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第 1 章 序論 

 

「動物」という言葉が「獣 (けもの・けだもの)」「禽獣虫魚」などに代わり，いつ

頃日本語として定着したのかは判然としないが，「緑漪軒動物図 (栗本丹洲・関根雲停

他筆)」なる書物が 19 世紀には刊行されていることを鑑みるに，江戸―明治にかけての

西洋博物学の伝来に伴い発明された訳語の一つであろう．訳される前の語が何であった

のかは推測しかできないが，動物を意味する animalia (羅, e.g., animal) も zōîon (ζῷον) (

希, e.g., zoology) にも調べた限りでは「動く」という意味合いは希薄なようであり，恐

らくは当時の訳者独自の苦慮判断の末に産み出されたものではないかと愚考する (御

詳しい方は是非御一報願いたい)． 

しかし動物を「動く」即ち「行動する」生物の一群であると捉えるのはなかなか理に

適っており，成程あらゆる動物は自ら動いて行動することにより積極的に環境に働きか

け，採餌・繁殖・危険回避などを成し遂げている．しかし自然環境は，様々な波長の電

波や音波，熱や種々の化学物質といった物理的刺激が充満し，同種他種の生物が犇めき

合う極めて複雑な系である．そして勿論この外界は定常状態とは程遠く，時々刻々と変

化し続けている． 

かのような空間的かつ時間的に混沌とした刺激の奔流の 中で，動物が適切な行動を

取り生存することができるのは，畢竟各種の感覚情報によって外界の様相を把握するか

らに他ならない．その意味で，アリストテレスが動物とは「感覚」を持つ生物であると

記述したことは大変に示唆的である (「霊魂論」山本, 1968)．即ち動物は混沌とした環

境から，その種に固有の感覚器をもって検出できるごく一部の情報のみを抽出する．人

間ではこれを視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚と並べ立てて即ち五感と称するが，他の生

物の感覚が必ずしも同様に分類できるとは限らない．兎に角こうして得られた外界から

の感覚情報には神経系による情報処理が施され，それに応じて遂には行動の形で外界へ

の働きかけが起きる． 

この枠組みには神経系を備えたありとあらゆる動物が当てはまるが，思えばこれは驚

異的な事である．即ち我々ヒトのように 10 億ものニューロンからなる脳を持つ生物も，

その 10 万分の 1 以下，精々 100 万程度のニューロン数の脳しか持たない昆虫も 

(Mizunami, 1999)，いずれも同様に環境中から情報を抽出し，餌を探し，繁殖相手を見

つけ，敵から逃避するという行動を成し遂げているのである． 
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Mizunami らは昆虫をはじめとする節足動物の脳に微小脳 micro/minibrain という 

概念を与え，我々大型動物の脳と区別した (1999)．微小脳は我々の脳に比べると扱え

る情報の量や処理能力に制約があり，柔軟性には欠けるものの，定型的な処理を行う上

では小型・軽量・低コストの極めて優れた情報処理装置であるとされる．昆虫が他の  

動物と同様に，生存に必要な行動をごく僅かな神経系で成し遂げる背景には，微小脳に

組み込まれたシンプルながらも効率の高い環境情報の受容・統合および行動メカニズム

の存在があるのだろう． 

昆虫が，恐らくは定型的な行動によって高度なタスク処理を実現している事例として，

空気中の化学物質，即ち「匂い」を放出する源を探索し到達する匂い源定位行動が挙げ

られる．進化の道筋において外骨格を選択した昆虫は，体サイズに著しい制約を科され

ており，大型動物のような高解像度の視覚情報を得ることは困難である (Kirschfield, 

1976)．そのためか昆虫の多くは，周囲の環境情報を得るのに味覚や嗅覚といった化学

感覚に大きく依存しており，餌資源や異性の探索，同種他個体の認識など様々な場面で

中心的な役割を担っている (de Bruyne & Baker, 2008)．従って匂い源への定位というの

は昆虫にとっては極めて重要ながらもごくありふれた行動である一方で，人工のシステ

ムには未だ達成の難しいタスクとして知られており (Kowaldo & Russel, 2008)，昆虫が

環境中からいかなる感覚情報を受容・統合し，行動へ出力することで匂い源へと到達す

るのか， その行動生理メカニズムは基礎生物学的な見地のみならず害虫防除や探査 

ロボット等への応用面からも興味が尽きない． 

 昆虫の典型的な匂い源定位行動として, その再現性の高さと害虫防除への要請から，

蛾類の性誘引フェロモンに対する行動応答が古くから研究されてきた．多くの蛾では，

雌が空気中に放出する種特異的な性誘引フェロモンの嗅覚情報が配偶行動のキーとな

っている．雄の嗅覚は同種のフェロモンに対して極めて高感度に調律されており，  

数 km 離れた雌をも探し出す例が知られている (Boeckh et al., 1965)．しかし嗅覚情報に

は視覚から得られるような方向性がないため，雄が雌へと到達するためにはフェロモン

の高感度な検知に加え，それが飛来する方向に関する情報を得る必要がある (Cardé & 

Willis, 2008)． 

フェロモンの濃度情報から匂い源の方向を推測し得るだろうか？雌蛾の放出した 

フェロモンは風下へと流され，煙突から排出される煙のように広がっていく．このよう

な匂い物質の流れをプルームと呼ぶ．プルームは乱流によって攪拌され散り散りになり，

繊維状構造を取るため，風下の雄が受容する匂い刺激は断続的なパルス状となる．匂い
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源周辺にまで近づけば個々の匂いパルスの濃度は大きくなるものの，拡散方程式から想

定されるような安定した濃度勾配は存在し得ないため，濃度情報から匂い源の方向を推

測するのは困難であるとされる (Murlis & Jones, 1981; Murlis et al., 1992, Murlis et al., 

2000)． 

そこで蛾をはじめとする飛翔昆虫は，匂い物質そのものではなくその媒体である空気

の移動，即ち風向情報を用いる．具体的には，フェロモンの匂いを検知した瞬間に風上

へと直進し (= surge) ，その後フェロモンの入力がなければ風向と直角方向にジグザグ

飛翔する (= casting) という一連の行動を行う (Kennedy & Marsh, 1974; Marsh et al., 

1978)．この行動パターンは次なるフェロモン刺激の入力によりリセットされ，再び  

風上への直進が起きるという開ループ制御であり (Baker, 1990; Vickers & Baker, 1992)，

この繰り返しによって遂には風上の雌へと到達すると考えられている． 

こうした風向に合わせた移動運動を，蛾や蚊，ショウジョウバエなどでは飛翔中の 

視覚情報を用いて実現している．つまり昆虫が風上に直線的に飛翔している場合は前か

ら後ろへと左右均等なオプティカルフロー (= 視野の流れ) が生じるが，飛翔方向が 

風上を向いていない場合は風に押し流されて実際の進路と体軸とが一致せず，オプティ

カルフローには横方向の偏りが生じる．この偏りを是正する方向に飛翔すると風上へ 

定位することができる．このようなオプティカルフローによるフィードバック制御を 

視運動反応と呼び，飛翔昆虫はこれによって風向に対する移動を実現している 

(Kennedy, 1940; Kennedy & Marsh, 1974; Baker et al., 1984; Cardé, 1984; Budick & 

Dickinson, 2006)． 

この視運動反応による走風性は美しく極めて洗練されたメカニズムではあるが敢え

て短所を挙げるとするならば，風に押し流されなければ使えない，つまり飛翔中にしか

用いることができないという弱点がある．然るに雄蛾を観察していると，飛翔のみに 

よってフェロモン源へと到達できる個体も一定数いるものの，多くはフェロモン源から

数 cm~数十 cm の周辺部に一旦着陸した後， 終的には歩行によって己の足でフェロモ

ン源へと到達する個体も多い (Baker et al., 1976; Baker & Cardé, 1979)．このことから，

彼らは飛翔時の視運動反応による走風性以外にも，地上において匂い源を探索する何ら

かの機構を備えている筈である． 

しかしながら，蛾類の地上における匂い源定位行動メカニズムは，資源への定位の 

成否を決定する 終段階でありその重要性は明らかであるにも関わらず，研究例は数え

るほどしかない (Shorey & Farkas, 1973; Preiss & Kramer, 1986; Willis & Baker, 1987)． 
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或いは家畜化され飛翔能力を失った極めて特殊な蛾であるカイコガの歩行行動を題材

としており (Kramer, 1975; Kanzaki et al., 1992; Takasaki et al., 2012) ，その定位行動は飛

翔と歩行を併用する一般的な蛾類の行動からは逸脱している可能性がある． 

そこで本研究では，蛾類の地上での匂い源定位における行動生理メカニズムの包括的

理解を得ることを目的として，視運動反応による走風性を用いた典型的なフェロモン源

定位飛翔を行うノシメマダラメイガ Plodia interpunctella および，小蛾類にしばしば 

見られる直線的な短距離飛翔の繰り返しによって雌へと到達するジャガイモガ 

Phthorimaea operculella の 2 種を用いて，人工的に制御された環境刺激下での定位行動

を記録・解析し，その行動パターンおよび感覚情報利用の実態解明を試みた． 
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第 2 章 

短距離飛翔と歩行による雄蛾の匂い源定位行動パターンの解析 

 

2-1. 目的 

雌蛾が放出する性誘引フェロモンは風下へとプルーム状に流れ，風下の雄蛾にとって

は断続的なパルスとして検知される (Murlis et al., 2000)．雄蛾の行動はフェロモンのパ

ルスを検知することで起きる相性の直進行動 (= surge) と緊張性の交互転回 (= casting) 

からなり，この行動パターンは新たなフェロモン刺激を受容することによりリセットさ

れ 初から繰り返される開ループ制御である (Vickers & Baker, 1992; Kanzaki, 1996)．こ

の際，飛翔する蛾の直進・交互転回は視運動反応によって風向を参照して行われるのに

対して (Kennedy & Marsh, 1974; Baker et al., 1984; Cardé, 1984) ，カイコガ Bombyx mori 

においては歩行行動の定位方向への風向の影響は明確ではなく，寧ろ左右の触角への嗅

覚入力の差が定位方向に影響を与えるとされている (Takasaki et al., 2012)． 

 その一方で，ジャイガモガ Phthorimaea operculella (Zeller) の雄は性誘引フェロモン

を検知すると，連続的な飛翔ではなく短距離 (< 1 m) の直線的な飛翔を繰り返し，何度

も着陸しながら雌へと到達する (Toth et al., 1984; Ono, 1989; Rondon, 2010)．このような

短距離飛翔は小蛾類でしばしば見られる (Cox & Pinniger, 2007; David & Mendel, 2013; 

Pires et al., 2015)．雄の飛翔が直線的であることは，離陸前の地上にいる間に飛翔方向が

決定されていることを示唆しており，彼らは連続的な飛翔をする蛾とも，また歩行する

カイコガとも異なる風向検知メカニズムや行動パターンで，匂い源への定位を実現して

いる可能性がある． 

 本章ではナス科作物の世界的な大害虫であるジャガイモガの性誘引フェロモン源定

位行動パターンの解明を目的とし，匂い刺激と風向をコンピュータ制御する風洞装置と

昆虫の軌跡の記録システムを製作して，ジャガイモガ雄成虫のフェロモン刺激に対する

行動を記録解析した．  
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2-2. 材料と方法 

2-2-1. 供試虫 

 実験で用いたジャガイモガのコロニーは，愛知県豊橋市において 2010 年に得られた

食害ジャガイモから分離されたものを用いた．飼育条件は 25°C の恒温条件で，明暗周

期は 16:8 h とした．蛹期に雌雄を背側腹部の黒紋を目印に分離し (Rondon & Xue, 2010)，

実験に用いる雄は個体毎に試験管で管理した．フェロモンへの応答期を拡張するため，

雄成虫は羽化当日中に暗黒条件下に置き，実験まで保持した (Ono, 1977)．実験は羽化

後 3-5 日齢の雄成虫を用いて，暗期開始の前後 2 時間ずつ計 4 時間の間に行った． 

 

2-2-2. 風洞装置 

供試虫に時間的に制御された匂い刺激を与えつつ，移動軌跡を記録することが可能な

平坦な風洞装置を製作し実験に用いた (Fig. 2-1)．強化ガラス板 (100 × 100 × 0.5 cm) 2 

枚をそれぞれ風洞の天井と床とし，その間に黒アクリル塗装を施した硬質ポリ塩化ビニ

ル製 (PVC) チューブ (外径 1.8 cm) を 3 本挟み込み，内 2 本を平行に並べ風洞長辺

の壁面とした．もう 1 本はそれらと直角に配置し，風上端の壁面とすると同時に空気

を風洞内に導入する吹込み口とした．風下端へはプラスチック製ストロー (φ 0.4 × 12 

cm) を充填したアクリル製の整流箱を設置した．供試虫はこの 3 本のチューブと整流

箱で仕切られたアリーナ (90  30  1.8 cm) 内を自由に移動することができる．データ

解析にはアリーナの風上端と風下端のそれぞれ 10 cm を除き，中央の 70 cm 内での供

試虫の軌跡を用いた．風洞の気流は，コンプレッサ (2.2OP-8.5T; 日立，東京) による

圧送と換気扇による排気の両方によるプッシュプル方式で生成した．コンプレッサから

圧送された空気は冷凍式エアードライヤ (RAX4F-SE, オリオン機械，須坂) とフィルタ

ユニット (M-105A-3, 前出シェルサービス，岡崎) を通して乾燥・洗浄した．風洞内環

境は 25 ± 3°C ，70 ± 20% であった．コンプレッサからの流量はフローメータ (RK1200, 

コフロック，京都) を用いて 20 L/min に設定した．気流は風上端チューブの両末端か

ら導入し，チューブに一列に開けた等間隔の孔 (φ 2.5–3.3 mm) から風洞内へと送風し

た．風洞内の乱流は，風下端の整流箱を通して換気扇による吸気をすることで低減した．

風速は 30 cm/s が得られるようインバータで換気扇の回転速度を調節した． 

 風刺激を変化させるため，風向を瞬間的に 90° 変化させる機構を作成した (Fig. 2-1)．

風洞壁面のチューブの一方をコンプレッサに，もう一方をアスピレータ (A-3S, 東京理
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科器械, 東京) で減圧したエアタンク (25L) に，それぞれコンピュータ制御の電磁バル

ブ (USG-3-6-2B, CKD, 名古屋) を介して接続した．電磁バルブ切替によりコンプレッ

サからの給気先を通常の風上端チューブから壁側チューブへと変更すると同時に，それ

に対面するもう一方の壁側チューブから吸気することで，通常の風向と直行する風の刺

激を任意のタイミングで与えることが可能である． 

供試虫に自然な視覚情報を与えるため，白熱電球 (60W) を 風洞の 4 隅に床面から 

30 cm の高さで配置し，変圧器を用いてアリーナ中央の照度が照度計 (T-1, コニカミノ

ルタ，東京)で 30 lx になるように調整した．また供試虫との背景に対するコントラス

ト検出を容易にするため，赤外線 LED 照明 (SIR56ST5F,  950 nm; ローム，京都) を

風洞の風上および風下端の高さ 30 cm に配置した．風洞床のガラス板の下には黒い遮

光カーテンを敷いた．また同様の遮光カーテンを風洞周囲に張り，外部からの光を遮断

して実験を行った． 

 

Fig. 2-1. 風洞と気流系の平面図．黒と白の矢印はそれぞれ通常気流と横風刺激の気流方向

を示す．分枝した流路をコンピュータ制御の電磁バルブによって切替えることで，風向の

変化やフェロモンのパルス刺激生成を行う．各流路には，フェロモンあるいは溶媒を塗布

したろ紙片を入れた，刺激用および対照区用 PVC カプセルが挿入されている．横風刺激

として清浄気流と含フェロモン気流の 2 処理を行った． 
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2-2-3. フェロモン刺激の生成 

ジャガイモガの性誘引フェロモンとして，(E,Z)-4,7-tridecadienyl acetate および(E,Z,Z)- 

4,7,10-tridecatrienyl acetate が同定されている (Roelofs et al., 1975; Persoons et al., 1976; 

Yamaoka et al., 1976)．両物質の合成物 (信越化学，東京) を n-hexane にそれぞれ 1µL 

あたり 10 ng ずつ溶解し， 1:1 のフェロモン溶液として用いた．フェロモン溶液ある

いは対照としての n-hexane 10 µL をろ紙片 (3  1.5 cm; No. 2, Advantec, 東京) に滴下

し 2 分間自然乾燥させた後，PVC 製のフェロモン用および対照用カプセル (30 mL) に

それぞれ導入した (Fig. 2-1)．カプセルはそれぞれコンピュータ制御の電磁バルブを介

して給気流路中に並列に接続した．これらの電磁バルブを互い違いに開閉することで，

フェロモンを含む気流を任意の時間間隔で風洞内に導入することが可能である．これに

より流路を 100 ms の間だけフェロモン流路へと切り替えることで，匂いのパルスを作

り出した．気流は風上端の壁全面から流れるため，供試虫は風洞内の位置に関わらず匂

いパルスによる刺激を受ける． 

 

2-2-4. 実験手順 

全ての実験は風洞のアリーナ内で行った．風洞への供試虫の導入には，ポリカーボ

ネート製のケージ (7.0 cm  6.5 cm  1.8 cm) を用いた．ケージに供試虫を 1 頭ずつ導

入し，風洞の風下端に設置した．風洞内の環境に 2 分間馴化させた後，ケージの風上

面を覆う画用紙片を静かに取り外し，フェロモンによる刺激の生成を始めると，蛾は

ケージから這い出てくる．蛾の軌跡の記録は，雄蛾が風下端から 10 cm の線へ到達し

た時点から開始し，風上端から 10 cm の線へと到達するまで行った．雄蛾がケージ内

に 4 分以上留まった場合は解析から除外した．ケージは 1 回の使用毎にメタノールで

洗浄した後温風で乾燥させ，1 日の実験終了時には洗剤 (SCAT 20X, 第一クリーンケ

ミカル，京都) を用いて洗浄した． 

 

2-2-5. フェロモンパルス刺激に対する行動応答 

ジャガイモガのフェロモン源定位行動パターンを調べるため，風洞内の雄にフェロ

モン刺激を様々な頻度で与えて軌跡を記録した．パルス頻度は 0.1, 0.5, 1 および 2 Hz 

で，100 ms のパルス長で与えた．また，フェロモンを出し続ける (Constant) 試験も行

った，また上記とは別に各フェロモン刺激頻度において 6 分間の行動を 20 個体ずつ

観察し，交互転回行動を記録した． 



9 
 

2-2-6. 横風刺激に対する行動応答 

 ジャガイモガの風向検知の機構を検討するため，風上へ移動している雄蛾に対し，

90° 風向を変化させ，行動応答を観察した．具体的には，雄蛾に 0.5 Hz でフェロモン

パルス刺激を与え，アリーナの中央に到達した瞬間に風向切替を行い雄蛾の移動方向

の変化を観察した．横風にはフェロモンを含む場合と，清浄気流のままの 2 つの処理

において行動を観察した．フェロモンによる気流の匂い付けは上記の PVC カプセル

を横風流路中に接続することで行った．横風の風速は 30 cm s–1 に設定した． 

 

2-2-7. 翅切除後の行動解析 

 ジャガイモガが方向決定を飛翔中ではなく地上で行っていることを確認するため，

雄蛾の両翅の末端からおおよそ 3/4 を切除し，飛翔能力，延いては空中での方向修正

能力を失わせた．翅の切除処理は気体 CO2 による麻酔下で 1 分以内に行い，24 h 以

上の回復期間の後に実験に供した．実験は，交互転回の観察実験と同様で，0.1 Hz の

パルス頻度で 6 分間行動を記録した． 

 

2-2-8. 記録解析 

2-2-8-1. 位置情報の記録 

 雄蛾の位置情報の記録のため，風洞内の映像を工業用 CCD ビデオカメラ (CV-M30; 

JAI, 横浜) を用いて風洞直上から 120 Hz で取得した．映像のコントラストを赤外線

照明によって強調して蛾を床面から際立たせ，ビデオトラッカー (G280-104S; OKK, 

東京) で二値化処理を行うことで蛾の位置情報をリアルタイムに算出し，その差分を

座標情報として 120 Hz で記録した．算出された位置情報からは供試虫の軌跡をコン

ピュータのディスプレイ上にリアルタイムで描画する．また位置情報と同時に気流制

御用電磁バルブの開閉状態も記録することで，風洞内でのフェロモン刺激の状態の推

定が可能となる．この記録機構は本研究室で開発した移動運動補償装置 (Sakuma, 2002) 

の移動体追尾システムを改変して使用した． 

 

2-2-8-2. 軌跡解析と統計処理 

得られた雄蛾の時系列座標データより，航行角や移動速度など運動パラメータを算出

した．座標情報の算出間隔は 0.1 s とした．航行角は，風洞の風上方向を 0° とし，反

時計回り方向に 0.5 s おきに算出した．航行角は円統計で解析した．数値解析と検定に
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は，Oriana 4.00 software (Kovach Computing Services, Wales) を用いた．正の走風性，即

ち航行角が風上方向に偏って分布しているか否かは V-test で検定した．航行角の平均

値は Watson–Williams F-test (WWF) で比較した．また航行角の分布を比較するために 

Mardia–Watson–Wheeler test (MWW) を用いた．航行角以外の運動パラメータについて

は，エクセル統計 2008 および 2010 (社会情報サービス，東京) を用いて統計処理を行

った． 

各個体の軌跡について，各座標での移動方向から平均ベクトル長 (mean vector 

length, r) を算出した．平均ベクトル長の値は 0-1 の間で推移し，値が大きいほどデー

タが平均値周辺に密集していることを示す (Batshelet, 1981)．軌跡の直線性の指標とし

て，直進係数 (linearity index) を各軌跡について軌跡の始点と終点を結ぶ直線の距離を，

軌跡全体の距離で除し算出した (Batshelet, 1981)．平均ベクトル長および直進係数は，

Kruskal–Wallis test に続く Scheffé’s test (KW–Scheffé) によって各処理間で多重比較し

た．短距離飛翔を多く行う個体 (hopper) の割合を計算した．飛翔は，ビデオ映像から

移動速度が 20 cm/s 以上となる点として定義した．総移動距離の 30% 以上を飛翔が占

めている個体の割合を算出し， Fisher の直接確率検定 (FEP) に Bonferroni 補正を行い 

(BC) 処理間で比較した． 

交互転回行動を行った個体の割合を計算した．風上に対しては進行せず，風向と直

角である 90° 方向と 270° 方向への転回を繰り返すキャスティング (casting) をここ

では交互転回と呼ぶ (Kennedy, 1983)．本来は飛翔する蛾の行動を示す用語であるが，

ジャガイモガの雄成虫は短距離飛翔の繰り返しによって交互転回を行い，飛翔する蛾に

よく似た軌跡をしばしば描くため，本研究でも同様の用語を用いた．雄蛾が 6 分間の

記録中に風向と直角方向の転回 (45–135° および 225–315°) を 3 回以上連続して行っ

た場合，交互転回行動を行ったと判断した．3 回の転回を達成する前に歩行行動や異な

る方向への転回を行った場合，計上を破棄した．交互転回を行った個体の割合は 

FEP-BC にて比較した． 

横風刺激を与える実験では，横風刺激を与える直前と直後の 3 s ずつの航行角を算

出し，WWF にて比較した．刺激直前の航行角は，清浄気流とフェロモンを含む気流の

ものと合算した．横風刺激後 3 s 以内に停止した個体の割合 (Immobility) を計算し，

FEP で比較した．  
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2-3. 結果 

2-3-1. フェロモン刺激後の行動概要 

ジャガイモガの雄成虫は，フェロモンを含む気流による刺激を与えると風上への短距

離飛翔と歩行によって風上へと定位した．平板風洞内部においても，大型の風洞 (50 cm 

W × 150 cm D × 50 cm H, Drost et al., 1986 を参考に作成) 内部での行動と同様に定位行

動が大きく妨げられている様子はなかった．ほぼ全ての個体が 4 分以内にアリーナの

風上端へと到達した．雄蛾は通常の飛翔と同様，短距離飛翔の際も羽ばたきを行ってい

た．歩行時にも羽ばたき行動 (mating dance) がしばしば見られた．風上への直進の後に

は，短距離飛翔か歩行による交互転回行動や風下への移動が見られた．なお，フェロモ

ン刺激を与えない場合はまったく歩行せずケージから外に出ることはなかった． 

 

2-3-2. フェロモンパルス刺激に対する行動応答 

表 1 に，各パルス頻度における 12-27 個体の雄蛾の平均航行角 θ と平均ベクトル

長 r を示した．Fig. 2-2 では各パルス頻度における航行角の分布と典型的な軌跡例を挙

げた．風上 0° 方向を基準とする V-test の結果，全てのパルス頻度において雄蛾の航

行角の分布は一様分布に比べて風上へと偏っており，雄蛾はどのパルス頻度でも有意に

風上へと定位していた (0.1 Hz: N = 27, θ = 4 ± 72°, V = 0.46, p < 0.01; 0.5 Hz: N = 17, θ = 

357 ± 52°, V = 0.66, p < 0.01; 1 Hz: N = 13, θ = 1 ± 38°, V = 0.80, p < 0.01; 2 Hz: N = 15, θ = 

358 ± 50°, V = 0.68, p < 0.01; constant: N = 12, θ = 357 ± 88°, V = 0.31, p < 0.01) ．また高い

パルス頻度 (1 および 2 Hz) を与えた雄蛾の軌跡は，有意に高い直進係数を示した 

(KW–Scheffé, χ2 = 23.73, degrees of freedom (d.f.) = 4, p < 0.05; Table 2-1)．短距離飛翔を多

く行う個体 (hopper) の割合は，0.1 Hz 時には 55.6% で も高く，これは基準値とし

て用いた連続的刺激時 (constant) の 8.3% に比べて有意に高かった (FEP–BC, number 

of tests k = 4, adjusted significance level α = 0.0125, p < α; Table 2-1)．交互転回行動を行った

個体の割合は，連続刺激時と 0.1 Hz において，1 Hz に比べて有意に高い値を示した 

(FEP–BC, k = 4, α = 0.0125, p < α; Table 2-1)． 

翅を切除した雄蛾 25 頭および対照の雄蛾 20 頭に 0.1 Hz のフェロモン刺激を 6 

分間与え，フェロモン刺激後の経過時間に対する雄蛾の航行角の推移を二次元密度プロ

ットで示した (Fig. 2-3)．枡目の明度は航行角の風上方向からのずれの出現頻度を 7.5° 

刻みで 0.5 s 間隔で示している．翅を切除した雄も対照区の雄も，いずれも 
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Fig. 2-2. 異なるフェロモンパルス頻度での航行角分布と軌跡．フェロモンパルスによる刺

激を (A) 0.1, (B) 0.5, (C) 1.0 (D) 2.0 Hz および (E) 連続的 (constant) に与えた．軌跡．雄蛾

の軌跡のうち，短距離飛翔 (> 20 cm/s) を行った部分を灰，歩行を黒線で示す．0.1 Hz の軌

跡ではパルス刺激後の直進に続き交互転回行動が見られる．より高頻度のパルス刺激では，

風上に直線的に進む傾向が見られるが，連続的な刺激では逆に方向転換が増加する．航行
角分布．各パルス頻度での軌跡の航行角を 0.5 s 毎に取得し，その頻度を風上方向を 0°と
する円周上に 20° 刻みで示した．中央の円から伸びる線と弧は，それぞれ航行角の平均と 
95% 信頼限界を示す．各パルス頻度の個体数 (N) とデータ点数 (n) は Table 1 に示す． 
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フェロモン刺激を受けた直後 (1-4 s) に移動方向は風上周辺 (0°) に集中したことから，

風上への直進は雄蛾が飛翔しているかどうかに関わりなく起きたことが示された．直進

の後には，風向と直角の交互転回および風下への移動によると考えられる 90° または 

180° 方向への定位方向の集中が見られた．麻酔処置をした蛾と対照区の蛾に行動応答

の違いは見られなかった (data not shown)． 

 

2-3-3. 横風刺激に対する行動応答 

フェロモンのパルス刺激を 2 Hz で与えると，雄蛾は短距離飛翔あるいは歩行によっ

て風上 (0°) へとほぼ直線的に定位した (Fig. 2-4)．雄蛾が風洞アリーナの中央付近に差

し掛かった際に，横風としてフェロモンを含む気流を 90° 方向から与えた場合，20 個

体中 65% が新たな風上方向 (90 ± 45°) へと定位方向を変更し，30% は変更前の風上

方向 (0 ± 45°) へと移動し続けた (Fig. 2-4C; Table 2)．これにより，風向変更前 (2 ± 14°, 

mean ± s.d., 含フェロモン気流・清浄気流による横風処理を合算) と変更後 (44 ± 34°) 

の航行角は有意に異なる値を示した．一方で 35% の雄蛾は，定位方向を新たな風上方

向へと修正しなかったことになる．フェロモンを含む横風による刺激は，風上からのフ

ェロモンパルスとは独立したタイミングで与えられるため，雄蛾に刺激が到達する時間

差が定位方向の修正に影響を与えている可能性がある．そこで 後のパルスを与えてか

蛾の位置情報を 0.5 s 毎に取得し，各パラメータを算出した．平均航行角 (θ) および平均ベ

クトル長 (r) は各処理毎の軌跡 (N) から得られた軌跡の各点のデータをプールし (n)，算出

した．直進係数は各軌跡毎に計算した．飛翔割合は各軌跡毎に計算し，軌跡の 30% 以上の

距離を占める個体を飛翔個体 (hopper) とした．交互転回 (casting) をおこなった個体の比率

は追加個体 (N') に関して行った 6 分間の観察から得た． 
航行角の二重アスタリスク (**) は，分布が均等分布に比べて風上 (0°) 方向に有意に偏って

いることを示す (V–test, p < 0.01)．平均ベクトル長の異なる文字間は，航行角分布間における

有意差を表す (Mardia–Watson–Wheeler test, P < 0.05)．直進係数の異なる文字間は互いに有意

な差があったことを表す (Scheffé’s test, P < 0.05)．飛翔個体と交互転回個体の比率は， も

低い値の処理 Lを基準として比較した (*: FEP-BC, k = 4, α = 0.0125, p < α)． 

Table 2-1. 異なるフェロモン刺激頻度に対するジャガイモガ雄成虫の行動応答パラメータ 
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ら横風刺激を提示するまでの時間を，定位方向を変更した 65% と維持した 30% の個

体間で Mann-Whitney U-test で比較したが，有意な差は見られなかった (U =27.5, p 

>0.05)． 

清浄気流による横風刺激を与えた場合，16 個体中 12.5% (2 個体) は 90° 方向へと定

位した一方，71% は引き続き変化前の風上方向 (0 ± 45°) へと移動した．しかし，全体

の 75% の雄蛾は横風を与えて 3 s 以内にその場で停止してしまい，この割合は横風が

フェロモンを含む場合の 5% よりも有意に大きかった (FEP, p <0.0001) (Table 2-2)．風

向変化後 (14 ± 47°) の航行角は，風向変更前とは差は見られなかった (WWF, F = 1.96, 

d.f. = 52, p ≥ 0.05)が，フェロモンを含む気流による横風を与えた後の定位方向とは有意

に異なっていた (WWF, F = 4.61, d.f. = 35, p < 0.05)． 

  

雄蛾は 0.5 Hz のフェロモンパルス刺激の下，風洞中央で 90° 方向からの横風を受けるま

では，ほぼ風上 (0°) へと直進的に定位した．横風として，清浄気流またはフェロモンを含

む気流を与え，横風を与える直前と直後の航行角 θ を各軌跡毎に抽出した．異なる文字間

は，航行角間および停止率間の有意差をそれぞれ示す (WWF, P < 0.05; FEP, p < 0.0001)． 

Table 2-2. 横風刺激を与えた際のジャガイモガ雄成虫の航行角と停止率 
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2-4. 考察 

風洞内でジャガイモガ雄成虫はフェロモンを含む気流を与えると，風上方向へ歩行と

短距離飛翔により定位した (Fig. 2-3)．また定位の途中に風向を 90° 変更すると，横風

にフェロモンが含まれていれば個体の多くは新しい風上方向へと定位し直した (Fig. 

2-4B, C; Table 2)．従ってジャガイモガの雄成虫は明らかに性誘引フェロモンの ‘匂いに

よる (odour-modualted)’ 正の走風性を備えているといえる．フェロモンや食事誘引物質

の匂いによる正の走風性は，多くの地上性 (Flügge, 1934; Kennedy & Moorehouse, 1969; 

Rust & Bell, 1976; Sakuma & Fukami, 1985; Visser & Taanman, 1987; Akers & Wood, 1989; 

Buehlmann et al., 2012) および飛翔性 (Kennedy, 1940; Kennedy & Marsh, 1974; Budick & 

Dickinson, 2006) の昆虫で観察されている． 

風上への移動に際して，雄蛾はしばしば風向と直角方向に連続的な交互転回を行った 

(Fig. 2-3)．このような交互転回は飛翔する蛾のフェロモン源定位行動でも観察される 

(reviewed by Kennedy, 1983)．ジャガイモガの交互転回の軌跡は飛翔する蛾のそれと酷似

してはいるものの，短距離飛翔の繰り返し (転回の合間に 2-6 回程度ずつ) から成り，

飛翔する蛾とは異なる筋運動を行っている．飛翔する蛾では交互転回はフェロモンのプ

ルームとの接触を失った際に行うことから，プルームを再探索する役割を持つと考えら

れている (David et al., 1983; Kennedy, 1983; Baker & Haynes, 1987)．ジャガイモガの交互

転回も同様に風上への直進の後に起きており，また低頻度のフェロモン刺激時に顕著で

あることから，同様の機能的意義があると考えられる (Fig. 2-3)． 

 

フェロモンパルスの頻度に対する行動応答 

フェロモンのパルス刺激頻度の増加に伴って軌跡の直進係数は増加した一方，交互転

回行動を行う個体の割合は減少した．雄蛾はフェロモン刺激頻度が増加すると風上によ

り直線的に定位するといえる (Fig. 2-2)．平均ベクトル長も直進係数と同様の傾向を示

したものの，処理間での有意差は見られなかった (Table 2-1)．これらの結果は平均ベク

トル長および直進係数のパラメータ特性と交互転回行動の増減から説明できる．つまり

飛翔は歩行に比べて移動速度が速く，移動距離あたりのデータ点数もより多くなるので，

短距離飛翔から構成される交互転回行動の増減は，平均ベクトル長への寄与は小さい一

方で移動距離に基づく指標である直進係数に対してはより直接的に影響を与えるため

と考えられる． 
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またパルス頻度の上昇に従い，飛翔を多く行う個体の割合が減少した (Table 2-1)．こ

の結果は，ジャガイモガの雄蛾がフェロモン源周辺では飛翔距離および歩行から飛翔に

移る頻度が小さくなるという野外での観察結果 (Ono, 1989) と一致する．フェロモン刺

激の頻度が高くなることで飛翔行動が抑制され，いわゆる近距離定位行動 (close-range 

behaviour; Bartell, 1977) が支配的になるためと考えられる． 

交互転回行動の頻度はフェロモンパルス頻度の上昇に伴い減少する傾向にあったが，

連続的 (constant) な匂い刺激を与えることにより逆に上昇した (Fig. 2-2)．この現象は

飛翔する蛾の交互転回においても観察されており (Kennedy et al., 1981; Willis & Baker, 

1984) ，連続的な刺激によりフェロモンへの慣れが起きた結果，フェロモン刺激による

交互転回の抑制が起きにくくなったためであると考えられている (Lei et al., 2009)．飛

翔する蛾と短距離飛翔の繰り返しを行うジャガイモガで，交互転回行動の性質が非常に

よく似通っていることは，それぞれ同様の神経機構がこの行動をトリガーしているもの

と推測される． 

 

フェロモン刺激に対する行動パターン 

ジャガイモガに 0.1 Hz のパルスを与えると，フェロモン刺激の直後は風上へと直進

し，続いて風向と直角 (90°) または風下 (180°) 方向への移動が徐々に起きるというパ

Fig. 2-3. 翅切除処理 (wingless) と対照区 (winged) での雄蛾の航行角の推移．航行角の風上方

向 (0°) からのずれの絶対値の出現頻度をフェロモン刺激後の経過時間に対して 7.5° 刻みで 
0.5 s 毎にプロットした．升目の明度が高いほど頻度は高い．航行角はフェロモン刺激直後 (1-4 
s) は 0° 周辺に集中した．データは両翅切除雄 25 頭と対照区 20 頭の雄蛾に対して 0.1 Hz 
のフェロモンパルスを与えた 6 分間の軌跡から，航行角を 0.1 s 毎に抽出して得た． 
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ターンを描いた (Fig. 2-3)．このような風向に対する直進とそれに続く交互転回および

風下への移動からなる定位行動パターンは，飛翔する蛾でも多く観察されているほか 

(Vickers & Baker, 1992; Mafra-Neto & Cardé, 1994, 1996)，カイコガの歩行行動においても，

風向の影響は明確ではないもののフェロモン刺激により直進し，続いて交互転回・転回

行動を行うというパターンが観察されている (Kanzaki et al., 1992; Kanzaki, 1996)． 

この刺激―直進―交互転回の行動パターンの背景にある中枢神経系のメカニズムと

して，フェロモン入力に応じてリセットされる相性―緊張性の応答プログラムが想定さ

れている (Vickers & Baker, 1992)．さらにカイコガでは直進の後に起きる交互転回の方

向は，フリップフロップ応答を示す下降性介在ニューロンの活動状態に対応しているこ

とが示唆されている (Olberg, 1983; Kanzaki et al., 1992; Kanzaki, 1996; Mishima & 

Kanzaki, 1999; Wada & Kanzaki, 2005)．即ち匂いパルスを受ける毎に，ごく短時間の相動

性興奮が直進行動を引き起こし，また少なくともカイコガでは同時にフリップフロップ

型の緊張性応答を示す左右の介在神経の ON/OFF が互い違いに切り替わることで，続く

転回行動の右回り/左回りが決定されるとされる．この機構では，刺激入力の度に相動

性の直進が繰り返されることから，高頻度のフェロモンパルス刺激下，即ち匂い源付近

では，雄蛾の飛翔あるいは歩行は直線的となることが予想される．ジャガイモガの定位

行動は短距離飛翔と歩行からなり，飛翔する蛾とも歩行するカイコガとも異なる運動出

力を行ってはいるが，フェロモン刺激直後の直進とそれに続く交互転回からなる同様の

移動パターンを備えており，また高頻度のフェロモンパルス刺激によって風上への直進

が顕著になることが直進係数の増大と交互転回頻度の減少から伺える (Table 2-1)．従っ

て，他の蛾類で見られる，匂い刺激がトリガーする開ループの相性―緊張性応答は，ジ

ャガイモガにおいても同様に存在していると推察される． 

 

風向検知メカニズムの推定 

風上へ直進あるいは風向と直角な交互転回を行うためには，雄蛾は風向を検知し，そ

れに対して移動する必要がある．通常の飛翔をする蛾は，飛翔中の視運動反応によって

風向に対する移動を実現することが知られている (Kennedy & Marsh, 1974; Baker et al., 

1984; Cardé, 1984)．一方歩行のみで雌へ定位するカイコガでは，視運動反応は存在する

ものの，風向の影響は小さく，左右の触角の匂い情報を比較して徐々に匂い方向に向き

直るとされている (Olberg, 1983; Minegishi et al., 2012; Takasaki et al., 2012)．本実験のジ

ャガイモガ雄成虫では，一度のフェロモンパルスによる刺激のみでも風上に対する直進
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が観察され，また風向の変化に応じて直ちに航行角を修正したことからも，風向検知が

明確に起きているといえる (Fig. 2-3, 4C)．また両翅切除により飛翔中の移動方向制御が

不可能な状況であってもフェロモン刺激に応じて風上へと直進したことから，雄蛾は飛

翔前に地上において予め定位方向を決定していると考えられる．これらよりジャガイモ

ガの短距離飛翔においては飛翔中の視運動反応による風向検知は必ずしも必要ではな

く，地上における風向検知機構によって風上へと定位していると考えられる． 

では，ジャガイモガはどんな感覚情報を用いているのか．視運動反応に代わる地上

での風向検知機構として，機械感覚情報の利用が考えられる．機械感覚による風向検知

機構の存在は，ゴキブリやバッタ，ハエなど複数の分類群の昆虫において知られている 

(Stierle et al., 1994; Bucher & Pflüger, 2000; Budick et al., 2007)．チョウ目においてはフェ

ロモン源定位における直接的な機械感覚利用の証拠はないものの，ヨトウガの一種 

Spodoptera littoralis の雄では，フェロモンによる嗅覚と機械感覚との同時刺激によって

強く応答する触角葉の局所介在ニューロンが発見されており (Han et al., 2005)，機械感

覚とフェロモン刺激を関連付ける神経機構が存在している．またナシヒメシンクイ 

Grapholita molesta の雄はフェロモンのプルーム中で風上へと歩行することが観察され

ており，地上における機械感覚の関与が提唱されている (Willis & Baker, 1987)． 

 

Fig. 2-4. 横風刺激を与えた際の航行角

分布と軌跡．風洞中央付近で風向を 90° 
変更させ，フェロモンを含む或いは清

浄な気流による横風刺激を与えた．(A) 
横風を与える前の 3 s 間の航行角，(B) 
横風を清浄気流で与えた場合および 
(C) 含フェロモン気流による横風を与

えた場合の軌跡と風向変化直後の 3s 
間の航行角を示す．気流は当初 0° 方向

から 0.5 Hz のフェロモンパルス刺激

と共に与えているが，点線部において

風洞の風向を 90° 変化させ，影の部分

では横風刺激を与えている．航行角頻

度分布図の中央の円から伸びる線と弧

は，それぞれ航行角の平均と 95% 信頼

限界を示す． 
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狙い撃ち機構による匂い源定位 

今回の結果から明らかになった，ジャガイモガが匂い源定位において「地上でフェロ

モンを検知して風上に向き直り，短距離飛翔によって直進する」という特徴は， Kennedy 

(1986) が提唱した ‘狙いを定め，撃つ (first aim, then shoot)’ と形容される匂い源定位機

構に非常によく一致する．この「狙い撃ち (aim-then-shoot)」機構で Kennedy は，(1) 誘

引性の匂い刺激によってトリガーされる機械感覚による風向検知，(2) 匂い刺激を検知

している限り直進 (飛翔)，(3) 匂いを見失うと再び地上で匂い刺激の入力を待つ，とい

う開ループ制御構造を想定した．この機構は視運動反応のような複雑なフィードバック

制御を必要としない点で非常に簡易であり，より単純な神経回路で実現できると考えら

れる． 

この狙い撃ち機構による匂い源定位は，現状では数種のハエ目昆虫の行動から存在が

示唆されている仮説上のものに過ぎない (Hawkes & Coaker, 1979; Dindonis & Miller, 

1980; Bursell, 1987)．本研究では，狙い撃ち機構による匂い源定位行動がチョウ目でも

行われていることを示し，またこの機構において機械感覚が実際に関与している可能性

を実験的に初めて提示した．  
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第 3 章 風洞装置による雄蛾の走風性機構の解明 

 

3-1. 目的 

多くの蛾の雄はフェロモンのプルームを辿り同種の雌へと辿り着く．しかし野外にお

いては匂い物質は風に乱され非常に複雑な分布を取るため，遠く離れた匂い源の方向情

報を匂いの濃度変化から知ることは困難であるとされる (Murlis & Jones, 1981; Murlis 

et al., 1992)．そこで蛾や他の昆虫は匂い源の方向情報として風向を用いることが知られ

ている．誘引性の匂いを検知すると風上に移動する「匂いによる走風性」は，歩行する

昆虫 (Flügge, 1934; Kennedy & Moorehouse, 1969; Rust & Bell, 1976; Sakuma & Fukami, 

1985; Visser & Taanman, 1987; Akers & Wood, 1989; Buehlmann et al., 2012)，飛翔する昆虫 

(Kennedy, 1940; Kennedy & Marsh, 1974; Budick & Dickinson, 2006) のいずれをも含む多

くの分類群で報告されている．飛翔する蛾では，風に押し流されることで生じる視野の

流れを利用して風向を検知する，視運動反応による走風性が知られている (Kennedy & 

Marsh, 1974; Baker et al., 1984; Cardé, 1984; David, 1986)．一方，歩行のみによって雌に到

達するカイコガ Bombyx mori の定位行動では，両触角へのフェロモン刺激入力の強度

と時間の差によって直進する方向が左右に偏る，化学走性機構によって徐々に体軸を匂

い源方向に修正し，風向に依存することなく雌へと定位するとされている (Takasaki et 

al., 2012). 

ジャガイモガ Phthorimaea opercuella はジャガイモをはじめとするナス科作物の世

界的害虫として知られている (Rondon, 2010)．性誘引フェロモンによる刺激を受けたジ

ャガイモガの雄は，通常の蛾のような連続的な飛翔でもカイコガのような歩行でもなく，

およそ 1 m 以内の直線的な短距離飛翔の繰り返しによって雌へと到達する (Ono & Ito, 

1989; Toth et al., 1984)．前章において，ジャガイモガの雄は，風向の変化に応じて定位
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方向を変化させること，また翅を切除され飛翔の制御ができなくなった状態でもフェロ

モン刺激に応じて風上への直進を行うことを示した (Tejima et al., 2013)．ジャガイモガ

は，連続飛翔する蛾の視運動反応による走風性とも，歩行するカイコガの化学走性とも

異なる風上への定位機構を有していると考えられる．そこで機械感覚による風向検知と

誘引性の匂い刺激による直進を組み合わせた「狙い撃ち機構」による走風性を想定した 

(Kennedy, 1986; reviewed by Cardé & Willis, 2008)．ジャガイモガの雄の行動はこの狙い撃

ち機構に非常によく一致するが，その感覚―運動コンテクストの実態は未だ明らかでは

ない (Tejima et al., 2013)． 

本章では，ジャガイモガ雄成虫の風向検知に関わる感覚情報利用の解明を目的とする．

環境制御と蛾への外科的処置により環境からの刺激入力を人為的に制限し，雄蛾がいず

れの感覚情報を用いてフェロモン刺激時に風向検知するのかを，風洞装置内の雄蛾の行

動記録・解析により検証する． 
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3-2. 材料と方法 

3-2-1. 供試虫と実験装置 

3-2-1-1. 供試虫 

第 2 章と同様の方法で得たジャガイモガ雄成虫を用いた (2-2-1 参照)． 

 

3-2-1-2. 風洞装置 

実験は第 1 章で用いたものと同様の風洞装置で行った (2-2-2; Fig. 3-1A; Tejima et al., 

2013)．ただし，横風刺激用の機構は取り除いた．供試虫は 90  30  1.8 cm のアリーナ

内を自由に移動することができる．ただしデータ解析には風洞の風上風下端のそれぞれ 

10 cm に加え，風向と平行な壁際の 2 cm ずつを除いた中央の 70 × 26 cm のエリアを

用いた (Fig. 3-1C)．気流の温湿度は第 1 章と同様，25 ± 3°C および 70 ± 20% RH であ

り，流量は 20 L/min に設定した． 

照明は第 1 章と同様，白熱電球 (60W) を風洞装置の四隅に高さ 30 cm で配置し視

覚情報を与え，また赤外線 LED ( 950 nm) によって映像のコントラストを上昇させた．  

 

3-2-1-3. フェロモン源と匂いパルスの生成  

ジャガイモガの性誘引フェロモンは， (E,Z)-4,7-tridecadienyl acetate および 

(E,Z,Z)-4,7,10-tridecatrienyl acetate のほぼ 1:1 の混合物である  (Roelofs et al., 1975; 

Persoons et al., 1976; Yamaoka et al., 1976)．第 1 章と同様，両物質の合成物 (信越化学，

東京) を n-hexane にそれぞれ 1 µL あたり 10 ng ずつ溶解し，1:1 のフェロモン溶液

として用いた．フェロモンのパルス刺激はコンピュータによる電磁バルブ制御によって，

流路を清浄気流からフェロモンを含む気流へと 100 ms 間切り替えることで生成した．

気流は風上端の壁全面から流れるため，供試虫は風洞内の位置に関わらず匂いパルスに

よる刺激を受ける．  
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3-2-1-4. PID (photoionization detector) による匂いパルスの時間的構造の測定 

フェロモンパルス刺激直後の供試虫の移動方向の変化を観測するため，風洞内で供試

虫がフェロモンの刺激を実際に受けるタイミングを，電磁バルブ切替による匂いパルス

の生成から風洞内の各位置に到達するまでの遅延時間を測定することで推定した．フェ

ロモンパルスの遅延時間は電磁バルブの制御タイミングと共に，匂い物質の濃度を PID 

(miniPID-2, Aurora Scientific Inc., ON, Canada) を用いて風洞内の 4 点で測定し，推定し

た (Fig. 3-1B, C)．フェロモンの代替用のトレーサーガスとして，プロピレンをフェロ

モン用カプセルに 5 mL/min で流し，本実験時と同様に匂いパルス生成用の電磁バルブ

を 10 s に 1 回，100 ms の間切替えた．PID からの出力は電圧変化の時系列データと

して 300 Hz で LabVIEW (USB-9215A and LabVIEW 8, National Instruments, Austin, TX, 

Fig. 3-1. (A) 風洞外略図．黒矢印は気流の方向を示す．コンピュータ制御の電磁バルブによる

流路切替でフェロモンのパルスを生成した．フェロモン溶液あるいは溶媒のみを塗布したろ

紙片をフェロモン用と対照用カプセルへとそれぞれ挿入した．供試虫の映像はビデオトラッ

カーによって二値化され，コンピュータに位置座標の差分として記録した．(B) PID 記録した

匂いパルスの時間的パターン．図は PID の出力電圧の平均と標準誤差を示す．トレーサーガ

スとしてプロピレンをフェロモン用カプセル内に流し，電磁バルブで流路を 10 s ごとに 100 

ms だけ開放した．パルス生成のタイミングは細線で表したバルブ制御用の電圧記録で示す．
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USA) で作成したプログラムによってコンピュータへと記録した． 

風洞の風上端から 10 cm および 80 cm の距離において，それぞれ風洞短軸の中央お

よび壁際から 2 cm 離れた点の 2 点ずつ，合計 4 点での PID からの出力とその標準

誤差を Fig. 3-1B に示す (N = 13, 17, 44, 45; それぞれ風下―壁際，風上―壁際，風下―

中央，風上―中央の記録サイクル数を示す)．この 10 s サイクルの記録の中，生物学的

な応答が開始され得る匂い刺激の到達の瞬間として，ベースライン分を差し引いた PID 

の出力がピークの半値に到達する時間 (half-rise time) を採用した．半値到達時間は，風

洞の中央軸では風上端から 10 cm の地点で 0.58 s，80 cm の点で 2.80 s であった．壁

際では，風上端から 10 cm の地点では 0.60 s，80 cm の点では 4.30 s であった (Fig. 

3-1B)．これらの結果は，匂い物質の流れは風洞の中央軸では速く (32 cm/s)，壁際では

遅い (19 cm/s) ことを示唆している．従って匂い物質が供試虫の位置に到達するまでの

遅延時間の計算には，中央軸から壁に近づくにつれて遅くなる流速を考慮に入れる必要

がある (Fig. 3-1C)．匂い物質到達時間の計算方法は後述する (3-2-4-2)．  

 

3-2-2. 実験処理 

3-2-2-1. 実験手順 

雄蛾のフェロモンパルス刺激に対する定位行動を風洞のアリーナ内で観察した．アリ

ーナ風下端にポリカーボネート製のケージ (7.0 cm  6.5 cm  1.8 cm) を配置した．ケー

ジには雄蛾を 1 個体ずつ導入し，黒い画用紙片で蓋をした．馴化時間 2 min が経過し

た後に，画用紙片を静かに取り外し，フェロモンのパルス刺激の生成を始めた．軌跡の

記録は雄蛾が風上端から 80 cm の距離に到達した瞬間から 6 min 間行った．ケージは 

1 回の使用毎にメタノールで洗浄した後温風で乾燥させ，1 日の実験終了時には洗剤 

(SCAT 20X, 第一クリーンケミカル，京都) を用いて洗浄した．フェロモン刺激に対し

て 4 min 以上反応を示さない個体は解析から除いた．  
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3-2-2-2. 照明下と暗黒下 (Illumination and darkness) 

ジャガイモガ雄成虫の風上定位に視覚情報が必要かどうかを調べるため，可視光によ

る照明下およびすべての可視光を消した暗黒下での風洞内での行動を記録解析した．照

明下実験では，白熱電球の光量を電圧制御器によって調節し，照度計 (T-1, コニカミノ

ルタ，東京) を用いて風洞中央における照度が 30 lx となるように設定した．暗黒下実

験を除く全ての実験は同様の照明下で行った．本照明下実験で用いる個体は麻酔や外科

処理をしていないため，実質的に他の外科的処置を施す実験の対照実験としての位置づ

けにある．暗黒下実験では白熱電球を点灯せず，赤外線 LED による照明のみで雄蛾の

軌跡を記録した．照度は 0.0 lx であった． 

 

3-2-2-3. 片触角の切除 (Unilateral amputation of flagellum: UA) 

雄蛾の匂い源方向への定位において，両触角からのフェロモン入力が必要であるかど

うかを検証するため，嗅覚感覚子を備える鞭節の左右いずれかを剃刀で切除した (Fig. 

3-2)．切除処理は気体 CO2 による麻酔下で，5 min 以内で行った．施術後，雄蛾は暗

黒下で 24 h 以上の回復時間を設けた後，実験に供した． 

 

3-2-2-4. 触角基部節の固定 (Immobilisation of both antennae with glue: AG) 

ジャガイモガ雄蛾の風上定位において，触角の機械感覚器からの入力が必要かを検証

するため，両触角の柄節―梗節間および梗節―鞭節間の関節を含む範囲を蒸留水で粘度

を下げたアラビアゴム糊で固定した (W463, ホルベイン工業, 大阪) (Fig. 3-2)．ここに

はジョンストン器官や梗節のベーム棘状感覚子，鐘状感覚子群 (ヒックス器官) といっ

た機械感覚器官群が存在する．液状糊はステンレス製の昆虫針を用いて，麻酔を施した

雄蛾の触角に塗布した．施術は 5 min 以内で完了した．暗黒下の 24 h 以上の回復時間

の後，行動実験を行った．  
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3-2-2-5. 触角基部の固定除去 (Removal of glue from antennae: UG)  

AG 処理で実験に用いた雄蛾のうち，フェロモン刺激に反応した個体を再び麻酔し，

触角の基部節の糊を蒸留水で溶かし，固定を解除した．再び暗黒下における 24 h の回

復期間の後，実験に供した． 

 

3-2-2-6. シャム手術 (Sham) 

麻酔と外科処置への対照実験としてシャム手術を行った．雄蛾を気体 CO2 で 5 min 

間麻酔し，触角に昆虫針で触れた．暗黒下での 24 h の回復期間後，風洞内で行動を観

察した． 

 

3-2-3. データ解析 

3-2-3-1. 軌跡データの取得 

雄蛾の風洞アリーナ内の軌跡は第  2 章と同様に，高速度  CCD ビデオカメラ

(CV-M30; JAI, 横浜) による映像をビデオトラッカー (G280-104S; OKK, 東京) で二値

化し，風洞内の気流方向への移動を y 軸方向の移動，それに直行する方向を x 軸方向

Fig. 3-2. ジャガイモガ雄成虫の頭部およ

び触角の拡大写真．右触角は未処理，左

触角では基節-梗節間および梗節-鞭節間

を含む領域を接着剤で固定した． 
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の移動とし，50 ms 毎の座標情報の時系列データとして取得した．また電磁バルブの開

閉状態を平行して記録し，供試虫が実際にフェロモン刺激を受けるタイミングを推定す

る際に用いた．記録機構は当研究室で開発した移動運動補償装置に搭載したものを改変

して利用した (Sakuma, 2002)．雄蛾は壁際では接触走性 (thigmotaxis) を示すため，横

壁から 2 cm 以内および風上・風下端からそれぞれ 10 cm 以内で得られた座標データ

は解析から除いた． 

 

3-2-3-2. フェロモンパルスの到達時間の推算 

解析に先立ち，風洞内の蛾の位置へフェロモンのパルスが到達した時間を推算した．

匂い物質の流速は風洞の中央では速く，壁際では遅かったことから，その間の流速を線

形補間によって以下の式で推定した． 

∙ | |
 

式中の vc, vm および v(x) は，風向と平行な直線上での匂い物質の流速で，それぞれ風洞

の中央軸，壁際，中央軸から距離 x だけ離れた直線での流速を示す (Fig. 3-1C)．中央

軸から壁際までの距離は w で示す．バルブ開閉によるフェロモンパルス生成からの経

過時間 ti における蛾の位置座標を (xi , yi) とすると，座標の時系列データは (x1 , y1), (x2, 

y2), ..., (xN, yN) で示される．またその際の匂いパルスの到達位置は，x 座標 xi に対して 

(xi , v(xi) · (ti - t0) ) で表すことができる． t0 はバルブ操作からアリーナ内に匂い物質が導

入されるまでの時間を示す．風向方向 (y 軸) に関して，雄蛾の位置座標 yi とその瞬

間の匂いパルスの位置 v(xi) · (ti - t0) を比較し，初めて v(xi) · (ti- t0) - yi  ≥ 0 となる時間 ta 

における蛾の位置座標 (xa , ya) を匂いパルス到達の瞬間とした．このとき， ta はバル

ブ制御から実際の匂いの到達までの遅延時間を示している．本章のデータ解析は全てこ

のバルブ制御後の遅延時間を補正した後に行った． 
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3-2-3-3. 統計解析 

雄蛾の航行角を 1.0 s おきに計測した．航行角 θ は，連続する 2 点を結ぶ直線と風

向との成す角を，風上方向 (0°) を基準に反時計回り方向に計測し得た．航行角は 

Oriana 4.00 (Kovach Computing Services, Anglesey, UK) により円統計手法 (Batchelet, 

1981) を用いて統計解析した． 

 フェロモン刺激による航行角の変化を，フェロモン刺激の前後の航行角分布を比較す

ることで解析した．フェロモン刺激を与える前と後の 1.0 s 間の航行角をそれぞれ刺激

直前 (pre-stimulation) および刺激直後 (post-stimulation) として得た．刺激直前と刺激直

後の航行角の分布はそれぞれ Rao’s spacing test を用いて一様分布と比較した後，

Watson’s U2-test にて互いに比較した． 

雄蛾が風上方向へと定位しているかを検証するため，刺激直前と刺激直後の航行角分

布について個体毎に V-test を行い，刺激直前と刺激直後にそれぞれ風上方向へ有意に

定位していた個体 (p < 0.01 in V-test, V0 = 0°) の比率をフィッシャーの直接確率検定で

比較した．航行角分布の集中度合の指標として，刺激直前および刺激直後の平均ベクト

ル長 r をそれぞれ個体毎に計算した (Batschelet, 1981)．平均ベクトル長の値は 0-1 の

間で推移し，値が大きいほどデータが平均値周辺に密集していることを示す (Batshelet, 

1981)．刺激直前と刺激直後の平均ベクトル長を Wilcoxon signed-rank test で比較した． 

雄蛾の活動の指標として，歩行速度を計算した．各軌跡の 6 min 間の記録について

歩行速度を 0.05 s 毎に計測した．停止閾値として設定した 2.5 cm/s 以下，および飛翔

閾値として設定した 20.0 cm/s 以上の移動速度のデータは解析から除外した．平均歩行

速度は，照明下と暗黒下実験については  Mann-Whitney U-test，他の処理実験では 

Kruskal-Wallis test followed by Scheffé’s test (KW–Scheffé) にて互いに比較した． 
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3-2-3-4. 航行角推移の図示 

フェロモン刺激前後での航行角の推移を，経過時間に対する二次元密度プロットで視

覚化した (Fig. 3-2)．フェロモンパルスの到達時間は，蛾の風洞内の位置に応じて補正

した．航行角は風上方向 (0°) に対して 0.05 s おきに取得した．升目の色は航行角の頻

度を 0.2 s 刻みの 15° 単位で示している．軌跡ごとの停止や壁際へ接近する頻度によ

ってデータ点数が変動するため，軌跡毎のデータ数を標準化した． 

刺激直前と刺激直後の 1 s 間の航行角の分布を円形ヒストグラムで示した．頻度は 

15 ° 刻みとした (Fig. 3-3)．平均航行角とそのベクトル長 r は中心円からの矢印の方向

と長さで示した． 



30 
 

3-3. 結果 

3-3-1. フェロモン刺激に対する行動応答 

ジャガイモガ雄成虫の性誘引フェロモン刺激に対する 初期の応答として，雄蛾は翅

に沿って尾部方向へと倒していた触角を前方に立て，触角のグルーミング行動を頻繁に

行った．その後フェロモンパルスの刺激に対して雄蛾はまず風上へと向き直り，続いて

歩行あるいは短距離飛翔による直進を行った．なお，フェロモン刺激を与えない場合は

まったく歩行は行わずケージから外に出ることはなかった． 

 

3-3-2. 風上定位への視覚条件の影響 

3-3-2-1. 照明下 (Illumination) 

赤外線と 30 lx の可視光による照明下では，無処理の雄蛾はフェロモンパルス刺激に

対して正の走風性を示した (Fig. 3-3A)．航行角の二次元密度プロットから，フェロモン

刺激の直後に定位方向が風上へと収束する時間的パターンが見て取れる． 

各個体 (N = 20) の軌跡から得られた航行角の分布を Rao’s spacing test により一様

分布と比較した．刺激直前の 1 s 間における航行角分布は一様分布に比べて有意な差は

なかったが (Rao’s spacing test, U = 130.8, p > 0.50)，刺激直後の 1 s 間の航行角分布は一

様分布に対して有意に異なっていた (Rao’s spacing test; U = 200.5, p < 0.01)．刺激直前と

刺激直後の航行角分布は互いに有意に異なっていた (Watson’s U2 test, U2 = 3.33, p < 

0.001)．この結果はランダムな方向に移動していた雄蛾の定位方向が，フェロモンの刺

激によってある一定方向へと収束したことを示唆している． 

各個体の航行角分布が風上方向 (0°) へ偏っているかを個体毎に V-test で検証した．

刺激直前では，20 個体中 1 個体の航行角分布が風上へと偏っていた．一方刺激直後に

は 20 個体中 19 個体が風上へと定位しており，有意に異なる比率を示した (Fig. 3-4B, 

Fisher’s exact test, p < 0.01)．平均ベクトル長 r を各個体について算出したところ，刺激
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直前では 0.22 ± 0.14 (mean ± s.e.) だったのに対し刺激直後には 0.68 ± 0.17 となり，有

意な差が検出された (Wilcoxon signed rank test, T = 0, p < 0.01; Fig. 3-4A)．この結果から

多くの個体がフェロモン刺激直後に航行角を風上方向へと向けていたことが示唆され

た． 

 

3-3-2-2. 暗黒下 (Darkness) 

可視光のない暗黒下では，雄蛾の歩行速度 (7.5 ± 0.7 cm/s, N = 19) は照明下(8.5 ± 0.8 

cm/s, N = 19) に比べて有意に低かった (Fig. 3-5; Mann-Whitney U-test, U = 43, p < 0.01)．

視覚情報の喪失が活動性に影響を与えていると考えられる． 

しかし暗黒条件下での航行角の時間的遷移は，照明下におけるそれとほぼ同一のパタ

ーンを示したことから，暗黒下においてもジャガイモガの走風性は機能しているといえ

る (Fig. 3-3B)．刺激直前の航行角分布と一様分布との間に有意差は見られなかったが 

(Rao’s spacing test, U = 130.0, p > 0.50)，刺激直後では一様分布とは有意に異なっていた 

(Rao’s spacing test, U = 186.2, p < 0.01)．刺激直前と直後の航行角分布は互いに有意に異

なっていた (Watson’s U2 test, U2 = 2.94, p < 0.001)．軌跡毎の航行角分布に V-test をかけ

た結果，刺激直前に風上方向への偏った定位を示していた個体はいなかったが，刺激直

後では 19 個体中 15 個体の航行角分布が風上方向へと偏っていた．この頻度は有意に

異なっていた (Fisher’s exact test, p < 0.01; Fig. 3-4B)．同様に，平均ベクトル長も刺激直

前 (r = 0.31 ± 0.19) に比べて刺激直後 (r = 0.73 ± 0.16) の方が有意に大きく (Wilcoxon 

signed rank test, T = 0, p < 0.01)，刺激直後に一定の方向への集中していることが伺える 

(Fig. 3-4A)．これらより暗黒下ではジャガイモガの活動性に多少の影響はあるものの，

風上定位能力そのものに変化は見られなかったことから，風向検知は視覚情報には依存

していないことを強く示唆している． 
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Fig. 3-3. フェロモン刺激後の経過時間に対する航行角の遷移．(A) 可視光下および (B) 暗黒下

の無処理個体．(C) シャム手術 (D) UA: 片触角の鞭節切除処理 (E) AG: 触角基部節固定処理 

(F) UG: AG 個体の固定を解除した個体．風向 (0°) に対する航行角のずれの頻度をプロットし

た．軌跡毎の寄与を均一化するため，軌跡毎のデータ数が同一となるよう標準化した．各処理

区の全軌跡における刺激直前および刺激直後の 1 秒間の航行角データを円状ヒストグラムに

示す．円中央のアスタリスクは航行角分布が一様分布と有意に異なっていることを示す (*p < 

0.05; **p < 0.01; Rao’s spacing test)．中央から外向きに伸びる矢印の方向は平均航行角、長さは

ベクトル長を示す．ヒストグラム間のアスタリスクは互いの航行角分布に有意な差が見られた

ことを示す (*p < 0.05; ***p < 0.001; Watson’s U2 test)．N は個体 (軌跡) 数，npre, npostはそれぞ

れ刺激直前および刺激直後の航行角データ数を表す． 
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3-3-3. 風上定位への片側触角切除の影響 

3-3-3-1. シャム手術 (Sham) 

 気体 CO2 による麻酔下で，雄蛾に対するシャム手術を行った (N = 19)．手術は触角

固定と同様の処置 (後述) を，接着剤なしで行った．回復期間後に行った行動実験の結

果，シャム手術個体は無処理 (照明下) 個体と同様にフェロモン刺激に対して正の走風

性応答を示した (Fig. 3-3C)．シャム手術個体の歩行速度 (8.7 ± 0.6 cm/s) は，無処理個

体のそれ (8.5 ± 0.8 cm/s, N = 19) に比べて差は見られなかった (Fig. 3-4; U-test, U = 170, 

p > 0.50)．刺激直前の航行角分布に一様分布との差は見られなかったが (Rao’s spacing 

test, U = 125.6, p > 0.50)，刺激直後では一様分布と有意に異なっていた (Rao’s spacing 

test, U = 205.9, p < 0.01)．また刺激直前と直後の分布は互いに異なっていた (Watson’s U2 

test, U2 = 3.69, p < 0.001)． 

 刺激直前に風上方向への偏りが見られた個体は一頭もいなかったが，刺激直後には 

19 個体中 18 個体が風上へと偏った航行角分布を示し，これらの比率は有意に異なっ

ていた (Fisher’s exact test, p < 0.01; Fig. 3-4B)．平均ベクトル長は刺激直前 (r = 0.24 ± 

0.16) に比べて刺激直後 (r = 0.71 ± 0.16)でより大きく (Wilcoxon signed rank test, T = 0, 

p < 0.01; Fig. 3-4A)，無処理個体同様に移動方向がフェロモン刺激によって一方向へ集中

したことが示唆された．これらのシャム手術個体に対する実験結果から，麻酔処置や昆

虫針による処理そのものは雄蛾の走風性に明確な影響を与えることはないといえる． 

 

3-3-3-2. 片側触角鞭節の切除 (Moths with a single antenna: UA) 

雄蛾の匂い源方向への定位に，両触角の嗅覚または機械感覚入力の左右比較が関わっ

ているかを検証するため，片側の触角鞭節を切除し実験に供した．左側の鞭節を 14 個

体，右側を 12 個体で切除した．回復期間 24 h 後に行った風洞試験では歩行速度は 8.3 

± 0.8 cm/s であり，シャム手術個体 (8.7 ± 0.6 cm/s) との差は見られなかったことから 
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(Fig. 3-5; KW–Scheffé, χ2 = 2.24, p > 0.05)，片触角切除による活動性への影響は限定的で

あると考えられる．フェロモンパルスによる刺激直後にはシャム手術個体と同様に，風

上方向への航行角の収束が見られた (Fig. 3-3D)．航行角分布は刺激直前と刺激直後のい

ずれにおいても一様分布との間に差が見られた (Rao’s spacing test: 刺激直前 U = 142.6, 

p < 0.05; 刺激直後 U = 176.0, p < 0.01) が，互いに有意に異なっていた (Watson’s U2 test, 

U2 = 1.31, p < 0.001)． 

個体毎の航行角解析では，刺激直前に風上方向へと定位していた雄蛾は一頭もいなか

ったが，刺激直後には 26 個体中 9 個体の分布が風上方向へ偏っており，その頻度に

は有意な差がみられた (Fisher’s exact test, p < 0.01; Fig. 3-4B)．各軌跡の平均ベクトル長

は，刺激直前で 0.27 ± 0.16，刺激直後では 0.54 ± 0.18 であり，有意に異なっていた 

(Wilcoxon signed rank test, T = 24, p < 0.01; Fig. 3-4A)． 

航行角分布の解析から，片側触角の切除は定位行動にある程度影響を及ぼしているも

Fig. 3-4. フェロモン刺激直前・直後に風上に定位した個体の割合と軌跡の直線性．(A) 平均ベ

クトル長．個体の移動が平均方向へと集中した度合の指標とみなすことができる．刺激直前と

刺激直後について個体毎に算出し比較した (Wilcoxon signed rank test: **p < 0.01)．箱ひげ図は

第 1 四分位点 + 1.5 interquartile range，第 1 四分位点，中央値，第 3 四分位点，第 3 四分位

点 − 1.5 interquartile range を示し，白円は外れ値を表す．(B) 風上へと定位していた個体の割

合とその 95% 信頼限界区間．各個体について刺激直前および刺激直後のそれぞれの航行角分

布の風上への偏りの有無を V-test によって検定し (V0 = 0°, p < 0.01)，有意に偏っていた個体の

割合を Fisher’s exact probability test にて比較した (*p < 0.05, **p < 0.01)．それぞれの 95% 信

頼区間は F 分布から得た． 
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のの，正の走風性自体は維持されていることが示唆された．触角の片側切除のみでは風

向検知能力は失われなかったといえる． 

 

3-3-4. 触角基部節の固定による風上定位への影響 

3-3-4-1. 触角基部節の固定 (Moths with both antennae glued: AG)  

触角の機械感覚器の機能を阻害するため，雄蛾の触角基部節を接着剤で固定した．風

洞内において，触角の運動または羽ばたき行動によってフェロモンへの反応が確認され

た 21 個体の軌跡をデータとして用いた．触角固定個体の歩行速度 (7.3 ± 1.5 cm/s) は

シャム手術個体 (8.73 ± 0.63 cm/s) に比べて低かった (KW–Scheffé, χ2 = 12.04, p > 0.05; 

Fig. 3-5)．雄蛾はフェロモンには反応しているものの，航行角の時間的パターンは変化

の乏しい単調なものとなった (Fig. 3-3E)．刺激直後の航行角分布と一様分布との間に有

意差はみられなかったが (Rao’s spacing test; U = 141.2, p > 0.05)，刺激直前の航行角分布

は一様とは異なっていた (Rao’s spacing test; U = 154.2, p < 0.01)。一方、刺激直前と直後

の航行角分布間には差は見られなかった (Watson’s U2 test, U2 = 0.06, p > 0.5)． 

 個体毎の航行角の V-test による解析では，刺激直前と直後いずれも 21 個体中 2 個

体のみで風上方向への偏りが見られ，比率に差は見られなかった  (Fisher’s exact 

probability test, p > 0.5; Fig. 3-4B)．平均ベクトル長は刺激直前では 0.35 ± 0.19，直後では 

0.35 ± 0.16 であり有意差は見られなかった (Wilcoxon signed rank test, T = 114.5, p > 

0.05; Fig. 3-4A)． 

 これらの結果は，触角基部節を固定した雄蛾はフェロモンパルスによる刺激を受けて

も風上に定位することができず，風向とは無関係にランダムな方向への移動を行ってい

たことを示唆している．触角基部節の固定処理によって，フェロモンパルスに対する正

の走風性応答は失われたといえる． 
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3-3-4-2. 触角固定の解除 (Moths with unglued antennae: UG) 

触角固定処理をした雄蛾の触角を蒸留水で洗い流し，24 h の回復期間の後に再び風

洞実験に供したところ，13 個体がフェロモンに対する反応を示した (Fig. 3-3F)．触角

固定を解除した雄蛾の歩行速度は 8.2 ± 1.9 cm/s で，シャム手術個体および触角固定個

体との有意差は見られなかった (KW–Scheffé, シャム間: χ2 = 1.51, p > 0.05; 触角固定

間: χ2 = 3.45, p > 0.05) (Fig. 3-5)．刺激直前には航行角分布と一様分布の間に差はなかっ

たが (Rao’s spacing test; U = 137.1, p > 0.05)，刺激直後では有意な差が見られた (Rao’s 

spacing test; U = 175.9, p < 0.01)．刺激直前と直後の航行角分布は有意に異なっていた 

(Watson’s U2 test, U2 = 0.21, p < 0.05)． 

刺激直前には，風上方向へと偏った航行角分布を示す個体は一頭もいなかったが，刺

激直後では 12 個体中 5 個体の航行角分布が風上へと偏っており，その頻度は有意に

異なっていた (Fisher’s exact probability test, p < 0.05; Fig. 3-4B)．平均ベクトル長は刺激

Fig. 3-5. 各処理区での歩行速度．各個体の 6 min 間の計測における歩行速度を 0.5 s 毎に計

算し，各個体毎に平均を算出した．停止や跳躍の際のデータは除外した．CO2 による麻酔処

理を施した処理群は，無処理区とは別々に検定した (無処理区: Mann-Whitney U-test, **p < 

0.01; 処理区 (Sham, UA, AG, and UG): KW–Scheffé, 異なる文字間は p < 0.05)．また麻酔処理

の影響を見るため，無処理である照明下実験とシャム手術処理を比較した (Mann-Whitney 

U-test, p < 0.50)．箱ひげ図は第 1 四分位点 + 1.5 interquartile range，第 1 四分位点， 中央値， 

第 3 四分位点， 第 3 四分位点 − 1.5 interquartile range を示し，白円は外れ値を表す． 
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直前には 0.37 ± 0.28，直後には 0.58 ± 0.24 であり有意に異なっていた (Wilcoxon 

signed rank test, T = 17, p > 0.05; Fig. 3-4A)． 

これらの結果は，触角固定によって失われていたフェロモン刺激に対する正の走風性

が触角固定の解除によって回復したことを示している．従って触角基部節の可動性，恐

らくは機械感覚器官が，匂いによる走風性における風向検知に必須の役割を担っている

ことが示唆された． 
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3-4. 考察 

前章においてジャガイモガ Phthorimaea operculella の雄成虫は短距離飛翔の繰り返

しと歩行によって，地上で風向を検知しながら雌へと定位することを示唆した (第 2 

章; Tejima et al., 2013)．本章では雄蛾のフェロモン源定位行動における感覚刺激-運動出

力のコンテクストを検証するため，風洞内を移動する雄蛾が実際にフェロモン刺激を受

ける位置とタイミングとを PID による匂い刺激の時間的構造の測定結果から推定した．

本実験装置ではフェロモンパルスは，風洞の風上端の壁面全体からの気流を 10 s おき

に 100 ms 間だけ匂い付けをすることで生成するため，風上の一点に匂い源を置いた場

合に生じるようなプルーム構造は存在しない．従って雄蛾が受けるフェロモンパルスの

頻度は供試虫自身の移動によってしか変化しないため，ここでは前章で検討したような

嗅覚刺激の時間的パターンによる定位行動への影響 (Murlis & Jones, 1981; Baker et al., 

1985; Kanzaki, 1992; Vickers & Baker, 1992; Mafra-Neto & Cardé, 1994, 1995; Vickers & 

Baker, 1996; Murlis et al., 2000; Justus et al., 2002; Tejima et al., 2013) は考慮せず，一度の

フェロモン刺激による瞬間的な行動変化  (Kanzaki, 1992; Vickers & Baker, 1996; 

Mafra-Neto & Cardé, 1996; Quero et al., 2001) のみへと着目する． 

一度のフェロモンパルス刺激を雄蛾に与えると，刺激の開始時 (onset) に神経レベ

ル・行動レベルの両方で相性の応答が起きることが観察されている (Rumbo, 1983; 

Kaissling, 1985)．ジャガイモガにおいても同様に，風上への瞬間的な直進が刺激直後に

相動的な応答として起きることを前章で示した (第 2 章; Tejima et al., 2013)．本実験で

の PID 測定の結果によれば，匂いは風下にゆるやかに広がりながら流れていくが (Fig. 

3-1B)，どの瞬間をもって刺激の開始時とするべきであろうか．蛾の行動応答から，匂

い刺激の検出に関わる感覚情報の特性として，刺激強度のベースラインからピークまで

の変化 (peak-to-trough) の強度と傾きが挙げられている (Kennedy, 1983; Baker et al., 

1985)．今回刺激開始時間の指標として PID 計測データのピークの半値到達時間を用い
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た．ピークの半値到達時間は刺激の強度と傾きの両方が大きい瞬間であり，ピーク時間

そのものを用いるよりも適当であると考えられる． 

暗黒下条件では，ジャガイモガは可視光下と同様にフェロモンパルス刺激に対して

正の走風性を示した (Fig. 3-3A,B)．暗黒下条件では可視光照明を点灯せず，950 nm の

赤外線照明下で観察した．照明下に比べて歩行速度は減少しており (Fig. 3-5)，視覚情

報の部分的あるいは全喪失による活動性の低下が起きたと考えられる．これらの結果か

ら，ジャガイモガの雄成虫は視覚情報を用いることなく風上方向への定位が可能である

ことが示唆された． 

飛翔する蛾では，風に流されることによる視覚情報のずれを検知することで走風性を

実現することが明らかになっている (Kennedy & Marsh, 1974; Baker et al., 1984; Cardé, 

1984) ．ジャガイモガはこれらの飛翔する蛾とは異なり，フェロモン刺激を受けると短

距離飛翔の繰り返しと歩行とによって雌へと到達する．前章では翅を切除し飛翔の制御

を喪失した雄蛾も風上に定位することを示し，風向定位に視運動反応以外の仕組みを用

いていることを示唆したが (Tejima et al., 2013)，本実験によってジャガイモガの風上定

位機構から視覚情報利用の可能性を直接的に除外することができた． 

視覚情報のない状態での風上定位能力は，チョウ目では殆ど検証されていない．タ

バコスズメガ Manduca sexta において，複眼を塗料で覆い両翅を切除すると，フェロモ

ン刺激に対し歩いて風上へと定位するもののフェロモン源にまでは到達できないとい

う事例が報告されている (Willis et al., 2011)．ジャガイモガのような小蛾類のみでなく

スズメガ科のような大型の蛾においても，地上では視覚に頼らない共通の走風性機構が

存在するのかもしれない．なお，視準による航路補正機構がフェロモンプルーム内のス

ジマダラメイガ Cadra cautella の行動から発見されている (Wisniewska & Cardé, 2012)．

この ‘視運動反応による視準’ は，視覚を用いてフェロモン刺激時の直進の方向を維持

するという仕組みであり，ジャガイモガの短距離飛翔において視運動反応は，風向検知
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には使われずともこのような補正機構として機能している可能性はある． 

ジャガイモガに外科処理を施し，視運動反応に代わる走風性メカニズムの解明を試み

た．片側鞭節を切除した雄蛾においてもフェロモン刺激に対する風上への直進が観察さ

れたことから，嗅覚刺激や機械感覚を左右の触角で比較することで定位を実現している

とは考えにくい．一方カイコガでは，左右の触角に入力されるフェロモン刺激の強度と

タイミングの違いが直進方向に影響を与える化学定位機構を持つことが知られており，

フェロモン刺激を受けるたびに徐々に方向を修正し匂い源方向へと向き直るとされる 

(Kanzaki et al., 1992; Takasaki et al., 2012)．ジャガイモガにおいても同様の化学定位機構

による方向調整が行われている可能性は否定できないが，今回の実験結果からはフェロ

モン刺激直後の直進方向は異なる機構によって決定されていることが示唆された．他種

の蛾でも飛翔中 (Plodia interpunctella in Kennedy & Marsh, 1974; Heliothis virescens in 

Vickers & Baker, 1991) および歩行時においても雄蛾は片側触角を切除されても風上へ

定位できることが報告されており (Lymatria disper in Preiss & Kramer, 1986)，歩行中に左

右の嗅覚情報を比較せずに風上方向へと定位する能力はジャガイモガのみならず他種

の蛾にも共通していることが伺える． 

雄蛾の直進方向の決定に関わる感覚として も考え得るのが，触角の機械感覚である．

興味深いことに触角基部を接着剤で固定した雄蛾では，正の走風性は失われた．雄蛾は

フェロモンで興奮し羽ばたきや触角のグルーミングを示したにも関わらず，フェロモン

のパルス刺激に対して移動方向を風上に定めることができなかった．触角基部節を固定

された雄蛾の刺激直後の航行角分布は一様であり，個体レベルでも風上方向への偏りは

ほぼ見られなかった．これは他の処理では刺激直後に航行角が風上方向へと集中してい

たこととは非常に対照的な結果であった．触角の接着剤を解除すると正の走風性は回復

したことから，フェロモン源定位歩行における方向決定には触角の機械感覚系による風

向検知が関与していることが強く示唆された． 
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今回の実験において固定した触角基部節には，鐘状感覚子 (ヒック器官)，ジョンス

トン器官，梗節のベーム棘状感覚子などの機械感覚器官が含まれている (Schneider, 

1964; Kloppenburg et al., 1997)．今日知られているチョウ目での触角機械感覚器利用に関

する知見は，飛翔制御の用途に限られているが  (small tortoiseshell Aglais urticae, 

Gewecke & Niehaus, 1981; Niehaus, 1981; in Manduca sexta Sane et al., 2007; Hinterwirth & 

Daniel, 2010)，糞虫やバッタ，ハエなど他の分類群の昆虫では，触角の機械感覚器が風

向検知器官として用いられている例が報告されており  (Birukow, 1958; Linsenmair, 

1970; Heinzel & Gewecke, 1979; Arbas, 1986; Heinzel & Böhm, 1989; Budick et al., 2007; 

Duistermars et al., 2009)，ジャガイモガにおいても上記のいずれかの機械感覚器官が風向

検知器として働いていると考えられる． 

片側の触角鞭節を切除した雄蛾では多少正確性が失われるものの，フェロモン刺激に

対して風上へと定位することができた．この結果はコウチュウ目における観察例とも一

致する (Birukow, 1958; Linsenmair, 1970; Heinzel & Böhm, 1989)．触角への機械感覚刺激

は，鞭節の切除処理によって大きく減少あるいは変化すると考えられている (Sane et al., 

2007)．片側鞭節を切除した雄蛾でもなお走風性が見られたとことから，風向検知に関

わる機械感覚器は左右片側のみでも十分に機能を発揮できる構造を有していると考え

られる．ヒック器官とジョンストン器官はそれぞれ触角の外周と内部で円状に配置され

る構造をしており，風による触角の動きを方向性を持って受容し得る．これらは風向検

知を司る機械感覚器の有力な候補と言えるだろう (Schneider, 1964; Kloppenburg et al., 

1997)．片側の触角鞭節を切除した雄蛾は一方の触角のみでフェロモン刺激に反応し，

またほぼ同時に風向検知をも行っていると考えられる．ヨトウガの一種 Spodoptera 

littoralis の雄では，フェロモンと風との複合刺激に対してより強い応答を示す触角葉内

の局所介在ニューロンが発見されており (Han et al., 2005)，ジャガイモガの走風性にお

ける嗅覚-機械感覚の統合にもこのような特性を持つニューロンが関わっていることが
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想定される． 

また主に飛翔によって雌に定位する蛾であっても，人為的に飛翔を妨げると歩行によ

って風上へと定位する例が報告されている (Baker et al., 1981; Preiss & Kramer, 1986; 

Willis & Baker, 1987; Willis et al., 2011; Minoli et al., 2012; Party et al., 2013) ほか，ヤガの

一種  Helcoverpa zea は飛翔開始時には風上方向へ離陸することが示されており 

(Crespo et al., 2012)，地上における風向検知能力は広く蛾類に共通している可能性が十

分にある． 

第 2 章において，ジャガイモガが狙い撃ち機構 (‘first aim, then shoot’) を利用してい

る可能性を提示した (Tejima et al., 2013)．この機構では，生物は誘引性の匂い刺激を受

けると機械感覚によって地上で風向を検知し，続いて匂い刺激を検知している限り風上

へ直線的に移動するとされる (Kennedy, 1986; reviewed by Cardé & Willis, 2008)．これは

ツェツェバエなど数種のハエ目昆虫の行動観察から推察されている仮定的な機構であ

るが (cabbage root fly Delia radicum, Hawkes & Coaker, 1979; onion fly Hylemia antiqua 

Dindonis & Miller, 1980; tsetse flies Glossina spp., Bursell, 1987; Griffiths et al., 1995)，これ

までジャガイモガに関して得られた実験結果は，この狙い撃ち機構から想定される行動

によく一致している． 

狙い撃ち機構の本質は，開ループ制御による定型行動パターンの繰り返しである点で

ある．即ち，「誘引性の匂い刺激を受けると，風上へ直進する」というシンプルなパタ

ーンを，異なる行動を解発する刺激が得られるまで繰り返し続けて匂い源へと接近して

いく．ジャガイモガの配偶行動は，ジャガイモの草冠部ではなく植生下部で行われるこ

とが観察されており (Ono, 1985; Ono & Ito, 1989)，障害物が多く気流も複雑な植生内部

では視運動反応によるフィードバック制御を常時要求する連続的飛翔よりも，開ループ

制御によって着地の度に移動方向を修正しては素早く直進する，狙い撃ち機構の方が雌

の探索には有効なのかもしれない．  
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第 4 章  

移動運動補償装置による雄蛾の走風性・走化性およびそれらの 

統合機構の解析 

 

4-1. 目的 

多くの蛾の雄は視運動反応によって風上へと飛翔し，性フェロモンを放出する雌へと

定位する (Kennedy & Marsh, 1974; Baker et al., 1984; Cardé, 1984; David, 1986)．しかし視

運動反応による走風性は，風に押し流されることで生じる視野の流れを利用して風向を

検知するため (Kennedy, 1940; Kennedy & Marsh, 1974; Baker et al., 1984; Cardé, 1984; 

David, 1986)，生物が地上にいる際には用いることはできない．しかし蛾は必ずしも飛

翔によって雌あるいはフェロモン源へと直接到達するのではなく，しばしば雌から数十 

cm 離れた地点へと着陸し， 終的には歩行によって雌へと定位することが見られる 

(Baker et al., 1976; Baker & Cardé, 1979)．また通常ならば飛翔によって雌へと定位する蛾

においても，飛翔を妨げられると歩行によって風上方向へと定位する例が複数報告され

ていることから (Baker et al., 1981; Preiss & Kramer, 1986; Willis & Baker, 1987; Willis et 

al., 2011; Crespo et al., 2012; Minoli et al., 2012; Party et al., 2013)，雄蛾は地上においても風

向を検知し風上へと定位する視運動反応以外の仕組みを持っていると考えられる． 

筆者は前章において，ジャガイモガ Phthorimaea operculella の雄蛾は視運動反応に頼

らず，地上で触角基部節にて機械感覚情報を検知し，狙い撃ち (aim-then-shoot) 機構に

よって風上へと定位していることを示した．但しジャガイモガは典型的な蛾類が行うよ

うな連続的な飛翔ではなく，直線的な短距離飛翔の繰り返しによる定位行動で雌へと到

達する (Ono & Ito, 1989; Toth et al., 1984, Tejima et al., 2013)．従ってその地上での風向検

知機構は必ずしも一般的な飛翔を行う蛾類と共通のものであるとは限らず，ジャガイモ
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ガの短距離飛翔行動に合わせて独自に発達したものである可能性も否定できない．現に

家畜化され飛翔能力を失ったカイコガ Bombyx mori の雄成虫のフェロモン源定位行動

では，左右の触角へのフェロモン入力の強度と時間差によって移動方向が偏る化学走性

機構によって徐々に方向を修正し雌へと定位することが知られており，ジャガイモガで

観察されたような風向による定位への影響は限定的であるとされている (Kanzaki et al., 

1992; Takasaki et al., 2012)． 

そこで本章では，典型的な飛翔行動を行い，また蛾類では初めて視運動反応による風

上定位機構が見出されたノシメマダラメイガ Plodia interpunctella  (Kennedy & Marsh, 

1974) の雄成虫を用いて性フェロモンで解発される歩行行動を解析し，機械感覚による

走風性の有無を検証した．続いてカイコガで観察されている化学走性機構の有無を検証

した．さらにこれらの異なる感覚情報に対する行動応答の時間的性質を検証することで，

それぞれの機構がどのように統合されているかを解明することを試みた． 

本実験で用いた行動実験装置であるサーボスフィア移動運動補償装置およびトラッ

クボール装置は，いずれも昆虫を一点に拘束して外部から与える環境刺激に対する行動

応答をモニターすることを目的としている (Fig. 4-1)．そのため供試虫の移動運動に関

わらず，実験者の意図した厳密なタイミングで供試虫に刺激を与えることが可能であり，

環境刺激とそれに続いて起きる行動とのコンテクストを常に一致させることが可能で

ある． 

 サーボスフィア装置の特長は，供試虫の固定を必要とせず，自由に歩行させることが

可能な点にある (Kramer, 1975; Bell & Kramer, 1979; Thiery & Visser, 1986; Sakuma, 2002; 

Takasaki et al., 2012)．即ち実験者はサーボスフィア上の供試虫に環境刺激を提示するこ

とで仮想現実を創出し，その設計された環境中で供試虫の自由な行動応答を観察するこ

とが可能である．一方，本実験で製作したトラックボール装置では供試虫を固定するた

め，サーボスフィアに比べて自然な運動は妨げられる．しかしながらそれ故に，供試虫
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に対する刺激の提示方向を常に一定に保つことが可能となる (Doherty & Pires, 1987; 

Mason et al., 2001; Kain et al., 2012; Hedwig & Poulet, 2004; Lott et al., 2007)．即ち，サーボ

スフィア装置上では供試虫が刺激に対して自由に体軸方向を変えるため，それによって

受容する環境刺激が変化するというフィードバックが成立するが (佐久間, 2009)，トラ

ックボール装置では供試虫と刺激方向の位置関係は実験者の意図的な操作を除いては

変化しない．サーボスフィアが仮想現実空間をシミュレートする装置であるならば，ト

ラックボールは感覚情報そのものをシミュレートする装置であるといえよう． 

本実験では，これらの装置を併用することでノシメマダラメイガ雄成虫の地上での感

覚情報の利用の実態を解明し，およびそれらの統合機構を検証することで，蛾類のフェ

ロモン源定位歩行の行動生理メカニズムを詳らかにすることを目的とした． 

 



46 
 

4-2. 材料と方法 

4-2-1. 供試虫 

 実験で用いたノシメマダラメイガのコロニーは，国立研究開発法人農業・食品産業技

術総合研究機構から分譲されたものを用いた．飼育方法は今村・宮ノ下 (2009) に準じ，

玄米と米糠の 1:2 の混合試料を加熱殺菌して用いた．飼育条件は 25°C の恒温条件で，

明暗周期は 16:8 h とした．実験に用いる雄は，蛹期の尾端の構造から性別を判定し，

雌雄を分離して個体毎に試験管で管理した．行動実験は羽化後 3-5 日齢の雄成虫を用

いて明期に行った．電気生理実験には羽化後 1-3 日齢の雄成虫を用いた． 

サーボスフィア装置による実験では供試虫の飛翔を防ぐため，気体 CO2 による麻酔

下で両翅の末端から約 2/3 を眼科用剪刃で切除し，続いて各処理に応じた追加の施術

を行った．施術後は 12 h 以上の回復期間の後に実験へと供した． 

トラックボール装置による実験では，同様の麻酔処理下で前胸背板の鱗粉を剃刀で削

ぎ落とした後，先端を切り落とした注射針 (27G × 3/4″, トップ，東京) にシアノアクリ

レート瞬間接着剤 (アロンアルファ EXTRA 即効多用途，東亞合成，東京) を塗布し，

前胸背板に直角に固定した．固定した雄蛾には紙片をつかませて中空に保ち，湿度を十

分に供給した密閉容器内で 12 h 以上の回復期間を設けた後，実験に供した．供試虫は，

胸部が球体頂上の真上に来る位置で，前胸背板を固定する注射針が水平面から 60° の

角度になるよう固定した (Fig. 4-1B)． 

 

4-2-2. 実験装置 

4-2-2-1. 移動運動補償装置サーボスフィア 

 移動運動補償装置サーボスフィア (以下，サーボスフィア装置) を用いて，供試虫の

歩行軌跡を記録した  (Fig. 4-1A)．サーボスフィア移動運動補償装置  (servosphere, 

Kramer treadmill) とは，球体の上に昆虫など小動物を乗せ，その位置を一定に保つよう
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に球を回転させてその仮想的な無限平面上での移動軌跡を記録する装置である 

(Kramer, 1975; Bell & Kramer, 1979; Thiery & Visser, 1986; Sakuma, 2002)．移動運動補償装

置上では，生物をその移動運動を妨げることなく一点に留められるという特性から，生

物に対して光や音，匂いといった環境刺激を実験者の任意のタイミングで定常的に提示

することができ，生物の環境刺激と移動運動のコンテクストを解明するのに極めて有効

である． 

本実験で用いたサーボスフィア装置 (digital servosphere) では黒くスエードコーティ

ングした直径 50 cm のアクリル球体を，X-, Y- の 2 軸のサーボモータ (MINAS 

MSM021-A1A, 松下電工，門真) に接続した模型用車輪とビリヤード球の 3 点で支持

し，球体をサーボモータ制御によって回転させる．球体の頂点に置いた供試虫の映像は

球体の真上に吊るしたビデオカメラ (CV-M30; JAI, 横浜) を用いて 240 Hz で取得し

た．映像はビデオトラッカー (G280-104S; OKK, 東京) によって黒い背景に対する白い

輝点として 2 値化され，その重心の位置座標は PIO 基板を介してパラレル通信で直ち

にコンピュータへと送信される．コンピュータはモータ制御基板を介して制御パルスを

発し，輝点を画面中央の原点に引き戻すように X-, Y- 2 軸のサーボモータを制御する．

このプロセスを 5 ms 毎に繰り返すことで，供試虫を球の頂上に留め続ける (Sakuma, 

2002)． 

供試虫に気流およびフェロモンによる匂い刺激を与えるため，サーボスフィア装置の

上部には，アクリル製風洞を供試虫の上に被せるよう設置した．風洞は底のない正方形

の箱型である (200 × 200 × 30 mm)．風洞内側の四辺には黒く塗装した PVC 製チューブ

を配置し，チューブには風洞内部に向けて長さ 85 mm, 幅 1.5 mm のスリットが設けら

れている．チューブの末端は L 字の流路アダプタで風洞外部へと接続されている．気

流はコンプレッサからフローメータと加湿瓶，温湿度センサを介して 1 つのチューブ

の両端へと導入され，スリットよりサーボスフィア上の供試虫へと帯状に流れる．流量
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はニードルバルブ付きフローメータにより調節し，球体の頂点で風速 30 cm/s が得られ

るよう設定した．気流導入チューブに対面するチューブには掃除機を接続し，吸引する

ことで排気した．照明は 4 本の棒状白熱電灯 (LWT130V60W-1, Osram, Germany) を球

体頂点から 30 cm の高さで風洞を取り囲むように正方形に設置し，変圧器を用いて球

体頂点の照度が照度計 (T-1, コニカミノルタ，東京) で 30 lx になるよう調整した．機

器の周囲は黒い遮光カーテンで覆い，外部光から遮蔽した． 

Fig. 4-1. 実験装置外略図．(A) サーボスフィア装置制御システム． (B) トラックボール装置

制御システム．実線の矢印は気流，破線は通信信号とその方向を示す． 
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4-2-2-3. テザード式歩行記録装置トラックボール 

 上記のサーボスフィア装置では供試虫を一つの輝点として検出し，その重心移動を位

置座標のずれとして軌跡を記録する (Sakuma, 2002)．従って供試虫の運動に重心座標の

移動が伴わないケース，具体的にはその場での転回による方向転換は，サーボスフィア

装置によって観測することはほぼ不可能である．また，サーボスフィア装置では供試虫

自身の転回によって刺激の主観的な方向が変化するため，環境刺激に対する応答には必

然的に供試虫自身の移動と転回によるフィードバックの効果が含まれる  (佐久間 , 

2009)．これは自然に近い状態で行動応答を観察できるというサーボスフィア装置の長

所となるが，その代償として刺激が虫体のどの方向から加わったときの定位反応を識別

できなくなる．体軸に対する空間定位を観察するには，別の装置が必要である． 

そこでテザード式歩行記録装置トラックボール (以下，トラックボール装置) を製作

し，供試虫のその場での転回行動を含む歩行行動を記録した (Fig. 4-1B)．トラックボー

ル装置では，前胸背板を固定し宙吊りにした供試虫に，小さく軽い球体を抱かせる．球

体の下半分を鋳型のベースに密着させ，その間隙にダイアフラムポンプから空気を送っ

て，接触抵抗なく浮遊させる．球体は固定された供試虫の脚の運びに応じて回転し，そ

の回転を光学センサにより検出し記録する (Doherty & Pires, 1987; Mason et al., 2001; 

Kain et al., 2012; Hedwig & Poulet, 2004; Lott et al., 2007; Takalo et al., 2012)．本装置ではサ

ーボスフィア装置とは異なり供試虫を物理的に拘束する必要がある．しかしそれによっ

て，行動と同時に脳などからの活動電位の記録を行うことが可能であり，神経行動学の

研究にしばしば用いられている (Kanzaki & Mishima, 1996; Honkanen et al., 2014)．ここ

では本装置のもう一つの特徴である，転回の記録に着目した．サーボスフィア装置では

供試虫が一点で転回しても，その運動を直接記録することはできない．トラックボール

装置では転回運動そのものを記録できると同時に，供試虫を固定することから，風向な

ど方向性のある刺激と供試虫の体軸との関係を常に一定に保持することができる．これ
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により，刺激の方向と供試虫の行動応答との関係を直接観察することが可能となる． 

本トラックボール装置では，直径 25 mm の発泡スチロール球を用いた．球体には光

学センサによる反射光の検知を容易にするため，ガッシュ塗料 2 種類 (G607 ジェット

ブラックおよび G640 パールホワイト，ホルベイン，大阪) を 1:5 で混合し塗装した．

球体は，直径の約 1/3 がほぼ隙間なく収まるよう成型した樹脂粘土製の鋳型で支持し

た．椀状フレームの下部には 4 つの給気孔 (外径 8 mm) を設けた．給気孔は，その中

心を結ぶと一辺 8.5 mm の正方形を成すよう配置しており，それぞれの孔に接続された

ナイロンチューブからの給気で球体を浮遊させた．球体下部への給気は，ダイアフラム

ポンプにより供給される気流から，脈流をダンパーのエアタンクによって除いたのち，

フローメータによって 終的な流量を 2.5 L/min に設定しておこなった．球体下部への

給気によって球体上の供試虫の行動へ影響が出ないよう，ドーナツ状の黒色アクリル板

を球体上部と下部とを遮断するように設置した． 

球体の回転を検知し電気信号として伝達するため，レーザマウスセンサ (ADSN-7050, 

Avago Technologies, Singapore) を，市販のレーザマウスから得た．本マウスセンサは，

22 × 22 の画素の光学素子を持ち，素子上の映像の流れは X-, Y- 方向の移動情報とし

て抽出される．マウスセンサは球体の赤道上に，球体と接触しないぎりぎりの距離で地

面と垂直に設置した．設置方向は供試虫の背面側となるように設定した．このマウスセ

ンサの位置を原点とすると，供試虫のその場での転回行動と，前 (後) 方への歩行行動

による球体の回転をそれぞれ X-, Y- 方向への映像の遷移に対応させることが可能であ

る．マウスセンサからの情報はマイコンボード (Arduino UNO, Arduino SRL, Italy) との

シリアル通信によって 10 ms ごとに読み出し，さらにマイコンボードとコンピュータ

のシリアル通信によってコンピュータへと送信し記録した．マイコンボード制御プログ

ラムは Arduino IDE 1.0.6. (https://www.arduino.cc/) を用いて作成し，シリアル通信とリ

レーボード (4-Channel Relay Module, Sainsmart, Lenexa, KA, USA) を介して電磁バルブ
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制 御 を 行 っ た ． コ ン ピ ュ ー タ 側 の 制 御 プ ロ グ ラ ム は  Processing 2.2.1. 

(https://processing.org/) を用いて作成し，マイコンとのシリアル通信，軌跡と移動パラメ

ータのディスプレイ表示，およびテキストファイルへのデータ出力を実現した．機器の

回路図および各プログラムのソースコードを補足資料に示す (補足資料 1-3)．コンピュ

ータとマイコンボードそれぞれの制御プログラムは，シリアル通信によって両者を 1 

つのフロー内で制御するハンドシェイク手法を用いて同期した．通信の時間制御はマイ

コンのタイマプログラムを用いて行った． 

球体の中心を通るよう支持棒を装着し，手動で球体を回転させセンサの出力を計測し

たところ，1 周あたりのセンサ出力値は 1336.25 ± 14.78 であった (mean ± s.d., N = 20)．

球体の直径が 25 mm であることから，移動距離は X- 方向のセンサ出力あたり 0.059 

mm, 転回角度は Y- 方向のセンサ出力あたり 0.27° と設定した．転回角度は供試虫の

体軸方向の頭部側を 0° としたとき，右方向への球の転回を正，左方向への球の転回を

負とした (供試虫の移動方向はその逆方向への転回となる)． 

 

供試虫に気流およびフェロモンの匂い刺激を与えるため，球体を浮遊させるための流

路と並列に新たな流路を設計した．エアタンクにフローメータを介して接続したナイロ

ンチューブ (o.d. 8 mm) を供試虫の正面から約 20 mm 離れた位置に配置した．ナイロ

ンチューブはアクリルのフレームによって球体の頂点と同一水平面上に固定した．また

給気設備の視覚情報による目標走性を防ぐため，同様のアクリルフレームを供試虫の正

面だけでなく 45° 刻みに合計 7 基配置し，さらに内側から黒いゴース布で視野を遮蔽

した．ゴース布にはナイロンチューブを通すスリットを 45° 刻みで入れた．排気のた

め，供試虫の後方には室外の換気扇に接続した排気ホース (φ = 10 cm) を設置した．換

気扇の回転速度はインバータを介して調節が可能である．エアタンクからの給気は 0.5 

L/min，換気扇インバータは 45 Hz に設定し，風速は球体の頂点で 40 cm/s となるよう
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に調節した．照明は白熱電球 (100V36WL, Panasonic, 大阪) を装置の真上に吊るし，変

圧器を用いて球体頂点の照度が 30 lx になるよう調整した． 

 

4-2-2-4. フェロモン刺激の生成 

ノシメマダラメイガ処女雌のフェロモン腺抽出物から得られた成分のうち， 

(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate (Z9,E12-14:OAc), (Z,E)-9,12-tetradecadienal 

(Z9,E12-14:Ald), (Z,E)-9,12-tetradecadienol (Z9,E12-14:OH), (Z)-9-tetradecenyl acetate 

(Z9-14:OAc) の 4 成分が雄の触角電位を誘起することが知られている (Zhu et al., 

1999)．そのうち主成分の Z9,E12-14:OAc (Kuwahara et al., 1971; Brady et al., 1971) およ

び副成分とされる Z9,E12-14:OH (Kuwahara & Casida, 1973) の混合物が十分な誘引効果

を持つため (Mankin et al., 1983)，これらを n-hexane にそれぞれ 1 µL あたり 1 ng およ

び 0.2 ng 溶解し，天然比とほぼ同様の 5:1 の重量比でフェロモン溶液として用いた．

フェロモン溶液あるいは対照としての n-hexane 10 µL をろ紙片 (3  1.5 cm; No. 2, 

Advantec, 東京) に滴下し 2 分間自然乾燥させた．サーボスフィア装置ではろ紙片を

PVC 製のフェロモン用および対照用カプセル (30 mL) に，トラックボール装置ではア

クリル製カプセル (2.0 mL) にそれぞれ導入した (Fig. 4-1)．供試虫へ気流刺激を提示す

る流路は途中で 2 本に分岐し，それぞれに電磁バルブとフェロモン用あるいは対照用

カプセルが並列に接続されたのち，再び合流する．これらの電磁バルブをコンピュータ

またはマイコンに接続したリレーボードを介して互い違いに開閉することで，フェロモ

ンを含む気流と清浄気流を任意の時間間隔で切り替えることが可能である． 

 

4-2-3. 実験 

4-2-3-1. 風上定位機構の検証 

 一般的な連続飛翔を行うノシメマダラメイガにおいて，短距離飛翔を行うジャガイモ
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ガと同様の機械感覚による風向定位機構が存在するかを検証するため，ノシメマダラメ

イガ雄成虫の歩行行動をサーボスフィア装置上で観察した．サーボスフィア上の雄蛾に

対しては，フェロモンを含む気流を 10 s 与えた後 (刺激区間)，清浄気流を 20 s 与え

る (対照区間) サイクルを 3 min の間繰り返し，その歩行軌跡と刺激の状態とを記録し

た．風上への定位の指標として，フェロモン刺激区間の 10 s 間における歩行軌跡の始

点と終点とを結ぶ直線と風上方向 (0°) とのなす角 = 航行角を計算した．各個体から得

られた航行角データは処理毎にプールし，解析した． 

 

4-2-3-1-1. 照明下と暗黒下 (Illumination and darkness) 

照明下実験では，白熱電灯の光量を電圧制御器によって調節し，照度計 (T-1, コニカ

ミノルタ，東京) を用いて球体中央における照度が 30 lx となるように設定した．暗黒

下実験を除く全ての実験は同様の照明下で行った．暗黒下実験では，白熱電灯を点灯せ

ず，赤外線 LED による照明のみで雄蛾の軌跡を記録した．照度は動揺に測定したとこ

ろ 0.0 lx であった． 

 

4-2-3-1-2. 触角基部節の固定 (Immobilisation of both antennae with glue: AG) 

雄蛾の触角の柄節-梗節間および梗節-鞭節間の関節を含む領域を水で粘度を下げた

アラビアゴム糊で固定した (W463, ホルベイン工業, 大阪)．液状糊はステンレス製の昆

虫針を用いて，麻酔を施した雄蛾の触角に塗布した．施術は 10 min 以内で完了した． 

右側の触角のみの処理 (AG-U: Unilateral)，両触角の処理の (AG-B: Bilateral) の 2 処理

を行った． 

 

4-2-3-1-3. 触角基部の固定除去 (Removal of glue from antennae: UG)  

AG-B 実験においてフェロモン刺激に反応した個体を再び麻酔し，触角の基部節の糊
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を蒸留水で溶かし，固定を解除した．再び 12 h 以上の回復期間を設けた後，実験に供

した． 

 

4-2-3-2. 走化性機構の検証 

 カイコガでは左右の触角への嗅覚刺激の入力の時間や強度差によって定位方向が変

化する走化性機構が観察されている (Kanzaki et al., 1992; Takasaki et al., 2012)．前章まで

用いていた風洞装置ではこの機構の存在は検証できなかったが，より詳細な行動解析が

可能なサーボスフィア装置であれば可能であると期待される．サーボスフィア上の雄蛾

に対しては，フェロモンを含む気流を 10 s 与えた後 (刺激区間)，清浄気流を 20 s 与

える (対照区間) サイクルを 3 min の間繰り返し，その歩行軌跡と刺激の状態とを記録

した．各刺激区間の 10 s 間における航行角データを取得し，解析した． 

 

4-2-3-2-1. 片触角の切除 (Unilateral amputation of flagellum: UA) 

雄蛾の匂い源方向への定位において，両触角からのフェロモン入力が必要か否かを検

証するため，嗅覚感覚子を備えた鞭節を左側触角について，2-3 節を残して剃刀で切除

した．施術は気体 CO2 による麻酔下で，5 min 以内で行った． 

 

4-2-3-2-2. 片触角の硫酸亜鉛水溶液への浸漬 

化学感覚入力のみを左右不均等にするため，化学受容体の機能を損傷させる効果が幅

広い分類群の動物で知られている硫酸亜鉛水溶液で片側の触角を処理した (Fig. 4-4B)．

硫酸亜鉛水溶液として 0.1% 界面活性剤 (Triton X-100, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) に硫酸亜鉛 (ZnSO4·7H2O, ナカライテスク，京都) を 0.4 mol/L となるよう加え，

調整した．対照区としては硫酸亜鉛を加えない 0.1% 界面活性剤水溶液を用意した．溶

液による触角処理は，CO2 麻酔下の供試虫の触角を，溶液で満たした内径 1.5 mm のガ
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ラスキャピラリー (G-1.5, ナリシゲ，東京) へと挿入し，触角鞭節全体を浸漬させてか

ら 3 min 間静置することでおこなった．処理後 12 h 以上の回復期間の後，サーボスフ

ィア装置による行動実験と GC-EAD による触角電位の計測によって処理効果を検証

した． 

触 角 電 位 の 測 定 に は ， ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 触 角 電 位 検 知 法  (gas 

chromatography-electroanntenographic detection: GC-EAD) を用いた．手法は西村・田中の

方法に順ずる (私信，未発表)．実験には，右触角を硫酸亜鉛水溶液あるいは界面活性

剤水溶液で処理した個体，および無処理の雄蛾を用いた．Hewlett Packard 5890 Series II 

GC (Hewlett Packard, Palo Alto, CA, USA) に DB-5 カラム (30 m × 0.25 mm i.d., J & W 

Scientific, Folsom, CA, USA) を装着し，末端で  Y 字型の石英スプリッタ  (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) により流路を 2 本に分岐させ，サンプルがそれぞ

れ水素炎イオン化検出器 (flame ionization detector, FID) と触角電位測定器 (EAD) に 

1:1 の流量で同時に導入されるようにした．インジェクタの温度は 250°C に設定し，

スプリットバルブはサンプル注入後 0.5 min 間開放した．カラム温度はサンプル注入後

の 1 min 間は 60°C で保持し，その後 20°C/min で 250°C に達するまで直線的に上昇

させた． 高温度に達してからは 4.5 min 間保持した．FID の温度は 260°C に設定し

た．キャリアガスにはヘリウムを用い，カラム内流速はおおよそ 30 cm/s であった．

EAD 側のサンプルは 15°C に冷却された 10 cm/min の気流内に放出され，電極にセッ

トされた触角へと流れる．GC には n-hexane に Z9,E12-14:OAc と Z9,E12-14:OH を 

5:1 の割合で溶解し，2 µL を注入した．フェロモン濃度は Z9,E12-14:OAc が溶液 1 µL 

あたり 10, 100, 1000 pg となるよう調整した．触角電位の測定には DAM80 キット 

(World Precision Instruments, Sarasota, FL, USA) を用いた．増幅器の入力電圧のゲインは 

100 倍に設定した．不感電極にはステンレスの昆虫針 (3 号，志賀昆虫，東京) を，感

電極には Ag 電極に NaCl 1% aq. を満たしたプラスティックチップを接続して用いた．
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供試虫は封入した試験管ごと氷水で冷却し，数十秒間静置した後に低温麻痺している間

に剃刀で断頭し，さらに下唇髭，口吻，片側の触角を切断した．不感電極のステンレス

針を供試虫の後頭部から前頭部にかけて貫通させ，感電極のチップ横の開口部には末端

の節を切断した触角先端を接触させた (Fig. 4-3A)．触角電位と FID 出力はインテグレ

ータ (HP3395 & HP3396 Series II, Hewlett Packard) を用いて記録用紙へ，あるいは 

LabVIEW (USB-9215A and LabVIEW 8, National Instruments, Austin, TX, USA) で作成し

たプログラムによって電圧変化の時系列データとして 300 Hz でコンピュータへと記

録した． 

 

4-2-3-3. 走風性と走化性の統合機構 

 走風性および走化性応答がノシメマダラメイガの匂い源定位歩行においてどのよう

に統合されているのかを行動的に検証するため，サーボスフィア装置およびトラックボ

ール装置上のノシメマダラメイガ雄蛾に，フェロモン刺激を時間的に変化させながら提

示した． 

 

4-2-3-3-1. 相性応答の検証 

雄蛾のフェロモン刺激に対する相性応答を調べるため，雄蛾に瞬間的なフェロモン刺

激を与えた．具体的には，サーボスフィア上の雄蛾に 1 s 間フェロモンを与え，続いて

正常気流を 59 s 間与えるサイクルでの刺激を 6 min 間おこなった (Fig. 4-5A)．雄蛾は

無処理，右触角切除 (UA)，両触角基部固定 (AG-B) の 3 種類の処理を施した個体を

用いた．フェロモン刺激区間の 1 s 間 (0-1: Cue period) とフェロモン刺激直前の 1 s 

間 (59-60 s: Pre-cue period) について航行角を算出し，解析した． 

また右側鞭節を切除した個体について，2.5 s のフェロモン刺激に続いて 2.5 s の清

浄気流を与えることを 4 回繰り返したのち 10 s の清浄気流を与える，全体で 30 s と
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なるサイクルでの刺激を 6 min 間おこなった (Pulsed stimulation, Fig. 4-6B)．この実験

におけるフェロモン刺激時間の合計は，4-2-3-2-1 で UA 個体に与えたのと同じ 10 s 

間であるが，刺激区間を分割し，入力の回数が増えることで相性応答が起きる機会もま

た増加することが期待される．本試験では航行角をフェロモン刺激開始からの 20 s に

ついて算出した．対照区として，4-2-3-2-1 における航行角を同条件で計算し比較した 

(Constant stimulation, Fig. 4-6A)． 

 

4-2-3-3-2. 緊張性応答の検証 

雄蛾のフェロモン刺激に対する緊張性応答を検証するため，雄蛾に 0.5 Hz のサイク

ルのフェロモン刺激を 3 種類の持続時間で提示し，その際のサーボスフィア上での行

動を観察した．具体的には，フェロモン刺激を 0.1 s，1.0 s，1.8 s の持続時間で与え，

それに続いて清浄気流を 1 サイクルが合計 2.0 s となるようそれぞれ 1.9 s，1.0 s，0.2 

s 間与える試験を 6 min 間おこなった (それぞれ short, medium and long pulse; Fig. 4-7)．

この実験ではフェロモン刺激の周期は一定であるが，刺激の持続時間が異なっているた

め，緊張性応答による行動の差のみを検出できることが期待される．この試験において

航行角は 60 s ごとに算出した． 

 

4-2-3-3-3. トラックボールによるフェロモン刺激への行動応答の検証 

雄蛾自身の方向転換による刺激方向の変化が定位方向へ及ぼす影響を検証するため，

トラックボール装置上で固定された雄蛾の転回行動を観察した．供試虫には常に正面か

ら気流を与え，フェロモン刺激を 10 s ，清浄気流を 20 s 与えるサイクルによる刺激

を 3 min 間行った．雄蛾には無処理および UA 個体を用いた． 
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4-2-4. データ解析 

航行角解析 

サーボスフィア試験においては，雄蛾の定位方向の指標として航行角を計算した．航

行角 θ は，仮想平面上の歩行軌跡を構成する時系列の位置座標データ 2 点を結ぶ直線

と風向との成す角として，風上方向 (0°) を基準に反時計回り方向に計測した．また同

じ 2 点の距離から移動速度を算出した．時系列データの取得間隔は実験に応じて異な

る．サーボスフィア試験で得られた時系列データのうち， 初の 1 min 間は環境への

馴化時間として破棄した．また停止閾値となる移動速度をデータ取得間隔に応じて設定

し，それ未満の速度であったデータ点は航行角解析から除外した．停止閾値は航行角の

取得間隔が 1 s の場合は 0.5 cm/s, それ以上の場合は 0.1 cm/s に設定した．同一個体

でも刺激に対する行動応答には幅があるため， 1 個体から得られる複数の航行角デー

タは独立なものとして処理毎にプールし解析した (いずれの実験処理も，1 個体あたり

大 4-5 点のデータ点が得られる)． 

航行角は Oriana 4.00 (Kovach Computing Services, Anglesey, UK) により円統計手法 

(Batchelet, 1981) を用いて統計解析した．解析には以下の手法を組合わせた．風向定位

機構の検証など，風上への定位が起きているかを検証する際には，刺激区間における航

行角分布が風上方向 (0°) へと偏っているかを V-test で試験した．その際，風上へ定位

していないと判定された分布については，Rao’s spacing test を用いて一様分布と比較し

た．なお，一様分布との差がないと判定された航行角分布については，平均航行角は信

頼性が低いため記載しない．また，処理間での定位方向の差の有無を検証する際には，

平均航行角を Watson-Williams F-test によって比較した．その際，多重比較をおこなう

場合は比較回数に応じて Bonferroni 法による補正を行った．また航行角の集中の指標

として，各処理の航行角分布について平均ベクトル長 (mean vector length, r) を算出し

た．平均ベクトル長の値は 0-1 の間で推移し，値が大きいほどデータが平均値周辺に
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密集していることを示す (Batshelet, 1981)． 

 

転回角速度の解析 

刺激に対する転回行動の指標として，トラックボール試験とそれに対応するサーボス

フィア試験における転回角速度 θ/s を 1 s 毎に計算し，その S/N 比を比較した．具体

的には，フェロモンによる刺激区間 10 s を 初の 3 s 間と後半の 7 s 間に分割し，そ

れぞれ信号区間 1, 2 とし，その転回角速度のシグナル量をそれぞれ PS1，PS2 とした  

(Fig. 4-8)．また，対照区間の 20 s をノイズ区間とし，その転回角速度のノイズ量を PN 

とした．シグナルあるいはノイズ量 P は次の式で定義した． 

1
 

ここで wt はフェロモン刺激サイクルの開始から t 秒目の転回角速度 θ/s を表し，N 

は当該区間における観測データ数を示す．信号区間 1, 2 の S/N 比をそれぞれ PS1/PN お

よび PS2/PN とし，軌跡毎に算出して Wilcoxon signed rank test によって比較した． 

 

GC-EAD 

本実験で用いた  GC-EAD のセットアップにおいては， Z9,E12-14:OH と 

Z9,E12-14:OAc の FID ピークはそれぞれ保持時間にして 10.28 および 11.10 min に

観測され，触角はその前後に応答を示した (Fig. 4-3C)．主成分 Z9,E12-14:OAc のフェ

ロモン濃度が 100 pg/µL のサンプルを注入した場合の触角応答の強度を S/N 比で表

し，処理間で比較した．その際 Z9,E12-14:OAc への応答が見られた 11.0-11.25 min を

信号区間，活性化合物が含まれない 8-10 min をノイズ区間とした (Fig. 4-3C)．それぞれ

の区間で得られた電圧の時系列データ V(t0), V(t1), … V(tN) の値を二乗して積算し，各区

間のデータ数で除したものをそれぞれ PS, PN とし，その比 Ps/PN を Kruskal-Wallis test 
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で比較した．処理間の差は Steel の方法によって，界面活性剤水溶液による処理区を対

照区とし，無処理区と硫酸亜鉛水溶液処理区とそれぞれ比較した． 
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4-3. 結果 

4-3-1. フェロモン刺激に対する行動応答 

両翅を切除したノシメマダラメイガ雄成虫はサーボスフィア上で性誘引フェロモン

刺激を受けると，翅に沿って尾部方向へと倒していた触角を前方に向けて立て，風上方

向に活発な歩行を行った．歩行行動には，切除された両翅による瞬間的なはばたきがし

ばしば伴った．また距離にして数 cm の跳躍行動が時折観察されたが，サーボスフィ

ア装置による移動運動補償への影響はほぼ見られなかった．フェロモン刺激に対して 1 

min 以上反応を示さない個体は解析から除いた．なおフェロモン刺激を与えない場合，

殆ど歩行は行われなかった． 

 

4-3-2. 風上定位機構の検証 

4-3-2-1. 視覚情報の関与 

ノシメマダラメイガ雄成虫の風上定位に視覚情報が必要かを調べるため，可視光によ

る照明下，あるいはすべての可視光を消した暗黒下での行動を記録解析した (Fig. 4-2A, 

B)．翅を切除した雄蛾は 30 lx の可視光による照明下で，フェロモン刺激時には風上方

向へと定位した (Fig. 4-2A)．各個体の軌跡から得られた刺激区間の平均航行角 θ は 

10.0 ± 2.5° (mean ± s.e.) (個体数 N = 22, 航行角データ数 n = 86) であり，平均ベクトル

長 r は 0.92 であった．航行角の分布は有意に風上方向 (0°) へと偏っていた (V = 0.91, 

p < 0.001)．ノシメマダラメイガは地上においてもフェロモンの刺激によって風上方向へ

と直線的に定位したといえる． 

雄蛾は可視光のない暗黒下においても，風上方向へと定位した．刺激区間における平

均航行角 θ は −7.7 ± 2.7° であり，平均ベクトル長 r は 0.93 と強い集中度合を示した 

(N = 17, n = 67) ．航行角分布は照明下と同様，有意に風上方向へと偏っていた (V-test, V0 

= 0, V = 0.92, p < 0.001)．これらよりノシメマダラメイガの地上における風上定位には 
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Fig. 4-2. 各処理におけるサーボスフィア上の移動軌跡と刺激区間における航行角分布．(A) 可

視光下．(B) 暗黒下．(C) AG-U: 左触角基部節の固定処理．(D) AG-B: 両触角基部節の固定処

理．(E) UG: AG-U 個体の固定を解除した個体．ヒストグラムは，風上方向を 0° とした際の

フェロモン刺激区間 (Cue) における 10 s 間の航行角データを表す．ヒストグラム中央のア

スタリスクは航行角分布が風上方向に対して有意に偏っていることを示す．(n.s.: p > 0.05, ***: 

p < 0.001; V-test, V0 = 0)．中央から外向きに伸びる矢印は平均航行角と，そのベクトル長を示

す．N: 個体 (軌跡) 数，n: 航行角データ数． 
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視覚情報は関与しておらず，飛翔時の視運動反応とは異なる風向定位機構が存在してい

ることが強く示唆された． 

 

4-3-2-2. 触角機械感覚器の関与  

ノシメマダラメイガ雄蛾の風上定位において，触角の機械感覚器からの入力が必要か

を検証するため，ジョンストン器官や梗節のベーム棘状感覚子，鐘状感覚子群 (ヒック

ス器官) といった機械感覚器官を含む触角基部節を樹脂で固定し，機械感覚情報の阻害

を試みた． 

左側の触角基部のみを固定したところ (Fig. 4-2C)，雄蛾は無固定時と同様に風上方向

へと集中的に定位した (AG-U: N = 17, n = 59; θ = 1.8 ± 4.1°; V-test, V0 = 0, V = 0.86, p < 

0.001; r = 0.86)．一方，両側の触角基部節を固定した場合 (AG-B: N = 27, n = 105)，雄蛾

はグルーミングやはばたきといったフェロモンへの興奮応答を起こしていたにも関わ

らず，その風上定位は強く阻害された．航行角の分布は風上方向へは偏らず，一様分布

と同等であった (V-test, V0 = 0, V = 0.09, p > 0.05; Rao’s spacing test U = 144.5, p > 0.05)．平

均ベクトル長 r は 0.19 となり，軌跡はこれまでとは異なり特定方向への強い集中は示

さなかった． 

両触角の基部節を固定すると定位方向はいずれにも集中せず一様となったことから，

この処理による機械感覚器の固定によって風向定位が阻害されたといえる (Fig. 4-2D)．

一方，片側触角のみを固定した場合は風上への定位が依然として可能であり，処理によ

る風向定位への影響は見られなかった． 

両触角を固定し実験に供した雄蛾の触角を蒸留水によって固定解除し，24 h の回復

期間の後に再び風洞実験に供したところ，16 個体がフェロモン刺激に反応を示した 

(Fig. 4-2E)．触角固定を解除した雄蛾の刺激区間の航行角分布は風上方向へと有意に偏

っていた (n = 52; V-test, V0 = 0, V = 0.62, p < 0.001)．刺激区間での平均航行角 θ は 0.8 ± 
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8.0°，平均ベクトル長 r は 0.62 であり航行角は風上方向へと集中したといえる． 

これらの結果は，両触角の固定処理によって失われていた正の走風性が触角固定の解

除によって回復したことを示している．従って風上への定位には触角基部節の可動性が

重要であり，恐らくは機械感覚器官が，フェロモン刺激でトリガーされる走風性におけ

る風向検知に必須の役割を担っていることが示唆された． 

 

4-3-3. 走化性機構の検証 

4-3-3-1. 片側触角鞭節の切除 (Unilateral amputation of flagellum: UA) 

雄蛾の匂い源方向への定位に，両触角への嗅覚入力の左右比較による走化性が関わっ

ているかを検証するため，嗅覚受容体が分布する触角鞭節を片側切除した．雄蛾 25 個

体について右側の鞭節を切除し，12 h 以上の回復期の後に行動実験に供した．航行角

分布は有意に風上方向へ偏っていたが (V-test, V0 = 0, V = 0.54, p < 0.001; r = 0.79)，雄蛾

の平均航行角 θ は 46.8 ± 4.1° であり，無処理時 (θ = 10.0 ± 2.5°) と比較して，鞭節の

残る触角側へと有意に強く偏っていた (Watson-Williams F-test with Bonferroni correction, 

F = 57.0, number of tests k = 3, adjusted significance level α = 0.0167, p < 0.001) (Fig. 4-4A, 

C)． 

 

4-3-3-2. 片触角の硫酸亜鉛水溶液への浸漬 

 片側鞭節の切除をおこなっても雄蛾は風上へと定位するものの，その方向は無処理側

へと強く偏った (Fig. 4-4A, C)．この結果は走化性の存在と矛盾しないが，鞭節の切除

処理は化学感覚子以外にも多数ある触角機械感覚器の応答を消失あるいは変化させる

可能性がある．鞭節切除による偏りが化学感覚の左右差によるものであることを示すた

め，化学受容体の機能のみを損傷させるとされる硫酸亜鉛を界面活性剤水溶液に加えて

雄蛾の触角を浸潤し (Fig. 4-4B)，行動実験および触角電位測定を行った． 
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処理による触角の化学受容への影響を評価するため，GC-EAD により活動電位を計

測した．フェロモン主成分である Z9,E12-14:OAc を 1000 pg 注入した場合には無処理

区，対照区，硫酸亜鉛処理区のいずれも明確な応答が見られた．しかしフェロモン量が

小さくなるに従って応答は小さくなり，特に硫酸亜鉛処理区ではフェロモン 10 pg に

対するピークの有無の判別は困難であったが，無処理区・対照区では 1 pg に至るまで

ピークが観察された (Fig. 4-3B)．従って硫酸亜鉛処理区では，活動電位を観測するため

Fig. 4-3. (A) GC-EAD プレパレーション． (B) 無処理，対照区，硫酸亜鉛処理区においてフ

ェロモン主成分 Z9,E12-14:OH の注入量を変化させた際の GC-EAD 活動電位．(C) 無処理個

体における GC-EAD と FID の 300 Hz による記録応答．主成分ピークを含む 11.00-11.25 

min をシグナル区間，生理活性物質を含まない 8.00-10.00 min をノイズ区間とし，S/N 比を

比較した．(D) 各処理間での S/N 比の比較．*: p < 0.05, Kruskal-Wallis followed by Steel’s test.
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に必要なフェロモン量は 10-100 倍に増加したといえる．各処理区で，比較的安定して

触角活動電位を観察できた 100 pg の Z9,E12-14:OAc による刺激に対する触角応答の 

S/N 比を計測したところ，無処理区では 6.77 ± 0.90 (mean ± s.e.) であり対照区の 5.17 ± 

1.06 との間に差は見られなかったが (Kruskal-Wallis test followed by Steel test, p > 0.05)，

硫酸亜鉛処理区では  1.40 ± 0.26 であり対照区との比較では有意な差が見られた 

(Kruskal-Wallis test followed by Steel test, p < 0.05) (Fig. 4-3D)．これらより硫酸亜鉛水溶液

による処理は触角の電気的応答の強度を有意に低下させたといえる． 

硫酸亜鉛水溶液に右側の触角を浸す処理を 18 個体に施し，観察実験に供した．また

その対照区として界面活性剤水溶液のみによる浸潤処理を 19 個体に施した．対照区で

は雄蛾はほぼ風上方向へと定位しており，その平均航行角 θ は 9.0 ± 1.9° であった (n 

= 74)．一方硫酸亜鉛処理区では，UA 処理と同様に無処理側への定位方向の偏りが見ら

れ，その平均航行角は 42.2 ± 4.7° であった (n = 66)．硫酸亜鉛処理区と対照区の平均

航行角は有意に異なっていた (Watson-Williams F-test, F = 46.0, k = 3, α = 0.0167, p < 

0.001)．平均ベクトル長 r は対照区で 0.96，硫酸亜鉛処理区で 0.80 といずれも高い値

を示した．対照区・硫酸亜鉛処理区共に航行角分布はいずれも風上方向へと有意に定位

していた (V-test, V0 = 0, 対照区: V = 0.95, p < 0.001; 硫酸亜鉛処理区: V = 0.59, p < 0.001) 

(Fig. 4-4C)． 

これより硫酸亜鉛水溶液による処理は触角鞭節の切除処理と同様，定位方向の無処理

側への偏りをもたらしたといえる．なお対照区と無処理区では平均航行角の差は見られ

なかったため (Watson-Williams F-test with Bonferroni correction, F = 0.09, k = 3, α = 

0.0167, p > 0.75)，界面活性剤水溶液による触角処理は定位方向に影響を与えないといえ

る (Fig. 4-4C)． 
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4-3-4. 走風性と走化性の統合機構 

これまでの実験から，ノシメマダラメイガの地上での匂い源定位行動には，走風性と

走化性の両方の応答が関わっていることが示唆された．片側触角の機械感覚情報のみで

走風性応答が発揮されるにも関わらず (4-3-2-2)，片側触角が無処理である鞭節切除あ

るいは硫酸亜鉛水溶液処理個体の軌跡は無処理方向へ著しく偏ることから (4-3-3)，走

風性・走化性の両機構には状況に応じた何らかの使い分けや優先順位が存在していると

考えられる．これは具体的には，刺激に対する時間応的答の違いとして検出できる可能

性がある．一見両立し難いこれらの機構がどのように統合されているかを雄蛾の行動応

Fig. 4-4. (A) 右側鞭節を切除した個体のサーボスフィア上の移動軌跡．(B) 硫酸亜鉛水溶液に

よる触角浸潤処理．(C) 各処理区における航行角分布．左から無処理，右側鞭節切除，界面活

性剤水溶液処理，硫酸亜鉛水溶液処理を表す．NS: p > 0.75, ***: p < 0.001; Watson-Williams F-test 

with Bonferroni correction, k = 3, α = 0.0167. N は個体 (軌跡) 数，n は航行角データ数を示す． 



68 
 

答から検証するため，サーボスフィア装置上およびトラックボール装置上のノシメマダ

ラメイガ雄蛾にフェロモン刺激を時間的に変化させながら提示した． 

 

4-3-4-1. 相性応答の検証 

  第 2，3 章より，ジャガイモガ Phthorimaea operculella の雄は 0.1 s の瞬間的なフ

ェロモン刺激に応じて風上へと向き直ることが示された．このような刺激の開始に追随

して起き，順化によりすぐに終息する瞬間的な応答を相性 (phasic) 応答と呼ぶ．即ち

走風性は相性応答であることが期待される． 

 

瞬間的なフェロモン刺激への応答 

雄蛾のフェロモン刺激に対する相性応答を検証するため，サーボスフィア上で 1 s 間

のフェロモンパルスを 1 min 毎に与えた (Fig. 4-5A)．触角無処理の個体ではフェロモ

ン刺激区間の 1 s 間の航行角分布は風上方向へ有意に偏った (Cue: N = 8; n = 32; θ = 

−7.5 ± 10.1°; V-test, V0 = 0, V = 0.62, p < 0.001; r = 0.62)．一方でフェロモン刺激直前の 1 s 

間の航行角は一様分布を示し，風上への集中は見られなかった (Pre-cue: n = 47; Rao’s 

spacing test, U = 141.5, p > 0.1; V-test, V0 = 0, V = -0.02, p > 0.5; r = 0.18) (Fig. 4-5B)． 

右側鞭節を切除した UA 個体においても無処理個体と同様に，Cue period の航行角

分布は風上方向へ有意に偏っていた (N = 14; n = 52; θ = 15.5 ± 7.4°; V-test, V0 = 0, V = 

0.63, p < 0.001; r = 0.66)．一方で Pre-cue period の航行角は一様であった (n = 35; Rao’s 

spacing test, U = 148.2, p > 0.1; V-test, V0 = 0, V = −0.03, p > 0.5; r = 0.09)．なお無処理と UA 

処理間で，Cue period における平均航行角には差は見られなかった (Watson-Williams 

F-test, F = 3.38, p > 0.05) (Fig. 4-5B)． 

両触角基部を固定した個体 (AG-B, N = 16) においては，Pre-cue (np = 19) と Cue (nc = 

33) のいずれにおいても航行角は一様分布を示し，風上へと定位する様子は見られなか
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った (Rao’s spacing test, Pre-cue: U = 151.9, p > 0.1; Cue: U = 130.9, p > 0.1; V-test, V0 = 0, 

Pre-cue: V = −0.30, p > 0.9; Cue: V = 0.06, p > 0.3; rp = 0.30, rc = 0.09) (Fig. 4-5B)． 

これらより，ランダムな方向を向いた雄蛾は瞬間的なフェロモン刺激に対して，左右

の嗅覚入力比較とは無関係に，機械感覚によって風上に定位したといえる．この結果は

走風性応答が相性応答であることと矛盾しない． 

 

フェロモン刺激回数による影響  

走風性が相性応答であった場合，フェロモン刺激の頻度が増加することでより顕著に

風上へと定位することが期待される．そこで UA 雄蛾に対し 10 s の刺激時間を 2.5 s 

毎に 4 分割して刺激頻度を増加させる試験 (Pulsed stimulation) をおこない，10 s の連

続的なフェロモン刺激 (Constant stimulation) を与えた場合とで比較した (Fig. 4-6)． 

Fig. 4-5. 瞬間的なフェロモン刺激を提

示した際の (A) 刺激パターンおよび 

(B) 各処理でのフェロモン刺激直前 

(Pre-cue period) および刺激中  (Cue 

period) での航行角分布を表す．処理は

上から，無処理，右側鞭節切除，両触

角基部固定を表す．航行角ヒストグラ

ムの中心のアスタリスクは航行角分布

が風上方向へ偏っていることを示す 

(V-test, V0 = 0, n.s.: p > 0.50, ***: p < 

0.001)．また無処理および右鞭節切除処

理の Cue period の平均航行角に差は

見 ら れ な か っ た  (n.s. p > 0.05, 

Watson-Williams F-test)． 
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Pulsed (N = 10, n = 27)，Constant (N = 25, n = 87) のいずれにおいても定位方向は風上方

向へ集中していたが (V-test, V0 = 0, Pulsed: V = 0.77, p < 0.001; Constant: V = 0.53, p < 

0.001; Mean vector, Pulsed: r = 0.77; Constant: r = 0.78)，平均航行角 θ は Constant では 

46.7 ± 4.3° と無処理側へと大きく偏っていたのに対し，Pulsed では 4.6 ± 7.9° とほぼ風

上方向へと定位しており，これらの結果は有意に異なっていた (Watson-Williams F-test, 

F = 20.9, p < 0.001) (Fig. 4-6)．なお処理区間での移動速度を比較したところ Pulsed では 

1.2 ± 0.2 cm/s (mean ± s.e.) であったのに対し Constant では 0.9 ± 0.1 cm/s であり，差は

検出されなかった (Mann-Whitney U-test, Z = 1.25, p > 0.2)． 

これらより機械感覚による走風性が，フェロモン刺激の開始に対して起きる相性の応

答であることをより強く支持する結果を得た． 

 

Fig. 4-6. フェロモン刺激を同じ継続時間で頻度を変えて提示した際の航行角分布． (A) 

Constant stimulation: 10 s 間の連続的なフェロモン刺激と  20 s の清浄気流．(B) Pulsed 

stimulation: 2.5 s のフェロモン刺激と 2.5 s の清浄気流を 4 サイクル行い， 10 s の清浄気流

を与える．刺激開始から 20 s 間の航行角分布を取得しヒストグラムとした．航行角分布は互

いに有意に異なっていた (***: p < 0.001; Willam-Watson F-test)． 
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4-3-4-2. 緊張性応答の検証 

 UA 個体 (4-2-3-2-1) の定位方向は無処理側へと偏っていた (Fig. 4-4C)．前節で走風

性が相性応答であることが示唆されたため，10 s のフェロモン刺激区間における無処理

側へのずれは，走風性応答による瞬間的な風上定位の後，化学走性応答が継続的に起き

ることで生じると推測される．刺激時間に追随して持続的に起きる，慣れによる減衰の

少ない応答を緊張性 (tonic) 応答と呼ぶ．即ち，走化性は緊張性応答である可能性が考

えられる． 

走化性が緊張性応答であった場合，フェロモン刺激を同頻度で，しかし異なる持続時

間で提示することにより，相性の走風性応答の効果を一定にしつつ，刺激持続時間の変

化による緊張性応答の影響のみを抽出できることが期待される． 

そこで UA 雄蛾に対し 0.5 Hz のフェロモンパルスを 0.1, 1.0, 1.8 s の 3 種類の持

続時間で与えた (それぞれ short, medium, long pulse; Ns = 16, Nm = 19, Nl = 20; ns = 55, nm 

= 75, nl = 85) (Fig. 4-7)．各パルス長での 60 s ごとの航行角の平均 θ はそれぞれ short, 

medium, long の順に，θs = 19.8 ± 3.5°, θm = 50.1 ± 3.2°, θl = 58.2 ± 3.5° と，フェロモン刺

激時間が長くなるほど無処理側への強い偏りを示した．Short pulse の平均航行角は 

medium および long pulse のそれらとは有意に異なっていた (Watson-Williams F-test 

with Bonferroni correction, k = 3, α = 0.0167; short v.s. medium: F = 40.0, p < 0.001, short v.s. 

medium: F = 55.5, p < 0.001; medium v.s. long: F = 3.0, p > 0.05)．平均ベクトル長 r は rs = 

0.90, rm = 0.89; rl = 0.86 といずれも高く，強い集中を示した． 

これらよりフェロモン刺激の頻度は一定であっても刺激の持続時間が長い方が，定位

方向は無処理方向へと強く偏る傾向にあるといえる．これは化学定位がフェロモンの刺

激時間に追随して起きる緊張性応答であることと矛盾しない． 
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4-3-4-3. トラックボールによるフェロモン刺激への行動応答の検証 

サーボスフィア上において，UA 雄蛾の定位方向は風上から無処理側へと偏っていく

ものの，転回し続けることはなく，定位方向は一定の範囲へと収まった (Fig. 4-4A)．こ

れは走風性が相性応答であり，走化性が緊張性応答であるということだけでは説明しき

れない．この現象は，体軸と風向との関係が変化し，互いのずれが拡大した場合にも走

風性による方向修正が行われると仮定することで説明できる． 

そこで供試虫と風向の関係を変化させずにフェロモン刺激を与えるトラックボール

装置を用いて，UA 雄蛾 12 個体の歩行行動を観察したところ，雄蛾はフェロモン刺激

時間に追随した無処理側への継続的な転回行動を行った (Fig. 4-8B)．時間あたりの転回

量として角速度 °/s を算出すると，サーボスフィア装置上ではフェロモン刺激開始から 

3 s 前後に走化性応答とみられる大きな方向転換が検出され，その後は目立った転回は

観察されなかった (Fig. 4-8A)．これは，刺激初期には相性の走風性応答が起き，続く緊

Fig. 4-7. フェロモン刺激を

同頻度で継続時間を変えて

提示した際の航行角分布． 

(A) Short pulse: 0.1 s のフェ

ロモン刺激と 1.9 s の清浄

気流によるサイクル．(B) 

Medium pulse: 1.0 s のフェ

ロモン刺激と 1.0 s の清浄

気流．(C) Long pulse: 1.8 s 

のフェロモン刺激と 0.2 s 

の清浄気流．航行角は 60 s 

ごとに取得しヒストグラム

とした．異なる文字間の平

均航行角は有意に異なって

いた (Willam-Watson F-test 

with Bonferroni correction, k 

= 3, α = 0.0167, p < 0.001)． 
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張性の走化性応答のタイミングが一致するためであると考えられる． 初の転回を含む 

3 s 間での転回角速度の S/N 比が 2.1 ± 0.4 であるのに対して，刺激後半の 7 s 間では 

S/N 比は 1.7 ± 0.6 であり，有意な差が見られた (Wilcoxon signed rank test, T = 51, p < 

0.05) (Fig. 4-8A)．一方トラックボール装置上の UA 雄蛾について，同様に転回角速度

の S/N 比を算出したところ，刺激開始からの 3 s 間での転回角速度の S/N 比は 2.1 ± 

0.3 であったのに対して，刺激後半の 7 s 間では 2.0 ± 0.4 であり，差は見られなかっ

た (Wilcoxon signed rank test, T = 34, p > 0.05) (Fig. 4-8B)．したがって雄蛾のトラックボ

ール上での転回行動は継続的に起きていたといえる． 

 

  

Fig. 4-8. (A) サーボスフィア装置および (B) トラックボール装置上における右鞭節切除雄蛾

の代表的な軌跡 (左段) および，転回角速度の全処理区間での平均 (中段)．右段は無処理個体

における転回角速度を示す．正の角速度は左側への転回を表す．右触角切除時のフェロモン

刺激区間の 初の 3 s と残りの 7 s の S/N 比を個体ごとに比較した (*: p < 0.05, Wilcoxon 

signed rank test)．詳細は本文参照． 
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4-4. 考察  

風上定位機構 

両翅を切除したノシメマダラメイガの雄成虫は，フェロモン刺激時には風上方向へと

歩行し，顕著な走風性を示した (Fig. 4-2A)．暗黒下でも同様に風上へ定位したことから 

(Fig. 4-2B)，雄蛾は歩行時の風向検知において視覚情報を利用していないことが強く示

唆された．蛾や蚊では，飛翔中は風に流されることによる視覚情報のずれを検知する視

運動反応によって走風性を実現することが知られており (Kennedy, 1940; Kennedy & 

Marsh, 1974; Baker et al., 1984; Cardé, 1984)，ノシメマダラメイガはこの仕組みが初めて

発見されたチョウ目昆虫である (Kennedy & Marsh, 1974)．視運動反応による走風性を確

実に備えているノシメマダラメイガにおいて，視覚情報とは異なる方法で風上方向へと

定位する，第二の風向検知メカニズムの存在が提示された． 

視運動反応に代わり，地上において風向検知に用いられ得る感覚情報として触角の機

械感覚が予想される．両触角基部を接着剤によって固定した雄蛾は，グルーミングやは

ばたきといったフェロモンへの興奮応答を起こしていたにも関わらず，フェロモン刺激

時の定位方向は一様分布を示し，風上への定位は起きなかった (Fig. 4-2D)．その後に触

角の固定を解除すると，再び正の走風性を示すようになった (Fig. 4-2E)．これらよりフ

ェロモン源定位歩行時の風向検知には，触角基部の機械感覚器が関与していると考えら

れる．これは前章における，短距離飛翔による定位行動を行うジャガイモガ  P. 

operculella での結果とも一致する． 

本実験において固定処理を施した触角基部節には，鐘状感覚子 (ヒックス器官)，ジ

ョンストン器官，梗節のベーム棘状感覚子などの機械感覚器官が含まれる (Hicks, 1857; 

Schneider, 1964; Kloppenburg et al., 1997)．糞虫やバッタ，ハエなど他の分類群の昆虫で

は，触角の機械感覚器が風向検知器官として用いられる例が報告されており (Birukow, 

1958; Linsenmair, 1970; Heinzel & Gewecke, 1979; Arbas, 1986; Heinzel & Böhm, 1989; 
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Budick et al., 2007; Duistermars et al., 2009)，ノシメマダラメイガやジャガイモガにおいて

も上記の機械感覚器官の一つまたは複数が風向検知器として機能していることが予想

される． 

また興味深いことに，片側の触角基部のみを固定した雄蛾も風上への定位が可能であ

った (Fig. 4-2C)．従って雄蛾は，片側触角の機械感覚器のみからでも風向検知に必要十

分な感覚情報を得ていると考えられる．ヒックス器官とジョンストン器官はそれぞれ触

角の外周および内周に沿って円状に配置される構造を有しており (Schneider, 1964; 

Kloppenburg et al., 1997)，片側の触角のみで全方向からの風刺激を触角の撓みとして受

容し得る．特にトノサマバッタ Locusta migratoria のヒックス器官の一つから，風向刺

激を変化させながら応答を記録すると，特定の風向を中心に も強い応答を示したこと

から (Heinzel & Gewecke, 1979)，地上での風向検知を司る機械感覚器の有力な候補とい

えよう． 

蛾類において，人為的に飛翔を妨げた雄蛾がフェロモン刺激に対して歩行によって風

上へと定位する例は複数報告されているが (Baker et al., 1981; Preiss & Kramer, 1986; 

Willis & Baker, 1987; Willis et al., 2011; Minoli et al., 2012; Party et al., 2013)，その風向検知

の感覚メカニズムに踏み込んだ研究例は皆無であった．本研究および前章の結果によっ

て少なくとも 2 種の蛾において，触角基部の機械感覚器による風向検知がおこなわれ

ていることが強く示唆された． 

 

化学走性機構 

カイコガのフェロモン刺激を受けた後の進行方向は，左右の触角に入力されるフェロ

モン刺激の濃度が高い側，あるいはタイミングの遅い側へと偏ることが知られており，

フェロモン刺激を受ける度に徐々に方向を修正し， 終的に匂い源へと到達するとされ

る (Kanzaki et al., 1992; Kramer, 1975; Takasaki et al., 2012)．このような化学感覚入力の左
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右の差が定位方向へ影響することを走化性と呼ぶ．前項から，ノシメマダラメイガは機

械感覚による走風性応答によって風上方向へと定位していることが強く示唆されたも

のの，カイコガ同様の走化性機構が存在する可能性もある． 

そこで触角の化学受容を左右不均等にする処置として右側鞭節を切除したところ，雄

蛾は風上方向へと定位したものの，定位方向は無処理側である左方向へと強く偏った 

(Fig. 4-4A,C)．触角鞭節にはフェロモン感覚子を含む化学感覚子が集中し (Schneider, 

1964)，切除処理によって右触角からの嗅覚情報はほぼ完全に失われるであろうことか

ら，この結果は走化性機構の存在とは矛盾しない．但し鞭節の切除処理は機械感覚器な

ど他の感覚情報にも多大な影響を及ぼすため (Sane et al., 2007)，化学感覚とは無関係に

偏りの原因となる可能性も否定できない．そこで機械感覚器へのダメージを避け，化学

感覚入力のみを左右不均等にするため，右触角を硫酸亜鉛水溶液に浸漬する処理を行っ

た (Fig. 4-4B)．GC-EAD 試験において硫酸亜鉛処理区では，活動電位を視認するのに

必要なフェロモン量は界面活性剤処理区や無処理区触角に比べて約 100 倍に跳ね上が

り，信号強度も減少した (Fig. 4-3B,D)．これらより，硫酸亜鉛水溶液による処理は触角

の化学感覚を阻害する効果が見られたといえる．カイコガでは左右触角への刺激の濃度

差が 2 倍程度であっても高濃度側への定位の偏りが見られたため，定位方向への影響

を十分検出し得る阻害効果が得られたといえる (Takasaki et al., 2012)． 

行動実験において，硫酸亜鉛処理区では鞭節切除個体と同様，定位方向は無処理触角

の側へと偏った (Fig. 4-4C)．従って片側鞭節切除時に観察された無処理側への定位方向

の偏りは，化学感覚入力の強度が左右不均等であるために引き起こされた走化性応答で

あると考えられる． 

硫酸亜鉛水溶液は昆虫を含む複数の分類群において化学感覚を阻害するのに用いら

れており，ハムスター Mesocricetus auratus やナマズ Ictalurus punctatus といった脊椎動

物に加え，ウツギコモリグモ  Pardosa astrigera やコオロギの一種  Telleogryllus 



77 
 

oceanicus，セイヨウミツバチ Apis millifera (Cancalon, 1982; Balakrishnan & Pollack, 1997; 

Swann et al., 2001; Groh et al., 2002; Jiao et al., 2011; Tyler et al., 2015) といった節足動物

においても効果が知られている．但しセイヨウミツバチでは味覚への阻害効果がみられ

た一方で，嗅覚に対しては有意な阻害効果は検出されなかった (Groh et al., 2002)．ノシ

メマダラメイガにおいて嗅覚阻害効果がみられた理由は定かではないが，分類群の違い

の他，一般臭による試験をおこなっている当文献と異なり，本研究では一般臭に比べ膨

大な数の感覚子を持つフェロモン刺激を対象としているため刺激物質の量に対する触

角活動電位も大きく，化学阻害の効果が触角応答に如実に反映されている可能性がある． 

硫酸亜鉛水溶液による化学感覚阻害メカニズムには不明な点が多いが，脊椎動物にお

ける組織学的知見では嗅覚器粘膜の上皮細胞を損傷することが知られており，亜鉛イオ

ンがタンパク質分解酵素を活性化させることによる殺細胞性が関与すると考えられて

いる (Cancalon, 1982)．硫酸亜鉛処理は分類群を問わず強い化学感覚阻害効果を示す一

方で，機械感覚に対する影響は小さい，あるいは無いとされており，これは機械感覚子

が構造上，化学感覚子と異なり体液で外界に接する面を持たないためであると考えられ

る (Balakrishnan & Pollack, 1997)．なお本処理による化学感覚阻害効果は，脊椎動物に

おいては 3 日間以上の持続時間があり (Cancalon, 1982)，コオロギにおいては一生涯，

少なくとも一週間前後の効果期間が認められたことから (Pollack, 1997)，本実験におい

て回復期は問題にはならないと考えられる． 

これらの実験よりノシメマダラメイガにおいても，カイコガと同様に走化性応答によ

る定位方向への影響が示唆された．今回の検証では，左右触角間のフェロモン入力の強

度差による影響が確認された．一方でカイコガでは入力の強度差のみならず，左右の触

角の刺激タイミングに 50-100 ms の時間差があれば，遅く刺激された側へと転回する，

時間的な刺激の左右差による走化性応答が存在する (Takasaki et al., 2012)．ノシメマダ

ラメイガにおいても同様の時間的走化性が存在する可能性があるが，本実験では検証は
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おこなっていない． 

 

フェロモン刺激に対する走風性・走化性の応答性質 

Preiss & Kramer (1986) は，片側触角を切除したマイマイガ Lymantria dispar にフェロ

モン刺激を提示した際の歩行軌跡が風向に対して一定の角度で偏ることから，匂い源定

位歩行は機械感覚による走風性と左右のフェロモン入力による走化性との組合わせに

よる行動応答で制御されているであろうと喝破した．本研究において機械感覚や化学感

覚の阻害処理によって得られた結果は，Preiss & Kramer が触角切除実験から得た感覚

情報利用に関する推察をより深く裏付ける結果となった． 

しかし，走風性・走化性という異なる感覚情報に基づく行動応答は匂い源定位歩行に

おいてどのように両立し，併用されているのだろうか．これらの応答をフェロモン刺激

に対する時間的応答の性質から，馴化が早いため刺激の初期にのみ強い反応を示す相性

応答，および馴化が遅いことから刺激に追随して持続的な反応が起きる緊張性応答へと

分類することを試みた． 

蛾ではフェロモン刺激に対する定型的な行動パターンが，相性および緊張性の行動応

答の組合わせで起きていると考えられている．飛翔する蛾は，フェロモン刺激を受ける

と風上へと瞬間的に直進し，続いて風向と直角方向に交互転回する casting 行動を数秒

間かけて行うことが知られている (Kennedy & Marsh, 1974; Marsh et al., 1978; Vickers & 

Baker, 1992; Mafra-Neto & Cardé, 1994, 1996)．またカイコガは飛翔こそしないものの，フ

ェロモン刺激に対して地上での瞬間的な直進と，やはり数秒-数十秒間続く交互のジグ

ザグと転回行動という同様の時間的性質を備えて類似の軌跡を描く行動パターンが観

察される (Kanzaki, 1992)．飛翔する蛾の示す行動パターンについて Baker は，フェロ

モン刺激直後の直進飛翔は相性応答，続く交互転回は緊張性応答と，異なる時間的性質

を持つ行動応答の組合わせからなると予測した (1990)．その根拠としてフェロモン刺
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激に対する行動応答の差に加え，時間的に制御されたフェロモン刺激に対して，特異的

に相性あるいは緊張性の応答を示す神経がそれぞれ発見されていることが挙げられる． 

 

相性応答 ノシメマダラメイガの雄がフェロモン刺激に対して示す相性応答を検

証するため，瞬間的なフェロモン刺激として 1 s 間のパルスを与えた (Fig. 4-5A)．す

ると無処理個体と UA 個体では，刺激直前には一様分布であった移動方向が直ちに風

上へと集中する，走風性の定位応答が起きた (Fig. 4-5B)．両触角基部を固定した個体で

はこの応答は見られなかったことから，この走風性応答は機械感覚による応答であると

いえる．また無処理と UA 雄蛾の平均航行角に差はなかったことから，瞬間的な走風

性応答には左右の嗅覚情報の比較は必ずしも必要ではないと考えられる．これらの結果

より走風性は，瞬間的なフェロモン刺激でトリガーされ，左右の化学感覚入力の差に関

係なく，機械感覚による制御で起きる応答であると考えられる．これは走風性が相性の

応答であるという仮説とは矛盾しない． 

 しかしトラックボール装置で UA 雄蛾の行動を観察したところ，フェロモン刺激が

継続している間は無処理側への転回が起こり続けた．これよりサーボスフィア装置上で

は体軸方向と風向とのずれが大きくなった場合にも走風性応答による方向転換が起き

るために，走化性応答による転回行動が中断されていることが示唆された (Fig. 4-8)．

このような雄蛾自身の転回によるフィードバック応答の存在を仮定すれば，走風性がた

とえフェロモン刺激開始時に起きる相性応答でなくとも，上記の瞬間的な刺激実験の結

果は，ランダムな方向を向いていた雄蛾が体軸と風向とのずれを検知したため走風性応

答が走化性に優先して起きる，という一つの機構のみで説明することも可能に思える． 

しかしながら相性応答のもう一方の検証実験として行った，フェロモン刺激回数の増

加によって相性応答の強化を意図した Pulsed stimulation では，連続して刺激を与えた 

Constant に比べて，航行角の偏りは少なかった (Fig. 4-6)．この結果は体軸と風向のず
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れで走風性が起きることのみでは説明できず，走風性が相性応答である余地が残される．

Pulsed と Constant 間には移動速度の変化もないため，Pulsed において刺激インターバ

ルでの減速や停止により走化性応答が妨げられているとも考えにくい．これらより機械

感覚による走風性は，フェロモン刺激に対して相性を示す時間的応答であることに加え，

風向と体軸方向との関係の変化によっても起こる空間的な応答でもあると考えられる． 

フェロモン刺激に対して相性応答を示す感覚子ニューロンおよび介在ニューロンが

複数種の蛾において観察されている  (Rumbo, 1983; Kaissling, 1985; Christensen & 

Hildebrand, 1987, 1988; Christensen et al., 1989; Almaas et al., 1991; Fujiwara et al., 2015)．特

にカイコガにおいては，相性応答を示す group II C 下降性介在ニューロンの一群に，

フェロモン刺激開始時の直進行動の指令ニューロンが含まれる可能性が指摘されてい

る (Wada & Kanzaki, 2005)．またヨトウガの一種 Spodoptera littoralis の雄では，フェロ

モンと風との複合刺激に対して，そのいずれか一方のみの刺激を受ける場合よりも強い

応答を示す触角葉の局所介在ニューロンが発見されている (Han et al., 2005)．今回観察

されたノシメマダラメイガの空間的・時間的な走風性応答は，これらのようなフェロモ

ン刺激に対して相性応答を示すニューロンや，フェロモンと機械感覚に対して相乗的な

応答を示すニューロンによって制御されていることが予想される． 

  

緊張性応答 ノシメマダラメイガのフェロモン刺激に対する緊張性応答を調べるた

め，UA 雄蛾に対してフェロモン刺激を同頻度で，しかし持続時間を変化させて与えた．

その結果，刺激の持続時間が長い場合には無処理側への偏りがより強く生じた (Fig. 

4-7)．フェロモン刺激頻度が同一であれば相性の走風性応答も一定程度に起きると考え

られるため，緊張性応答のみの影響を抽出できると期待されることから，この結果はフ

ェロモン刺激に対する走化性応答が緊張性応答であることと矛盾しない． 

ただしこの実験においてはフェロモン刺激区間の間隔が短いため，刺激の持続時間が
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長い処理では脱慣れが不十分である可能性がある．その場合，フェロモン刺激が同頻度

であっても処理間で相性の走風性応答が起きる程度に差が生じ得るため，緊張性応答の

強度の差よりも相性応答の抑制によって今回の結果が得られた可能性もある．しかしト

ラックボール装置において雄蛾の体軸と風向の関係を変化させずにフェロモン刺激を

行った場合，サーボスフィア上での結果とは異なり UA 雄蛾は刺激が継続する限り無

処理側へと転回し続けていた (Fig. 4-8)．この結果は，走化性応答がフェロモンの刺激

時間に追随して起きる緊張性応答であることを強く裏付けている． 

フェロモン刺激の持続時間に追随する緊張性応答を示す介在ニューロンも複数の蛾

で発見されており (Christensen & Hildebrand, 1988; Christensen et al., 1989; Almaas et al., 

1991)，同様の応答性を持つニューロンが今回観察された走化性応答の維持に関与して

いることが考えられる． 

またカイコガでは，脳と胸部の運動中枢を繋ぐ下降性介在ニューロン群の左右どちら

が強く興奮するかで，歩行時の転回方向が決定されることが示唆されている (Namiki et 

al., 2014)．これらのニューロン群は，初期にはフェロモン刺激を受けた触角と同側で強

い応答を示すが，さらに刺激が入力されると興奮の弱い状態と強い状態とが切り替わる 

Flip-flop と呼ばれる特徴的な応答を示し，そのトータルの反応強度は左右のニューロン

群で互い違いになる (Olberg, 1983; Kanzaki et al., 1994)．即ち右側のニューロン群が強く

興奮しているときは左側の反応は弱く，あるいは逆に右側の興奮が弱い場合には左側は

強く応答する．これらのニューロンの興奮の ON/OFF がフェロモン入力，光刺激，風，

内的なプログラム応答など様々な制御を受けて切り替ることで，左右への転回が引き起

こされるとされる (Olberg, 1983; Kanzaki et al., 1994; Kanzaki & Mishima, 1996; Wada & 

Kanzaki, 2005; Iwano et al., 2005; Namiki et al., 2014)． 

本研究でノシメマダラメイガにおいて観察された緊張性の走化性応答は，フェロモン

刺激に対し緊張性応答を示すニューロンによって，刺激を受けた触角と同側の下降性介



82 
 

在ニューロンの応答がトリガーされ，転回行動が出力されるという経路が想定される． 

 

蛾類の歩行時の匂い源定位行動 

ノシメマダラメイガ雄成虫はその地上での匂い源定位において，機械感覚による走風

性と左右触角へのフェロモン入力差による走化性応答を以下のように統合して行動し

ていることが示唆された． 

雄蛾がフェロモンを検知すると，触角基部の機械感覚器からの入力によって体軸と風

向とのずれの有無あるいは量が検知され，風上へと体軸を補正するよう転回運動が出力

される (走風性応答, Fig. 4-2)．この応答はフェロモン刺激に対して素早く馴化する相性

応答であると考えられる (Fig. 4-5,6)．ただし走風性応答は，フェロモン刺激が継続して

いる 中にも体軸と風向の関係変化により起こることが示唆されており (Fig. 4-8)，相

性応答を司るニューロンとはまた異なるフェロモン入力系によりトリガーされる複数

の経路が存在する可能性がある．またフェロモン刺激が入力されている間，左右の触角

でフェロモン入力の強度が大きい側への転回行動が継続して起きる (走化性応答, Fig. 

4-3,4)．この応答はフェロモン刺激に対して馴化の遅い，緊張性応答であると考えられ

る (Fig. 4-7)．ただしフェロモン刺激開始時には相性の走風性応答が顕在化し (Fig. 4-5)，

また体軸と風向との関係変化による走風性応答によっても走化性応答による転回は中

断されることが示唆されており (Fig. 4-8)，走風性応答は走化性応答に対して優先的に

出力されると考えられる． 

本研究では，走化性以外の感覚情報利用メカニズムがほぼ未知であった蛾類の地上に

おける匂い源定位行動に関して，新たに機械感覚による走風性機構の存在を提示し，な

おかつそれが定位方向に決定的な影響を与えることを示した．蛾類では専ら飛翔時の視

運動反応による走風性応答で匂い源へと到達すると考えられていたが，歩行時には同一

の個体が機械感覚という全く異なる感覚情報を用いて風上へと定位し，フェロモン源へ
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の接近を実現していると言える．さらに歩行時の走風性と走化性の両機構について行動

応答の時間的性質を検証し，その神経支配機構に関する示唆を得た．これらの知見は，

蛾類の匂い源定位が行動のコンテクストによって異なる感覚情報を利用する，行動・感

覚の両面において本質的にマルチモーダルな過程であることを明示するものであり，ま

た今後の神経行動学的アプローチの方向性を提示するものである． 
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第 5 章 総括 

 

雄の蛾が子孫を残すためには，その小さな身体で無限とも思えるような広大な環境を

探索し，同種の雌へと到達せねばならない．しかし彼の視力は像を結ぶには極めて貧弱

であり，また多くの種は夜行性であるが故に，彼の目には小さな雌は周囲の木切れや石

ころと同等にしか映るまい．視覚情報に多くを頼る我々ヒトにしてみれば悪夢のような

この状況で，雄は現に雌へと到達している．彼らは性フェロモンの匂いに対して極めて

高感度に調律された嗅覚を持ち，その嗅覚情報を元にささやかな容量の脳にコードされ

た命令に従うまま，時には数 km 以上遠方の雌へすら到達する (Boeckh et al., 1965)．

フランスの博物学者であるファーブルがその驚くべき現象をおよそ 100 年前に記述し

て以来，その能力の正体を探るべく化学，生理学，行動学など様々なアプローチから多

岐に亘る研究が為されてきた． 

Butenandt らが 1959 年にカイコガの性フェロモンであるボンビコールを同定したこ

とを皮切りに次々とフェロモンの化学的実体が同定されていく中，雄蛾がどのような行

動によって雌へと到達するのか，即ちその定位行動のメカニズムに関しても研究が盛ん

に行われるようになった．中でも Kennedy による視運動反応による走風性機構の発見 

(Kennedy, 1940; Kennedy & Marsh, 1974)，Murlis らによる空気中の匂い物質が離散的に

分布していることの報告 (Murlis & Jones, 1981; Murlis et al., 1992)，フェロモン刺激の瞬

間の直進 (surge) に風向と直角な交互転回が続く (casting)，相性-緊張性 (phasic-tonic) 

の行動パターンの発見と解析 (Kennedy & Marsh, 1974; Marsh et al., 1978; Baker, 1990; 

Vickers & Baker, 1992; Mafra-Neto & Cardé, 1994, 1996) など多くの重大な発見が為され，

その定位行動に関する知見が積み重ねられてきた． 

しかしながら雄蛾は飛翔だけで雌へと定位できるとは限らない．しばしば雄蛾はフェ

ロモン源の周辺に着陸し， 終的に歩行によってフェロモン源へと到達する様子が観察
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される (Baker et al., 1976; Baker & Cardé, 1979)．それにも関わらず地上での匂い源定位

行動に関する研究例は，飛翔時のそれと比べると極めて少ない (Preiss & Kramer, 1986; 

Willis & Baker, 1987)．また昆虫とは極めて多数の生物種を湛える分類群である．蛾と呼

ばれる一群だけを取ってみても様々な生息環境にこれまた様々なサイズのものが混在

し，国産種だけでも 5,000 種を超えている (杉ら, 1987)．すると必ずしも既に記述され

たような典型的な行動を示すものばかりであるとは限らない．そこには様々な環境に適

応した未知の行動パターンやメカニズムが存在する可能性があり，それらのヴァリエー

ションを知ることで彼らの多様性や歩んできた進化の道程を行動という窓を通して知

ることも可能であるかもしれない． 

本研究の第 2 章では，ジャガイモガ Phthorimaea operculella のフェロモン源定位行

動パターンの解析を行った．ジャガイモガはフェロモン源探索の際には通常の蛾のよう

な連続的な飛翔をおこなわず，短距離の飛翔の繰り返しによって雌へと到達することが

知られている (Ono & Ito, 1989)．ジャガイモガ雄成虫はフェロモン刺激に対し，刺激の

瞬間に風上へと直進し，その後は風向と直角な方向への交互転回行動を行う，連続飛翔

する蛾と同様の軌跡パターンを示した．しかしその軌跡は，数–数十 cm 程度の短距離

飛翔と歩行とで構成されていた (Tejima et al., 2013)．その飛翔筋や脚の筋肉およびそれ

らを稼動する運動神経への脳からの出力は，飛翔する蛾とは全く異なっているであろう

にも関わらず，軌跡が同様の直進-交互転回パターンに収斂することは興味深い．この

ような風向に対して直交する交互転回と，匂い刺激時の風上方向への直進からなる匂い

源探索行動は，蛾のみならずネッタイシマカ Aedes aegypti やキイロショウジョウバエ 

Drosophila melanogaster，ワモンゴキブリ Periplaneta americana，カツオブシムシの一種 

Trogoderma variabile など分類群や移動様式を問わず様々な昆虫で観察されており 

(Geier et al., 1999; Cardé & Willis, 2008; Budick & Dickinson, 2006; Tobin & Bell, 1986; 

Willis & Avondet, 2005)，この行動パターンが匂い源定位において高効率なものであり，
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よく保存されていることを示唆している．またこのような行動パターンをロボットにプ

ログラムし，生物模倣により高効率な匂い源探索を工学的に実現する試みが盛んにおこ

なわれており，成果を挙げている (Kowaldo & Russel, 2008)． 

本研究の第 3 章および第 4 章の前半部では，ジャガイモガおよびノシメマダラメイ

ガ Plodia interpunctella の地上における風向検知機構を検証した．その結果，いずれの

種においても触角基部節の機械感覚器が地上における風向検知に重要な役割を担って

いることが明らかになった．滞空時間が短く視運動反応の利用が困難であると目される

ジャガイモガのみならず，飛翔時には視運動反応を用いて風上へと飛翔することが実証

されているノシメマダラメイガ (Kennedy & Marsh, 1974) においても，地上では全く異

なる感覚情報を用いて風向情報を得ていることは，この機械感覚による風向検知機構が

広く蛾類に共通している可能性を示唆している．現にタバコスズメガ Manduca sexta の

ような大型種を含む複数の蛾が，歩行時にもフェロモン刺激に対して走風性応答を示す

ことが知られており，同様の機構を備えていることが期待される (Baker et al., 1981; 

Preiss & Kramer, 1986; Willis & Baker, 1987; Willis et al., 2011; Minoli et al., 2012; Party et 

al., 2013)． 

地上での機械感覚による走風性応答が，誘引性の匂いによって繰り返しトリガーされ

る，開ループ制御による匂い源定位の仕組みを狙い撃ち機構と呼ぶ (aim-then-shoot: 

Kennedy, 1986; reviewed by Cardé & Willis, 2008; Tejima et al., 2013)．これはハエ目昆虫の

行動観察から推察されている仮定的な機構であるが (Hawkes & Coaker, 1979; Dindonis 

& Miller, 1980; Bursell, 1987; Griffiths et al., 1995)，今回の結果からジャガイモガのみなら

ず飛翔時には視運動反応を用いるノシメマダラメイガでも，地上では狙い撃ち機構によ

る匂い源定位をおこなっていることが明らかになった．またトノサマバッタやキイロシ

ョウジョウバエなど他の分類群でも，触角の機械感覚器による風向検知と匂いによる走

風性が共に報告されている昆虫がおり (Flügge, 1934; Kennedy & Moorehouse, 1969; 
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Heinzel & Gewecke, 1979; Arbas, 1986; Budick et al., 2007; Duistermars et al., 2009)，同様の

匂い源定位機構を用いている可能性は十分考えられる．エビやカニといった水棲の底性

の甲殻亜門においても，誘引性の匂い刺激に対し機械感覚によって流れを検知し上流へ

と向かう，匂いによる流れ走性  (rheotaxis) が確認されている  (Moore et al., 1991; 

Weissburg & Zimmer-Faust, 1994; Grasso & Basil, 2002)．狙い撃ち機構は視運動反応のよ

うな高度なフィードバック制御を必要とせず，より神経的なコストが少ないことが期待

される．原始的ではあるが，それ故に幅広い分類群で用いられる普遍的な匂い源定位機

構である可能性がある． 

 第 4 章では走風性に加え，ノシメマダラメイガの地上での匂い源定位行動における

走化性の存在を検証した．ノシメマダラメイガの雄成虫においてもカイコガやマイマイ

ガと同様 (Preiss & Kramer, 1986; Takasaki et al., 2012)，左右の触角へのフェロモン入力

差により転回する方向が影響を受けることが明らかとなった．大気中の匂い物質は乱流

により不連続な分布を取るため，匂い物質の濃度情報は匂い源の方向性情報を知る上で

信頼性に乏しいと考えられているが (Murlis & Jones, 1981; Murlis et al., 1992, Murlis et 

al., 2000)，匂い物質のプルームの境界付近ではプルーム側へと復帰するのに役立つとの

説もある (Shorey & Farkas, 1973; Willis & Avondet, 2005; Takasaki et al., 2012)．ノシメマ

ダラメイガにおいては方向決定の主因は機械感覚による走風性応答であり，走化性応答

の匂い源定位行動における役割はあるにせよ補助的なものに過ぎないと考えられる．こ

の走化性機構は進化的に選択されて適応的な役割を持つというよりも，むしろ左右相称

動物が基本的に備える，左右どちらかの体側への刺激や神経応答が同側または対側のど

ちらか片側の運動や感覚応答をトリガーする性質が顕在化した程度のものではないだ

ろうか (Evoy & Kennedy, 1967; Zelenin et al., 2007)． 

 第 4 章の後半では，雄蛾の地上における走風性は相性応答，走化性は緊張性応答で

あり，それぞれフェロモン刺激に対して時間的に異なる応答性質を備えていることを明
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らかにした．蛾の飛翔時の定位行動パターンにおいても，相性の直進と緊張性の交互転

回が観察されており (Baker, 1990)，フェロモン刺激に対して相性あるいは緊張性の応答

を示す介在ニューロンがそれぞれ関与していると考えられている  (Rumbo, 1983; 

Kaissling, 1985; Christensen & Hildebrand, 1987, 1988; Christensen et al., 1989; Almaas et al., 

1991; Fujiwara et al., 2015)．地上での走化性・走風性応答においても，これらの時間的に

異なる応答性質を示すニューロン群が関わっていると考えられるが，それは飛翔時のも

のと同一のニューロンなのか，あるいは行動のコンテクストによって異なるニューロン

が同様の応答を示すのか，興味は尽きない． 

 ノシメマダラメイガの走風性応答はフェロモン刺激時の相性応答のみならず，体軸方

向と風向の関係変化に対するフィードバック応答としても起きることを，供試虫が自由

歩行するサーボスフィア装置と供試虫を固定するトラックボール装置での実験結果を

対比することで明らかにした．また走化性が緊張性応答であることの更なる裏付けもト

ラックボール装置による試験から得た．これは環境そのものをシミュレートするサーボ

スフィア装置 (Kramer, 1975; Bell & Kramer, 1979; Thiery & Visser, 1986; Sakuma, 2002) 

と，感覚情報をシミュレートするトラックボール装置 (Doherty & Pires, 1987; Mason et 

al., 2001; Kain et al., 2012; Hedwig & Poulet, 2004; Lott et al., 2007; Takalo et al., 2012) とい

う，異なるレベルの自由度で環境刺激を制御する装置の両方を用いた行動実験を行うこ

とで初めて可能となった． 

本研究では，蛾類の地上における行動生理のメカニズムを研究室で作成した装置を用

いて行動実験によって解明することを試みた．近年では実験機器や遺伝子組換え技術の

急速な進歩もあり，生物の行動研究においてもモデル生物を主に用いた分子生物学的，

神経生物学的アプローチによる研究例が増えている．但しこれらの技術は当然のことな

がら，既に記述された行動の背景を対象とするものであり，未知の行動や現象はそれこ

そまず観察と行動実験によって発見し検証するほかない．生物の，特に昆虫の魅力はそ
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の人知を超えた多様性であり，そこでは未だ解き明かされぬ行動と現象の数々が人知れ

ず営まれているのであろう．そしてそこに 初に切り込むことができるのは，決して

先端の分子生物学的手法などではなく，このような泥臭い行動研究であろうと密かに愚

考するのである． 
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補足資料 

 

1. トラックボール装置と気流制御系の回路図およびマウスセンサのピンアラインメント。気流

制御系の回路では、ソレノイドバルブを駆動する電源は省略されている。詳細は本文を参照。 
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2. トラックボール装置用 Arduino 側プログラム 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#include <SPI.h> 

 

#define Valve_CTRL           7 

#define LED_VCC             8 

#define LED_GND             9 

#define NCS                 10 

#define Motion              0x02 

#define Delta_X             0x03 

#define Delta_Y             0x04 

#define Power_Up_Reset      0x3a 

#define REG_LASER_CTRL0     0x1a 

signed long x=0; 

signed long y=0; 

byte regres; 

unsigned long cur_time = 0; 

unsigned long prev_time = 0; 

 

//Realy board control 

unsigned long cue_duration = 10000; //Cue duration 

unsigned long cue_intvl = 20000;    //Null duration 

unsigned long valve_time = cue_duration; 

int ValveState = LOW; 

int inByte = 0; 

int serial[4]; 

int i = 0; 

 

byte Read_Reg(byte reg_addr){ 

  digitalWrite(NCS, LOW); 

 

  // send adress of the register, with MSBit = 0 to indicate it's a read 

  SPI.transfer(reg_addr & 0x7f ); 

  delayMicroseconds(100); // tSRAD 

  // read data 

  byte data = SPI.transfer(0); 
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  delayMicroseconds(1); // tSCLK-NCS for read operation is 120ns 

  digitalWrite(NCS, HIGH); 

  delayMicroseconds(19); //  tSRW/tSRR (=20us) minus tSCLK-NCS 

 

  return data; 

} 

 

void Write_Reg(byte reg_addr, byte data){ 

  digitalWrite(NCS, LOW); 

 

  //send adress of the register, with MSBit = 1 to indicate it's a write 

  SPI.transfer(reg_addr | 0x80 ); 

  //sent data 

  SPI.transfer(data); 

 

  delayMicroseconds(20); // tSCLK-NCS for write operation 

  digitalWrite(NCS, HIGH); 

  delayMicroseconds(100); // tSWW/tSWR (=120us) minus tSCLK-NCS. 

} 

 

void Reg_Start(void){ 

  digitalWrite(NCS, HIGH); // ensure that the serial port is reset 

  digitalWrite(NCS, LOW); // ensure that the serial port is reset 

  digitalWrite(NCS, HIGH); // ensure that the serial port is reset 

  Write_Reg(Power_Up_Reset, 0x5a); // force reset 

  delay(100); // wait for it to reboot 

  // read registers 0x02 to 0x04 (and discard the data) 

  Read_Reg(Motion); 

  Read_Reg(Delta_X); 

  Read_Reg(Delta_Y); 

  delay(100); 

  

  byte laser_ctrl0 = Read_Reg(REG_LASER_CTRL0); 

  Write_Reg(REG_LASER_CTRL0, laser_ctrl0 & 0xf0 ); 
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  delay(10); 

  Serial.println("Optical Chip Initialized"); 

} 

 

void dispRegisters(void){ 

  int oreg[7] = { 

    0x00,0x3F,0x02      }; 

  char* oregname[] = { 

    "Product_ID","Inverse_Product_ID","Motion"      }; 

  byte regres; 

 

  digitalWrite(NCS,LOW); 

 

  int rctr=0; 

  for(rctr=0; rctr<3; rctr++){ 

    SPI.transfer(oreg[rctr]); 

    delay(1); 

    Serial.println("---"); 

    Serial.print(oregname[rctr]); 

    Serial.print(" Address: "); 

    Serial.print(oreg[rctr],HEX); 

    regres = SPI.transfer(0); 

    Serial.print(" BIN: "); 

    Serial.print(regres,BIN);   

    Serial.print(" HEX: "); 

    Serial.println(regres,HEX);   

    delay(10); 

  } 

  Serial.println("---"); 

  digitalWrite(NCS,HIGH); 

} 

 

int PNconvert(long b){ 

  //Convert from 2's complement 

  if(b & 0x80){ 

    b = -1 * ((b ^ 0xff) + 1); 
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  } 

  return b; 

} 

 

void estComm(){ 

  //wait until input from Processing 

  while (Serial.available() <= 0){ 

    Serial.println("0,0"); 

    ValveState = LOW; 

    digitalWrite(Valve_CTRL, LOW); 

    delay(100); 

  } 

    ValveState = HIGH; 

    digitalWrite(Valve_CTRL, HIGH); 

 

} 

 

void setup() { 

  pinMode(NCS, OUTPUT); 

  digitalWrite(NCS, HIGH); 

 

  pinMode(LED_VCC, OUTPUT); 

  pinMode(LED_GND, OUTPUT); 

  digitalWrite(LED_GND, LOW); 

  digitalWrite(LED_VCC, HIGH); 

 

  Serial.begin(38400); 

  SPI.begin(); 

  SPI.setDataMode(SPI_MODE3); 

  SPI.setBitOrder(MSBFIRST); 

  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8); 

  Reg_Start(); 

  dispRegisters(); 

 

  pinMode(Valve_CTRL, OUTPUT); 

  digitalWrite(Valve_CTRL, LOW); 
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  while(i < 4){ 

    serial[i]=0; 

    i++; 

  } 

 

  estComm(); 

} 

 

void loop() { 

    if (Serial.available() > 0) { 

    inByte = Serial.read(); 

     

    delay(9); 

     

    cur_time=millis(); 

    serial[0]=cur_time - prev_time; 

    regres=Read_Reg(Motion);  //read sensor 

    serial[1]=Read_Reg(Delta_X); 

    serial[2]=Read_Reg(Delta_Y);     

    serial[3]=ValveState; 

 

//serial output to Processing 

    Serial.print(serial[0]); 

    Serial.print(F(",")); 

    Serial.print(serial[1]); 

    Serial.print(F(",")); 

    Serial.print(serial[2]);   

    Serial.print(F(",")); 

    Serial.println(serial[3]); 

    prev_time = cur_time;      

  //valve control 

    if(ValveState == HIGH){ 

      if(valve_time - cur_time > cue_duration) { 

        valve_time = cur_time + cue_intvl;   

        ValveState = LOW; 

        digitalWrite(Valve_CTRL, LOW); 
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      } 

    }else{ 

        if(valve_time - cur_time > cue_intvl) { 

          valve_time = cur_time + cue_duration;   

          ValveState = HIGH; 

          digitalWrite(Valve_CTRL, HIGH); 

        } 

    } 

  }else{ 

    ValveState = LOW; 

    digitalWrite(Valve_CTRL, LOW); 

  } 

 

} 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. トラックボール装置用 Processing 側プログラム 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

import processing.serial.*; 

Serial myPort; 

PrintWriter output; 

int inByte, t, ddx, ddy, dt, nx = 10, ny = 10, ny_i = 50, cue; 

String myString; 

String txt = ".txt"; 

String filename; 

String timestr; 

 

float t_dist = 0, h_angle = 0, dist, turn, scale; 

float gx1, gx2, gy1, gy2, cntr_x, cntr_y, cx, cy, dx, dy; 

float di, di_ct, dgr_ct, dpc; 

 

void setup(){ 

 

//sphere data and calculation 

  di = 25; //diameter of the sphere (mm) 

  dpc = 1336.25; //optic sensor data count per circumference 

  di_ct = di * PI / dpc; // circumference / dpc = distance per data count 

  dgr_ct =  2 * PI / dpc; // degree per data count 

 

//graph initialize   

  size(900,900); 

  background(80); 

   

  gx1 = 300; 

  gx2 = width - 100; 

  gy1 = 100; 

  gy2 = height - 300; 

  cntr_x = (gx2 + gx1)/2; 

  cntr_y = (gy2 + gy1)/2;  

  cx = cntr_x; 

  cy = cntr_y; 
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  fill(50); 

  rectMode(CORNERS); 

  noStroke(); 

  rect(gx1, gy1, gx2, gy2); 

  stroke(200); 

  line(gx1, cntr_y, gx2, cntr_y); 

  line(cntr_x, gy1,cntr_x, gy2); 

  fill(255); 

  scale = 0.5; // path scale (=1: ~0.06 mm / data count) 

  text(50 / scale + " mm", gx1 + 20, gy1 + 15); 

  line(gx1 + 20, gy1 + 20, gx1 + 70, gy1 +20); 

     

//serial initialize 

  println(Serial.list()); 

  String ArPort = Serial.list()[0]; 

  myPort = new Serial(this, ArPort, 38400); 

  myPort.bufferUntil('¥n'); 

//  myPort.clear(); 

 

//create .txt file for data storage 

  timestr = nf(year(),2)+nf(month(),2)+nf(day(),2)+nf(hour(),2)+ nf(minute(),2); 

  filename = timestr + txt; 

  output = createWriter(filename); 

  output.println(timestr); 

  output.print("dt (microsec)"); 

  output.print('¥t'); 

  output.print("x sensor count"); 

  //output.print('¥t'); 

  //output.print("y sensor count"); 

  //output.print('¥t'); 

  //output.print("distance (mm)"); 

  //output.print('¥t'); 

  //output.print("turn angle (degree)"); 

  //output.print('¥t'); 

  //output.print("dx (mm)"); 

  //output.print('¥t'); 
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  //output.print("dy (mm)"); 

  output.print('¥t'); 

  output.println("Cue"); 

   

} 

 

void draw(){ 

     

  //refresh screen 

    fill(80); 

    rectMode(CORNERS); 

    noStroke(); 

    rect(nx, ny_i-9, nx+250, ny_i+3); 

    rect(0, 0, nx+380, ny+30); 

    fill(255);     

     

 

  //write data on screen 

    text(timestr, nx, ny); 

    text(" t =",nx, ny+20); 

    text(t, nx+26, ny+20); 

    text("total distance =", nx+70, ny+20); 

    text(t_dist,nx+155, ny+20); 

    text("heading angle =", nx+207, ny+20); 

    text(int(round(h_angle * 360 / (2 * PI))),nx+294, ny+20); 

    text("cue =", nx+330, ny+20); 

    text(cue, nx+360, ny+20);     

    text("dt =", nx+10, ny_i); 

    text(dt, nx+40, ny_i); 

    text("dist =", nx+100, ny_i); 

    text(dist, nx+130, ny_i); 

    text("turn =", nx+170, ny_i); 

    text(turn * 360 / (2 * PI), nx+200, ny_i); 

     

    if(cx < gx1){ 

      cx = cx + (gx2 - gx1); 
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    }else if(cx > gx2){ 

      cx = cx - (gx2 - gx1); 

    } 

    if(cy < gy1){ 

      cy = cy + (gy2 - gy1); 

    }else if(cy > gy2){ 

      cy = cy - (gy2 - gy1); 

    }  

     

    ellipse(cx, cy, 2, 2); 

     

 

    if(ny_i > height - 100){ 

      ny_i = 40; 

    } 

    ny_i = ny_i + 10; 

     

} 

 

void keyPressed(){ 

      if(key == '¥n'){ 

         t_dist = 0; 

         h_angle = 0; 

         t = 0; 

         cx = cntr_x; 

         cy = cntr_y; 

          

     fill(50); 

    rectMode(CORNERS); 

    noStroke(); 

    rect(gx1, gy1, gx2, gy2); 

    stroke(200); 

    line(gx1, cntr_y, gx2, cntr_y); 

    line(cntr_x, gy1,cntr_x, gy2); 

    fill(255); 

    text(50 / scale + " mm", gx1 + 20, gy1 + 15); 
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    line(gx1 + 20, gy1 + 20, gx1 + 70, gy1 +20); 

  

       }else if (key == 'd'){ 

         output.flush(); // Writes the remaining data to the file 

         output.println("----developed by S.Tejima 2015----"); 

         output.close(); // Finishes the file 

         exit(); // Stops the program 

       } 

} 

 

void serialEvent(Serial myPort){ 

 myString = myPort.readStringUntil('¥n'); 

 myString = trim(myString); 

int serial[] = int(split(myString, ',')); 

 

  if(serial.length > 1){ 

    dt = serial[0]; 

    ddx = serial[1]; 

    ddy = serial[2]; 

    cue = serial[3]; 

 

//convert 0-255 to -128~127 

    if(ddx > 127){ 

      ddx = ddx - 256; 

    }     

    if(ddy > 127){ 

      ddy = ddy - 256; 

    } 

 

//convert datapoints into actual distance     

    dist = di_ct * ddx; //traveled distance (mm) 

    turn = dgr_ct * ddy; //heading angle (degree) change 

 

    t_dist = t_dist + abs(dist); 

    h_angle = h_angle + turn; 

    t = t + dt; 
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    dx = dist * cos(h_angle); 

    dy = dist * sin(h_angle); 

    cx = cx + scale * dx; 

    cy = cy + scale * dy; 

     

    output.print(dt); 

    output.print('¥t'); 

    output.print(ddx); 

    output.print('¥t'); 

    output.print(ddy); 

    output.print('¥t'); 

    output.println(cue); 

     

  } 

  delay(1); 

  myPort.write("A"); 

  myPort.clear(); 

} 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



103 
 

謝辞 

本研究を進めるにあたり，共同研究者として数々の御指導，御助言を賜りました京都

大学農学研究科応用生物科学専攻昆虫生理学教室の佐久間正幸教授に心より御礼申し

上げます．また始終，多くの御助言，激励を頂いた同教室の福井昌夫助教ならびに京都

大学農学研究科応用生命科学専攻化学生態学教室の森直樹教授，小野肇助教，吉永直子

助教ならびに西田律夫名誉教授に厚く御礼申し上げます．また旧農薬研究施設事務官の

長澤万理氏には大学当局の要求する膨大なる事務処理に関して，陰に日に御尽力賜りま

したことに御礼申し上げます． 

金城学園大学の小野知洋教授には共同研究者として様々な御助言と激励を賜り，更に

はジャガイモガの調達のために豊橋市の川合弘之氏共々奔走して頂きました．御二方に

深く御礼申し上げます．ノシメマダラメイガのコロニーを分譲して頂きました農業・食

品産業技術総合研究機構の今村太郎氏，ジャガイモガの性フェロモン合成物を賜りまし

た信越化学株式会社様，ノシメマダラメイガの性フェロモン合成物を賜りました富士フ

レーバー株式会社の篠田一孝博士に御礼申し上げます． 

旧農薬研究施設 (現京都大学農学研究科応用生物科学専攻昆虫生理学教室ならびに

応用生命科学専攻化学生態学教室) の諸兄には公私共に支えられ，厳しくも楽しい研究

生活を送ることができました．ここに御礼申し上げます．特に右も左も分からなかった

私に真実を追求する研究姿勢を身をもって示して下さった OB の西村至央氏，真摯に

且つ批判的な姿勢を貫きつつも楽しむことを忘れない博士後期課程の後輩である田中

真史氏の御二方からは極めて多くの助言と支援を賜り，またその姿勢から大いに刺激を

受けました．殊更に御礼申し上げます． 

後に，私の学生生活を支え，常に応援して下さった家族と友人たち，その他多くの

関係者の方々に心より御礼申し上げます． 

  



104 
 

引用文献 

 

Almaas, T., Christensen, T. A., & Mustaparta, H. (1991) Chemical communication in heliothine 

moths. Journal of Comparative Physiology A: Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 

169, 249–258. 

Arbas, E. A. (1986) Control of hindlimb posture by wind-sensitive hairs and antennae during 

locust flight. Journal of Comparative Physiology A, Sensory, Neural, and Behavioral 

Physiology, 159, 849–857. 

Akers, R. & Wood, D. (1989) Olfactory orientation responses by walking female Ips 

paraconfusus bark beetles. Journal of Chemical Ecology, 15, 1147–1159. 

Baker, T. C., Cardé, R. T., & Roelofs, W. L. (1976) Behavioral responses of male Argyrotaenia 

velutinana (Lepidoptera: Tortricidae) to components of its sex pheromone. Journal of 

Chemical Ecology, 2, 333–352.  

Baker, T. C., & Cardé, R. T. (1979) Analysis of pheromone-mediated behaviors in male 

Grapholitha molesta, the oriental fruit moth (Lepidoptera: Tortricidae). Environmental 

Entomology, 8, 956–968. 

Baker, T. C., Meyer, W., & Roelofs, W. L. (1981) Sex pheromone dosage and blend specificity 

of response by oriental fruit moth males. Entomologia Experimentalis et Applicata, 30, 

269–279. 

Baker, T.C., Willis, M.A & Phelan, P.L. (1984) Optomotor anemotaxis polarizes self-steered 

zigzagging in flying moths. Physiological Entomology, 9, 365–376. 

Baker, T. C., Willis, M. A., Haynes, K. F., & Phelan, P. L. (1985) A pulsed cloud of sex 

pheromone elicits upwind flight in male moths. Physiological Entomology, 10, 257–265. 



105 
 

Baker, T.C. & Haynes, K.F. (1987) Manoeuvres used by flying male oriental fruit moths to 

relocate a sex pheromone plume in an experimentally shifted wind-field. Physiological 

Entomology, 12, 263–279. 

Baker, T. (1990) Upwind flight and casting flight: complimentary phasic and tonic systems used 

for location of sex pheromone sources by male moths. Proceedings of the 10th 

International Symposium on Olfaction and Taste (ed. by K. B. Døving), pp. 18–25, Oslo. 

Balakrishnan, R., & Pollack, G. (1997) The role of antennal sensory cues in female responses to 

courting males in the cricket Teleogryllus oceanicus. The Journal of Experimental Biology, 

200, 511–22. 

Bartell, R.J. (1977) Behavioral responses of Lepidoptera to pheromones. Chemical Control of 

Insect Behavior, Theory and Application (ed. by H.H. Shorey and J.J. McKelvey, Jr.), pp. 

204–205. John Wiley & Sons, New York. 

Batschelet, E. (1981) Circular statistics in biology. Academic Press, London.  

Bell, W. J., & Kramer, E. (1979) Search and anemotactic orientation of cockroaches. Journal of 

Insect Physiology, 25, 631–640. 

Birukow, G. (1958) Zur Funktion der Antennen beim Mistkäfer (Geotrupes silvaticus Panz.). 

Zeitschrift Für Tierpsychologie, 15, 265–276. 

Boeckh, J., Kaissling, K. E., & Schneider, D. (1965) Insect olfactory receptors. Cold Spring 

Harbor Symposia on Quantitative Biology, 30, 263–280. 

Brady, U. E., Tumlinson, J. H., Brownlee, R. G., & Silverstein, R. M. (1971). Sex stimulant and 

attractant in the Indian meal moth and in the almond moth. Science, 171, 802–804. 

Bucher, D. & Pflüger, H. (2000) Directional sensitivity of an identified wind-sensitive 

interneuron during the postembryonic development of the locust. Journal of Insect 

Physiology, 46, 1545–1556. 



106 
 

Budick, S. A. & Dickinson, M. H. (2006) Free-flight responses of Drosophila melanogaster to 

attractive odors. The Journal of Experimental Biology, 209, 3001–3017. 

Budick, S.A, Reiser, M.B. & Dickinson, M.H. (2007) The role of visual and mechanosensory 

cues in structuring forward flight in Drosophila melanogaster. The Journal of 

Experimental Biology, 210, 4092–4103. 

Buehlmann, C., Hansson, B. S. & Knaden, M. (2012) Path integration controls nest-plume 

following in desert ants. Current Biology, 22, 645–649. 

Bursell, E. (1987) The effect of wind-borne odours on the direction of flight in tsetse flies, 

Glossina spp. Physiological Entomology, 12, 149–156. 

Butenandt, von A., Beckmann, R., Stamm, D., and Hecker, E. (1959) Über den sexuallockstoff 

des seidenspinners Bombyx mori. Reindarstellung und konstitution. Z. Naturforsch. B, 14, 

283-284. 

Cancalon, P. (1982) Degeneration and regeneration of olfactory cells induced by ZnSO4 and 

other chemicals. Tissue and Cell, 14, 717–733.  

Cardé, R.T. (1984) Chemo-orientation in flying insects. Chemical Ecology of Insects (ed. by 

W.J. Bell & R.T. Cardé), pp. 111–124. Chapman and Hall, London, U.K. 

Cardé, R.T. & Willis, M.A. (2008) Navigational strategies used by insects to find distant, 

wind-borne sources of odor. Journal of Chemical Ecology, 34, 854–866. 

Christensen, T. A., & Hildebrand, J. G. (1987) Male-specific, sex pheromone-selective 

projection neurons in the antennal lobes of the moth Manduca sexta. Journal of 

Comparative Physiology A, 160, 553–569. 

Christensen, T. A., & Hildebrand, J. G. (1988) Frequency coding by central olfactory neurons in 

the spinx moth Manduca sexta. Chem.Senses, 13, 123–130. 



107 
 

Christensen, T. A., Mustaparta, H., & Hildebrand, J. G. (1989) Discrimination of sex 

pheromone blends in the olfactory system of the moth. Chemical Senses, 14, 463–477. 

Christensen, T. A, & Hildebrand, J. G. (1997) Coincident stimulation with pheromone 

components improves temporal pattern resolution in central olfactory neurons. Journal of 

Neurophysiology, 77, 775–781. 

Cox, P., & Pinniger, D. (2007) Biology, behaviour and environmentally sustainable control of 

Tineola bisselliella (Hummel) (Lepidoptera: Tineidae). Journal of Stored Products 

Research, 43, 2–32. 

Crespo, J. G., Goller, F. & Vickers, N. J. (2012) Pheromone mediated modulation of pre-flight 

warm-up behavior in male moths. The Journal of Experimental Biology, 215, 2203–2209. 

David, C.T., Kennedy, J.S. & Ludlow, A.R. (1983) Finding of a sex pheromone source by 

gypsy moths released in the field. Nature, 303, 804–806.  

David, C. (1986) Mechanisms of directional flight in wind. Mechanisms in Insect Olfaction (ed. 

by T. Payne, M. Birch & C. Kennedy), pp. 49–57. Oxford University Press, Oxford. 

Davis, D. R., & Mendel, H. (2013) The genus Erechthias Meyrick of Ascension Island, 

including discovery of a new brachypterous species (Lepidoptera, Tineidae). ZooKeys, 20, 

1–20. 

de Bruyne, M., & Baker, T. C. (2008) Odor detection in insects: volatile codes. Journal of 

Chemical Ecology, 34, 882–97. 

Dindonis, L.L. & Miller, J.R. (1980) Host finding behavior of onion flies, Hylemia antiqua. 

Environmental Entomology, 9, 769–772. 

Doherty, J. A., & Pires, A. (1987) A new microcomputer-based method for measuring walking 

phono-taxis in field crickets (Gryllidae). Journal of Evolutionary Biology, 130, 425–432. 



108 
 

Drost, Y.C., Lewis, W.J., Zanen, P.O. & Keller, M.A. (1986) Beneficial arthropod behavior 

mediated by airborne semiochemicals. I: Flight behavior and influence of preflight 

handling of Microplitis croceipes (Cresson). Journal of Chemical Ecology, 12, 1247–1262. 

Duistermars, B. J., Chow, D. M. & Frye, M. A. (2009) Flies require bilateral sensory input to 

track odor gradients in flight. Current Biology, 19, 1301–1307. 

Evoy, W., & Kennedy, D. (1967) The central nervous organization underlying control of 

anatagonistic muscles in the crayfish. II. Coding of position by command fibers. Journal of 

Experimental Zoology, 165, 223–228. 

Flügge, C. (1934) Geruchliche Raumorientierung von Drosophila melanogaster. Zeitschrift Für 

Vergleichende Physiologie, 20, 463–500. 

Fujiwara, T., Kazawa, T., Sakurai, T., Fukushima, R., Uchino, K., Yamagata, T., Namiki, S., 

Haupt, S. S., & Kanzaki, R. (2014) Odorant Concentration Differentiator for Intermittent 

Olfactory Signals. The Journal of Neuroscience, 34, 16581–16593. 

Geier, M., Bosch, O. J., & Boeckh, J. (1999) Influence of odour plume structure on upwind 

flight of mosquitoes towards hosts. The Journal of Experimental Biology, 202, 1639–1648. 

Gewecke, M. & Niehaus, M. (1981) Flight and flight control by the antennae in the small 

tortoiseshell (Aglais urticae L., Lepidoptera) I. Flight balance experiments. Journal of 

Comparative Physiology A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 145, 249–256. 

Grasso, F. W., & Basil, J. a. (2002). How lobsters, crayfishes, and crabs locate sources of odor: 

Current perspectives and future directions. Current Opinion in Neurobiology, 12, 721–727. 

Griffiths, N., Paynter, Q. & Brady, J. (1995) Rates of progress up odour plumes by tsetse flies: a 

mark–release video study of the timing of odour source location by Glossina pallidipes. 

Physiological Entomology, 20, 100–108. 



109 
 

Groh, C., Brockmann, A., Altwein, M., & Tautz, J. (2002) Selective blocking of contact 

chemosensilla in Apis mellifera. Apidologie, 33, 33–40. 

Han, Q., Hansson, B. S. & Anton, S. (2005) Interactions of mechanical stimuli and sex 

pheromone information in antennal lobe neurons of a male moth, Spodoptera littoralis. 

Journal of Comparative Physiology A, Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral 

Physiology, 191, 521–528. 

Hawkes, C. & Coaker, T. H. (1979) Factors affecting the behavioural responses of the adult 

cabbage root fly, Delia brassicae, to host plant odour. Entomologia Experimentalis et 

Applicata, 25, 45–58. 

Hedwig, B., & Poulet, J. F. (2004) Complex auditory behaviour emerges from simple reactive 

steering. Nature, 430, 781–785. 

Heinzel, H. G. & Gewecke, M. (1979) Directional sensitivity of the antennal campaniform 

sensilla in locusts. Naturwissenschaften, 66, 212–213. 

Heinzel, H. & Böhm, H. (1989) The wind-orientation of walking carrion beetles. Journal of 

Comparative Physiology A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 164, 775–786. 

Hicks, J. B. (1857) XI. On a new structure in the antennae of insects. Transactions of the 

Linnean Society of London, 22, 147–154. 

Hinterwirth, A. J. & Daniel, T. L. (2010) Antennae in the hawkmoth Manduca sexta 

(Lepidoptera, Sphingidae) mediate abdominal flexion in response to mechanical stimuli. 

Journal of Comparative Physiology A, Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral 

Physiology, 196, 947–956. 

Honkanen, A., Takalo, J., Heimonen, K., Vähäsöyrinki, M., & Weckström, M. (2014) 

Cockroach optomotor responses below single photon level. Journal of Experimental 

Biology, 217, 4262–4268. 



110 
 

今村太郎, 宮ノ下明大. (2009) 貯蔵食品を加害する蛾類の飼育法. ペストロジー, 24, 

71–73.  

Iwano, M., Hill, E. S., Mori, A., Mishima, T., Mishima, T., Ito, K., & Kanzaki, R. (2010) 

Neurons associated with the flip-flop activity in the lateral accessory lobe and ventral 

protocerebrum of the silkworm moth brain. The Journal of Comparative Neurology, 518, 

366–88. 

Jiao, X., Chen, Z., Du, H., Chen, J., & Liu, F. (2011) Chemoreceptors distribution and relative 

importance of male forelegs and palps in intersexual chemical communication of the wolf 

spider Pardosa astrigera. Chemoecology, 21, 45–49. 

Justus, K. A., Schofield, S. W., Murlis, J., & Cardé, R. T. (2002) Flight behaviour of Cadra 

cautella males in rapidly pulsed pheromone plumes. Physiological Entomology, 27, 58–66. 

Kain, J., Stokes, C., Gaudry, Q., Song, X., Foley, J., Wilson, R., & de Bivort, B. (2013) 

Leg-tracking and automated behavioural classification in Drosophila. Nature 

Communications, 4, 1910. 

Kaissling, K. (1985) Temporal characteristics of pheromone receptor cell responses in relation 

to orientation behaviour of moths. (ed. by T. Payne, M. Birch, & R. C. Kennedy), 

Mechanisms in Insect Olfaction (pp. 193–199). Oxford University Press. 

Kanzaki, R., Sugi, N., & Shibuya, T. (1992) Self-generated Zigzag Turning of Bombyx mori 

Males during Pheromone-mediated Upwind Walking. Zoological Science, 9, 515–527. 

Kanzaki, R., Ikeda, A., & Shibuya, T. (1994) Morphological and physiological properties of 

pheromone-triggered flipflopping descending interneurons of the male silkworm moth, 

Bombyx mori. Journal of Comparative Physiology A, 175, 1–14. 



111 
 

Kanzaki, R. (1996) Behavioral and neural basis of instinctive behavior in insects: odor-source 

searching strategies without memory and learning. Robotics and Autonomous Systems, 18, 

33–43. 

Kanzaki, R., & Mishima, T. (1996) Pheromone-triggered “flipflopping” neural signals correlate 

with activities of neck motor neurons of a male moth, Bombyx mori. Zoological Science, 13, 

79–87. 

Kennedy, J. S. (1940) The visual responses of flying mosquitoes. Proceedings of the Zoological 

Society of London, 109, 221–242. 

Kennedy, J. S, & Moorehouse, J. (1969) Laboratory observations on locust responses to 

wind-borne grass odour. Entomologia Experimentalis et Applicata, 12, 487–503.  

Kennedy, J.S. & Marsh, D. (1974) Pheromone-regulated anemotaxis in flying moths. Science, 

184, 999–1001. 

Kennedy, J.S., Ludlow, A.R. & Sanders, C.J. (1981) Guidance of flying male moths by 

wind-borne sex pheromone. Physiological Entomology, 6, 395–412. 

Kennedy, J. S. (1983) Zigzagging and casting as a programmed response to wind-borne odour : 

a review. Physiological Entomology, 8, 109–120. 

Kennedy, J.S. (1986) Some current issues in orientation to odour sources. Mechanisms in Insect 

Olfaction (ed. by T.L. Payne, M.C. Birch & C.E.J. Kennedy), pp. 11–25. Claredon Press, 

Oxford, U.K. 

Kirschfield, K. (1976) The resolution of lens and compound eyes. Neural Principles in Vision 

(ed. by F. Zettler & R. Weiler), pp. 354–370. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 

Kloppenburg, P., Camazine, S. M., Sun, X. J., Randolph, P. & Hildebrand, J. G. (1997) 

Organization of the antennal motor system in the sphinx moth Manduca sexta. Cell and 

Tissue Research, 287, 425–433. 



112 
 

Kowadlo, G., & Russell, R. (2008) Robot Odor Localization: A Taxonomy and Survey. The 

International Journal of Robotics Research, 27, 869–894. 

Kramer, E. (1975) Orientation of the male silkmoth to the sex attractant bombykol. Olfaction 

and Taste V (ed. by D. Denton & J. Coghlan), pp. 329–335. Academic Press, New York. 

Kuwahara, Y., Kitamura, C., Takashi, S., Hara, H., Ishii, S., & Fukami, H. (1971). Sex 

pheromone of the almond moth and the Indian meal moth: cis-9, trans-12-tetradecadienyl 

acetate. Science, 171, 801–802. 

Kuwahara, Y., & Casida, J. E. (1973) Quantitative analysis of the sex pheromone of several 

phycitid moths by electron-capture gas chromatography. Agricultural and Biological 

Chemistry, 37, 681–684. 

Lei, H., Riffell, J.A, Gage, S.L. & Hildebrand, J.G. (2009) Contrast enhancement of stimulus 

intermittency in a primary olfactory network and its behavioral significance. Journal of 

Biology, 8, 1–15. 

Lott, G. K., Rosen, M. J., & Hoy, R. R. (2007) An inexpensive sub-millisecond system for 

walking measurements of small animals based on optical computer mouse technology. 

Journal of Neuroscience Methods, 161, 55–61. 

Linsenmair, K. (1970) Die Interaktion der paarigen antennalen Sinnesorgane bei der 

Windorientierung laufender Mist-und Schwarzkäfer (Insecta, Coleoptera). Zeitschrift Für 

Vergleichende Physiologie, 70, 247–277. 

Mafra-Neto, A., & Cardé, R. T. (1996) Dissection of the pheromone-modulated flight of moths 

using single-pulse response as a template. Cellular and Molecular Life Sciences, 52, 373–

379. 

Mafra-Neto, A. & Cardé, R.T. (1994) Fine-scale structure of pheromone plumes modulates 

upwind orientation of flying moths. Nature, 369, 142–144. 



113 
 

Mafra-Neto, A., & Cardé, R. T. (1995) Effect of the fine-scale structure of pheromone plumes: 

pulse frequency modulates activation and upwind flight of almond moth males. 

Physiological Entomology, 20, 229–242.  

Mafra-Neto, A. & Cardé, R.T. (1996) Dissection of the pheromone-modulated flight of moths 

using single-pulse response as a template. Cellular and Molecular Life Sciences, 52, 373–

379. 

Mankin, R. W., Vick, K. W., Coffelt, J. A., & Weaver, B. A. (1983) Pheromone-mediated flight 

by male Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae). Environmental 

Entomology, 12, 1218–1222. 

Marsh, D., Kennedy, J. S., & Ludlow, A. (1978) An analysis of anemotactic zigzagging flight in 

male moths stimulated by pheromone. Physiological Entomology, 3, 221–240. 

Mason, A. C., Oshinsky, M. L., & Hoy, R. R. (2001) Hyperacute directional hearing in a 

microscale auditory system. Nature, 410, 686–690. 

Minegishi, R., Takashima, A., Kurabayashi, D. & Kanzaki, R. (2012) Construction of a brain–

machine hybrid system to evaluate adaptability of an insect. Robotics and Autonomous 

Systems, 60, 692–699.  

Minoli, S., Kauer, I., Colson, V., Party, V., Renou, M., Anderson, P., Gadenne, C., Marion-Poll, 

F., Anton, S. (2012) Brief exposure to sensory cues elicits stimulus-nonspecific general 

sensitization in an insect. PLoS ONE, 7, e34141. 

Mishima, T. & Kanzaki, R. (1999) Physiological and morphological characterization of 

olfactory descending interneurons of the male silkworm moth, Bombyx mori. Journal of 

Comparative Physiology A: Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 184, 143–160. 

Mizunami, M., Yokohari, F., & Takahata, M. (1999) Exploration into the adaptive design of the 

arthropod “Microbrain.” Zoological Science, 16(5), 703–709. 



114 
 

Moore, P. a., Scholz, N., & Atema, J. (1991) Chemical orientation of lobsters, Homarus 

americanus, in turbulent odor plumes. Journal of Chemical Ecology, 17, 1293–1307. 

Murlis, J. & Jones, C. (1981) Fine-scale structure of odour plumes in relation to insect 

orientation to distant pheromone and other attractant sources. Physiological Entomology, 6, 

71–86. 

Murlis, J., Elkinton, J. S. & Cardé, R. T. (1992) Odor plumes and how insects use them. Annual 

Review of Entomology, 37, 505–532. 

Murlis, J., Willis, M.A. & Cardé, R.T. (2000) Spatial and temporal structures of pheromone 

plumes in fields and forests. Physiological Entomology, 25, 211–222. 

Niehaus, M. (1981) Flight and flight control by the antennae in the small tortoiseshell (Aglais 

urticae L., Lepidoptera) II. Flight mill and free flight experiments. Journal of Comparative 

Physiology A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 145, 257–264. 

Olberg, R.M. (1983) Pheromone-triggered flip-flopping interneurons in the ventral nerve cord 

of the silkworm moth, Bombyx mori. Journal of Comparative Physiology A, 152, 297–307.  

Ono, T. (1977) Diurnal rhythms of the behavioral components in the mating of the potato tuber 

moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae). Botyu-Kagaku, 42, 203–206. 

Ono, T. (1985) Male approach to the female and the role of two pheromone components in the 

potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae). Applied 

Entomology and Zoology, 20, 34–42. 

Ono, T. & Ito, M. (1989) Pattern of pheromone-oriented flight in male potato tuberworm moths. 

Journal of Chemical Ecology, 15, 2357–2368.  

Party, V., Hanot, C., Büsser, D.S., Rochat, D. & Renou, M. (2013) Changes in odor background 

affect the locomotory response to pheromone in moths. PLoS ONE, 8, e52897. 



115 
 

Persoons, C.J., Voerman, S., Verwiel, P.E.J., Ritter, F.J., Nooyen, W.J. & Minks, A.K. (1976) 

Sex pheromone of the potato tuberworm moth, Phthorimaea operculella: isolation, 

identification and field evaluation. Entomologia Experimentalis et Applicata, 20, 289–300.  

Preiss, R. & Kramer, E. (1986) Anemotactic orientation of gypsy moth males and its 

modification by the attractant pheromone (+)-disparlure during walking. Physiological 

Entomology, 11, 185–198. 

Quero, C., Fadamiro, H. Y., & Baker, T. C. (2001) Responses of male Helicoverpa zea to single 

pulses of sex pheromone and behavioural antagonist. Physiological Entomology, 26, 106–

115. 

Roelofs, W.L., Kochansky, J.P. & Cardé, R.T. (1975) Sex pheromone of the potato tuberworm 

moth, Phthorimaea operculella. Life Sciences, 17, 699–706. 

Rondon, S. I. (2010) The Potato Tuberworm: A Literature Review of Its Biology, Ecology, and 

Control. American Journal of Potato Research, 87, 149–166. 

Rondon, S. I., & Xue, L. (2010) Practical techniques and accuracy for sexing the potato 

tuberworm, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae). Florida Entomologist, 93, 

113–115. 

Rumbo, E. R. (1983) Differences between single cell responses to different components of the 

sex pheromone in males of the lightbrown apple moth (Epiphyas postvittana). 

Physiological Entomology, 8, 195–201. 

Rust, M.K. & Bell, W.J. (1976) Chemo-anemotaxis: a behavioral response to sex pheromone in 

nonflying insects. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 73, 2524–2526. 



116 
 

Sakuma, M. & Fukami, H. (1985) The linear track olfactometer: an assay device for taxes of 

German cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) toward their 

aggregation pheromone. Applied Entomology and Zoology, 20, 387–402.  

佐久間正幸. (2009) 昆虫はいかにして匂い源に向かうのか？サーボスフィアで探る昆

虫の環世界. 昆虫科学が拓く未来 (藤崎憲治, 西田律夫, 佐久間正幸. 編), pp. 365–

388. 京都大学学術出版会, 京都. 

Sakuma, M. (2002) Virtual reality experiments on a digital servosphere: guiding male silkworm 

moths to a virtual odour source. Computers and Electronics in Agriculture, 35, 243–254. 

Sane, S. P., Dieudonné, A., Willis, M. A. & Daniel, T. L. (2007) Antennal mechanosensors 

mediate flight control in moths. Science, 315, 863–866. 

Schneider, D. (1964) Insect antennae. Annual Review of Entomology, 9, 103–122. 

Shorey, H., & Farkas, S. (1973) Sex pheromones of Lepidoptera. 42. Terrestrial odor-trail 

following by pheromone-stimulated males of Trichoplusia ni. Annals of the Entomological 

Society of America, 66, 1213–1214. 

Stierle, I.E., Getman, M. & Comer, C.M. (1994) Multisensory control of escape in the 

cockroach Periplaneta americana. Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, 

Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 174, 1–11. 

杉繁郎, 山本光人, 中臣謙太郎, 佐藤力夫, 中島秀雄, 大和田守. (1987) 日本産蛾類生態

図鑑 pp. 3. 講談社, 東京. 

Swann, J., Rahaman, F., Bijak, T., & Fiber, J. (2001) The main olfactory system mediates 

pheromone-induced fos expression in the extended amygdala and preoptic area of the male 

Syrian hamster. Neuroscience, 105, 695–706. 



117 
 

Takalo, J., Piironen, A., Honkanen, A., Lempeä, M., Aikio, M., Tuukkanen, T., & Vähäsöyrinki, 

M. (2012) A fast and flexible panoramic virtual reality system for behavioural and 

electrophysiological experiments. Scientific Reports, 2, 324. 

Takasaki, T., Namiki, S. & Kanzaki, R. (2012) Use of bilateral information to determine the 

walking direction during orientation to a pheromone source in the silkmoth Bombyx mori. 

Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral 

Physiology, 198, 4–6.  

Tejima, S., Ono, T., and Sakuma, M. (2013) Aim-then-shoot type of mechanisms involved in 

the hopping approach of potato tuberworm moths, Phthorimaea operculella (Zeller) to a 

sex pheromone source. Physiological Entomology, 38, 292–301. 

Thiery, D., & Visser, J. (1986) Masking of host plant odor in the olfactory orientation of the 

Colorado potato beetle. Entomologia Experimentalis et Applicata, 41, 165–172. 

Tobin, T. R., & Bell, W. J. (1986) Chemo-orientation of male Trogoderma variabile 

(Coleoptera, Dermestidae) in a simulated corridor of female sex pheromone. Journal of 

Comparative Physiology A: Sensory, Neural, and Behavioral Physiology, 158, 729–739. 

Toth, M., Bellas, T. E. & Rothschild, G. H. L. (1984) Role of pheromone components in 

evoking behavioral responses from male potato tuberworm moth, Phthorimaea operculella 

(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Chemical Ecology, 10, 271–280. 

Tyler, F., Fisher, D., d’Ettorre, P., Rodríguez-Muñoz, R., & Tregenza, T. (2015) Chemical cues 

mediate species recognition in field crickets. Frontiers in Ecology and Evolution, 3, 1–9. 

Vickers, N. J. & Baker, T. C. (1991) The effects of unilateral antennectomy on the flight 

behaviour of male Heliothis virescens in a pheromone plume. Physiological Entomology, 

16, 497–506. 



118 
 

Vickers, N.J. & Baker, T.C. (1992) Male Heliothis virescens maintain upwind flight in response 

to experimentally pulsed filaments of their sex pheromone. Journal of Insect Behavior, 5, 

669–687. 

Vickers, N. J., & Baker, T. C. (1996) Latencies of behavioral response to interception of 

filaments of sex pheromone and clean air influence flight track shape in Heliothis virescens 

(F.) males. Journal of Comparative Physiology A, 178, 831–847. 

Visser, J. H. & Taanman, J. W. (1987) Odour-conditioned anemotaxis of apterous aphids 

(Cryptomyzus korschelti) in response to host plants. Physiological Entomology, 12, 473–

479. 

Wada, S. & Kanzaki, R. (2005) Neural control mechanisms of the pheromone-triggered 

programmed behavior in male silkmoths revealed by double-labeling of descending 

interneurons and a motor neuron. The Journal of Comparative Neurology, 484, 168–182. 

Weissburg, M. J., & Zimmer-Faust, R. K. (1994) Odor plumes and how blue crabs use them in 

finding prey. The Journal of Experimental Biology, 197, 349–375. 

Willis, M.A. & Baker, T.C. (1984) Effects of intermittent and continuous pheromone 

stimulation on the flight behaviour of the oriental fruit moth, Grapholita molesta. 

Physiological Entomology, 9, 341–358. 

Willis, M.A. & Baker, T.C. (1987) Comparison of manoeuvres used by walking versus flying 

Grapholita molesta males during pheromone-mediated upwind movement. Journal of 

Insect Physiology, 33, 875–883. 

Willis, M.A & Avondet, J.L. (2005) Odor-modulated orientation in walking male cockroaches 

Periplaneta americana, and the effects of odor plumes of different structure. The Journal 

of Experimental Biology, 208, 721–735. 



119 
 

Willis, M. A., Avondet, J. L. & Zheng, E. (2011) The role of vision in odor-plume tracking by 

walking and flying insects. Journal of Experimental Biology, 214, 4121–4132. 

Wisniewska, J., & Cardé, R.T. (2012) Visual cues collimate the trajectories of almond moth 

Cadra cautella males flying in wind and still air within a wind-formed plume of 

pheromone. Physiological Entomology, 37, 42–52. 

山本光雄, 副島民雄 (1968) アリストテレス全集 6 巻 霊魂論・自然学小論集・気息に

ついて pp. 42–43. 岩波書店, 東京. 

Yamaoka, R. (1978) Isolation and identification of the female sex pheromone of the potato 

tuberworm moth, Phthorimaea operculella (Zeller). Doctoral thesis, Kyoto University, 

Kyoto. (In Japanese) 

Yamaoka, R., Fukami, H. & Ishii, S. (1976) Isolation and identification of the female sex 

pheromone of the potato tuberworm moth, Phthorimaea operculella (Zeller). Agricultural 

and Biological Chemistry, 40, 1971–1977. 

Zelenin, P. V, Orlovsky, G. N., & Deliagina, T. G. (2007) Sensory-motor transformation by 

individual command neurons. The Journal of Neuroscience, 27, 1024–1032. 

Zhu, J., Ryne, C., Unelius, C., Valeur, P., & Löfstedt, C. (1999) Reidentification of the female 

sex pheromone of the Indian meal moth, Plodia interpunctella: evidence for a 

four-component pheromone blend. Entomologia Experimentalis et Applicata, 92, 137–146.  




