
緒　　　言

　ミカンコミバエ Bactrocera dorsalisは、カンキツ類やマンゴ
ウなどの果樹・果菜類に甚大な被害を及ぼす大害虫であり、日
本国内ではメチルオイゲノールを用いた雄除去法により 1986

年に本種の根絶を達成している。本種の生息地である台湾等に
近い沖縄県では、県内全域にトラップを設置して再侵入を警戒
しているが、根絶以降も毎年、本種の誘殺が確認されている
(Ohno et al., 2009、嘉数ら、2015)。これらの再侵入に対しては、
発生確認の調査及び防除等が的確に実施されており、現在まで
定着には至っていない。しかしながら、2014年は根絶後最大
の誘殺規模 (嘉数ら、2015)となるなど、近年は、本種の誘殺
回数・頭数が高く推移しており、侵入・定着のリスクは高まっ
ているといえる。また、本種の誘殺に伴う発生状況及び誘殺原
因調査の結果、定着につながる可能性が高いと判断した場合は、

より慎重に防除範囲を定め、防除内容を決定しなければならな
い。これらの対策を検討する上では、ミカンコミバエの飛翔能
力を調査し、移動分散の可能性を分析することが重要となる。
　これまで、ミカンコミバエの飛翔能力については、平林ら
(2012)によって、羽化後 2-20日齢の雌雄成虫の飛翔時間、飛
翔回数及び飛翔距離などが累代飼育約 200世代の個体を用いて
調査されている。しかし、ウリミバエやナスミバエにおいて累
代飼育が進むことで飛翔能力が低下 (Nakamori and Simizu,1983、
野田ら、2015)することが指摘されており、ミカンコミバエの
正確な飛翔能力を明らかにするためには、平林ら（2012）も考
察しているとおり、より野生に近い世代での測定が必要である。
また、ウリミバエでは、雌の飛翔能力が、交尾経験により低下
することが明らかにされている (仲盛、1987b)。
　このことから、ミカンコミバエ侵入時の調査・防除を検討す
る上での基礎資料とするため、より野生に近い世代のミカンコ
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Abstract: Flight ability of the wild strain of the oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis) was examined in relation to various 

affecting factors such as sex, mating, and adult age. Flight duration and flight frequency of the oriental fruit fly were 

measured with a flight mill system. The measurement was conducted 10, 20, and 30 days after the emergence of males, 

virgin females, and mated females from 9:00 to 21:00 in laboratory conditions. Flight duration and flight frequency of 

mated females were significantly longer and higher than those of males, but there was no significant difference in flight 

duration per flight between males and mated females. On the other hand, there was no significant difference in flight 

duration, flight frequency, and flight duration per flight between virgin and mated females. In addition, no significant 

differences were found among flying ages after emergence in flight duration, flight frequency, and flight duration per flight. 

In this study, 12-hour flight distances, estimated as flight velocity (Hirabayashi et al., 2012) multiplied by flight duration, 

were 6.9 km in males, 8.5 km in virgin females, and 9.9 km in mated females.
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ミバエを用いて、性別、交尾経験及び羽化後日齢別の飛翔能力
を測定した結果について報告する。

材料及び方法

　ミカンコミバエの飼育及び試験は、温度 27.0± 1.0℃、相対
湿度 60± 10%、明期 14時間 : 暗期 10時間 (なお、明期は 6

時～ 20時、うち 6時～ 8時は薄明、18時～ 20時は薄暮とし
て設定 )の条件下で行った。
　試験は、雄区、未交尾雌区、既交尾雌区を設定し、それぞれ
の飛翔能力を羽化後 10日、20日、30日に測定した。

1. 供試虫
　2013年 5月、ベトナム南部のザライ省とビンズオン省にお
いて野外のレンブ及びマンゴウ生果実から採集し、2世代の飼
育期間を経て那覇植物防疫事務所でオレンジ生果実に産卵させ
て累代飼育したミカンコミバエ Bactrocera dorsalisを供試した。
試験時には、累代飼育４～ 11世代の個体を用いた。なお、本
供試虫は、農林水産大臣の許可を得て輸入・飼育した (許可指
令番号：農林水産省指令 25那植第 136号 )。
　成虫を金属ケージ (300× 300× 410mm)内で飼育し、産卵
できるようにケージの上に半分にカットしたオレンジ生果実を
おいて、自由産卵させた。産卵させたオレンジ生果実は、砂を
敷いたプラスチックタッパー (287mm× 357mm× 120mm)内
で保管した。約 2週間後、タッパー内の砂から蛹を回収してプ
ラスチックカップに入れ、金属製ケージ (180× 180× 220mm)

内に静置し、羽化させた。羽化した成虫は、雌雄を分けずに飼
育し、雄区及び既交尾雌区の供試虫とした。また、交尾開始日
齢 (Arakaki,1984)を考慮して、羽化後 3日以内に雌だけを別の
金属製ケージ (180× 180× 220mm)に取り出し、飼育したも
のを未交尾雌区の供試虫とした。これらの供試虫は、羽化後日
齢 (以下、日齢とする )10、20、30日まで飼育し、それぞれ飛
翔能力を測定した。既交尾雌区の交尾の確認は、飛翔能力の測
定後、松井ら (1990)の方法に従い、受精嚢をスライドグラス
上の生理食塩水にのせ、生物顕微鏡で精子の有無を確認するこ
とにより実施した。精子を確認できなかった個体の飛翔データ
は除外した。なお、試験に供試するまで成虫飼料として加水
分解酵母 (AY-65、アサヒフードアンドヘルスケア )及びグラ
ニュー糖の混合物 (配合割合 1:4)、給水用として寒天を与えた。

2. 方法
　平林ら (2012)が作成したフライトミルを用いて、同様の方
法で実施した。試験は、雄、未交尾雌、既交尾雌について、飛
翔時間及び飛翔回数を羽化後 10日、20日、30日に測定した。
(1)フライトミルを用いた飛翔時間、飛翔回数の測定
　フライトミルは、昆虫針 5号 (志賀昆虫普及社 )を回転軸
とする長さ 20cm(回転半径 10cm) のローター (平均重量は
0.60g(0.25～ 0.72g))に供試虫を接着し、ローターの回転数及
び回転時間を赤外線センサー (Keyence社製 ｢PS52T｣ )でカ
ウントした。測定情報は、パソコンの集計ソフト (ADTEC　

SYSTEM　SCEIENCE社製 ｢Daisy Lab® 7.0 J｣ )で記録した。
供試虫のローターへの接着は、虫体への影響がみられない低温
麻酔 (平林ら、2012)を行った後、胸部背面へ接着剤 (ボンド
G17、コニシ社製 )を用いて行った。供試頭数は、各日齢・雌雄・
交尾経験毎に 50～ 65頭合計 496頭で、平林ら (2012)及び野
田ら (2015)の試験と同様、おおむね午前 9時に開始し、薄暮
期を含む 12時間の飛翔時間 (以下、飛翔時間という。)及び飛
翔行動を行った回数 (以下、飛翔回数という。)を 5秒間隔で
測定した。なお、5秒間に6回以上カウントした場合を飛翔とし、
測定中に脱落した個体及び 1度も飛翔しなかった個体はデータ
から除外した。
 (2)統計解析
　統計解析は、飛翔時間、飛翔回数及び飛翔時間を飛翔回数で
割った飛翔 1回あたりの飛翔時間 (以下、1飛翔あたりの時間 )、
の 3要素で評価した。得られた測定値を対数変換後に、雌雄・
交尾経験と日齢を 2要因とする二元配置分散分析を行った。な
お、対数変換に際しては、山村 (2002)に従い、測定値の最小
単位の数値の半分 (飛翔時間及び 1飛翔あたりの時間について
は 2.5、飛翔回数については 0.5)を測定値に加えた後、変換を
行った。また、有意な交互作用が認められず、一部の要因に有
意差の認められた要素については、その要因についての多重比
較検定 (Tukey-Kramer’s HSD test)を行った。また、それぞれの
平均値は、上記対数変換したデータから平均値を求め、これを
逆変換することにより算出した (Sokal and Rohlf, 1973)。また、
平林ら (2012)との比較においては、0.5を加え対数変換した値
の平均値により比較した。
　なお、本解析には、統計解析ソフトの JMP® 9.0.0(SAS 

Institute INC. Cary, NC, USA)を用いた。

結　　　果

　Fig.1に、日齢別、雌雄・交尾経験別の飛翔時間、飛翔回数
及び 1飛翔あたりの時間の平均値を示した。また、Fig.2に、
全日齢を含めた雌雄・交尾経験別の飛翔時間及び飛翔回数の平
均値を示した。
　飛翔時間の各日齢における平均値は、雄 1,667～ 2,449(s)、
未交尾雌 2,009 ～ 2,938(s)、既交尾雌 2,643 ～ 2,995(s) で、
Table 1に示したとおり、日齢間には有意差は認められなかっ
た (対数変換後二元配置分散分析、F(2)=1.153, p>0.05)ものの、
雌雄・交尾経験間に有意差が認められた (対数変換後二元配置
分散分析、F(2)=3.3127, p<0.05)。日齢と雌雄・交尾経験に交互
作用は認められなかった。また、Fig.2に示したとおり、既交
尾雌は雄に比べて飛翔時間が有意に長かった (Tukey-Kramer’s 

HSD test, p<0.05)。
　飛翔回数の各日齢における平均値は、雄 22～ 30(回 )、未交
尾雌 31～ 37(回 ) 、既交尾雌 38～ 44(回 )で、Table 2に示し
たとおり、日齢間には有意差は認められなかった (対数変換後
二元配置分散分析、F(2)=1.0587, p>0.05)ものの、雌雄・交尾経
験間では有意差が認められた (対数変換後二元配置分散分析、
F(2)=5.1383, p<0.01)。日齢と雌雄・交尾経験に交互作用は認めら
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れなかった。また、Fig.2に示したとおり、既交尾雌は雄に比べ
て飛翔回数が有意に多かった (Tukey-Kramer’s HSD test, p<0.0１)。
　1飛翔あたりの時間の各日齢における平均値は、雄 73～
87(s)、未交尾雌 69～ 84(s) 、既交尾雌 71～ 77(s)であった。
Table 3に示したとおり、1飛翔あたりの時間は、日齢間 (対数
変換後二元配置分散分析、F(4)=2.0200, p>0.05)及び雌雄・交尾
経験間 (対数変換後二元配置分散分析、F(1)=0.1021, p>0.05)と
もに有意差が認められなかった。日齢と雌雄・交尾経験に交互
作用は認められなかった。

Table 1.  Two-way ANOVA analysis on influence of adult age, sex and mating on 
flight duration of Bactrocera dorsalis
Factor SS df F value p value
Adult age (days after emergence) 0.6192011 2 1.0153 0.3631 NS
Sex and copulation 2.0203729 2 3.3127 0.0372 *
Adult age × sex and copulation 0.9972619 4 0.8176 0.5143 NS
NS: not signincant difference,   *: signincant difference at p < 0.05

Table 2.  Two-way ANOVA analysis on influence of adult age, sex and mating on 
flight frequency of Bactrocera dorsalis
Factor SS df F value p value
Adult age (days after emergence) 0.5961106 2 1.0587 0.3477 NS
Sex and copulation 2.8931001 2 5.1383 0.0062 *
Adult age × sex and copulation 0.2444219 4 0.2171 0.9289 NS
NS: not signincant difference,   *: signincant difference at p < 0.01

Table 3.  Two-way ANOVA analysis on influence of adult age, sex and mating on 
flight duration per flight of Bactrocera dorsalis
Factor SS df F value p value
Adult age (days after emergence) 0.0097274 2 0.0141 0.9860 NS
Sex and copulation 0.1161845 2 0.1686 0.8449 NS
Adult age × sex and copulation 0.4240774 4 0.3077 0.8728 NS
NS: not signincant difference

　Fig.2の結果と平林ら (2012)が報告したミカンコミバエの飛
翔速度（10.6～ 14.7 km）の中間値 (12.7km/h)を基に 12時間あ
たりの飛翔距離を推定すると、雄 6.9km、未交尾雌 8.5km、既
交尾雌 9.9kmであった。

Fig.1． 掲載希望サイズ：４分の１ページ（縦１／２、横１／２）
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Fig.1. Influence of sex, mating and age on flight ability of Bactrocera 
dorsalis attached to flight mill system. Numbers in parentheses are 
replications of different individual insects.  Bars show the 95% confidence 
interval.

Fig.2． 掲載希望サイズ：４分の１ページ（縦１／２、横１／２）
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Fig.2. Influence of sex and mating on flight ability of Bactrocera dorsalis 
attached to flight mill system.  Numbers in parentheses are replications of 
different individual insects.　Bars show the 95% confidence interval. Values 
accompanied by different letters were significantly different (Tukey-Kramer’
s HSD test, p<0.05).
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考　　　察

 1. 雌の交尾経験による飛翔能力の比較
  本試験では、未交尾雌と既交尾雌の間には、飛翔時間、飛翔
回数及び１飛翔あたりの時間に有意な差はなかったことから、
雌の飛翔能力は交尾経験の有無に影響されないことが示唆さ
れた。しかしながら、仲盛 (1987b)は、ウリミバエの飛翔能力
について、羽化後 30日の未交尾雌の飛翔時間が同日齢の既交
尾雌よりも長いことを報告している。今回の試験条件は仲盛
(1987b)とは異なるため正確な比較はできないが、ウリミバエ
で観察された既交尾雌の日齢経過による飛翔能力の低下はミカ
ンコミバエでは観察されなかった。今回の結果から、定着リス
クの高い既交尾雌が広域に分散する可能性が明らかとなり、寄
生果発見後の早期防除の重要性が示唆された。
　一方で、Hashiyama et al.(2013) は、タマナギンウワバ
Autographa nigrisignaを用いた試験で、交尾経験の有無がフラ
イトミルにより測定した飛翔能力に影響を及ぼさなかったもの
の、アクトグラムにより測定した活動パターンに影響を与えた
ことを報告している。ミカンコミバエについては、アクトグラ
ムにより活動パターンを測定した研究は見当たらず、交尾経験
の有無が活動パターンに及ぼす影響を今後調査する必要があ
る。

2. 雌雄の飛翔能力の比較
　本試験では、1飛翔あたりの時間は、雌雄間に有意な差がな
かったが、飛翔時間及び飛翔回数は、既交尾雌が雄に比べて有
意に多かった (Table 3)。雌の飛翔能力が雄に比べて高いことは、
ウリミバエ (Nakamori and Simizu, 1983)やナスミバエ (野田ら、
2015)で報告されており、ミカンコミバエでも同様の結果となっ
た。既交尾雌は、雄に比べて 1飛翔あたりの時間には有意差が
ないものの、飛翔回数が多いことから、産卵のために頻繁に飛
翔を繰り返している可能性が考えられる。活動パターンについ
ては、アクトグラムを用いた、より詳しい調査が必要であるが、
今回の結果からは、ミカンコミバエが発見された場合、産卵に
適した果実が少ない時期や地域においては、雌が産卵場所を探
すために雄よりも広範囲に分散する可能性が考えられるため、
調査や防除範囲を設定する際には、このことを考慮する必要が
ある。
　ただし、今回の試験のように餌や水分を与えない状況での飛
翔能力の測定は、野田ら (2015)が指摘しているように、体内
に蓄えられているエネルギーの雌雄間差が結果に影響した可能
性も否定できないため、これを明らかにするために雌雄の体内
に蓄えられているエネルギーが飛翔能力に与える影響について
調査する必要がある。

3. 日齢間の飛翔能力の比較
　本試験では、日齢間で飛翔能力に有意な差はなかった (Table 

1～ Table 3)。ミカンコミバエ、ウリミバエ及びナスミバエの
雄では、羽化直後 (0～ 2日齢 )の飛翔時間は短いことが報告
されている (平林ら、2012、Nakamori and Simizu,1983)。また、

ウリミバエの雌雄の飛翔能力は、野生系統では羽化後 6～ 10

日でピークを迎え、その後も高いレベルで維持されるが、15

世代若しくは 51世代累代飼育した系統では、羽化後３日でピー
クを迎え、その後低下することが報告されている (Nakamori 

and Simizu,1983)。本試験で用いた 4～ 11世代累代飼育したミ
カンコミバエでは、羽化後 10～ 30日では飛翔能力の低下は観
察されなかった。

4. 累代飼育による飛翔能力への影響
　今回供試した 4～ 11世代のベトナム産ミカンコミバエと平
林ら (2012)の供試した約 200世代の沖縄本島産ミカンコミバ
エを比較した (Fig.3)。平林ら (2012)の測定した雌は、交尾の
有無を確認していないものの、羽化後から試験直前まで雄と同
居させていることから、今回の試験の既交尾雌区と比較した。
日齢については、両試験で測定している羽化後 10日目及び 20

日目を用いた。その結果、飛翔時間及び飛翔回数には、明確な
差は認められず、１飛翔あたりの時間のみ約 200世代飼育した
個体では減少している傾向があった。
　累代飼育による飛翔能力の低下は、ウリミバエ (Nakamori 
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Fig.3． 掲載希望サイズ：４分の１ページ（縦１／２、横１／２）Fig.3. Comparison of flight ability of Bactrocera dorsalis between this 
study(4-11 generations) and former study(about 200 generations, 
Hirabayashi et al., 2012). Numbers in parentheses are replications of 
different individual insects.　Bars show the standard error.
☐This study(4-11 generations), ■ Former study(about 200 generations, 
Hirabayashi et al., 2009)
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and Simizu,1983)やナスミバエ (野田ら、2015)で報告されてい
るが、本試験と平林ら (2012)の比較では、ミカンコミバエの
累代飼育による飛翔能力への影響は明確ではなかった。しかし
ながら、正確な比較のためには、当該系統を長期間累代飼育し、
同一条件下での試験が必要である。
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