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The larvae of the rice stem borer, Chilo suppressalis WALKER, were reared on 

several artificial diets of different compositions under diapause-inducing condition (25•Ž 

and 12hr photoperiod). After 60 days of aseptic rearing, the larvae were kept at 8•Ž 

for 60 days, then they were incubated at 25•Ž for pupation. When the larvae were 

reared on diets containing rice bran or rice germ seedlings, most of the larvae survived 

after low temperature treatment. On the other hand, if the larvae were reared on 

four other kinds of diets which lack in plant materials above-mentioned, 80% of 

larvae died during the course of low temperature treatment. The larval blood proteins 

are divided into three main protein bands by agar gel electrophoresis technique; that 

is, albumin and globulin bands moving to anode side and another globulin band 

moving to cathode side. Of these bands, the globulin band moving to cathode side was 

more clearly detected in the diapausing larvae which were reared on suitable diet than 

that of the larvae reared on unsuitable diet. Accordingly, the inspection of protein 

fractions of haemolymph by means of an electrophoresis technique seems to be very 

useful to approach nutritional studies in insects.

ま え が き

ニカメイチ ュウの幼虫が完全 な発育 を遂 げ,し か も次

世代を得 るためには,栄 養源 と して アス コル ビン酸が必

要 である(釜 野,1964)。 また,ア スコル ビン酸を適 当量

添加 した人工飼料 によ って生育 した不休眠幼虫 の体 液蛋

白と,野 外 か ら採集 した不休眠幼虫の それ とは非 常によ

く似てい ることを,寒天 ゲル電気泳動に よって確 かめた。

一方 アス コル ビン酸を欠 いた飼料で生育 した雌幼虫 の体

液 では,明 らかに特定 の蛋 白分画が顕著に減少す る(湯

嶋 ・釜野,1964)。

本報告 では,組 成 の異 なる幾 つかの人工飼料を用いて

ニ カメイチュウを休 眠条件 で飼 育 し,そ の生育過程を調

べ るとともに,幼 虫 の体液蛋 白を寒天 ゲル電気 泳動法を

用 いて調べた。 その結果,飼 料 の成分 によ って幼虫 の生

育にかな りの差があ り,そ の生育 の良否 と電気 泳動法 に

1 本 報告の一部は昭和41年 度(1966)日 本応用動物昆 虫学 会において発表 した。
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よ って得 られた体液蛋 白分 画との間に明瞭な関係の ある

ことを見 出 したので報告す る。

なお,本 実験 を行な うにあた っては,当 時 の当研究所

昆 虫科 長深谷 昌次博士 より御助言を得 た。 また著者 の一

人釜 野の研究 室長岩 田俊一博士か らは種 々御援助 を受 け

た。供試昆虫 につ いては,岡 山県農 業試験 場のお世話 に

な った。 また本 研究 を行 な うに当 り,そ の研究費の一部

は文部省特定研究 「生物圏 の動態」 によ った。記 して感

謝の意を表 したい。

材 料 お よび方 法

ニカメイチ ュウ:前 報(釜 野,1964)と ほとん ど同 じ方

法 によった。 すなわち岡山産の越冬幼虫か ら出発 して得

た卵を用い,飼 育 はす べて無菌状態下で行 なわれ た。

人工飼料:釜 野(1964)の 不 休眠幼虫の飼育試験 で得た

結果を基礎 と して標準飼料 を作 り(第1表),こ れ に基づ

いて他 の5種 類 の飼料 を調 製 した。なお第2表 には標準

第1表 標準飼料の組成

水 50.0ml

粉 末 寒 天 0.6g

粉 末 沢紙 1.0

ブ ドウ糖 0.5

シ ョ糖 0.5

カゼ イ ン 1.0

エ ビ オ ス 1.0

Wessonの 無 機 塩 0.2

コ レ ステ ロ ール 0 .02

コ リン ク ロ ライ ド 0.1

アス コル ビ ン酸 ソー ダ 0.2

1%ホ ル マ リン 2.0ml

第2表 各 実 験 区 飼 料 の標 準 飼料 との 組 成 の 相 異 ＊

＊ 上 に掲 げた表 の成分以外はすべて第1表 と同 じで実験

区No.1は 第1表 に示 した標準飼料。

飼 料 と異な って いる点 だけを示 した。実験 区の特徴 は,

第2表 か ら明 らかな ように,No.2は 低蛋 白,No.3は 高

蛋 白,No.4は 高 アス コル ビン酸,No.5お よびNo.6で

は それぞれ米 ぬかおよ びイネの芽 出 しな どの植物 に由来

す る未知物質 を含ん でい ることであ る。な お標準 区であ

るNo.1の 飼料 は,既 に報告 したように(釜 野,1964),

不休 眠条件で飼育 した場 合には,次 世代を得 るに必要 な

栄 養条件を備 えてい る。

飼育法:上 記の飼料を200mlの 三角 フラスコに入れ,

112℃ で30分 間オー トクレー ブで滅菌後常法 に したがい

上述 したよ うに飼育 は無菌状 態で行なわれた。飼育温度

は25℃ で照明時間 は12時 間の短 日条 件 とした。60日 間

飼育 した後,得 られた休眠 して いる終令 幼虫を フラス コ

より取 り出 し,セ ロハンチ ュー ブを入れ た丸罐 に収容 し

8℃ に60日 間保存 して休眠離脱の条件 と した。 この後,

さらに25℃ に加温 して蛹化す る状 態を調査 した。

電気泳動:平 面 寒天 ゲル電気泳動法 によった。寒天 ゲ

ルは第3表 に示す組成 の ものを煮沸溶解 してか らナイ ロ

ン布 で炉過 した後,厚 さが1.2mmに な るよ うに縦13cm

×横21cmの ガラス板 上に流 した。放 冷後,体 液を含 ま

せ た炉紙片(1.5mm×10mm)を ガ ラス板 の端 よ り50mm

第3表 寒天 ゲルの組成

ベ ロナール緩衝液 40ml

水 15ml

粉末寒天 400mg

ポ リビニル ピロ リ ドン 200mg

＊ 電解槽の組成はベロナール緩衝液を稀釈せず使用。

の点 に並べ て原点 と した。冷蔵庫中(5℃)に1時 間おい

て寒天 中に体液 を浸 み込ませた後沢紙片 を取 り去 り,直

ちに電気泳動 した。

泳 動は2.5mA/cm(横 幅)で3.5時 間行 な った。泳

動 の先 端の蛋 白質 と原点 との 距離 は約50mmと な る。

蛋 白染 色はア ミ ドブラ ック10B(ア ル コール90ml+酢

酸10ml+ア ミドブ ラック10B 5g)で20分 間行な った。

染色後直 ちに10%酢 酸水でバ ックグラン ドが充分 透明に

な るまで脱色 した。

結 果 お よ び考 察

飼育結果:第4表 に見 られ るように,い ずれ の区にお
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第4表 種々の人工飼料による休眠条件下での幼虫の生育

* 50mg以 下 のものを軽量個体 とした。

いて も,飼 育 後60日 の無菌状態 の三角 フラスコ中にある

限 りにおいては,ほ とん ど死 亡 しない。 しか し体重 にお

いては,No.1～No.4区 に比較 し,未 知物質を含ん だ区

であ るNo.5お よびNo.6区 では遥かに重 い。

人工飼料で飼育 され たニカ メイチ ュウの体重 は,餌 の

配合に よってかな り差異 があ るが,そ の体重の大小が そ

のまま雌の健康度 を示 してい るわ けで はない(釜 野,未

発 表)。 しか し,一 方 では 休眠幼虫 の体 重 が50mgに 達

しない場合 には,野 外におけ る越冬 はきわあて困難で あ

るとい う事実が実験 発生予察の諸観察 か らよ く知 られて

い る。 したが って実験 区No.1か らNo.4ま での幼虫に

は50mg以 下 の ものが多数含 まれて いるか ら,越 冬す る

には不充分な ことが容易に想像 され る。不休 眠状件で飼

育 した場合 には累 代飼育が可能なNo.1の 区において も

約25%が そのような不 適当な幼虫で あったことは注 目す

べ きであろ う。

60日 間 の無菌状 態での飼育が終 了 してか ら,幼 虫 を

フラスコか ら取 り出 して秤量 し,上 述 の 理 由か ら 予め

50mg以 下 の個体はすべて取 り除 いた後,8℃ の低温に

保 存 した。その低温処理期間 の生死 の結果 は第5表 に示

した。

第5表 に示 され るようにNo.1の 区よ りNo.4の 区ま

での死 亡率 は きわめて高 く,No.5お よびNo.6の 区で

はほ とん ど死亡 しない。 これ は従来得 られ ている越冬率

と体 重 との間に高い相関があ るとい う知見 とよ く一致 し

てい る。ただ し,本 実験 の場合 には,同 一飼料 で飼育 さ

れ た ものの間での体重の相違ではないか ら,No.1か ら

No.4ま で の区の供試虫 の間 での相 関は見 られない。

60日 間の低温処理後,再 び25℃ にもど して保温 した

結果 は第5表 に示 した。70日 までの加温期間 中の生存虫

率 は,No.6の 区を除 いて 約20%で き わあ て低 いが,

No.6の 区で は約85%が 生存 し て いる。 このよう に,

No.5とNo.6の 区の虫体重の間には大 きな差が見 られ

ない にもかか わ らず,70日 間の加 温期間を通 じて死亡率

に顕著な差が見 られ る。 イネの芽出 しは,単 に幼虫 の体

重を増加 させ るだけではな く,休 眠幼虫の生理的 あるい

は生化学的な性質 を正常 にさせ る要 因を含んでい ること

が考え られ る。

140日 後 まで加 温を 続 けた場合の蛹化率 はどの区で も

低 く,芽 出 しを含ん だNo.6で17.5%,米 ぬ かを含ん だ

No.5で9.0%,低 蛋 白のNo.2の 区で10%が 蛹化 した にす

ぎず,他 の区で は数%に 止 ま ってい る。は じめに述べ た

ように,不 休 眠条件下 で飼育すれ ば,標 準 区のNo.1の

飼料 によって累代的 に飼育 が可能であ る(釜野,1964)。

したが って,休 眠条件下 では,幼 虫成 熟に要す る日数の

延長,低 温期 間の経過,さ らに生育に必要な温度での加

温 とい う,不 休眠状態 と比 較 して遥かに きびしい要因 の

あ ることをあ らた めて痛感 させ る。 ともあれ,現 在の と

ころ,ア ス コル ビン酸 を添加 させただ けでは休眠を経過

第5表 低温処理中の生存率およびその後の加温による蛹化

* 50mg以 下 の軽量個 体は除 いてあ る。

† 数値は低温処理虫数に対す る百分 率。

‡ ()内 の数値 は低温処 理60日 後の生存虫数に対す る百 分率。
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して蛹化 にまで もって い くには充分 でな く,さ らに栄養

条件の検討が必要で あるように思 われ る。また休 眠離 脱

のための条件 につ いて も詳 しく調 べる必要 があろ う。ニ

カメイチュウの生育 には蛋 白質 と 炭水 化物 が 必要 で あ

り,蛋 白質の含有量が少 ない場 合には生育は急速に悪 く

な る(ISHII and HIRANO, 1957)。 したが って,低 蛋 白の

No.2の 区の虫体重 は最 も劣 っている。それに もかかわ

らず蛹化率 の点 では米 ぬかを含んだNo.5の 区 とほぼ

同等 であるのは興味 ある点 であ る。幼 虫 初 期 の生育に

は,餌 の成分 と して高蛋 白質,後 期 の生育 は高炭 水化物

の餌が望 ま しい と して お り(ISHII and HIRANO, 1957),

同様 のことは アワノメイガにつ いて も 報告 されてい る

(BECK, 1956)。 また高炭水化物 の餌 で飼 育す ると幼虫の

脂肪含有量 が高 くなる ことがニカ メイチ ュウ(ISHII and 

HIRANO, 1957)や チャイロ コメノ ゴ ミム シダ マシ(LEC-

LERCQ, 1948)な どで知 られい る。ニ カメイチ ュウの休眠

幼虫 が不休 眠幼 虫よ りも脂肪含有量が高い ことは,古 く

か ら知 られ ているが(深 谷,1950),こ のNo.2の 餌が休

眠幼虫 と して生育す る上で,蛋 白質 ・炭水化物 の割合 が

適 して いたとも考 え られ る。 しか し,本 実験で は蛋 白質

の量 のみを変 化 させただ けで,炭 水化物の量 の変化を考

慮 した組 み合 わせを欠 いてい る。 この点について は,さ

らに今後 の実験 にまちたい。

なお,No.6の 区の蛹 化前期 間は104.3日 で他の区 のそ

れ と比較 して長いが,こ のことはNo.6の 区で生育 した

幼 虫の方 が,長 期の加 温に耐えて蛹化 し得 たことを示 し

て いる。 ちなみに,蛹 化の幅 として第5表 中に示 した 日

数 の大 きい方 の数値は,最 後に蛹化 した個体 の蛹 化前 期

間 を示 した もので,こ の時期に幼虫で あった個体 はその

後 の加温期間 中に全部 死亡 した。

電気泳動:小 池(1962)は ニカ メイチ ュウ幼虫 の体 液蛋

白を沢紙 泳動 によ って分離 し,陽 極側 に泳動す る蛋 白を

アル ブ ミン(A)と グ ロブ リン1 (G1),陰 極側 に泳動 す る

グロブ リン2 (G2)の 三分画 に大別 した。 また休 眠幼虫の

体液虫中のG2分 画は,不 休眠幼虫の それ と比 較 して,そ

の量 が少 ない としてい る(小池,1962)。 われ われは別の

実験 によって,不 休 眠幼虫の蛋 白分画G2は,野 外よ り

採集 した第1世 代 の幼虫 におい て も,人 工食餌で飼育 し

た ものにおいて も,休 眠幼虫のそれ と比較 して極 めて含

有量 が低 い ことを知 った。 この 点について は小池(1962)

の結果 と全 く異な ってい る。 これ らの分画 の生育 に伴 う

変化については別に報告す るが,こ こで はG2の 分 画が

明瞭に見 出せ る点 は休眠幼虫の特徴の一つ である ことを

述 べて置きたい。

この休眠幼虫 において は,G2の 分画が明瞭に見 出せ

るとい う点を指標 と して,飼 育60日 後の三角 フラスコよ

り取 り出 した幼虫 の体液蛋 白を,寒 天電気泳動に よって

調 査 したのが第1図 である。

図か らわ かるよ うに,い ずれの区 にお いて も,ア ス コ

ル ビン酸が飼料 中に含 まれてい るか ら,G1の 分画 には

顕著な差が見 られな い。 しか し,No.1か らNo.4の 区

にお けるG2の 分画 は,No.5お よびNo.6の 区の それ

と比較 して,明 らかに不 明瞭であ ることが認め られ る。

この結果は,さ きに述べ た生育60日 後の虫体重,あ るい

はその後 の60日 間 の低温保存中の生存率 につい て,各 区

の間 に見 られ る相違 をよ く反 映 してい る。

イエバ エの産卵能 力は,成 虫に対す る栄養 と密接な 関

係が あ り,特 に蛋白質を摂取す る こ と が 必 要 で あ る

ことが知 られてい る。 最近BODNARYK and MoRRISON 

(1966)は 成 虫の食餌 と 体液蛋 白との関係 を 電気 泳動に

よ って調 べた。その結果,雌 成虫 の体 液中に,餌 として

蛋 白質 を与えた場合 には,飼 育2日 後か ら顕著に増加す

る特定 の蛋 白分画が存在す るが,飼 料中 に蛋 白を欠 いた

場合 には これ らの分画 の増 加が見 られない ことを報告 し

てい る。 この ような事実 か ら,体 液蛋 白の電気泳動 によ

る研 究は,栄 養 と虫 の生理 的な状態を調べ るの に役立つ

であろ うとしてい る。 われわれは既 にニカメイチュウの

不休 眠幼虫について 同様 な ことを報告 したが(湯 嶋 ・釜

野,1964),休 眠幼虫で はこのよ うな ことを知 る上でG2

の分 画が指標 とな ることを知 った。

しか し,第1図 に見 られ るよ うに,No.5とNo.6の

区 との間 には泳動像 に顕著 な差 が見 られな い。 この二者

の間には,低 温保存後 の加 温期 間にお ける生存率 におい

ていち じるしい差が見 られる ことを,第5表 によって述

べ たが,こ のよ うな微妙 な差異を見 出す には,さ らに詳

細な研究が必要 であろ う。

ま と め

ニ カメイチュウを種 々の異な った人工飼料 によ って,

休眠条件下で無菌飼 育 し,生 育,低 温処理期 間を通 して

の生存率,蛹 化 させ るための加 温期 における生存率 およ

び蛹化率を調べ た。 また,幼 虫の体液蛋 白を寒天電気 泳

動によ って分画 し,生 存 率 との関係を調べ た。

その結果 はつ ぎの通 りであ る。

1) 不休 眠条件では累代飼育 が可能 な餌で も,休 眠条

件 で飼育 した場合には,ま だ満足 すべ き飼料 とはいえな

い。

2) アス コル ビン酸 添加 だけでな く,蛋 白質 と炭水化
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第1図 組 成 の異 な っ た6種 類 の 飼 料 で 飼 育 した 休 眠 幼 虫 の 体 液 蛋 白 の 電 気 泳 動

像A:ア ル ブ ミン,G1:グ ロブ リン1, G2:グ ロ ブ リン2, O:原 点 。

G1の 濃 い の は 雌,う す い の は 雄 。1, 2, 3,…… …6は 飼料No.を 示 す 。
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物の割合な どの検討が必要 である。最 もよ く生育 し,蛹

化率 も高か ったの は,イ ネの芽 出 しを含んだ餌であ る。

3) 寒天電気泳動 によって陰極側 に泳動す る体液蛋 白

を指標 として,休 眠幼虫の生理的活力 を推定 で きる。

4) 電気泳動法は 上述の ように 昆 虫栄養 生理 の研究

上,有 用なテ クニ ックとな るだろう。
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