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Artificial Rearing of the Smaller Brown Planthopper, Laodelphax striatellus FALLEN, with Special 

Reference to Rearing Conditions for the First Instar Nymphs. Jun MITSUHASHI and Kenji 

KOYAMA (Division of Entomology, National Institute of Agricultural Sciences, Nishigahara, 

Kita-ku, Tokyo, 114). Jap. J. appl. Ent. Zool. 16: 8-17 (1972)

The smaller brown planthopper, Laodelphax striatellus FALLEN, has been reared continuously 

for over 10 generations on holidic diets. By letting the planthoppers lay their eggs on Parafilm 

M membrane, the planthoppers were maintained free of their natural host plants for many genera-

tions. On holidic diets the nymphal growth was retarded but became improved after the 4th 

generation, although it was still slower than the controls even at the 10th generation. Nymphal 

mortality showed similar trends to nymphal growth, increasing up to the 3rd generation and de-

creasing thereafter. It was also noted that the resulting adults on holidic diets showed apparently 

no difference in size compared with the controls. In artificial rearing the multiplication rate 

of the planthoppers were extremely low, probably because of the inadequacy in the collecting 

methods of their eggs and their preservation. Mortality was found to be very high just after 

hatching. Therefore, the rearing conditions for the first instar nymphs were examined, and the 

following became evident. A shorter vessel is better than a taller vessel and as for light source, 

yellow, orange and red colors are preferable. The higher the relative humidity, the better is 

the survivorship. The preferred temperature for the first instar nymphs ranges from 15•Ž to 

23•Ž.

吸収 口をもつ半翅 目昆虫の人工飼育は,摂 食 させ る方

法が困難であ るため,他 の昆虫の人工飼育 に比べ かな り

お くれて いた。 しか しこの問題 はMITTLERら のPala-

film Mの 薄膜 を通 して 吸汁 させ る方法 に よって解決 さ

れ た。薄膜 を通 して ヨコバイに汁液 を吸わせ る試みは,

す でに1927年 にCARTERに よって行なわれてお り,そ

の後 もいろいろな薄膜 を用 いて同様 な実験が行なわれて

い るが,い ず れの場合 も膜が不適当であ った り,液 体飼

料が 不 適当なため,短 期間の 生存を 保 った だけで あっ

た。MITTLERら は薄 く引 き伸 したParafilm M膜 を通 し

てアブ ラム シに液体 飼料 を吸わせ る方 法を確 立 し(MIT-

TLER and DADD, 1962),こ の方法 によ り広範 な栄養学

的研究 を展開 した。そ の結果,ア ブラム シでは既 知物質

だけか らなる人工飼料(holidic diet)を 用 いて,数10代

も継 代飼 育ができるよ うにな った(DADD and MITTLER, 

1966)。

一方,ウ ンカ ・ヨコバ イ類については,古 くか ら植物

ウイルス伝播の実験方法 と して,人 工摂食法が工夫 され

ていた にもかかわ らず,飼 料 の改 良はほ とん ど行 なわれ

ず,こ れ まで に人工飼育 に成功 した例 はない。

筆者 らは,ウ ンカ ・ヨコバイ類 もアブ ラム シと同様 に

Parafilm M膜 を通 して吸汁を行な うことができる こと

を確 認 した の で(小 山 ・三橋, 1969; MITSUHASHI and 

KOYAMA, 1969, 1971),こ の方法に よ り飼料の組 成を検

討 し,ヒ メ トビウンカの継 代飼育に成功す ることがで き

た。本報ではその方法の詳細を報告す るとともに,飼 育

中特に死亡率が高か った孵化直後の1令 幼虫の飼育条件

につ いて も検討 を加 えた。

継 代 飼 育

材料および方法

実験に用 いた ヒメ トビウンカは,当 研 究室で数年間飼

育 を続けてい る赤眼系統お よび1969年9月 に農業 技術

研 究所内で採集 し,以 来当研究室で飼育 を続けてい る野
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第1図 ウンカ ・ヨコバ イ類人工飼育容器。A～C:飼 育容器;D:採 卵容器 。

第1表 人 工 飼 料 の 組 成 (mg/100ml)

生系統であ る。両系統間には,通 常飼育,人 工飼育 にお

いて も何等の差異を見出す ことはで きなか った。通常飼

育は径20mm× 長 さ100mmの ガラス管 内で,イ ネ芽

出 しを与えて行ない,常 に25℃ 16時 間照 明下 に保 っ

た。照 明には東芝 プ ラン トル ックスまたはナ ショナル ・

ホモル ックスを用 いた。

人工飼育容 器には,そ の実験 目的に応 じて数 種類の も

のを用 いた(第1図)。 摂食方法 は小山 ・三橋(1969)お
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よびMITSUHASHI and KOYAMA (1969, 1971)に 記載 し

た もの と同様で,引 き伸 したParafilm M膜 を通 して液

体飼料 を吸わせ る方法 である。

飼料の組成は アブラムシ用 に作 られた人工飼料(EHR-

HARDT, 1968)を 元 に して,こ れ を若干改変 した もので

あ る(第1表)。MED-1はEHRHARDTの 飼料の庶糖濃

度 を変えただけの ものであ る。MED-2はMED-1に コ

レス テロールを 最終濃度1mg/100mlに な るよ うに 加

えたもの,MED-3はMED-1に イネ芽出 し熱水抽 出物

を加 えた ものであ る。 またMED-4はDADD and KRI-

EGER (1968)の アブ ラム シに対 する必須ア ミノ酸を参 考

として,MED-1か ら約半数の ア ミノ酸を除いた もので

ある。調製 した飼料 は-20℃ に保存 した。

人工飼育 は 湿 った炉紙 上で 孵化 させ た 幼 虫か ら 始め

た。 したが って,幼 虫は全 くイネに接す ることな く,人

工飼育 に移 され た訳 である。各世代 とも,初 めに孵化 し

た50頭 について個体飼育 を行 ない,さ らにその後 孵化

した個体 は20～30頭 の集 団 として飼育 した。個体飼 育

には第1図Aの 容器,集 団飼育 には第1図Cの 容器 を用

いた。飼育条件 はイネ芽 出 し飼育 の場合 と同 じで,25℃

16時 間照明 である。飼育 中,飼 料 がバ クテ リア,か びな

どの繁殖 によ り変 質す るので,飼 料 は1日 お きに更新 し

た。人工飼育で え られ た成 虫は,MITSUHASHI (1970)の

方法 によ り,Parafilm M膜 を通 して,5%庶 糖液中に

産卵 させ た。産卵期間 中,成 虫は2日 毎 に人工飼料 を与

えられ るか,ま た はMITSUHASHI (1970)の 産卵容器 の天

井 にある網 の代 りにParafilm Mを 張 って,人 工飼料 を

つ ける ことによ り,人 工飼料 と5%庶 糖液 を同時 に与え

られた(第1図D)。 後者 の場合,人 工飼料 に対す る産卵

はほとん ど見 られ なか った。採卵 は2日 ご とに行 ない,

えられた卵は蒸溜水 中に保存 した。卵 の胚子発育 は水 中

で も異常な く進行 し,孵 化す るまで に至 るが,水 中で孵

化 した場合は幼虫が溺死す るので,孵 化直前 に湿 った炉

紙 上に卵を移 し,そ の上で孵化 させた。 こ うして えられ

た孵化幼 虫は次代の人工飼育の材料 に供 せ られた。上の

方 法を く り返す ことに よ り,全 くイネに接触 させ ること

な く,世 代を く り返 させ ることがで きた。

結 果

MED-2お よびMED-3に よる飼育の結果はMED-1

のそれ と異な るところがな く,コ レス テロール,イ ネ芽

出 し抽出物の添加 が何 ら飼育結果を改善 しない ことが明

らかにな った。 ここではMED-1お よびMED-4に よ

る飼育結果を,イ ネ芽出 し飼育の場合 と比較 しなが ら報

告す る。

人工飼育では第3代 また は第4代 まで幼 虫期間が長 く

なった(第2図)。 イネ芽 出 し飼育 の場合 の幼 虫期間 との

差は,MED-1に おいて もMED-4に おいても有意 であ

った(P=0.01)。MED-4で は第4代 か ら,MED-1で

は第5代 か ら幼虫期間が短縮 した。MED-4飼 育の ヒメ

トビウンカ は,事 故 によ り第5代 幼 虫期 に 死滅 した。

MED-1飼 育の ものは 以後ず っと継代飼育 されて い る

が,幼 虫期間は初期の頃 よ り短か くな ってはい るが,イ

ネ芽出 し飼育の場合 よ り長 い。

第2図 人工継代飼育によるヒメトビウンカ幼虫期間の

変化(平 均幼虫期間±標準誤差)。Cは 対照(イ ネ芽出

し飼育)。 白丸はMED-1飼 育,黒 丸はMED-4飼

育。

上 と同様 の発 育遅延は各令期間について もみ られ,し

たが って,人 工飼 育に よる発 育遅 延は特 定の時期 に起 る

のではな く,全 期 間に遅 れを生 ず ることは明 らかである

(第3図)。

人工飼育 に よってえ られた成 虫が,形 態的 に正常 であ

るか否か を調べ るために,雄 成 虫の前翅長,後 脛節長,

大刺針長 を 測定 した。 なお,人 工飼育 でえ られ る 成虫

は,雌 雄 とも全部長翅型 であ り,短 翅型 は全 くえられな
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第3図 人工継代飼育によるヒメトビウンカ各令期間の変

化(平均令期間±標準誤差)。Cは 対照(イネ芽出し飼育)。

白丸はMED-1飼 育,黒 丸はMED-4飼 育。

か った。第4図 か ら,人 工飼育で えられた成虫は体型的

にはイネ芽出 し飼 育の成 虫 とほ とん ど差がない と云 えよ

う。

幼 虫期間 の 死亡率 を見 ると(第5図),人 工飼育に移

して初 めの数代 では,か な り死 亡率が高いが,除 々に低

くな り,第8代 では対照 のイネ芽 出 し飼 育 よ り死亡率が

低 くな っている。 また,幼 虫期 の死亡 は1令 の初 期に高

いことが,孵 化後20日 間 の生存率 曲線か ら認め られ る

第4図 人工飼育によってえられた雄成虫の大きさ(平

均±標準誤差)。Cは 対照(イ ネ芽出し飼育)。白丸は
MED-1飼 育,黒 丸はMED-4飼 育。

(第6図)。 死亡率の低か った第8代 では,1令 初期の死

亡率 が低 く,こ の期間の死亡率の高低が,歩 止 りに大 き

く影響 してい ることが推察 された。

第2表 人工飼育によるヒメ トビウンカの増殖率(1雌

あたりの孵化幼虫数)

増殖率 と して,1雌 あた りの孵化幼虫数 を調べてみ る

と,第2表 の よ うになった。 イネ芽 出 し飼育の場合は約

400と い う数値が え られ て い るので(MITSUHASHI and 

KOYAMA, 1971),増 殖率は 非常 に 悪い とい うことにな

る。1雌 あた りの産卵数はそれほ ど少な くなか ったが,

産卵数は調査 しなか ったので,こ こでは増殖率 と して1

雌あた りの孵化幼虫数を用いた。増殖 率の低か った原因

については考察の項 で論義す るが,こ の程度 の増殖 率で
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第5図 人工 継代飼育におけ るヒメ トビウンカの幼 虫期死亡率。C:対 照(イ ネ芽 出 し飼育;斜 線:MED-1飼 育,

点:MED-4飼 育 。

も,代 を継 ぐことは可能で ある。

1令 幼 虫 の飼 育 条 件

前述の人工飼育の結果か ら,1令 の初期の死亡率が高

い ことがわか ったので,こ の期間の死亡率を下げ るため

の条件 を検討 した。

実験 に用 いた1令 幼 虫はすべ てMITSUHASHI (1970)の

方法 で採卵 し,湿 った炉紙 上で孵化 させた もので,孵 化

後24時 間以内に供 試 した。特 に記 してない限 り,飼 育容

器 は第1図Bに 示 したものを用 い,飼 料 はMED-1を 使

用 した。また飼育容器の下部 には水 の代 りにNaH2PO4・

12H2O飽 和水溶液 を入れ,相 対湿度 を95%に 保 った。

飼育 は25℃ 16時 間照明下で10日 間行 な った。結 果は

生存率曲線で表わ したが,多 くの結果か ら明 らか なよ う

に,試 験開始当 日と4日 目お よび10日 目の生存虫率 を

直 線で結ぶ とその回帰は大体実測値のそれ を満足す るの

で,4日 目と10日 目の値を用 いて平均経過の比較1を行

ない,各 区間の有意 差を検定 した。

容器の大 きさ

継代飼育 に用 いた容 器の大 きさは第1図 に示 したよ う

に直径25mm,高 さ30mmま たは45mmの ガラス管

で あ ったが,こ の容器 では管 の高 さが1令 幼 虫の大 きさ

に比 して高 いため,幼 虫が飼料 に達す る頻度が小 さくな

る ことが考 え られ る。 そ こで 同 じ直径 で 高 さが10mm

と45mmの 管 を用 いて,幼 虫の生存状態 を比較 した。

結果は第7図 に示す通 りで,高 さの低 い容器 を用 いた方

が生存 率が良い ことがわか った(P=0.01)。

1 2つ の標本平均経過の比較,増 山元三郎(1950)「 少数例 の纏め方 と実験計 画の立て方」第5版,河 出書房,東 京,52ペ ージ

に よる。
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第6図 人工 飼育 による孵化後20日 間の幼 虫生存率 曲線。Aお よびB:

= MED-1飼 育。C:MED-4飼 育,図 中の数字は世代数,Cは 対照(イ

ネ芽 出 し飼育)を 示 す。

飼 育 密 度

飼育密度を1容 器 あた り5頭,10頭,20

頭,40頭 とした場合,生 存率 に差が 生 ず る

か否かを検討 した。結果は第8図 の通 りで,

各 区間に有意 の差 は認め られなか った(P=

0.05)。

照 明 法

ヒメ トビウ ンカには走光性 があるので,飼

料 のある容器上面 だけを照 明す るよ うにすれ

ば,よ り容易 に幼 虫を飼料 に接触 させ る こと

が できるか も しれ ない。 そ こで第1図Bの 容

器 の側面 を遮光紙 で被 って,上 か らだけ光 が

入 るよ うに した場合 と,通 常 の場 合 とを比較

した。結果は第9図 の通 りで,両 区 の間 に有

意 の差 は認め られ なか った(P=0.05)。

光源の性質

照明す る光 の色によって ヒメ トビウ ンカの

飼料へ の集合が影響 を受 けるか も しれ ない。

も しそ うい うことが あるな らば,光 の色 は生

存率 にも影響 して くるので,光 源 をいろい ろ

変 えて実験 を行 な った。容器 は前述 の第1図

Bの 容器 で,側 面 を遮光紙 で被 い,飼 料上 に

写真用 フ ィル ターを置いて,色 を変 えた。 ま

た,フ ィル ターを用 いず,プ ラ ン トル ックス

またはホモル ックス とタ ングステ ン電球 を用

い たもの,全 暗黒 に した区もつ くり,同 時 に

比較 した。結果 は第10図 に示す通 りで あ っ

た。 す なわ ち 緑 色光 を 用 いた場合が 最 も悪

く,こ の区 と黄色光,橙 色光,赤 色光,タ ン

グス テン電球の間 には有意の差が認め られた

が(P=0.01),そ の他の区間相互 には有意差

が認め られなか った(P=0.05)。 また この実

験か ら,全 く光のない状態で もヒメ トビウン

カ幼 虫は飼料 に到達す ることが可能であ るこ

とがわか った。

相 対 湿 度

湿度 が 生存 率に 及 ぼす 影響 を 調べ るため

に,第1図Bの 容器 を用 い,容 器下部 に濃度

の異 な った稀 硫酸を置 き飼 育 ビン内の湿度 を

調節 した。結 果は第11図 に示 す通 りであ っ

た。実験 は湿度40%ま で行 な ったが,80%以

下 の湿度 では5日 以上生存 す る個 体がまれで

あ ったので,図 示 しなか った。 この結 果か ら

湿度 が高 いほ ど生存率 が良い ことがわか る。
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第7図 飼育容器 の大 きさ と生存 虫率 。L:直 径25mm×

高 さ45mm,S:直 径25mm× 高 さ10mm,各 区 とも

24回 くり返 しの平均。

第8図 飼育密度と生存虫率。5:5個 体飼育,10:10個 体

飼育,20:20個 体飼育,40:40個 体飼育,各 区とも12

回 くり返しの平均。

湿度100%と95%, 90%, 85%間 には有意 の差 が認 め

られ たが(P=0.01), 95%, 90%, 85%相 互 間には有

意 差が認 め られ なか った(P=0.05)。 硫酸を用 いて湿度

を調節 した場合,硫 酸 その ものの影響 があるか否かを検

討 す るため,NaH2PO4・12H2O飽 和水溶液(相 対湿度

95%)とKBr飽 和水溶液(相 対湿度84%)を 用 いて同

様 な実験を行な った(第11図)。 その結 果,い ずれの場

合 も塩溶液 を用 いて湿度 を調節 した方 が生存 率が良 く,

かつ湿度 の高 い方 が生存率 が良か った(P=0.05)。

温 度

温度 が生存率 に及 ぼす影響 を調べ るため,孵 化直後 か

第9図 照明方法 と生存虫率。N:通 常照明,SD:側 面を

遮光紙で被い,上 か らだ け光が入 るように した もの。 各

区 とも24回 く り返 しの平均。

第10図 光源の種類 と生存虫率。Y:黄 色光,O:橙 色光,

R:赤 色光,B:青 色光,G:緑 色光,T:タ ングステ

ン電球,F:プ ラン トルックス,D:完 全暗黒,各 区と

も4回 くり返 しの平均。

ら10日 間種々の温度下で飼育 し,そ の後25℃ に移 し

てさ らに10日 間飼育 を行な った。 なお温度 調節 には ク

ール ニクスエ アー(ヤ マ ト科学)を 使用 した。結 果を第

12図 に示す。各温度区間の有意 差を検定す るためには,

10日 目お よび20日 目の生存虫率を用いて平均経過の比

較(12ペ ージ脚註)を 行な った(第3表)。 この結果,孵 化

直後 の 幼虫は 比較 的低温(15～23℃)で 飼育 した方が

生 存率が良 く,ま たその後25℃ に移 して飼育 した場合

も,死 亡虫が少ない ことがわか った。



ヒメ トビウンカの人工飼育 15

第11図 相対 湿度 と生存 虫率 。100:水 によ り湿度100%に

調 節,95:硫 酸 に より湿度95%に 調節,90:硫 酸に よ り

湿度90%に 調 節,85:硫 酸に よ り湿度85%に 調節,

95N:NaH2PO4・12H2O飽 和 水溶液 に よ り湿度95%に

調 節,84K:KBr飽 和水溶液に よ り湿度84%に 調節,

各区 とも5回 くり返 しの平均。

考 察

ヒ メ トビ ウ ン カ を10数 代 にわ た って全 くイ ネ に接 触

させ る こ とな く,化 学 的 に既 知 の物 質 だ け か らな る人 工

飼 料 で 飼 育 す る こ とが で き た。 継 代 飼 育 に用 い た飼 料 の

中に は ス テ ロ ール は 全 く含 まれ て い な い の で,ヒ メ トビ

ウ ンカ に とっ てス テ ロ ール は 必 須 で な い と云 え よ う。 し

か し,こ れ は ヒメ トビウ ンカ 自体 が ス テ ロー ル を合 成 で

き る とい うこ と を必 ず しも意 味 しな い。 恐 ら くア ブ ラム

シと同様 に(EHRHARDT, 1968),体 内にい る共生菌 に よ

って合成 され,供 給されてい る可能性 が強 い。 ちなみに,

ヒメ トビウ ンカには酵母 状共生 菌,細 菌状共生 菌がい る

ことが知 られ ている。 ア ミノ酸 についても,約 半数 のア

ミノ酸 を除去 しても継代飼育 できる ことか ら,必 須 ア ミ

ノ酸 はアブラム シのよ うに(DADD and KRIEGER, 1968),

ごく少数 であ ることが推察 され る。 ア ミノ酸 も恐 らく共

生菌 によ ってかな りの部分 が供 給 されてい ることが想像

され る。

継代飼育 では第3代 まで幼 虫期 間が伸び,幼 虫期死亡

率が増加 したが,そ れ以後 は除々に幼 虫期間が短 縮 し,

死亡 率 も減少 した。幼 虫期間が長 くな る,云 いかえれば

発育 速度 がおそ くな るとい うことは,飼 料 がまだ不 適当

であ ることを示唆 してい るように思われ るが,幼 虫期間

が長 くな って も,幼 虫の発育がそれほ ど不斉いにな らな

い ことは興 味深い。

人工飼育の結果 えられた成虫が,あ らゆる点で正常で

あ るか否かは,人 工飼育の重要な問題であ るが,少 な く

とも雄成 虫の大 きさを測 定 した限 りでは,正 常 とい って

さ しつかえない結果がえ られた。雌成虫については測定

を 行なわなか ったが,イ ネ芽 出 し飼育の 雌成虫 に 比 し

て,特 に小 さい と 云 うことは なか った。 興味 あること

は,人 工飼育でえ られた成虫は全部長翅型で あ り,こ れ

は アブラムシで,人 工飼育の結果生ず る成 虫が ほ とん ど

有翅 型であ ることと 類似の現象 と 考 えられ る(DADD, 

1968)。

第3表 各温度における生存率曲線の有意差検定

＊5%水 準 で有意差 あ り。
＊＊1%水 準 で有意差 あ り。
-有 意差 なし(P>0.05)。
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第12図A,B 温度 と生存虫率。各区 とも初 めの10日 間 は記載の温度で飼育,そ の後10日 間を25℃ に移 して飼

育,図 中の数字 は初 めの10日 間飼育 を行 なった温度,各 区とも5回 くり返 しの平均 。

人工飼育 による大量飼育 を考 え る場合,問 題 とな るの

は増殖率 である。 ヒメ トビウ ンカでは,人 工 飼育 ・人工

採卵 を行 な った場合 の増殖率 は,イ ネ芽 出 し飼育の対照

に比 して きわめて悪 か った。 これはParafilm M膜 を通

して産卵 させ た場合,産 卵数 が減 少す ること,さ らに卵

を水中に保存 す る場合,微 生 物の繁殖 に よ り,か な りの

死卵がで ることに主な原因があ ると考 え られ る。 したが

って,人 工飼育でえ られた成虫の蔵卵数,産 卵能力 など

は対照 とあま り違わない と考 え られ る。 この ことは イネ

芽 出 し飼育 でえ られた成 虫をParafilm M膜 を通 して産

卵 させ た時 と,人 工飼育の成虫を同様の方法で産卵 させ

た時 とで,そ の産卵数に大差がない ことに よって も推察

され る。1雌 あた りの 孵化幼虫数を 増加 させ る ために

は,採 卵法の改良,卵 の保存条件 を検討 しなければな ら

ないであろ う。

人工飼育の各代にお いて,幼 虫 の死亡率は孵化直後 に

高い ことがわか った。生存 虫数の減少は孵化後5日 以 内

に大 きく,そ の後は比較的緩慢に死亡が起 こる。 したが
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って孵化後5日 位 まで の飼育条件 を改 良すれば,幼 虫期

死亡率 をか な りへ らす ことが可能 と考 え られ る。吟味 し

た条件の うち,飼 育容器 につ いては,高 さの低 い容器 を

用い る方が良い ことがわか った。 これ は恐 らく高 さが低

いほ ど,飼 料面 に幼 虫が接触す る機会が 多 くなるか らで

あ ろう。照明す る光の色 につ いては黄 色,橙 色,赤 色な

ど 比較的長波長の 光が 良い傾 向を示 し,緑 色は 悪 か っ

た。 しか し通常用 いているプラ ン トル ックスあるいはホ

モル ックス照明 に 対 して は 有意 の 差が認 め られ なか っ

た。 また全暗黒条件下で も,幼 虫は生存す る ことが でき

た。 この場合,幼 虫が ど うや って飼料 のある所 を認 知 し

たかは興味あ る問題であ るが,飼 料 は常 に上部 に置かれ

ていたので,飼 料の位置 にも問題が あるか も しれ ない。

湿度は高い方が良い とい う結果が えられ た。相対湿度

100%で は,容 器の内側 に水滴がつ き,こ れ に幼 虫が付

着 して死亡す ることが,し ば しば見 られ た。 このよ うな

事故が防げれば,湿 度 をで きるだけ高 く保つ方が生存率

が良 く,乾 燥は きわめて効果的 に死亡率 を高め る ことが

明 らかにな った。

飼育温度は15～23℃ の範囲が適 当で ある ことがわ か

った。孵化後10日 間上記温度で飼育す る と,死 亡率 は

比較 的低い。低温では当然発育はお くれ るが,10日 目に

25℃ に移 して もその後 死亡率が 急激に高 まるこ とはな

か った。

今後 ヒメ トビウンカの人工飼育を さらに発展 させ るた

めには,孵 化直後 の幼 虫の飼育に適当な条件 を組み合わ

せ る とともに,さ らに飼料 を改良 して幼虫発育 を促進 さ

せ ること,採 卵法 を改 良 して多 くの卵が えられ るように

す る こと,卵 の保存条件 を改良 して卵期死亡率 を下げ る

こと,な どが必要 であろ う。 また,飼 育の手間 をはぶ く

ため,あ るいは組織培養 な どの材料 とす るために,無 菌

条件下 での人工 飼育法 も確 立す る必要があろ う。化学的

に既 知な物質だけか らなる飼料 で飼育で きるようにな っ

たので,今 後 は ヒメ トビウンカの栄 養要求 も詳細 に研究

できる と期待 され る。 また これ と関連 して,ヒ メ トビウ

ンカ共生菌 のはた してい る役割 も,今 後の重要な研究課

題 となるで あろ う。

摘 要

1) 化学的 に 既 知な 物 質だけか らな る 人工飼料を 用い

て,ヒ メ トビウ ンカを継代飼育す る ことがで きた。

2) 人工飼育では,幼 虫期 間が長 くな り,幼 虫期死亡率

が高か ったが,こ れ らの欠点 は継代4代 以後 に,除 々

に改善 されてい った。

3) 人工飼育でえ られた成虫 と,通 常飼育の成虫の間に

は,違 いが認め られなか った。

4) 人工継代飼育では増殖 率が著 しく低か ったが,そ れ

は採卵 法 と卵の保 存条件に問題があ るか らだ と考 え ら

れた。

5) 人工飼 育では,孵 化後5日 以内の死亡率が特に高か

ったので,1令 幼 虫の飼育条件を検討 した。その結 果,

容器 は高 さが低 い方 が良い こと,光 源 としては黄 色,

橙 色,赤 色な ど比較的長 波長 の光が良い こと,湿 度 は

高 く保 つ方 が良い こと,温 度 は比較的低 温(15～23℃)

に保 つ方 が良い ことが明 らかにな った。
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