクトルに

一致する（Yauand Hardie, 2009）.そこで，本種の複眼に

おける視物質全体の吸収スベクトルを謡べた．その結果，

363nm (UV), 476nm (B), 535nm (LW）に吸収極大をもっ

三つの視物質が，分光I吸収曲線の積分値で l: 0.99: 1.98の

割合で存在すると仮定した場合に推定される視物質全体の

l吸収スペクトルが，実測値にもっとも近かった（Fig.5). 

波長 355nmおよび 525nmの偶別の光に対する本種の反

応では，放銅した個体の 50%が光に誘引される行動を起

こすのに必要なフォトン数はほぼ｜司じであった． ところ

が，二つの波長の光が同時に存在する条件下ではフォト

ン数が 1.3×1015photons/(m2・s）を超えると，前者の誘引

率は後者のそれより有意に高くなった（TableI）.これは，

単一波長の光に対する誘引活性や複親分光感度が，両波

長閣で鴎程度であったことと一致しない．土麗ら（！995b)

は，屋外で行った実験から， 450nm付近で反射率が高く，

550nm付近で低くなる分光反射特性をもっ青紫～青色が

本醸の誘引に有効に作用すると推察している．反対に，本

研究において単一波長を用いた実験では， 525nmで誘引

活性，綾限分光感度ともに高かった土屋らの試験は，

550nm付近に高い反射率をもっウンシュウミカン葉が賂
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間にあったこと（土屋ら， 1995a）から，本種がこの波長域

の反射光を認識しにくかった可能性がある．恥1ainaliand 

Lim (20 I 0）は，黄金粘着トラップとその背景色のコント

ラストが強いほど本種の捕獲効率が高かったことを報告し

ている．これらの事実は周囲に他の色が存在することに

よって対象物の認識しやすさが変イとする可能性を示してい

る．また，行動の種類によって作用スペクトルのパターン

が異なるナミアゲハ Papi/ioxuthus （し）（チョウ目：アゲハ

チョウ科）の例（Koshitakaet al., 2004）のように，本種が

異なる 2波長の光に対して反応行動を示す場合には，単一

波長の場合とは異なる何らかの情報処理が中杷で行われて

いる可能性もあると考えられる

昆虫における複眼分光感度は種によって様々なパターン

を示す（薮， 1999;Lall et al., 2000; Sauseng et al., 2003；遠

藤ら， 2014；賞志ら， 2014). ミカンキイロアザミウマの

ように 360nm付近の紫外域と 520～ 540nm付近の緑也

領域にこつのピークをもっ昆虫には Fulgeochlizusbruchii 

（甲虫日：コメツキムシ科）， チャノキイロアザミウマ

ムヲcirtothr主治 dorsalisHood （アザミウマ司：アザミウマ科），

ミナミアオカメムシ Nezaraviridala （し）（カメムシ日：カ

メムシ科）などがある．チャノキイロアザミウマでは，複

i摂分光感度と ~i一波長の光への走光性作間スペクトルとの

関係はおおむね一致した（員会志ら， 2014). このような被

線分光感度と単一波長光への走光性作用スペクトルとの倒

ため， 660nm付近の波長光を果樹に照射し，果樹への反応、

活性を低く押える．その一方で， 355nmの繋外光を照い，

本穏を果樹以外の場所に誘引・捕殺することが可能だと考

えられる．これらを踏まえて，実際の防除技術を確立する

には，長波長（660nm）と紫外光（325nm）の果樹に対す

る照射の仕方や，光源の配置場所などに関する研究が今後

必要と考えられる．

摘 要

LEDライトを光源とする単一波長に対するミカンキイ

ロアザミウマ Frankliniellaoccidentalis (Pergande）の反応、

行動を調べたあわせて，光強度と反応行動との関係を

走光性作用スペクト jしとして示した さらに，網膜電関

(Electroretinogram : ERG）法を用い，接眼分光感度を調べ

た． その結果， 355～ 660nmの光に対して， フォトン数

が大きくなるほど本種雌成虫の誘引活性は高まり， 355nm

および 525nm付近の波長の光に対して間程度に高かっ

たこれは，本種雌雄成虫の複眼分光感度が 360nmおよ

び500nmで極大となり，その感度は同等で、あったことと

おおむね一致した．このことから，本種の走光性作用スベ

クト ）！.－は，接i浪分光感度とほぼ一致していると結論した

さらに，複眼分光感度が板大を示した 355nmと525nmの

2波長の選択実験を行ったところ， 355nmを強く選好した

これは，複数の光湖、が存在する条件下では紫外光を選好す

係を調べた例は少ないが，本研究結架（Fig.5）を考慮、すれ ることを示唆した．

ば， ミカンキイロアザミウマおよびチャノキイロアザミウ

マでは設限の反応、の大きさが走光性の大きさに強く反映さ 引用文献

れていると推測できる．しかし 単一波長に対する複眼の

反応の大きさだけでは野外における本穂の走光性を説明す

ることはできないと考えられる．例えば，本研究ではミカ

ンキイロアザミウマは複数の波長が同時に存在する条件

下では紫外光に対して選択性を示した（TableI）.同様の

傾向はミナミアオカメムシでも報告されている（遠藤ら，

2014）.このような現象が現れるのは，昆虫が訪れるほと

んどの花には，中心部は繋外放射（UV）をi吸収し，花弁の
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性昆虫の多くはこれを擦識としているため（内海， 2002)
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本研究において，本種は接数の波長の光が陪時に存寂す

る条件下では 355nmの波長を選択するが， 660nm以上の
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