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イナズマ ヨコバ イを ヒメ トビウ ンカの人工 飼 料(MITSUHA-

SHI and KOYAMA, 1971)で 飼育 した場合,ふ 化 幼虫か ら3～

4令 幼 虫までは発育 させ る ことがで きるが,成 虫にまでは 発育

させ ることはで きない。 これ はヒメ トビウン カ用の 人工 飼料 が

イナズマ ヨコバ イに とっては 不適 当であるため と考 え られ るの

で,飼 料 を改良す るために糖の種類,お よび濃度 を選択 実験 に

よって検討 してみ た。 本文 に入 るに先 だち,終 始 ご指 導いただ

いた農業技術研究所奈須壮兆博士 な らびに 三 橋淳博士 に 対 して

感謝 の意 を表す る。

イナズマヨ コバ イは,実 験室 内で,イ ネ芽出 しを用い,25℃

16時 間照明下 で短試験 管を用 い継 代飼育 してい る福岡産の もの

で,実 験 にはこれ の3～4令 幼 虫を使 用 した。 実験 に 用いた容

器は原理的にはMITTLER and DADD (1964)が アブラムシの

選択実験に用いた もの と同 じであ る(第1図)。

まず外径90mm高 さ23mmの ガラス リングを用 い,一 方 を

引 き伸 したパ ラフィル ムでおお い,パ ラフ ィルムで お お った方

を下に して,そ の上に2個 穴 のあい たガラス板 をのせ,そ の穴

よ りイナ ズマヨコバ イを一容器 あた り20匹 ずつ入 れる。虫を入

れた ら穴 を綿栓でふ さぎ,パ ラフ ィル ムの面が上 に くるよ うに

さか さにす る。 この状態でパ ラフ ィル ムの膜面上 に 実験 に応 じ

て二か所 あるいは四か 所に飼料を滴下 した。 滴下量は約0.4ml

とした。滴下後,も う一枚 の引 き伸 したパ ラフ ィルムで その上 を

おお った 。この際,と な りあった飼料が互 に接 触 しない ように 注

意 した。 また各飼料の 占める面積 が 大体 同 じになるよ うに調 節

した。 湿度 を保つ ためできあが った容 器を半 分水の入 った シ ャ

ー レの上にのせた。実験 はすべ て25℃,16時 間照 明下 で行 な

った。実験開始後1,3,5,7,お よび24時 間 目にパ ラフ ィル

第1図 飼料選択実験容器。

ムを通 して各飼料 に集ま ってい る虫の数を記録 した。

最初 に蒸溜水 と糖 との選択 実験を行な った。 飼料 としては 各

容器 あた り蒸 溜水1滴 と糖溶液1滴 を与えた。結 果は第1表 の

とお りである。蒸溜水:10%ス クロースでは1時 聞後では両者

に有意 の差が認 められ なか ったが,3時 間よ り後 では 差 がだん

だん と大 きくな って くる 傾 向がみ られ た。 これはイナズマ ヨコ

バ イが飼料 の違 いを認 めて移動 したためと 思われ る。 蒸溜水:

10%グ ル コー スでは3時 間 目においてだけ有意の差が認 め ら

れ,そ の ほかで は認 められ なか った。 蒸溜水:10%フ ラク トー

スでは差は全 く認 められ なか った。 このことか ら3種 の糖 の う

ちでは スクロースが好 まれ ることが考 えられ る。

次に蒸溜水:10%ス クロース:10%グ ルコース:10%フ ラク

トースの 四者 を 同時に用い てイナズマ ヨコバ イの 選択性 を調べ

1 Choice experiments of Inazuma dorsalis (Hemiptera: Deltocephalidae) on some sugars. Kenji KOYAMA (Division 
of Entomology, National Institute of Agricultural Sciences, Nishigahara, Kita-ku, Tokyo, 114).
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第1表 イナ ズマヨコバ イの糖に対す る選択性-1

10%ス クロー ス(S):蒸 溜水(W)

10%グ ル コー ス(G):蒸 溜水(W)

10%フ ラク トー ス(F):蒸 溜水(W)

各回幼虫20匹 使 用。 †: 各調査時点で飼料上に集 っていた虫だけを対象 とし,X2検 定は合計 についてだけ行な った。
＊ 5%水 準 で有意差 あ り,＊＊1%水 準 で有 意差あ り,-有 意差 なし。

第2表 イナズマ ヨコバ イの糖に対 す る選択性-2

実験 回数5回 の合計,各 回幼虫20匹 使 用。

†第1表 と同 じ。

た。4種 の飼料 は一容 器あた り各1滴 ずつ互に接触 しない よう

に離 して置かれた。 結果は第2表 の通 りであ る。1時 間後では

各区の間に 有意の差は 認 め られなか ったが,3,5,7,お よ

び24時 間後では有意の差が認め られた。 この結果か ら10%ス ク

ロー スが好まれ ることがわか った。蒸溜水,10%グ ル コー ス,

10%フ ラク トー ス間にはほ とん ど差がない と云え よ う。

以上の実験に よ りイナ ズマ ヨコバ イは スクロースを好む こと

が確認 されたので次に どの位の濃度を好むかの 実 験 を 行 な っ

た。 実験の結果は第3表 の とお りであ る。 この結 果か らイナズ

第3表 イナズマ ヨコバ イの異 な った濃度 の

スクロースに対 する選択性

実験回数5回 の合計,各 回幼虫20匹 使 用。

†第1表 と同 じ。
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マ ヨコバ イに対す る スクロースの最適濃度 を 決 定する ことは困

難であ るが,3～10%と くに5%の スクロースが適 当でないか

と推 定 され る。

先 に ヒメ トビウン カの人工飼料を検討す るに 当 って,MITSU-

HASHI and KOYAMA(1969)は 各種 の糖 のいろいろな 濃 度 に

お けるヒメ トビウンカ幼 虫の生存率 を調 べた。 今 回は 選択 実験

に よ りイナ ズマヨコバ イに最適 な糖 を 調べ たが,ヒ メ トビウン

カの場合 と同様に5%の スクロースが適 当で ある ことが わか っ

た。 ヒメ トビウン カの人工飼料には5%の スクロースが含 まれ

ているので,糖 に関す る限 り,こ の飼料を改良す る必要は ない

と思われ るにもかか わ らず この 飼料 がイナズマ ヨコバイの 発育

に と って不適 当で あるのは 糖 以外 の成分 に 問題 があ るか らだ と

思 われ る。今後 さらに ビタ ミン,ア ミノ酸 無 機塩な どを検討

す ることに よ り,イ ナズマ ヨコバ イの 人工 飼育が可能にな ると

思われ る。
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