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は じ め に

近 年,殺 虫剤の開発研究 が盛んになる とともに,特 に

わが 国で はニカ メイチ ュウChilo suppressalisを 年間

常時 試験 に供 する ことが要 求 され,そ のために本 種の大

量累代飼 育法 の必 要性が増 大 して きた。またニ カメイチ

ュウの自然個 体群 に も有機 リン殺 虫剤に対する感 受性 の

差が あ り(尾崎,1962),本 種の薬 剤抵 抗性 に関する遺伝

学的 あるい は,生 理学的 な研究 の遂行 上に も,本 種の系

統別累代飼育 は当然 重要 な課題 とな って きている。従来

ニ カメイチ ュウの室内飼育法の検討は 多くの研究 者によ

って行 なわれてお り,特 に石井(1952)は 栄 養生理学的

面 か ら詳細 な検討を行 ない,さ らに釜野(1961)は 石井

(1952)の 合成 飼料を改良 して累代飼育に成功 した。 し

か しなが ら,こ れ らの飼育法はいずれ も無菌的条件 を必

要 とし,特 に大量の 個体を 飼育す るときには 培地 の調

製,滅 菌操作な どのための材料 ・手技 を必要 とす る。一

方,田 村 ・鈴木 ら(1959, 1961, 1963)は 水稲 の幼苗 を

本 種幼 虫の食餌 として用い室内飼育が可能で あることを

示 している。

すでに昆虫の大量飼育 において,食 餌を天然物 に基材

する ことに よって飼育 を可能に してい ることか ら,筆 者

は イネの芽ばえを餌 として用い無菌条件を必要 としない

飼育 方法 を検討 し,ニ カ メィチ ュウの大量累代飼育 に適

している ことを認めたので報告す る。

本 文に入 るに先 だちご助言 をいただいた坂井道彦氏 に

感謝す る。 また こ校閲 の労 を賜 わ った春 川忠吉博士に心

か ら謝意 を表す る。

材 料 お よび 飼 育 方 法

本累代飼育実験 に供試 した ニカメイチ ュウは,1962年

8月 京都 市左京 区岩倉で採集 した ものの子孫で ある。

幼虫の飼料 としてイネの芽ば えの植物体そ のままを使

用 した。すなわ ち,ジ ナフチル メタ ンジス ルホ ン酸 フ ェ

ニル水銀(武 田メル3000倍)で 消毒 した イネ種子(金

南風)を,直 径10cm,深 さ10cmの ガ ラス容器(第1

図A)に,1容 器当 り50g入 れ,水 道水10mlを 加え

た。蓋 は金属のね じ込み蓋で,そ の中心 に直径2cmの

穴 をあけ,木 綿栓 した。

このガラス容 器を7～10日 飼育室 にお き,種 子が発

芽発根 した時(第1図B),ふ 化幼 虫をやわ らかい筆を用

いて,1容 器当 り50～60頭 入れ た。ふ化 後15日 目に

は容 器内の植物が ほ とん ど食いつ くされ るので,幼 虫を

新 しい容器 に移 しか えた。老熟幼 虫の うち,数 頭が蛹 に

な りは じめた時期(第1図C)に 容 器から幼 虫を取 り出

し,短 か く切った イネわ らの入 ったプラス チ ック製 の箱

(30×23×6cm)に 移 し,蛹 化 および羽化 させ た。羽化

した成虫は毎 日取 り集め,鉢 植 えのイネの入 っている飼

育箱(30×30×50cm)の 中 に雌雄一諸 に放飼 し,交 尾,

産卵 させた。3世 代 にわた るニカ メイチュウの飼育 は温

度25±1℃,関 係湿度50～70%,長 日条 件(照 明時間

15時 間)の 飼育室内で行な った。

幼 虫の水分は100～105℃ で常圧で乾燥す ることによ

り定量 した。粗脂肪は水分を定量 したの ちの虫体を,ソ

ックス レー抽出器を用 いてエーテルで30時 間抽出 し定

量 した。全窒 素の定量は ミクロケルダール法 によ り脂肪

を抽 出 したのちの虫体を用 いて行 な った。 これ らの定量

には30頭 の幼 虫を 供 試 し,1頭 ずつについて 定量 し

た。

実 験 結 果

各世代 におけ る幼虫の生存 率,発 育日数 および1頭 当

り平均幼虫体重:幼 虫の期間 はふ化 した 日よ り容 器か ら

幼虫を取 り出す までの期間 とした。第1世 代 のふ化幼 虫

300頭,第2世 代250頭 お よび第3世 代500頭 につい

て幼虫の生存率お よび発育 日数 を調べ た。容器か ら取 り

出 した幼虫を,ト ーシ ョンバ ランス を用い て,各 世代30

頭について体重 を測定 した。第3世 代 につい ては容器か

ら機会的に 取 り出 した幼虫100頭 につい て,幼 虫の体

重頻度 分布を調べた。その結果は第1表 お よび第2図 に

(1963年10月10日 受 領)
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第1図 ニ カ メイ チ ュ ウ飼 育 容 器 と飼 料

A: 飼 育 ガ ラ ス 容器 B: 発 芽 後10日 目 の イ ネ C: 容 器 か ら幼 虫 を取 り出す 直 前 の状 態

第1表 各世代の幼虫生存率,発 育日数 および体 重

1 ガ ラ ス容 器か ら取 り出 した時 の幼 虫数

2 孵 化 した 日 よ りガ ラ ス 容器 か ら幼 虫 を取 り出 す

ま で の 期 間

第2図 ふ化後30日 目(3世 代)の 幼虫体重頻度分布

示 す通 りである。

各世代間で生存 率,発 育 日数お よび体重の値は 多少差

が認め られ るが,累 代飼育を してい って も幼虫の生存率

が低 くな った り,幼 虫の体重が減少す る傾 向は認め られ

なか った。第1図 か らもわか るように,若 令幼虫で も老

熟幼虫で も,植 物の根部 を主 として食べ,緑 色部分であ

る葉お よび茎はほ とん ど食べなか った。

各世代 におけ る蛹化率,羽 化率,産 卵率お よび卵塊受

精率:第1世 代110頭(ふ 化 後35日),第2世 代160

頭(ふ 化 後27日)の 老熟 虫について,そ の蛹 化,羽 化,

産卵状態 につい て調べ た。第2表 に示すよ うに蛹 にな っ

た個 体はほ とん ど羽 化 し,羽 化 した雌 雄の成 虫はほ とん

ど健 全な個 体で あ った。 イネに産卵 させた卵塊 の大 きさ

は,野 外で イネに産卵 されている もの とほ とん ど差 がな

い と思 われ る。 すなわち本法 では,1卵 塊 平均卵 粒数 は

85で あ ったが,森 本 ・河 野(1962)に よれば野外の も

ので95前 後で ある とい う。卵 粒数 が30以 上の卵塊 の

うち,90%以 上ふ化 した卵塊 数は各世代 とも85%前 後

で 非常 に高い受精 率を示 した。1雌 当 りの産卵卵塊数 は

第1世 代 では2個,第2世 代1個 で,野 外の成 虫の産卵

卵塊数 と比較 する とやや少ないよ うである。第2表 から

第2表 各 世代 の蛹化,羽 化,産 卵数および卵塊受精率

ガラス容器か ら取 り出 した時 の幼 虫

蛹化 した個体か ら羽化 した割合

卵粒数30以 上の卵塊数 を羽化 した雌成 虫で割 った値

卵塊数の うち90%以 上孵化 した卵塊 の割合
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第3図 第1世 代(上)と 第2世 代(下)の 羽化 曲線

も明 らかな ように,蛹 化率は多少低 く第1世 代では60

%,第2世 代 では50%前 後であ った。 この原 因 につい

ては後 述 したい。成 虫の羽 化状態は第3図 に示す通 りで

あ った。

薬剤感受性 につ いて:第3世 代 の幼 虫(ふ 化後30日)

について,パ ラチオ ン,EPN,デ イプテ レ ックス,

γ-BHC,お よび エ ン ドリンのLD50を 求 め薬剤 の感 受

性 につい て調べ た。その結 果は第3表 に示 す とお りであ

る。処理方法 は各薬剤 の原体 をアセ トンに溶 解 し,微 動

注射筒で幼 虫の腹部背板 に1頭 当 り,0.4μlず つ2ヶ 所

に局部施用 した。処理後,温 度25±1℃,湿 度50～70

%の 室 内に48時 間お きその死亡個体数 を数 えた。1濃

度当 り,10頭 の幼虫で3反 復の実験 を行 なった。 パラ

チオ ンのLD50価 は,尾 崎(1962)に よれば地域 によ っ

て変 動す るが,グ ラム当 り3μg前 後であ る。本飼育法

で累代 飼育 した幼 虫のLD50価 は これ とほば 同じ価 を示

す ことか ら,累 代 飼育 を して も特 に薬剤 に対す る感受性

が変化 する ことはない と思 われ る。参考 までに越 冬幼 虫

第3表 人工飼育幼虫 と越冬幼虫 との薬剤 に対す る

感受性

(滋賀 県草津 産)のLD50価 を第3表 に併示 した。

幼虫の水分,粗 脂肪 および粗蛋白含 量:ふ 化 後30日

目(第3世 代 の幼 虫)に ついて,生 体成分を定量 し第4

表 に示 す結 果を得 た。すでに石井 ・平野(1957)は,蛋

白質 と炭水化 物の量をかえた合成飼料 で,ニ カ メイチ ュ

ウの幼 虫を飼育 し,含 水 量,粗 脂肪お よび全 窒素の含有

割合の変化 を調べ ている。本法 で飼育 した幼 虫の脂肪 含

有量がやや多い のは,先 に述 べたよ うに主 として根 部を

食す ることに由来す る と思 われ るが,植 物の成分 の分析

は行 な ってい ない。

考 察

すでに筒井 ら(1954)は ニ カメイチ ュウの本来の寄主

植 物である イネの茎 を熱処理 で殺菌 した ものを飼料 とし

て,ニ カ メイチ ュウを飼育 した結果,殺 菌 した イネの茎

のみで は,幼 虫の生育が 悪い ことを指摘 してい る。その

ために幼 虫の飼 料になる均一な イネを室内で大量に栽培

す る ことが で きれ ば,ニ カ メイチ ュウの累代 飼育 も可能

になるもの と考 えた。その結 果,第1図 に示 す ようなガ

ラス容器 の中にイネの種子 を入れ,そ の容器 中で発芽発

根 させ,そ の植物その ままを幼 虫の飼料 として利用す る

な らば,非 常 に狭い室 内で大量 に,ニ カ メイチ ュウの累

代飼育が非常 に容易 に行 なえるこ とがわか った。種 々の

成 分を調合 した 多 くの 無菌合成飼料で 飼育 した 場合で

も,雌 成虫の羽化率お よび卵塊ふ化率が野外の もの に比

して劣 る ことが知 られてい る(釜 野,1961)。 ここに報告

した 飼 料は,イ ネその ものを 用いた 単純な ものであ る

が,第2表 に示 した ように羽 化率お よび卵 塊受精 率は野

外 の もの とほ とん ど等 しい価を示 した。 しか し1雌 当 り

第4表 飼 育幼虫の生体成分

乾燥量 に対す る%

粗蛋 白質 は全窒 素量 ×6.25
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の産卵卵塊数お よび蛹化率 につい て,第2表 か らもわか

るように,各 世代 とも価が低い。蛹化率が低 くなる原 因

については本年度(佐 藤,未 発表)の 試験 によ ってある

程度明 らかにな った。すなわ ち飼育容器の幼 虫の数個体

が蛹化 した時,全 幼 虫を容 器か ら取 り出 して蛹化 させた

が,成 育 が十 分でない幼 虫は栄 養不足に よって蛹化で き

ず,幼 虫のままに止 った もの と考 え られ る。第3図 の羽

化 曲線からも幼 虫の成育 が不整 一である ことが うかがえ

る。成育の比較的早い個体が蛹化 しても,残 りの幼 虫を

飼 料の入 った容器か ら取 り出 さず に置い た場合 は,最 初

に蛹化個体が見 られてか ら1週 間～10日 置けばほ とん ど

の個体が蛹化す ることが明 らか にな ってい る。

累代飼育 を した場合,特 に殺虫剤の効 力試験 を行 なう

立場 からは,幼 虫の薬剤 感受性 が どの ようにな るかが重

要 な間題 になる。若 干の検討の結 果では第3表 に示す よ

うに,現 在一 般的 に殺 虫剤 のス ク リーニ ング試験な どに

供試 され てい る越冬幼 虫に対するLD50の 価 と,こ こに

報告 した飼育法 による成熟幼 虫に対 する価 とほ とん ど差

がな く,さ らに累代飼育 した幼 虫で も薬剤感 受性 の変 化

は認 められ なか った。

以上の結果か ら,ニ カメイチュウ本来 の寄主植 物で あ

るイネの芽 ばえその ままを幼虫の飼料 として,一 定条件

下 の室内で,ニ カメイチ ュウを大量 に累代飼育 できる こ

とが明 らかにな り,ま た この方法で飼育 された幼虫お よ

び成 虫の生理的性質 は,野 外の幼 虫,成 虫 とほぼ同 じと

考 えられ る。

摘 要

無 菌条件を必要 としない簡易な ニカメイチュウの飼育

法 としてイネの芽ばえ 自身を餌 として,ニ カメイチ ュウ

を3世 代 にわた って累代飼育 する ことに成功 した。それ

らの結 果を要約 すれ ば以下 の とお りである。

1. 幼 虫の生存率,発 育 日数 お よび体重 は合成飼料 を

用い無菌的条件下で飼育 して得 られ てい る成績 とほぼ同

じ結果 を得 た。

2. 蛹化率,1雌 当 り産卵数はやや低下す るが,羽 化

率,卵 塊受精 率は非常 によい結果 を得た。

3. 累代飼育 して も幼虫の薬剤感受性は変化 しない。

またふ化後30日 目の幼 虫の生 体成分の分析の結果,水

分67.60%,粗 脂肪41.41%,全 窒素4.77%で あ った。
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Summary

A Simple Technique for Mass Rearing of the Rice Stem Borer on Rice Seedlings

By Yasuo SATO

The Takeda Research Laboratories, Kyoto

This paper describes a technique for mass 

rearing of rice stem borer, Chilo suppressalis for 

successive generations on rice seedlings in glass 

bottles (diameter 10cm, depth 10cm). The rice 

seedlings were germinated from 50g of rice seeds 

in the glass bottle, and fifty hatchlings were 

placed in a bottle and allowed to feed. The 

larvae were transferred to a new glass bottle with 

the seedlings after 15 days from the hatch. The 

pupae were transferred into a plastic box from 

the glass bottle, and adults emerged were removed 

to an oviposition net cage, in which the potted 

rice plant was provided as oviposition site. This 

experiment was carried out at 25•Ž with a day
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length of 15 hours. The results of rearing are 

summarized in the table.

Chemical constitutions of the mature larvae 

reared are as follows: water content, 67.6 per 

cent in live material; crude fat content, 41.4 per 

cent and total nitrogen content, 4.77 per cent in 

dry material. Median lethal dosage of parathion 

applied topically on mature larvae is 3.30ƒÊg per 

gram of the body weight. These physiological 

properties were consistent with those obtained 

from the larvae in the field, indicating that this 

rearing method is well suited for the practical 

purpose.


