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Abstract: Observing the oviposition behavior of ingress-and-sting 

larval parasitoids of lepidopteran stemborers is difficult due to the 
cryptic feeding behavior of the hosts. A method for observing their 
oviposition behavior was developed. An individual stemborer larva 
was introduced into a glass tube (0.7cm in diameter; 7cm in length) 
which contained a piece of maize stem (0.5-0.6cm in diameter; 4-5

cm in length). The larva was allowed 14-20h to feed on the maize 
and produce frass before introducing a single adult female parasitoid. 
Using this method, we observedtheendoparasitoidCotesiaflavipes 

(CAMERON) and the ectoparasitoid Goniozus indicus ASHMEAD oviposit-
ing on the pyralid stemborer Chilo partellus (SWINHOE). On contacting 
C. partellus larvae, C. flavipes females quickly stung them and immedi-
ately left the glass tube. G. indicus females paralyzed the hosts before 

ovipositing on them, and stayed with the hosts inside the glass tube 
for a few days after oviposition. After stung by either C. flavipes or G. 
indicus females, C. partellus larvae spat saliva and often aggressively bit 

the female parasitoids.

Key words: stemborer, Chilo partellus, larval parasitoids, oviposition 

behavior, aggressive behavior

イ ネ科作物 の茎内部 を穿孔 す る主要 な害虫 と してメイガ科や

ヤガ科 に属 す る鱗翅 目幼虫が 知 られ ている(JEPSON, 1954; HAR-

RIS, 1990; SMITH et al., 1993)。 これ ら鱗 翅 目幼虫の有力 な天敵 と

して寄生蜂 が知 られて いるが,そ れ ら寄 生蜂 は寄主探索 お よび

産卵行動 の様 式に より2つ の グループに分類 できる(SMITH et al., 

1993)。 第1の グループは,蜂 が茎の外側 を探索 する ことによ り

茎 内部 に潜 む寄 主の存在 を認 知 し,茎 の外 側か ら産卵 管 を茎内

部 に挿入,寄 主 に卵 を直接産下す る ものであ る。第2の グルー

プは,寄 主 に よって作 られた茎内の坑道 を利用 して蜂 が茎内部

へ 侵入 し発 見 した寄 主 に直接 産卵 す る もので ある。 後者 の場

合,茎 内部 で起 こる寄生蜂 の寄主探索 か ら産卵 に至 る過程 やそ

の蜂 の産卵 に対 する寄主 の反応は,直 接観 察で きないためほ と

ん どわか っていな い(KAJITA and DRAKE, 1969; SMITH et al., 

1993)。

そ こで,わ れわれは,茎 を穿孔 す る鱗翅 目幼虫の寄生 蜂の産

卵行 動が茎 内 と同 じような閉鎖環境下 で簡単 に観察 で きる,ガ

ラス管 を用 いた方法 を考案 した。その方法 を用い,ア フ リカや

アジア にお いて トウモ ロコシやサ トウキビ,ソ ル ガムな どイネ

科 作物 の茎 に穿孔 し,大 きな被 害 を与 える害虫Chilo partellus 

(SWINHOE)(鱗 翅 目,メ イ ガ科)の 幼 虫 に寄 生す る内 部寄生 蜂
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Gotesia flavipes (CAMERON)(膜 翅 目,コ マユバ チ科)と 外部 寄生蜂

Goniozus indicus ASHMEAD(膜 翅 目,ア リガ タバチ科)の 産卵 行動 を

観 察 したの でここに報告す る。報告 に入 るに先立 ち,昆 虫の飼

育 と実験 を手伝 って頂 いた国際昆虫生理 生態学研究 セ ンター,

WAUプ ロジェク トのMr. Gerphas Okuku OGOLLAとMr. Joseph 

Owino OCHIENG,本 稿 を校 閲 して頂 いた九州大 学農学部 生物的

防除研 究施設 の高木正 見博 士 にお礼 を申 し上げ る。

材 料 お よ び方 法

1. 観 察 に用 いた寄主 と寄生蜂

国際昆 虫生理 生態 学研 究セ ン ターにお いてOCHIENG et al. 

(1985)の 方法で累代 飼育 され たC. partellus 4齢 幼 虫 とOVERHOLT 

(1993)の 方法 で累代 飼育 されたC. flavipesを観察 に用い た。

G. indicusは,C. flavipesとは異 な り,茎 か ら取 り出 されシ ャー

レの上 に置 かれた寄主 にはまった く産卵行動 を示 さず,植 物茎

内に潜 んでい る寄主 に しか産卵 しなかっ た。 そ こで,1995年

5～7月 にケニア,モ ンバサ市内 の トウモロコシ畑 で採 集 したG. 

indicusを以下の方法で飼育 した。 まず,ガ ラス管(直 径2.5cm,

長 さ7cm)に トウモ ロコシの茎1個(直 径1～2cm,長 さ2～3

cm)と1頭 の寄主 を入れ,綿 で栓 をして,寄 主にそ の トウモ ロ

コ シ茎 を摂 食 させ た。1日 後,ガ ラス管 内にG. indicus雌1頭

を導入 し,茎 内に潜む寄主 に産卵 させ た。翌 日,蜂 をガ ラス管

か ら取 り除 き,寄 生 された寄 主は蜂が羽化 す るまで ガラス管内

で飼育 した。

羽化後,2種 の寄生蜂成 虫はハ チ ミツ水(30%)で 飼育 した。

C. flavipesはpro-ovigenicで あ り,羽 化直後 に100個 以上 の成熟

卵 を持つ ため,羽 化後1日 以内 の産卵 経験 を持 たない交尾雌 を

観 察 に用 いた。一 方,G. indicusはsyn-ovigenicで あ り,卵 巣

の発 育 に1～2日 を必要 とする ため,観 察 には2日 齢 の産卵経

験 を持た ない交尾蜂 を用 い た。

2. ガラス管 を用 いた観 察

まず,直 径0.7cm,長 さ7cmの ガ ラス管 に直径0.5～0.6

cm,長 さ4～5cmの トウモ ロコ シの茎 を詰め た。次 に,ガ ラ

ス管の空 いてい る部分 にC. partellus幼虫1頭 を入れ,ガ ラス管

の両 端を綿で栓 をした。寄主 と トウモ ロコシを入 れてか ら16～

20時 間後に は,C. partellus幼虫は管 内の トウモロ コシの大 部分

を摂 食 し,ガ ラス管 の外 側か らC. partellus幼虫全体 を容易 に観

察する ことがで きた。 この時,寄 生蜂1頭 をガラス管 の どち ら

か一方の端か ら導 入 した。実験 に供 した2種 の幼虫寄生蜂 は寄

主 の糞や 寄主が摂 食 した植物 の匂 い に誘引 される ため(KAJITA 

and DRAKE, 1969; POTTING et al., 1993;高 須,未 発 表),ガ ラス管

末端 の開口部 にこれ らの蜂 を近づけ ると,そ の開 口部 か らす ぐ

にガラス管 に侵 入 しようと した。C. partellus幼虫は自身が排 泄 し

た糞 をガ ラス管 の末端の方 に移動 させ,糞 でガ ラス管 の開口部

を塞 ごうとす る行 動 をしば しば とった。 そのため,ガ ラス管の

両端が寄主 の糞 で密 に詰 まっていた場合,蜂 はガ ラス管 の内部

へ侵 入で きなかった。 そこで,蜂 が内部 に侵 入で きるよ うに寄

主 の糞 が詰 まってい る部分 に昆 虫針 を挿入 し小 さな穴 をあけ

た。C. flavipesでは,30頭 の蜂 を用 いて,1)産 卵 部位,2)産 卵

管 挿入時間,3)寄 主の噛 みつ きによる蜂 の死 亡の有無,を 調 べ

た。産卵部位 について は,寄 主体 を頭部側,腹 部末端側,そ の

中間部分 と3等 分 し,そ の どの部分 に蜂 が産卵管 を挿入 したの

かを調べ た。観 察後,寄 主 を蜂 が羽化す るまで飼育 し,寄 生の

有無 を確認 した。G. indicusでは合計15頭 の蜂 を用 いたが,産

卵 に3時 間以上 を要す るため,詳 しい産卵行 動 の観 察 は3頭

の蜂 で行 い,残 り12頭 で は,寄 主遭遇 か ら寄主 を離れ るまで

1時 間間隔で5分 ずつ行動 を観察 した。 また,G. indicusは産卵

後 寄主付 近 に滞 在す るが,そ の滞在 中 の蜂 の 同種 他個体 やC. 

flavipesに対す る行動 も観 察 した。

結 果 お よび 考 察

1. C. flavipesの 産 卵行動

14～20時 間前 に トウモ ロコシ と寄主1頭 を入 れた ガラス管

末端 の開口部 に雌蜂 を近づ ける と,す べ ての蜂 はす ぐにガラス

管 内に侵 入 した。実験 で用 いたすべての蜂 は寄 主が開 けた坑道

を歩 き,寄 主 に接触 する とす ぐに産卵管 を寄 主に挿入 し,寄 主

体 内に卵 を産下 した。寄主頭部側 のガ ラス管 開口部か ら蜂 を導

入 した場合,15頭 の うち14頭(93.3%)が 寄主 の頭 部付近 に,

1頭(6.7%)が 寄主中央部 に産卵 した。一方,寄 主腹部末端側 の

開口部か ら蜂 を導入 した場合,15頭 のうち13頭(86.7%)が 寄

主 の腹部末端付 近 に,2頭(13.3%)が 寄 主中央部 に産卵 した。

この観 察か ら,こ の蜂は寄主体 の特定の部位 に産卵す るのでは

な く,寄 主体 の最初 に接触 した部 位に産卵す るこ とが示唆 され

た。産卵時 間は寄主の頭部付 近 に産卵 した場合平均7.1秒,寄

主 の腹 部末端 に産卵 した場合 平均7.5秒 で,そ の両者 には有 意

な差が なかった(t検 定,p>0.05)。 本研究 では,蜂 の寄 主あた り

産卵 数は調べ られなか ったが,本 寄生 蜂は多寄生性 であ り,C. 

partellus幼虫に対 し1回 の産卵 管挿入 で30～50卵 を産下す るこ

とが知 られている(POTTING,私 信)。 産卵 後,蜂 はす ぐに寄主 を

離 れ,ガ ラス管 か ら脱出 しよう とした。寄主 は,蜂 が産卵す る

まで蜂 に対 してまった く反応 しないが,蜂 の産卵 後,唾 液 を出

し,し ば しば蜂 に噛 みつ こうと した。蜂が頭部付 近 に産卵 した

時,寄 主はす ぐに前方 にい る蜂 に向か って突 進 し,噛 みつ い

た。 寄主の頭部付 近 に産卵 した蜂14頭 の うち8頭(57.1%)が

産卵後 この寄主 の噛みつ きによ り死亡 した。 しか し,寄 主 の腹

部末 端付 近 に産卵 した蜂 では,13頭 の うち1頭(7.7%)だ けが

寄主 の噛みつ きによ り死亡 し,そ の死亡率 は寄 主頭部付近 に産

卵 した場合 に比べ有意 に低か った(FISHERの 正確確率検 定法,p

<0.01)。 これ は,蜂 が腹部末端 に産卵 した場合,寄 主は ガラス

管 内で反転 し腹部末端 側 にいる蜂 に向か ったが,そ の反転 して

い る間 にほ とん どの蜂 が ガラス管 か ら脱 出 に成功 した ため で

あ った。

POTTING et al. (1993)は,寄 主が潜伏 してい る トウモロ コシの

茎 の上にC. flavipes雌成 虫 を1頭 ず つ置い て,茎 上お よび茎内
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部での この蜂 の探索時 間を調べ,茎 内部で蜂 が しば しば死 亡 し

てい ることを発 見 した。 また,こ の実験で は寄 生率が23～33%

と低か った。彼 らは,寄 生 率が低 いのは蜂が 産卵 前 に寄 主に噛

みつかれ て死 亡 した ためであ ると考 えた。 しか し,彼 らは蜂の

死亡 と寄生 との関係 を記述 してお らず,蜂 の死 亡が寄主へ の産

卵 前 に起 こったのかそ れ とも産卵後 に起 こったのか はわか らな

い。今回の観察で は,C. partellus幼虫は蜂 に産卵 される まで まっ

た く蜂 に対 する噛みつ き行 動 をとらなか った。 したが って,寄

主の噛みつ きに より産卵前 に多 くの蜂が死亡 した結果寄 生率が

低 くなった とは考 えに くい。本研究 で明 らかにな ったよ うに,

多 くの寄主 は自身が排泄 した糞 をガラス管 の口の方 に栓 をす る

ように詰め た。 また,密 に糞が詰 まってい た場 合,蜂 は自力で

はガ ラス管 内の寄主 に到達 で きなかった。 もし,同 じよ うに,

野外 で も寄主幼 虫が茎 内の坑道 を糞 で塞 ぐ行動 を とるな らば,

多 くの蜂 は茎 内部 に生息 してい る寄 主 に到達 で きないで あろ

う。 したが って,POTTING et al. (1993)の 低い寄生 率は,坑 道が

糞で塞が れていたため,茎 内部 に侵 入 した蜂 が寄 主 に到達 で き

ずに途 中で死亡 したこ とが原 因では ないか と推 察 され る。

2. G. indicusの 産卵 行動

G. indicusは,C . flavipesと同様 に,す ぐガ ラス管 内に侵入 し,

坑 道内 を歩行 した。寄主 を発 見す る と,ま ず腹部 を曲 げ,寄 主

の口器付近 に産卵 管 をあてがい,そ の部位 を産卵 管で刺 した。

刺 された寄 主は20～30分 後 に完全 に麻痺 して動か な くなった

ので,蜂 は産卵管 で麻酔液 を注入 している と考 え られ る。蜂 が

寄 主 を産卵管 によ り刺 針 しよう と した時,寄 主 は唾液 を分 泌

し,蜂 に噛 みつ こうと した。観察 した15頭 の うち4頭 は産卵

管 に よる刺針 に失敗 し,寄 主 に噛み殺 された。産卵 管 を引 き抜

いた後,蜂 は寄 主を離れ,寄 主が動か な くな るまで近 くで静 止

した。静止後,蜂 は寄主 に戻 り,寄 主上 を歩 きなが ら,寄 主 表

面 に口器 を付 け寄 主の頭部 か ら腹部末端 に至 るす みずみ まで寄

主表 面 を口器 で探 索す るよ うな行動 を とった。次 に,寄 主 の表

皮 を口器で噛 み破 り寄主体液 を摂取 した。そ の後,寄 主 の体節

に沿 って卵 を寄主 表面 に産 下 した。卵 を産下す るに先立 ち,蜂

は必 ず寄主表面 の卵 を置 く部 分 を産卵管 末端で なん ども撫 でる

ように した。 この行 動 によ り蜂 は卵 を寄 主の表皮 に固定す るた

めの物 質 をつ けている可能性 があ る。 この ように して産下 され

た卵 は ピンセ ッ トを用い て も寄 主表面 か ら容易 に剥 がす ことが

で きなか った。寄主 あた り7～20卵(平 均12.7卵)が 産下 され

た。 寄主 に遭 遇 してか ら寄主 を離れ る まで3～4.5時 間(平 均

3.7時 間)を 要 した。

産卵 後,蜂 はガラス管内 の寄 主付近 に留 まった。蜂 の産卵管

挿入 か ら4～6時 間後 に寄主 は再び動 き始め,寄 主 自身が排 出

していた糞 をガラス管の両端 に押 しや り,そ の糞 で両端 を塞 い

だ。寄 主が糞 をガラス管の端へ押 しや り始め ると,産 卵後 その

寄主 の付近 にいた蜂 は糞 の外側へ 移動 した。その後 も蜂 は1～

6日 間ガ ラス管 内に留 まってい たが,常 に寄 主 とは糞 を隔 てて

お り,以 降,ま った く寄主 に接 触す るこ とはなか った。寄 主 に

産卵後,寄 主 の付 近に しば らく滞在す るこ とは他の ア リガ タバ

チ科 の種 で知 られ ている(GODFRAY, 1994)。 産卵後寄主付 近に滞

在 中,蜂 はそ の寄 主に近づ く同種他個体 や他種 に攻撃性 を示す

が,そ れは過寄生 や二次寄生 か ら子 を守 るための行動 である と

考 え られてい る(HARDY and BLACKBURN, 1991)。 他種の ア リガ タ

バ チ と同様 に,1頭 のG. indicus雌成 虫1頭 が産卵 後寄主付 近

に滞在 中,同 種他個 体 をそのガ ラス管 に導入す ると,そ の蜂は

侵 入 した蜂 に対 し噛 みつ こう とした り,産 卵管で刺 そ うとす る

こ とが観 察 された。 しか し,ガ ラス管内 にC. flavipes雌成虫 を1

頭導 入 した場合 には,本 寄生蜂 は何 の攻撃性 も示 さなかった。

G. indicus雌成 虫は同種 に既に寄生 された寄 主に遭遇 した時,し

ば しばその寄主上 にある同種 の卵 を食べ た後,そ の寄 主に産卵

す る(高 須,未 発 表)。 したが って,本 寄生蜂が 示す産卵後 の寄

主付近 での滞在お よび他個体 に対 す る攻撃 は主に同種他個 体 に

よる卵食 や過寄生 か ら自分の子 を保 護す るための行動 である可

能性 が高い。

この ように,こ のガ ラス管 を用 いた観察法 を用い ると,蜂 の

産卵行 動や産卵後 の寄主防衛行動 が観察で きた。 さらに,蜂 に

寄生 された寄主 も飼 育で きるため,寄 生 された後の寄主 の行動

や寄 生蜂の発 育の過程(内 部寄生蜂C. flavipesでは,蛹 化 か ら成

虫羽化 まで,外 部寄生蜂G. indicusでは,卵 か ら成虫 まで)を 観

察す るこ とがで きた。 この観察 法は寄主 の大 きさに応 じてガラ

ス管のサ イズを変えれば,C. partellus以外の茎穿孔性鱗翅 目幼 虫

の寄生蜂 の行動観 察 に利用 で きる と考 えられる。
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