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ま え が き

ニカ メイチ ュウを合成飼料 で飼育 した場合,幼 虫は生

育す るが大部分 の個体 は蛹化す るに至 らなか った(石 井

ら,1954)。 しか しこの飼料 にイネまたはオオムギを相

当量加え ると完全 に世代 を くり返 す(釜 野,1961)。 これ

らの ことか ら合成飼料 には含 まれ ないが,イ ネまたはオ

オ ムギな どの植 物に存 在す る物質(い わゆ るleaf fac-

tors)が,こ の虫の生育 や発育 に 必要である ことが 考 え

られ ていた。

最近バ ッタや ワタの2, 3の 害 虫で,そ の飼料 にアス

コル ビン酸 を加 える と,幼 虫の生育が 早ま り,変 態 が完

全 に行なわれ,産 卵が よくな り,世 代を く り返す ことも

可能であ るとい う事実が報告 された(DADD, 1957, 1960; 

VANDERZANTら,1962)。 またTHORSTEINSON (1958)

や伊藤(1961)は 飼料 にアス コル ビン酸 を添加 する こと

によ り,昆 虫 の摂食性が高 まる と述べ ている。

この ようにアス コル ビン酸は昆虫において大 きな役割

を果 してい ることがわか って きたが,ニ カメイチュウの

アス コル ビン酸要求 に関 しては,こ れ まで全 く知 られ て

い なか った。そ こで この点 を追求す るた め一連 の実験 を

行ない2, 3の 興味あ る結果 を得た ので ここに報告す る。

本 実験を行な うに当 っては昆虫科長 深谷 昌次博士 の御

助言 を得 た。記 して謝意を表す る。

材 料 お よび 方 法

供試卵 は,1962年 秋 に山形 県下 で採集 した越冬幼 虫を

25℃ に加温 し,蛹 化,羽 化 させ,前 報(釜 野,1961)

と同 じ方法 でパラフ ィン紙 に産下 させた ものであ る。

飼料 の調製,殺 菌方法,蛹 化 ・羽化 の取 り扱いな ども

前報(釜 野,1961)と 同様 に行 なった。本実験 で従来 と

異 なる点 は防腐剤 としてソル ビン酸 を添加 した こととア

ス コル ビン酸(本 実験で はすべ てアスコル ビン酸 ソーダ

を使 用 した)を 飼料 に無菌的 に添加 した こ とである。す

なわちエーテルに溶 した ソル ビン酸を,各 フラス コの粉

末炉紙 に吸着 させ,エ ーテルを除い た後,飼 料混合物 を

入れ るようにした。 アス コル ビン酸 はそれ ぞれ の量 を3

mlの 殺菌水 に溶か し,飼 料 をオ ー トクレーブで殺菌 し

た直後に無菌条件下で加えた。また幼虫の生育途 中にお

け るアス コル ビン酸の添加 も,上 記同様 これ を殺菌水 に

溶か し,無 菌的 に飼料の上部 に注入す るようにした。

産卵 か ら孵化までの調査は,次 の ように行な った。24

時間以内に羽化 した雌雄5対 を産卵用器(直 径 約12cm

のデシケー ター)に 入 れ,パ ラフィン紙 に産下 させた。

紙 を毎 日取 り替 えて卵 を切 り取 り,湿 度 を十分与えた9

cmの シ ャー レに入れ,シ ャー レを25℃ 長 日条件下

に保護 した。孵化前 日に総卵粒数,発 育卵粒数お よび未

発育卵粒数 を数 え,孵 化1日 後 に孵化虫数 を調 べた。

200ml三 角 フラス コ当 りの 基本飼料 の組成 を 第1表

に示す。 各実験区 にフラス コ3本 を供試 した。 飼料 の

調製は,ア ス コル ビン酸の分解をな るべ く少な くす るた

め,卵 の接種2, 3日 前に行 な った。

幼 虫は30℃ 長 日条件下 で,20～21日 間飼育 し,フ

ラス コより取 り出 し,体重測 定を行 ない,蛹 化 を調べた。

蛹,成 虫お よび卵 は25℃ に置いた。

実 験 結 果

アスコルビン酸 を卵の接種前 に添加 した場合:そ れ ぞ

れ の量 のアス コルビン酸 を加 えた場合 の幼 虫の生育,蛹

化お よび羽化 を第2表 に示す。

アスコル ビン酸 を添加 しなか った区で は,従 来か ら知

第1表 基本飼料の組成表

(1963年12月11日 受 領)
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第2表 アス コル ビン酸量 と幼虫の生育,蛹 化 および羽化 との関係

られ ていた と同様 に,幼 虫の生育が やや悪 く,わ ずかに

蛹化す る。 しか し雌 の羽化 は全 く見 られなか った。 この

飼料 に,ア ス コル ビン酸50mgを 添加す ると幼虫の生

育 が よくな り,蛹 化 率 も高 ま る。 しか し雌蛹の うち,健

全に羽 化す るものは半数以下であ った。100mg加 えた

区では,幼 虫の生育 も蛹化 も50mgの 区 と同様 によ く

な る。そ して雌蛹の殆ん どの個体が,健 全 に羽化 して き

た。 さらにアスコル ビン酸量 を150mg, 200mgと 増

加 させた区 におい ては,も 早 やそれ以上 の変化 は見 られ

なか った。 一方幼 虫の生存率(取 り出 した虫数/孵 化幼

虫数)を 見 る と,ア スコル ビン酸 を添加 しない場合 が最

も高 く,ア スコル ビン酸量が増 すにつれ て低下 す る傾向

が認 められ た。

健全 に羽化 した成 虫の産卵数,卵 の発育,孵 化お よび

増殖 を第3表 に示 す。 この表にお いて,未 発育卵 とい う

のは孵化前 日に卵が黒 く着色 しない もので,こ のほ とん

どが不 受精卵 と思われ る。また増 殖は,次 の ようにして

算 出 した。

雌当 り孵化 数 ×健 全雌羽化数

/接種時の孵 化数=増 殖

第3表 か らわか ることは,ア ス コル ビン 酸量50mg

区においては,わ ずかに産卵がみ られ るが,そ のす べて

が未発育卵であ った。 しか し100mg区 になる と,平 均

270卵 粒の産卵があ り,卵 は よく発育 した。 しか し孵化

で きず に 残 った卵が約1/3あ り,こ の 不孵化卵率 は卵

塊 によって差があ る。す なわ ちある卵塊 では,殆 ん ど全

部が孵化 しないで死亡す るが,あ る卵塊 では,完 全 に孵

第3表 アスコル ビン酸量 と産 卵,孵 化 との関係

(雌当 りの平均値)

化す る とい うよ うに変異が大 きか った。150mg区,200

mg区 での産卵 数,発 育卵粒数,孵 化率は100mg区 の

それ と差 がないが,増 殖では多少 よくな ってい るように

思われた。

アス コル ビン酸を生育の途 中で添加 した場合:ア ス コ

ル ビン酸 は不安定 な物質 で,飼 料調製時 に添加 したもの

で も,飼 育期間 の最後 までには,相 当量が 分解 され ると

いわれ ている(VANDERZANTら,1962)。 そ こで幼 虫の

生育途 中にアス コル ビン酸を加え る実験 を行 な った。ア

スコル ビン酸 を加 え る時 期 と量 との関係 は,第4表 の よ

うに計画 した。

実験 区A, B, C, Dで は幼 虫の生育初 期にはアス

コル ビン酸を全 く添加せず,飼 育10日 目に,そ れぞれ

の量を注入 した。E, F, Gの3区 では最初 にアス コ

ル ビン酸 を少量加えてお き,10日 目にさらに アス コル

ビン酸を添加 した。 これ らの実験 におけ る幼虫の生育,

第4表 アスコル ビン酸 を加 える時期 と量

第5表 アスコル ビン酸 を生 育中期に添加 した場 合

の幼虫の生 育,蛹 化 お よび羽化
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蛹化お よび羽化 の状況 を第5表 に示す。

幼虫 の生存率 を見 る と,A区 が 悪い程 度で,先 の実験

で見 られ たアス コル ビン酸 多量添加区での生存 率低下 は

なか った。幼 虫の生育状況 を現 わす体重 では,生 育初 期

にアスコル ビン酸 のなか ったA, B, C,お よびD区

におい ては,第2表 の生育全期間 アス コル ビン酸のなか

った場合 と同様 に,幼 虫の平均体重 は軽かった。 これ に

反 し,生 育初期 にアス コル ビン酸 が少量 添加 されていた

飼料Eお よびF区 では,幼 虫の生育 は よか った。 しか

し生育後期で もさらに多量 のアスコル ビン酸 を加 えたG

区ではか えって体重が減少 していた。

蛹化率 とアス コル ビン酸 の添加時期 との関係 を見 ると

生育初期 にアスコル ビン酸 のなか った各 区では,幼 虫の

生育が悪か った こ とを反映 して,蛹 化率 は低か ったが,

初期 にアスコル ビン酸が加 えられ てい る各 区では,非 常

によか った。 羽化 の状況 は,ア ス コル ビン 酸 に関係 な

く,ど の区 でも雌雄 ともに殆 ん どの個体 が完全 に羽化 し

た。

幼虫の生育途 中に,ア スコル ビン酸 を加 えた場合 の産

卵,孵 化お よび増殖 の状況 を第6表 に示 す。

第6表 アスコル ビン酸 を生育 中期 に添加 した場合

の産卵 および孵化(雌 当 り平均値)

この表 にみ られ るよ うに,総 産卵数,発 育卵粒数 およ

び孵化率 は,各 区 の間 に多少 の変動 はあ るが,一 定 の傾

向 はなか った。一方,増 殖 は概 して生育初期 にアス コル

ビン酸が あった区の方が よか ったが,こ れは第5表 の蛹

化率 に明瞭 な差が あった ことに原因 してい るもの と思 わ

れ る。

純化学物質か らな る飼料 にアスコルビン酸を添加 した

場合:石 井 ら(1954)に よって試 み られ た,純 化 学物質

のみに よる飼料 にアス コル ビン酸を加 えた場合 に,幼 虫

の生育,蛹 化,羽 化,お よび産卵 が どうな るかを明 らか

にす る目的で,次 の実験を行 な った。第1表 に示 した飼

料組成 の中,乾 燥酵母1.0gを 下 記の ビタ ミン類でお

きか えた。

Thiamin hydrochloride 200ƒÊg

Riboflavin 100

Nicotinic acid 200

Pyridoxine 100

Ca-pantothenate 200

Folic acid 20

Inositol 2000

p-Aminobenaoic acid 200

Biotin 20

乾燥酵母 をビタ ミンにお きか えて,ア ス コル ビン酸 を

添加 した場合 と,ア ス コル ビン酸 を添加 しなか った場合

の飼育結果 を第7表 に示す。

第7表 純合成飼料 にアスコル ビン酸 を添加 した

場合 の幼虫 の生育,蛹 化 および羽化

乾 燥酵母を ビタ ミン類でお きかえただけの場合 には,

石井 ら(1954)の 結果 と同様 に,生 存率が極め て低 く,

幼 虫の体 重 も非常に軽か った。そ して蛹化す る個体は,

全 く見 られなか った。 この飼料 に アス コル ビン酸100

mgを 加え ると,幼 虫の生存率 も多少 よくな り,相 当変

異はあ るが,幼 虫の平均体重 も増加 した。そ してわずか

の個 体ではあ るが蛹化 し,蛹 化 した個体は雌雄 ともに健

全に羽化 した。 この実験では産卵は見 られなか ったが,

同様 な純化学物質のみか らな る飼料で も,別 の実験では

産卵 させ,完 全に孵化 した卵塊 も得 られた。

考 察

昆虫の体内にアス コル ビン酸(ビ タ ミンC)が 存在す

ることは,か な り前か ら知 られていた(DAY, 1949)。 ま

た 桑 葉中に アス コル ビン酸 が多量 に存 在 し,蚕 の体内

にもアス コル ビン酸が存 在 し,そ の間に深い関係のあ る

ことが指摘 され ていた(蒲 生,1941a, b)。 一方WOLL-

MANら(1937)は ゴキブ リで,SARMAら(1942)は

rice mothで,ア ス コル ビン酸が 体 内で 合成 出来 るこ

とを報告 してい る。また草 食性 昆虫で最初 に人工飼料 で

飼育されたア ワノメイガでは,飼 料にアス コル ビン酸を

添加 して も効 果がなか った(BECK, 1953)。 これ らの

ことか ら昆虫の体内のアス コル ビン酸は,他 の多 くの動

物 と同様 に,体 内で生合 成 され るもの として昆虫栄 養学

上 あま り注 目され なかった。

しか し最近にな って,バ ッタ類Schistocerca gregaria 

(FORSK.), Locusto migratoria L.の 人工飼料 の研究か
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ら,ア スコル ビン酸が幼 虫の生育 に必須であ ることがわ

か った(DADD, 1960)。 また ワタの害虫Anthonomus 

grandis (BOH.), Estigmene acrea (DRURY), Helio-

this zea (BODDIE)な どでも,ア ス コル ビン酸 を飼料 に

加 える ことに より,幼 虫が よく生育 した り,産 卵数が増

加 した りす る ことが 明 らか にされた(VANDERZANTら,

1962)。

一方 ニカ メイチ ュウで も
,合 成飼料 にアスコルビン酸

を加 え ると,こ の虫の生育 お よび発育が正常 になって く

る。 すなわち 幼 虫の平均 体重が増加 し,蛹 化率が高 ま

り,ほ とん どの蛹(雌 雄 とも)が 完全に羽化 してきた。

そ して産卵 数 も野外で生育 した もの に近い数 とな り,卵

粒 の60%以 上が孵 化 した。 これ らの ことは,先 のバ ッ

タや ワタゾウ ムシで見 られた アス コル ビン酸 の効果 と同

様 であ る。

ニカ メイチ ュウが比較的完全 に世 代 をく り返すた めに

は第1表 に示 した飼料当 り100～200mgの アスコルビ

ン酸を必要 とす るが,こ のアス コル ビン酸要求量 を他 の

昆 虫の場合 と比較 してみたのが,第8表 である。

第8表 昆虫の種類 と最適 アスコル ビン酸要求量

この表か らわか るように,ど の種類 の昆 虫において も

その最適要求量 には相当 の開きが ある。 これ はアス コル

ビン酸が不安定で あることに原因 しているのではなかろ

うか。た とえばVANDERZANTら(1962)に よれ ば,飼

料 を29℃ に10日 間置 くだけ で,25～90%が 消失 す

るとい う。そ こでそれぞれの虫の正確 な要求量 を求 め る

ことが,非 常にむつか しくな る。 これ らのこ とも考 えあ

わせ ると,第8表 に示 した昆虫の種類の間 にアスコル ビ

ン酸要求量には,余 り差がない ように思われ る。

幼虫の 生育時期 と アス コル ビン酸 要求 につ いて 見 る

と,幼 虫の生育初 期には,ア ス コル ビン酸が全 くな くて

も生育す るが,少 量存 在 していた方が生育が よ くなる。

これに反 し幼 虫の末期には,絶 対的 にアス コル ビン酸が

必 要であ る。すなわち,幼 虫の生育初 期のアス コル ビン

酸 は,体 重 の増加 と蛹 化率 に多少関 与す る。 これに対 し

生育末期 のアス コル ビン酸 は羽化,産 卵,卵 の発育な ど

に大 き く関与す るこ とが考 えられ る。

今までニ カメイチ ュウの生育 に必要 である とい われ て

いた “leaf factors” とアスコル ビン酸 との関係 であ

るが,植 物を全 く加えない飼料で も,ア ス コル ビン酸 を

添加 すれば完全に一世 代を経過す ることか ら見て,ア ス

コル ビン酸がleaf factorsの 大部 分 と考 えて差 しつか

えなか ろ う。 しか し乾燥酵母 を9種 の ビタ ミンでお きか

えた純合成 飼料にアス コル ビン酸を添加 して も,孵 化幼

虫の約半数 しか生育 しなか った り,蛹 化率が悪か った り

した。そ して この純合成飼料 に,さ らに米 ヌカ,ま たは

稲茎 を 加 え ることに よ り,生 育や 発育が 再 び よくな っ

た(釜 野,未 発 表)。 これ らの ことか ら,米 ヌカ,稲 茎お

よび乾燥酵母 の中には.他 に未 同定の物質が この幼虫の

growth factorsと して存在 す ることがわか った。

アス コル ビン酸 を全 く添加 しなか った合成飼料で生育

した場合 でも,雄 は外見的 には健全に羽化 して くる。そ

こで この雄 と,ア ス コル ビン酸を添加 した飼料で育 った

雌 とを交配 させた ところ 完全に 孵 化す る卵塊が 得 られ

た。 このよ うに雄 はアス コル ビン酸が全 くな くとも,生

殖能 力をもつ成 虫 とな る。 この ことは雄はアス コル ビン

酸 を全 く必要 としないのか,あ るいは必要 とす るアス コ

ル ビン酸 を体 内で生合成 す るのか の2つ が考 え られ る。

恐 ら く後者 ではなか ろ うか 。いずれ に しろ この事 は興味

ある現象 なの で,さ らに研究 を続 けたい と思 う。

昆虫 に対す る アスコル ビン酸 の役割 について2,3の

考 察が ある。すなわ ちTHORSTEINSON (1958)はPlutella 

maculipennis CURT., Chorthippus longicornus LATRE-

ILLEお よびLeptinotarsa decemlineata SAYな どで研

究を行 ない,ア ス コル ビン酸が摂食剌戟 として作用す る

と述べてい る。伊藤(1961)は,蚕 の合成飼料 にアスコ

ル ビン酸 を加え る と,幼 虫 の成長,発 育が良好 となる結

果か らアス コル ビン酸は純栄養的 に働 くのか,あ るい は

摂食効 果を よくす るのかは断定で きないが,蚕 では恐 ら

く摂 食効 果に よるのであ ろうと考 察 してい る。 一方

DADD (1960)は バ ッタ類の飼育結果か ら アス コル ビン

酸 は摂食効 果 としては全 く作用 してお らず,純 栄養物質

(ビ タ ミンC)と して役割をはた してい るとしてい る。

そ こでニカ メイチ ュウの場合 を考 えて見 よう。 もちろん

摂食効果 を目的 とした実験を行 な っていないので,明 瞭

な結論 は得 られ ないが,も し摂 食効 果がその役割 の本 質

であれ ば,幼 虫初期 の添加 が より効 果的でなけれ ばな ら

ない。 しか るに この虫では,幼 虫の初期 よりもむ しろ末

期 にアス コル ビン酸 を多 く要求す るこ とか ら考 えて,ニ

カメイチ ュウにおい ては,バ ッタ類 の場合 と同様 に栄養

的 に作用す るの ではなか ろ うか 。

更 にDADD (1960)は バ ッタ類では,脱 皮 に より体液
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中の アス コル ビン 酸量が い ちじるし く減少す る ことか

ら,ア ス コル ビン酸は体液の酸化還元,特 に メラニン形

成に関係 してい るのではなか ろうか と考察 している。

著 者 ら(湯 嶋 ・釜野,未 発表)は,飼 料 中のアスコル

ビン酸量 とニ カメイチ ュウ幼虫の体液 中の ある種 の蛋 白

質の量 との間 に,深 い関係があ るこ とを見 てい るが,こ

の点 については別 に報告す る。

摘 要

1. ニ カメイチ ュウは今 までの合成飼料 では完全 に生

育 や発育す るこ とが できなか ったが,こ の飼料 にアス コ

ル ビン酸 を添加す るこ とによ り,世 代 の くり返 しが可能

となった。

2. 飼料100g当 り200～400mgの アス コル ビン酸

を添加 す ると,よ く生育 した。すなわちアス コル ビン酸

の添加 は幼 虫の体重 や蛹化 率を増加 させ,雌 蛹 を正常に

羽化 させ,産 下卵数 を多 くし,孵 化 を良好 に した。

3. 幼 虫発育 の初期 にも,少 量のアス コル ビン酸が存

在 している方が生育 は良か った。それ に対 し幼 虫末 期に

は 多量 のアス コル ビン酸 を要求 した。

4. 乾燥酵母 を既 知の ビタ ミン類でお きかえた純合成

飼料 では,生 育が十 分でない ことか ら,こ の虫の生育 に

必須 な未 知の物 質が,米 ヌカ,イ ネ茎 お よび乾燥酵母に

存在す るこ とが わか った。
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Summary

On the Successive Rearing of Rice Stem Borer on the Artificial 
Diets under Aseptic Conditions

II. Ascorbic Acid Requirement of Larvae

By Seiya KAMANO

National Institute of Agricultural Sciences, Nishigahara, Tokyo

In an attempt to breed the rice stem borer 

during successive generations on synthetic diets, 

it was found recently that the borer requires 

ascorbic acid in its food. By addition of this 

acid into the food medium, the borer can be 

reared generation to generation.

Two to four hundred milligrams of ascorbic 

acid per 100g diet seem to be suitable for normal 

growth of borer. On the diet containing ascorbic 

acid at such level, weight of larvae, percentage 

pupation, percentage emergence of normal female 

moth, number of egg masses laid, and hatch-

ability are all increased. Larvae at the late stages 

of development require much amount of ascorbic 

acid as compared with young larvae.

The dry yeast, which is an essential composi-

tion of synthetic diet, could not be replaced by 

known nine B-vitamins. This suggests that the 

borer requires unknown dietary factors present 

in the dry yeast, rice bran or rice stem, in 

addition to the known vitamins.


