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諸言

ギフチョウ（Luehdorfia japonica）はアゲ

ハチョウ科に属し，秋田以西の本州に広く分

布する日本固有種。早春に羽化し，その美し

い模様から「春の女神」とも呼ばれている。

幼虫はウマノスズクサ科カンアオイ属，フタ

バアオイ属，サイシン属の植物を食草とし，

各地域によって選択性に違いがみられる。カ

ンアオイ類は里山に生育し，生育速度も遅く，

近年の里山の開発により激減しつつある。そ

こでギフチョウの絶滅も懸念され，環境省の

レッドデーターリストでは絶滅危惧Ⅱ類に挙

げられている１）。

我々は１９９２年よりカンアオイ類の組織培養

による増殖について取り組んできた２）３）。それ

とともになぜギフチョウはカンアオイ類を好

むのかに興味をいだいた。

蚕とその食草である桑との関係について

は，蚕の人工試料を開発するため古くから多

くの研究がなされてきた。浜村４）は，蚕が食

物を摂取するためには，誘引され，咬み，連

続して摂取する３つの段階があり，それぞれ

に別の物質が関与していることを明らかにし

ている。ジャコウアゲハでは摂食刺激物質と

してアリストロキア酸が関与することが知ら

れている５）。また沼田ら６）７）８）はキチョウの摂食

刺激物質を食草のメドハギから見つけ出して

いる。高石ら９）はギフチョウの摂食刺激物質

を調べるためミヤコアオイの葉を溶媒で抽出

し誘引物質，咬ませる物質，のみこませる物

質について検討している。

そこで，我々も岐阜県各務原市産のギフ

チョウを用い，食草のヒメカンアオイの抽出

物および芳香物質についての誘引実験を行っ

たので，報告する。

材料および方法

（１）ギフチョウの飼育

岐阜県各務原市日本ライン鵜沼の森より採

集したギフチョウ幼虫を本学のガラス飼育室

（図１）内で飼育し，１９９４，１９９５年に実験に

供した。
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（２）植物材料

１９９４年に岐阜県各務原市に自生のものおよ

び本学飼育室内で鉢栽培しているヒメカンア

オイ（Heterotropa takaoi F. Maekawa）の葉部

を採取した。

（３）抽出方法

①カンアオイ油

ヒメカンアオイ葉約５０�を２～３�の幅に
切り，丸底フラスコに密に充填した。フラス

コ容量の約半分の蒸留水を加え，煮沸蒸留装

置を組みたて，金網上で煮沸し，冷却管より

流出する液を分液ろうとに集めた。蒸留を２

時間行った。分液ろうとを６～２０時間放置し

上層部，水層部に分け，ろうとの壁面に付い

たものをろ紙で拭いて壁面油とした。冷蔵庫

で保存した。

②各種溶媒による抽出

材料約３�を細かく刻み，エタノール，蒸
留水，アセトン，ジエチルエーテルをそれぞ

れ加えて，乳鉢ですりつぶした。抽出液に着

色しなくなるまで，それぞれの溶媒で抽出を

繰り返した。抽出液を合わせて，ろ紙（No.

１）でろ過した。１９９４年実験ではそのうち少

量の原液を保存し，残りを減圧乾固した。乾

固後，それぞれの抽出液を３ml加え濃縮液

（約１�葉／ml）とした。１９９５年実験では

１mlが葉１枚分（０．５�分）に相当するよう

に濃縮したものを１濃度とした。そしてその

１／１０希釈液も実験に使用した。

（４）芳香物質

タカサゴ香料㈱より寄贈いただいた精油の

エレミエッセンス油（E―oil１），エレミ油（E―

oil２），オコチア油（O―oil），精油成分のメ

チルオイゲノール（ME），シネオール（C），

α―ピネン（α―P）を用いた。エレミエッセン

ス油とエレミ油をガスクロマトグラフィーで

比較したところ，やや成分に違いが見られた。

（５）ギフチョウ幼虫の誘引実験

①ろ紙を使用した実験

直径３０�の円形のろ紙（No.１）の周辺部

に鉛筆で直径１�の円を描き，そこに各試料
溶液をスポットした。プラスチック容器（縦

６２�×横４４�×高さ２２．５�または縦７４�×横
４０�×高さ３５�）をエタノールでよく拭いた
後，ろ紙を置き，３～５時間絶食させた４～

５齢幼虫１０頭をろ紙の中心に置いた（図２）。

１９９４年の実験では，６０～１２０分間幼虫を自由

に移動させ，１０分おきに幼虫の移動を観察し

た。そして，試料に滞在した幼虫数をカウン

トして観察回数で割り平均値を求めた。１９９５

年には，方法を改良し，３０分間観察を続け，

幼虫がスポットに到達したら再びろ紙中央に

図１ ギフチョウ飼育室

図２ ろ紙を用いた誘引実験
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図４ ヒメカンアオイ葉抽出液の誘引作用
（１９９４年）
各抽出溶媒により個別に誘引実験を行った。

戻して，各スポットに延べ何匹到達するかを

カウントした。個別実験は溶媒をコントロー

ルとし，「誘引割合＝試料に到達した数÷コ

ントロールに到達した数」で求めた。比較実

験では，個別実験で最大となった条件で比較

した。２回実験を行い，平均値を求めた。

色の実験では，青，赤，黄，白，黄緑，緑，

茶，橙の折り紙を用い，直径１�，高さ３�
の円筒を作り，ろ紙の周辺部に置いた。その

後は比較実験と同様に幼虫をカウントした。

時々ろ紙は回転させ，位置を移動させた。

②オルファクトメーターを用いた方法

平尾・石川１０）による蚕の実験を参考にオル

ファクトメーターを作成し実験に用いた。矩

形の平面を持つ硬質塩化ビニールとガラスで

作った密閉できる箱からなり，その両端の穴

から空気が平等に流れ込み，中央の線上の穴

から吸引ポンプで空気を吸引する。一方の穴

から香気をもう一方の穴から無臭の空気を送

ることにより，香気に対する幼虫の移動を観

察することができる（図３）。

容器内をエタノールで拭き，３～５時間絶

食させた５齢幼虫を１０匹入れ，５分後および

１０分後に試料側，コントロール側に移動した

幼虫の数を測定した。ヒメカンアオイ葉抽出

液は１００倍希釈，芳香物質は１０００倍希釈を用

いた。

結果および考察

１．ヒメカンアオイ葉の各種抽出物による誘

引作用

１９９４年に幼虫を１２０分間放置し１０分おきに

滞在場所を観察して，それぞれのスポットに

滞在した平均滞在幼虫数を計算する方法で比

較した所，コントロールとして抽出溶媒，抽

出原液，１ml中に葉１�分になるように濃
縮した抽出液をセットにして個別に測定した

結果が図４である。各コントロールの抽出溶

媒には１匹も滞在しなかった。各溶媒とも濃

縮液の方が幼虫数は多くなった。しかし，各

区低い値となった。エーテル抽出液，エタノー

ル抽出液が他よりやや高い値となった。

１９９５年には，方法を変えてスポットに達し

た幼虫は真中の位置に戻し，３０分間続けて観

察し，スポットへの移動幼虫数を数える方法

で行った。抽出液ごとに個別に行った実験で

は，コントロールの抽出液に移動した幼虫数

をもとに割合を計算した。各抽出液とも１を

越えた（図５）。最も高かったのはメタノー

ル抽出液で，コントロールの７倍となった。

次にエタノール抽出液が高かった。図３ オルファクトメーター
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図７ オルファクトメーターによるヒメカンア
オイ葉抽出液の誘引作用（１９９５年）
誘引割合＝試料の誘引数÷コントロールの

誘引数

個別実験で各抽出液の最も誘引割合の高

かった分画または濃度を用いて，一緒にス

ポットし比較実験を行った。これはスポット

に移動した幼虫の数で表した（図６）。各抽

出液とも１０匹以上であった。最も誘引作用が

強かったのは，エタノール抽出物であった。

精油は昨年から年を越した旧葉と今年新た

に展開した新葉から抽出し，比較した。個別

実験では，やや新葉が多く（図５），比較実

験ではやや旧葉の値が高かった（図６）。

次に香気成分のみの影響を測定できる装置

オルファクトメーターを作成し，これにより

誘引作用を評価した。結果を図７に示す。誘

引作用が見られたのは，水蒸気蒸留で得られ

た精油であった。溶媒抽出物はコントロール

以下となった。参考にヒメカンアオイ葉を分

析したところ，誘引割合は約１．５であった。

以上各種の誘引実験を行ったところ，ろ紙

実験では，各抽出液とも誘引作用が見られ，

特にエタノール抽出液，メタノール抽出液で

の誘引作用が大きかった。一方，オルファク

トメーターを用いた実験では，精油に誘引作

用が見られた。溶媒抽出液のろ紙実験と結果

が異なったのは，色などの香気以外のファク

ターも関係するのかも知れない。また，使用

濃度や抽出した溶媒臭の影響も考えられる。

高石ら９）はミヤコアオイ葉の分画を行い，

エーテル可溶部に誘引作用があることを報告

しているが，今回の実験ではエーテル抽出物

にはあまり強い誘引作用は見られなかった。

２．芳香成分による誘引作用

１９９４年の実験では，各濃度において比較実

図５ ヒメカンアオイ葉抽出液の誘引作用
（１９９５年個別実験）
各抽出液により個別に誘引実験を行った。

図６ ヒメカンアオイ葉抽出液の誘引作用
（１９９５年比較実験）
各抽出液の中から最も誘引割合の高かった

分画または濃度のものを使用し，同一ろ紙

にスポットして比較実験を行った。
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験を行った（図８）。原液では，エレミエッ

センス油，エレミ油，オコチア油，シネオー

ルで弱い誘引作用が見られた。１／１００希釈

液においては，エレミエッセンス油，シネオー

ルで誘引作用がみられた。１／１０００希釈では，

メチルオイゲノールに弱い誘引が見られた。

１９９５年の個別実験では，メチルオイゲノー

ルを除き，各物質は希釈した方が原液に比べ

て誘引作用が高くなった（図９）。各物質と

もコントロールに比べて誘引数が多くなっ

た。

最も誘引作用の高い濃度で，各物質を比較

したところ，エレミ油で最も誘引作用が強

かった（図１０）。しかし，他の成分にもかな

り誘引された。

オルファクトメーターによる実験でも５分

でエレミ油に誘引作用が見られた（図１１）。

他の物質はコントロールとあまり変わらな

かった。

カンアオイ属の植物にはエレミシン，メチ

ルオイゲノール，サイシノン，サフロール，

図１０ 芳香物質の誘引作用（１９９５年比較実験）
各物質の中から最も誘引割合の高い濃度を

用い，同一ろ紙にスポットして比較実験を

行った。

図１１ オルファクトメーターによる芳香物質の
誘引作用（１９９５年）
誘引割合＝試料の誘引数÷コントロールの

誘引数

図９ 芳香物質の誘引作用（１９９５年個別実験）
各芳香物質により個別に誘引実験を行った。

コントロールには蒸留水を用いた。

図８ 芳香物質の誘引作用（１９９４年）
芳香物質の各濃度で比較実験したものをま

とめた。
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図１２ 色による誘引作用（１９９５年比較実験）

アサロンなどが含まれていることが報告され

ている１１）１２）。今回は単品のエレミシン，サフ

ロールが手に入れられず，エレミシンを含む

エレミ油，サフロールを含むオコチア油を実

験に使用した。各実験で，エレミ油の誘引作

用が高かったので，エレミシンが誘引作用を

持つ可能性もある。また，他の昆虫で単一の

物質よりも何種かの物質が混合した方が誘引

作用が強いことが報告されており５），エレミ

油のように複雑な成分を持った混合物質に誘

引されたのは，混合物の方が誘引作用が強い

可能性も考えられる。

３．色による誘引作用

８種の色の折り紙の円筒に対する誘引作用

を調べたところ，橙に最も強く誘引された（図

１２）。白は誘引作用が最も低かった。

沼田ら１３）はマメ科のメドハギを食草とする

キチョウの幼虫で色の誘引作用を調べたとこ

ろ，黄緑と黄に強く誘引され，橙では誘引作

用は少なかったと報告している。ギフチョウ

幼虫では，橙に強い誘引作用が見られ，昆虫

の種により誘引される色に違いがあると考え

られる。
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