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長期累代飼育がイモゾウムシの交尾能力に及ぼす影響

照 屋 清仁 1，*.熊野了州 2，3

l沖縄県病害虫防除技術センター

2琉球産経株式会社

3琉球大学農学部

Effect of Long-Term Mass-Rearing on Mating Performance in the West Indian Sweet Potato Weevil， Euscepes 
postfasciatus. Kiyohito TERUYA1

，* and Norikuni KUMAN02，3 IOkinawa Prefectural Plant Protection C叩ter;Naha， 
2 Okinawa 902-u072， Japan. "Ryuk戸1Sankei Corporation; Tomi別suku，Okinawa 901-u242， Japan. "Faculty of 

Agriculture， Ryukyu University; Nishihara， Okinawa 903-0213， Japan. 電Jpn.J. Appl. Entomo/. 200/. 59: 17-22 
(2015 ) 

Abstract: A lot of sterile males need to be released continuously in the target area in the sterile insect techr叫ue(SIT). 
Therefore， mass剛rearingofthe target pest insects is indispensable for SIT programs. The West Indian sweet potato wee“ 

vil， Euscepes pos仲'sciatus，has been maintained for over 44 generations (~8 years) for iぉeradicationprogram in 
the Okinawa Prefectural Plant Protection Center (Naha， Okinawa， Japan). The selective pressures under mass・-rearing
conditions are likely to be very different from those of wild ones. The specific selective pressures over many genera嗣

tions under mass-rearing conditions would adversely affect the reproductive capacity ofmass-reared insects. Therefore， 
evaluation of the mating performance of mass-reared males compared with that of wild ones is indispensable in SIT 
eradication programs. Although we compared mating performance with respect to four reproductive characteristics 
(duration of mating behavior， mating success， mating competitive附 sability and number of transferred sperm in fe欄

male spermatheca during co似伽tion)between mass-reared and wild males in E. pos抑'sciαtus，ther・ewas no evidence 
that the mass刊乱redmales were inferior to the wild males in terms of mating performance. Thus， we considered that 
the mass削rearingprocedure for at least 44 generations did not adversely influence the male mating activity in E. post剛

jasciatus. 

Key words: Mating behavior; mating competitiveness ability; West Indian sweet potato weevil; long term mass-rearing; 
sterile insect technique 

緒

イモゾウムシ Euscepespostfasciatus (Fairmaire)は熱帯

から亜熱帯地域にかけて広く分布するサツマイモ Ipomoea

baωωs (L.) Lam.の重要審虫である (Ramanand Alleyne， 

1991). サツマイモはイモゾウムシの食容を受けると，被

害部で苦みや奥みの原因物質である強毒性のイポメアマロ

ンやクマリン等の生理活性物質を生産し，食味や風味が

低下するため，背負果や加工用だけでなく家畜鯛料として

も利用できない (Uritaniet al.， 1975; Suthrland， 1986). そ

のため植物防疫法によって，イモゾウムシの発生地である

南西諸烏から未発生地(日本本企)への寄主楠物であるヒ

ルガオ科植物(例えば，サツマイモやアサガオ Ipomoeanil 

(L.) Roth.の移動が制限されている(杉本， 1990;中村ら，
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2011) . こうした規制は南西諸島における農業振興を妨げ

ており (Moriya，1997;大村， 2000)，発生地のひとつであ

る沖縄県では問題解決のため，久米島と津堅島において

不妊虫放鯛法を用いた根絶防除を実施している(山岸・下

地， 2000; Kuba et al.， 2003) . 

不妊虫放銅法では大量の不妊雄を継続的に放飼する必

要があり，対象害虫の大量増殖が不可欠になる(Knipling，

1955) .大量増殖では野外とは異なる人為的環境下で系統

を長期間維持するため，自然条件ドとは興なる形質に選択

圧がかかり， r毘点の家畜化」が意識的，あるいは無意識

的に生じ， X賂能力等に何らかの影響を及ぼす可能性があ

る(宮竹， 2008). 増嫡系統の雄の突尾能力が野生の雄に

比べて低下し，野生の雌とのうさ践が行われなくなると，不

妊虫放飼で期待される放飼効果が得られず，防除効果を低
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下させ(拍lipling，1955)，根絶防除事業の時間的，経済的

コストを増大させる.そのため，不舵虫放飼法では，不妊

虫として使われる増殖系統の雄の交尾能力が野生の雄と比

べて俄下していないことを明らかにしておくことが重要

になる， これまでに不妊化がイモゾウムシの雄の交尾能

力に影響を及ぼさないことが知られている (Kumanoet al.， 

2008) . しかし，沖縄県病害虫防除技術センターにおいて

8年間 44世代にわたり維持されているイモゾウムシ増殖

系統は，野生の雄と比較されたことはこれまで一度もな

本研究では，イモゾウムシにおける増殖系統と野生虫の

交尾行動，交尾競争力，交庖成功，移送精子数について両

者を比較し，不妊虫放飼法で不可欠な長期の累代飼育が交

賂能力を低下させるリスクについて議論する.

本文に入るに先立ち，試験に関するご助官をいただいた

鹿児島大学教育学部の栗和田隆氏，本稿のご校閲ならびに

有議など助喬をいただいた沖縄県病害虫防除技術センター

の佐渡山安常氏，松山隆志氏，大石毅氏，琉球産経株式会

社の鶴井香織氏，調査を手{云っていただいた沖縄県病害虫

防除技術センターおよび琉球産経株式会社のスタッフに感

謝を申し上げる.

材料および方法

1. t共試虫

2004年 12月に沖縄本島南部(糸満市，八議瀬町，北緯

26.1，東経 127.7)のサツマイモ圃場で採集されたイモゾ

ウムシを，沖縄県病害虫防除技術センタ…において， 25ごと

10C， 14LlODの条件下でサツマイモ塊根を用いて 44世代

累代劇背した系統(以ド，増嫡虫と時ぶ)と，増嫡虫を採

集した同じサツマイモ閉場で2012年 8月に採集し，沖縄

県農業研究センターで l世代，沖縄県病轡虫防除技術セン

ターで2世代，増殖虫と同条件で累代飼育した系統(以下，

野生虫と呼ぶ)を用いた.本来は野外に生息している虫を

実験に用いるべきだが，実験に必要な数を野外から採集す

ることは困難であるため，今回は室内で必要数まで増殖し

て使用した.サツマイモ塊根を聞いた累代飼育体系は山

岸・下地 (2000)が報告しているが，その後生産状況に応

じて親虫数等の変更が行われている.現在はポリプロピレ

ン製の容器(キーパ-B嗣387，岩崎工業，奈良)に産卵用

のサツマイモ塊根 1，800gと親忠となる成虫2，500顕を入

れている.産卵用のサツマイモ塊根は親虫接種後4日目，

7日目， 11日間に新しいサツマイモ塊根に取り替え， 14日

目に産卵は終了し，親虫は処分する.産卵後のサツマイモ

は成虫を取り除き， ポリプロピレン製の容器に 2脊器分

のサツマイモ塊根 (3，600g)を保管し，親虫接種後 8週日

と9遡自に自然脱出したイモゾウムシを回収する.保管両

系統の創始集団サイズはそれぞれ 9，300頭(増殖虫)と 85

頭(野生虫)である.実験には羽化直後の米交尾成虫をサ

ツマイモ塊根から取り出し，増殖虫の雄，野生虫の雄およ

び野生虫の雌をそれぞれ個別のメッシュ蓋のプラスチック

カップ(斑径105mmX商さ 44mm)に100顕入れ， 25土10C，

14LlOD (0時点灯 14時消灯)の条件下で性成熟を促すた

め，サツマイモ塊根(約 350g)を与えて 14-15日間飼育

した.実験夜前lこ個体識別のため，白色油d性マーカー(オ

パックカラーNo.551，寺西化学工業株式会社，大阪)で，

lつまたは 2つのマーキングを鞘閣に施した.すべての試

験は 2012年 10月から 12月にかけて行った.

2. 実験方法

(1)突尾行動

本種の交尾行動は 3つのフェーズに分けられ，それぞれ

は行動観鍛により容易に判別できる.雄は雌を発見すると

背中に乗り，中・後脚で雌の鞘嫡側部と後部を刺激する

(交尾前ガード).雌が腹部をあげることで雄は突出器を

挿入し，雄の体は雌に対しでほぼま震直な状態となる(交尾

器挿入). その後，雄は再度雌の背中へと移動し(突魁後

ガ…ド)，しばらく留まった後に離れる (Satoand Kohama， 

2007; Kumano et al.， 2008) . 

試験は 14:00から暗期が開始するように設定された実

験室 (25土lOC)で行い，暗期中は赤色灯 (3.0WLEDヘッ

ドライト CS-30P，株式会社オ…ム需機，東京)を用いて

観察を行った.直径 35mmX高さ 10mmのプラスチック

シャ…レ(ファルコン 351008，日本ベクトンディッキンソ

ン)に増殖虫の雄と野生虫の雌のペア (n日 92)，野生虫の

雄と野生虫の雌のペア (nおお92)を入れ， 13:30から 120分

間直接観察した.調査項目は試験開始からマウント開始ま

でのマウント開始時間，マウント開始から交賂開始までの

うを尾前ガード時間， X尾開始から交尾終了までの焚庖時

間，うど尾終了からマウント解除までの交尾後ガード時聞を

計測した.観察終了時に交尾もしくは交庖後ガードを行っ

ていた場合，交尾後ガードが終了するまで観察時聞を延長

した"3主席前ガードを行っていた場合は観察を打ち切った

が，マウント開始時間は解析に含めた.うさ尾まで韮らずに

交賂前ガードイ表にマウントを解除した場合，交尾前ガード

時間をマウント解除時間 (give-uptime)として解析に用い

た.また，各調査項目で計測した個体数についても記録し

た.

(2)交牒競争力

交尾行動試験と同条件の実験室で実施した. 直径

35mmX高さ 10mmのプラスチックシャ…レ(ファルコン

351008， 日本ベクトンディッキンソン)に増殖虫の雄，野

生虫の雄と野生虫の雌を l顕ずつ問問させ (n=60)，13:30 

から 120分間直接観察し，最初にマウントを行った雄の系

統とその後交躍まで行われたかについて記録した.最初に

マウントした雄が雌から離れた時点で、観察を打ち切った.
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1. 交尾行動

交尾行動試験の結果を Tab1e1に示した マウントを

行った雄の割合，マウントしたぺアのうち交尾を行った雄

の割合に増殖虫と野生虫で有意な差は認められなかった.

また，マウントしたペアのうち交尾まで至らずマウントを

解除した雄の割合も増殖虫と野生虫で有意な差は認められ

なかった.
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Fig. 1. Comparison of sperm transfer ability between mass-reared 

andwildmal巴s.The box denotes the interquartile range (lower 
limit: 25也 p巴rcentile，upper limit: 75th per印刷le)and the 

median value (50th percentile) of the number of transferred 

sperm. Vertical dashed lines indicate the maximum and mini-

mum values. 
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また，観察終了時にマウントを行っている場合，観察は打

ち切ったがマウントのみ解析に含めた

(3 )交尾成功と移送精子数

交尾行動試験と同条件の実験室で実施した 直径

35mmX高さ 10mmのプラスチックシャーレ(ファルコン

351008， 日本ベクトンディッキンソン)に増殖虫の雄と野

生虫の雌のぺア (n=29)，野生虫の雄と野生虫の雌のぺア

(n=28)を入れ， 13:30から 24時間交尾機会を与えた翌

日の 13:30にペアを回収し，雌雄を分けて保管した.ペア

の交尾成功を明らかにするため，回収した翌日に雌の解剖

を行い，受精嚢内の精子を確認した取り出した受精嚢

をスライドグラスに滴下した蒸留水(10μ1)中で鋭いピン

セットを用いて破砕い水中内で受精嚢懸濁液が均質にな

るように混ぜ， カバーガラス (18mmX18mm) をかぶせ

た光学顕微鏡下 (X300)で検鏡を行い，精子が確認さ

れたものを交尾雌とした.移送精子数を明らかにするた

め，増殖虫の雄もしくは野生虫の雄と交尾した雌を 10頭

ずつランダムに選び，先で作製したサンプルのスライドグ

ラス上の精子数を計数した計数は接眼ミクロメーターを

取り付けた光学顕微鏡下 (X300)で0.5mmXO.5mm内に

ある精子数を，カバーガラス内で 20カ所ランダムに計数

して 5mm
2の精子数とし，カバーガラスの面積との比率に

より受精嚢内の精子数を算出した全ての雌の解剖と精子

数の計測はぺアを回収した翌日に行った.

3. 統計解析

突尾行動(マウント開始時間，交尾前ガード時間，交尾

時間，実尾後ガード時間，マウン卜解除時間)の比較には

Wilcoxonの順位和検定を用い，マウントの割合，交尾の

割合，マウント解除の割合と交尾競争力の比較には Fisher

の正確確率検定を用いた.移送精子数の比較には一般化線

形モデル (GLM)で誤差構造はポアソン分布， リンク関数

に対数を用いた.説明変数として系統の遣いを用い，係数

Comparison of mating behavior between mass-reared and wild males Table 1. 

Wildmales 

n=92 
Mass-reared males 

n=92 
p 

68 

52.77土28.03

II 

0.4343" 

0.4958
b 

0.1440" 

66 

57.07士28.37

18 

0.4923
b 

0.9824
b 

0.8771 b 

0.9900" 

0.6539
b 

19.91 ::1:23.90 

32.45土8.69

18.19::1:8.65 

10 

33.00土32.98

12.16士7.79

31.83士6.85

23.17::1:18.13 

II 

15.60土21.57

Number of mounted pairs 

s旬此timeofmoun凶1

Numberoぱfma叫te“dpa凱lr凶s 

Duration of mating behavior 

Pr，閃'e-c∞opu叫latωorηygu紅 ding(mea加n::l:SD)(min 

Copu叫Jia幻tωion(mean::l:SD) (min) 

Pos託t-c∞op仰u山la加a瓜tωoryg別ua訂rd必m略19(me如::I:SD).(min 

Number of giv刊e-uppal汀rs

Give-up time' (mean士SD)(min 

"Fisher's exact test. 
bWilcoxon rank sum test. 

c Censored observation is not included in this analysis. 
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交尾行動に関し計測した時間(マウント開始時間，交尾

前ガード時間，"X尾時間，交尾後ガード時間，マウント解

除時間)は増殖虫と野生虫で有意な差はみられなかった.

2. 3芝居競争力

突尾前ガードを狩っている雄の上に他方の雄が乗る作為

(間性マウント)はみられたが，押しのけてマウントを阻

しようとする行為は観察されなかった.観察時間内にマ

ウントした雄は43顕(増殖虫 n=23，野生虫:n山 20)で，

系統聞でマウントした雄の割合に有意な義は認められな

かった (p出 0.7036，Fisher's exact test). 雄にマウン卜され

た雌43顕のうち26顕が観察時間内にうさ庖を受け入れたが，

交隠した雄の割合に系統聞で有意な差は認められなかっ

た(増殖虫:n口 14;野生虫:n=12，p口 0.9999，Fisher's exact 

test) . 

3. 交尾成功数と移送精子数

精子の移送に成功した雄の数は 22頭(増殖虫:n出 11;

野生虫:n山 11)で，系統聞で突尾した雄の割合に有意な

差は認められなかった (P=0.9999，Fisher's exact test). 受

精嚢内の精子数は， 増殖虫のほうが野生虫に比べ有意

に多かった (Fig.1: s= -0.1392士0.0031，z口 -44.27，p< 
0.001) . 

考察

…般に昆虫の大量増殖は主に生産性を重視して行われる

ため，高密度鯛宵，安定的な温度条件，捕食者のいない環

境，農寓な餌資源など，生息条件が野外で生息する同種の

昆虫とは著しく異なる.こうした環境条件下で長期にわた

り累代鯛背が行われることで，増殖環境で独自の形質の適

応進化が生じることがこれまで多くの研究で示されてきた

(Calkins and Parker， 2005;笛竹， 2008;東和旧， 2013). 本

研究ではイモゾウムシの長期累代銅背が交鼠能力に与える

影響を明らかにするため，沖縄県病害虫防除技術センタ…

で長期 (8年44世代)にわたって維持されているイモゾウ

ムシの増嫡系統の交尾能力を野生虫のものと比較した.そ

の結果，増嫡虫の 4つの交尾行動に関する形質(マウント

開始時間， 3芝居前ガード時間，交尾時間，交尾後ガード時

間)はいずれも野生虫のものと差がなく，ライバル雄が存

在する条件下での交尾競争能力に関しても増殖虫と野生虫

には差がないことが明らかになった.今回の実験は室内で

3世代思代飼育した虫を野生虫として比較対象とし，時期

の開始時間も野外と異なる条件であるため，厳密には野外

のイモゾウムシとの比較にはならないが，今回の試験設計

で得られた結果からも，少なくとも 44世代 (8年間)のイ

モゾウムシの交尾行動に関する形質は大量増殖環境条件に

おける長期興代鯛育であっても野外のイモゾウムシと同等

に保持されていると同時に，競争者が多く符在する環境で

あっても，ライバル雄に対する競争者排除といった攻撃的

な行動形質を滴応瀧{じさせているわけではないことが示唆

されたと考えられる 4 この点については，今後，野外試験

においても確認する必要がある.

一方で，移送精子数は増殖虫と野生虫で興なり， イモ

ゾウムシの増殖虫の雄は野生虫の雄に比べてより多くの

精子を雌に移送していた.本研究では交尾行動を直接観

察して移送精子数を明らかにしたわけではないが，行動観

察の結果は増嫡虫の雄と野生虫の雄の交尾時間はほとん

ど変わらない (Table1)ζ とそ示している.また，イモゾ

ウムシの雌は l晩で複数回交尾することはなく (Satoand 

Kohama， 2007)，精子移送は交尾開始直後の約 5分でほぼ

完了する (Kumanoet al.， 2011)ことがこれまでに明らかに

なっている. したがって，本栂の受精畿内の精子数の遠い

が増殖虫の雄の交尾頼度や交尾時間の遣いにより生じた可

能性は極めて低い.大量増殖による虫質の変化は，短い幼

虫期間や早い性成熟といった増殖環境で繁殖しやすい形質

への意識的・無意識的な選択が行われることによる(架羽

田， 2013). 例えば，イモゾウムシの大震増殖では成虫は

卵接種後9澗までにサツマイモ塊根から出てきた個体を親

虫として使閉している.雌は生滅 178~425 個の卵を 2~

6カ月にわたって産み続けることができる (Tucker，1937; 

Alleyne， 1982)が，大意増殖で親虫として使用する期間は

2週間と矩い.卵接種後 9週の時点で塊根内に閣まる成虫

や発宵速度の遅い個体は破棄されるため， その結巣，成

長漉度が早く性成熟の早い個体が生康の都合によって選

択される. こうした大最増殖における生庸スケジュール

がもたらす増殖系統の早熱性は， これまで不妊虫放飼の

ために沖縄県病害虫防除技術センターで生産されてきた

ウリミパエ Bactroceracucurbitae (Coquillett)の突尾前期間

の短縮(添盛・仲盛， 1981;久場・添盛， 1988)やアリモド

キゾウムシ Cyl.ωformicarius(Pabricius)での発育期間の知

縮 (Kuriwadaet a1.， 2010)で報告されてきた.イモゾウム

シの雄は羽化後約 5日で性成熟し (Hiroyoshiand Moriya， 

1999) ，以後米交尾雄の移送精子数は日齢と共に増加する

(Kumano et al.， 2008) . したがって，本研究で明らかとなっ

たイモゾウムシの移送精子数の遠いは，増殖虫と野生虫の

性成熟のスピードの還に起因すると推測される.つまり，

性成熟の早い増嫡虫の雄のほうが性成熟の避い野生虫の雄

よりも交賜実験を行った時点、で保持する精子数が多かった

可能性が大きい.アリモドキゾウムシの場合，若い雌成虫

は受精嚢内に十分な精子をもたないと何回でも交尾を行う

精子補充型多回交尾であることが分かつており(杉本・瀬

戸口， 2008)，移送精子数の多い雄のほうが雌の再交尾を

抑制することができるため，不妊虫放飼法において有利で

あると考えられる.そのため，増殖虫と野生虫の精子が受

精において等しい能力を持っていると仮定するなら，増殖

虫の精子数の増加により不妊虫放飼法の防除効果を向上さ
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せる ζとが期待される.イモゾウムシの雌における精子利

用パターンについては調べられていないため，移送精子数

の遣いによる不妊虫放制法の防除効果については，今後詳

しく検討する必要がある.

不舵虫放鯛法では不妊虫の性的競争力を維持するための

虫質管理は非常に重要蜘むはあるが，本研究で行った交尾能

力に関する虫質評価を毎世代ル…チン作業として採用する

ことは現実的には難しい.今後の大量増殖では交尾行動に

関与する形質の簡便なモニタリング手法の確立を進めると

同時に，虫質に異常が生じた場合の対応についても検討し

なければならない.

摘

不妊虫放飼法では，対裂とする害虫種の人為的な環境の

もとでの大量増殖が必要不可欠である.不妊虫の生産性や

作業効率をもとに設定される大鷺増嫡環境は生燥される不

妊虫の様々な形質に影響を与え 形質の変化がもたらす虫

質の低下は，交鳳行動を防除手段として利用する根組事業

に大きな影響を与える珂能性がある.沖縄県では久米島と

津堅鳥で不妊虫放飼法を用いたイモゾウムシの根絶事業が

行われており，現在不妊虫として放飼される増殖系統は

2004年に累代飼育が開始され 2012年 10月現在44世代

が経過している.イモゾウムシの長期紫代鯛背による交尾

能力への影響を検討するため，不妊虫として用いられてい

る増殖系統と同じ糸満市・八重瀬町で採集された野生虫を

用いて，交尾行動，交尾競争力，交尾成功，移送精子数に

ついて両者の雄を比較した.その結果，交尾行動や交鴎競

争力は野生虫と違いはないものの 増殖系統の雄は野生虫

に比べ移送精子数が増加することが明らかになった.これ

らの結果から，長期累代飼背による増殖系統の3主席能力の

低下はみられず，不眠虫として利用しでも根絶事業に影響

は及ぼさないと考えられる，
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