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Rearing of Apanteles chilonis MUNAKATA on the Rice Stem Borer, Chilo suppressalis WALKER, 

Bred on a Semi-artificial Diet. Hiroshi KAJITA (Institute of Biological Control, Faculty of 
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In the present study larvae of the rice stem borer, Chilo suppressalis WALKER which were 

either bred on a semi-artificial diet or collected in the paddy field, were used to rear a gre-

garious internal parasite, Apanteles chilonis MUNAKATA to compare the biological characteristics 

of the parasite. Rearing the parasite on larvae bred on the semi-artificial diet decreased the 

longevity of adult female, the number of mature eggs in ovaries, the number of eggs laid by a 

single female and the survival rate. Moreover, either females or males of the parasite were 

produced more frequently from the host larvae bred on the semi-artificial diet. It is not 

determined in the present study whether inbreeding of the parasite or the change of the host 

physiological condition resulted in these deleterious effects.

天敵 の室 内飼育 はその寄主 が室 内で容 易に飼育で きる

か どうか に負 うところが大 きいので,寄 主の室 内飼育が

困難 な天敵 の飼 育には代 用寄主が使 用され るが,近 年 盛

んに研究 され ている人工飼料 を使用 する ことによ り必要

量 の寄主 が簡単 に飼育 できれば代用寄主 も不 要 とな り,

このよ うな天敵 の研究 は一層発 展す るであろ う。 わが国

の イネの害 虫,ニ カメイチ ュウChilo suppresslis WAL-

KERの 人工飼料 の研究 は1950年 頃か ら開始 され,1952

年には石井が比較的低い死亡率で成 虫まで飼育で きる人

工飼料を明 らか に した。その後改良が加 えられ,現 在で

は累代飼育の可能な人工飼料が完成 してい る(釜 野 ・深

谷,1965)。 筆者は ニカメイチ ュウの寄生蜂,メ イチ ュ

ウサ ムライ コマユバチApanteles chilonis MUNAKATAの

生態を研 究す るために,こ の寄生蜂を水田で採集 した ニ

カメイチ ュウを使 用 して飼育 していたが,こ の方法で は

実験 に必要な時 に,必 要な量を供給 す ることが困難であ

ったので,人 工飼料 飼育のニ カメイチ ュウを寄主 として

使用 する ことを考 えた。 しか し,水 田で採集 したニ カメ

イチ ェウでは この寄生蜂 を容 易に累代飼育でき るが,人

工飼料飼育 のニカ メイチ ュウでは累代飼育が難 しい こと

がわか った(KAJITA and DRAKE, 1969)。 そ こで,本 報

では人工飼料 飼育のニ カメイチ ュウで生 育 した メイチ ュ

ウサ ムライ コマユバチ と水 田採集 のニ カメイチ ュウで生

育 した メイチ ュウサム ライ コマユバチの性 質を比較 しよ

うとした。

本文 に入 るに先立 ち,本 研究 の遂行 にあた り御指導 を

賜 った九州大学農学 部安松京 三博士並 びに人工飼料の作

製 を指導 され た九州大学農学部河原畑勇博士 にお礼 申 し

上げ る。 また,ニ カメイチ ュウの採集 を援助下 さった福

岡県農業試験場村 田全,野 田政春両技術師並び にメイチ

ュウサ ムライコマユバ チを採集 された長崎県諫早防除所

市川伊三郎技師に感謝の意を表す る。

材 料 お よび方 法

ニカ メイチ ュウの飼育 交尾 した ニカメイガ雌雄各5

頭を腰高 シヤー レに収容 し,パ ラフ ィン紙上に産卵 させ

た。人工飼料に接種す る卵塊はふ化約24時 間前の もの

であ り,卵 塊の殺 菌方法はまず70%ア ル コールに通 し

てか ら,0.1%昇 汞水に15分 浸 し,滅 菌水 で2度 洗 っ

た後再 び70%ア ル コール にか るく 通 した。 接種 日 は

1968年6月28日 ～7月7日 で,そ の後20～25℃,1

日あた り8時 間照明条件 下で9月 中旬まで飼育 した。9
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月中旬以降は飼育室が都合で使 用で きなか ったため,野

外 とあ ま り気象条件の違わない 実験室に移 し,同 年11

月か ら翌年2月 まで実験に使用 した。今回使用 した 人工

飼料は半合成飼料であ り,200ccの 三角 フラス コあた り

の組成は第1表 に示 した通 りであ る。 フラス コあた りの

第1表 半合成飼料の組成

＊1エ ビ オ ス

*2 McCollum and Simmond's salt mixture

飼育頭数 は10～30頭 であ る。一方,水 田採集の ニカメ

イチ ュウは1968年 秋か ら1969年 冬に福岡市 とその近

郊で採集 した。人工飼料飼育の ニカメイチ ュウの体重 は

40頭 平均83.7mgで あ り,水 田採集の ニカメイチ ュウ

は40頭 平均84.5mgで あ り,両 者の間 には統計学的 に

有意な差はない。

メイチ ュウサ ムライ コマユバ チの累代飼育 と実験 供

試の メイチ ュウサムライコマユバチは長崎県対馬産 のも

の で,調 査 に使用す るまで水 田で採集 したニカ メイチ ュ

ウで飼育 した。 この寄生蜂 は1頭 のニカ メイチ ュウで約

20頭 生 育 し,そ れ らは短時 間内に羽化 して 直ちに交尾

す る。今 回は飼 育の都合上,ひ とつの容器 に同一の親か

ら生産 されたすべての繭を収容 し,羽 化 した成虫を 自由

に交尾 させ,数 頭の親か ら生 産 された次世代を累代飼育

と実 験に使 用 した。 累代飼育に使用 した寄生 蜂の数は第

2表 に示す。なお,今 回の実験は人工飼料 飼育のニ カメ

イチ ュウで1世 代飼育 してか ら開始 したので,第2表 に

示 した世代数 の表現 は実際 よ り1世 代少な く,第1世 代

としてあ るものは 実際は 第2世 代,第2世 代は 第3世

第2表 累代飼育に使用した雌寄生蜂個体数

代,第3世 代は 第4世 代に相当す る。 累代飼育の 方法

は,内 径2cm,長 さ20cmの 試験管に雌寄生蜂 を1頭

入れ,そ こにニカ メイチ ュウ2頭,ハ チ ミツお よび水で

湿 らせた脱脂綿のボール1個 を与えて,約25℃ の恒温

室または恒温器に置いた。羽化 した寄生蜂はまず雌雄を

調べた後,累 代飼育用 と実験用 に分 けた。実験用の寄生

蜂は約25℃ の温度条件下で卵巣内の成熟卵数,生 存 日

数,産 卵数お よび未熟期の死亡率の調査 に使用 した。卵

巣内の成熟卵数 はは じめは羽化後4日 目まで毎 日調査 し

たが,毎 日殆ん ど変 らないの で,羽 化後2日 目に 調べ

た。生存 日数 につ いては,羽 化後 間もない雌寄生蜂 を内

径1.5cm,長 さ15cmの 試験管 に1頭 ず つ収容 してハ

チ ミツおよび水で湿 らせた脱脂綿 のボールを与 えて飼育

し,死 亡 した 日を記録 した。産 卵数 と死亡率 は第2世 代

で調べ た。産 卵数 は,内 径2cm,長 さ20cmの 試験管 に

羽化直後 の雌寄生蜂1頭 とハチ ミツお よび水で湿 らせた

脱脂綿 のボールを入 れ,そ こに水田採集のニ カメイチ ュ

ウを毎 日2頭 ずつ 与えて,24時 間後 にニ カメイチ ュウ

を解剖 して調 べた。 この実 験には20頭 の雌寄生 蜂を使

用 した。また,未 熟期の死亡率については累代飼育 と同

じ方法で寄生 させて,卵,幼 虫お よび蛹期別の死亡率を

調べた。各虫態 とも10頭 の親 によ り生産 された次世代

について調べた。

結 果

1. 1世 代の所要 日数

累代飼育において,メ イチ ュウサ ムライコマユバチの

雌成虫は2, 3日 間 しか生存 しなか ったが,そ の間産卵

は寄主を与 えた 日に最 も盛ん に行 なわれ た。 また,大 抵

の場合1雌 か ら生産 された成 虫は羽化開始後24時 間以

内 にすべ て羽化 し,直 ちに産卵 した。 したが って,こ こ

では寄主 を与 えて産卵 させてか ら成 虫初発 日まで を1世

代の期間 と した。その結果は,第3表 に示 したよ うに,

第3表 寄生蜂の1世 代に要する日数の比較

人工飼料飼育の ニカメイチ ュウで生育 した寄生蜂の1世

代 に要す る 日数 は水 田採集 のニカ メイチ ュウで生育 した

ものよ りわず かに長 か った。 しか し,両 者 の間には統計

学的 には有 意な差 はな い。
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2. 性 比

第4表 に示 したよ うに,メ イチ ュウサ ムライ コマユバ

チの性 比(雌 歩合%)は 人工飼料飼 育のニカ メイチ ュウ

を使 用 しても水 田採集 のニカ メイチ ュウを使 用 した場 合

と殆 ん ど変 らない。 しか し,人 工飼料 飼育 のニカ メイチ

ュウで生 育 した寄生蜂 では1雌 あた りの生産す る次世 代

の性 比に大 きな変異 がみ られ た。例 えば,第1図 に示 し

たよ うに,第3世 代においては人工飼料飼育 のニカメイ

チ ュウで生 育 した寄生蜂 の次世 代は雌か雄 のいずれ か一

方の性 になる ことが 多か った。

第4表 寄生蜂の性比の比較

第1図 寄生蜂1雌 の生産 した個体数 と性比の関係。

Aは 人工飼料飼育 のニカメイチュウで生育 し

た寄生蜂。Bは 水 田採集 のニカメイチュウで

生育 した寄生蜂。

3. 雌成虫の生存 日数

第5表 に示 した ように,雌 成虫の生存 日数は水 田採集

の ニカメイチ ュウで生育 した場合 と人工飼料飼育の ニカ

メイチ ュウで生育 した場合 との間 にはは っき りした差が

み られ,前 者の 場 合の方が よ り長 命な 寄生蜂が 得 られ

た。 世 代別 にみ ると,生 存 日数 に いくらか 長 短があ る

が,こ れは温度条件 が飼育場所 を変えた ことによ り多少

第5表 雌寄生蜂成虫の生存日数の比較

変化 したため と思われ る。

4. 卵巣 内の成熟卵数

水 田採集の ニカメイチ ュウを寄主 に して生育 した メイ

チ ュウサ ムライコマユバ チの卵巣内 にお ける成熟卵数は

第6表 に示 した ように羽化当 日か ら羽化後4日 目まで毎

日10頭 平均約110個 であ った。そ こで,羽 化後2日 目

の寄生蜂を解剖 して成熟卵を数 えた結果は第7表 に示 し

た ように,人 工飼料飼育の ニカメイチ ュウで生 育 した寄

生 蜂では卵巣内の成 熟卵数 が少なか った。

第6表 水田採集のニカメイチュウで生育 した寄生蜂

における日令 と卵巣内成熟卵の関係

第7表 寄生蜂の卵巣内成熟卵数の比較

5. 産 卵数

第2世 代におけ る1日 あた りの産卵数 と生存率 は第2

図に示 した通 りであ る。明 らかに,人 工飼料飼育 のニカ

メイチ ュウで生 育 した寄生蜂 は水 田採集 のニカ メイチ ュ

ウで生 育 したものに比べ て短命 で産卵数が少 なか った。

人工飼料 飼育 のニカ メイチ ュウで生育 した寄生蜂 のなか

には数 日間の生存期 間中一時的 に産卵 を中止 し,再 び産

卵 を行 な うものがみ られ た。 こうした産卵の様式は水 田

第2図 寄生蜂 の1日 あた りの産卵数 と生存率。Aお よび

Bの 説明 は第1図 に同 じ。○-○:雌 寄生蜂の生

存率 。●-●:1日 あた りの産卵数。
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採集 のニカ メイチ ュウで生 育 した寄生蜂 では観察で きな

か った。

6. 未熟 期における死亡 率

メイチ ュウサ ムライ コマユバチの卵,幼 虫お よび蛹期

におけ る死亡率 は第8表 に示 した通 りであ る。今 回の調

査 では卵期の死亡 は全 く認め られなか ったが,幼 虫期の

第8表 寄生蜂の卵,幼 虫および蛹期の死亡率の比較

死亡率は人工飼料 飼育のニ カメイチ ュウの方が明 らか に

大 きか った。また,蛹 期の死亡率 も人工飼料飼育の ニカ

メイチ ュウの方が大 きか った。

考 察

人工飼料飼育の ニカメイチ ュウで生育 した メイチュウ

サ ムライコマユバチは水田採集の ニカメイチ ュウで生育

した ものに比べて,卵 巣内の成熟卵数,産 卵数,死 亡率,生

存 日数な どが劣 ってい る。第2世 代におけ る調査資料 を

基に して純繁殖率R0と 内的 自然増加 率rを 伊藤(1963)

に従 って計算す ると,人 工飼料飼育の ニカメイチュウを

寄 主に した メイチユ ウサ ムライコマユバチの純繁殖率は

わずか4.369で あ り,水 田採集の ニカメイチ ュウを寄主

に した ものは33.702で ある。 また,前 者の 内的 自然増

加 率は0.062で あ り,後 者は0.158で ある。 この計算

には累代飼育 と産卵数の実験で得 られた資料 を使 ったの

で,こ れ らの数値は累代飼育 にその ままあては まらない

であ ろ う。 しか し,純 繁殖率お よび内的 自然増加率 にみ

られ る両者の間の大 きな差は人工飼料飼育に よるニカ メ

イチ ュウで メイチ ュウサ ムライコマユバ チを増殖す る こ

との難 しさを明示 してい る。

今回の累代飼育を困難 に した も うひ とつの原因は交尾

方法 にあると考 えられ る。す なわ ち,今 回に限 り飼育の

都合上,同 一の親か ら生産 された次世代同士で交尾 させ

る方法 を採用 したが,人 工飼料飼育の ニカメイチ ュウを

寄主 に した メイチ ュウサ ムライコマユ バチの1雌 あた り

の生産す る次世代の性は雌か雄の いずれか一方 になる こ

とが 多か った。その ため,こ の交尾方法 を採用す る限 り,

増殖 に 役立 たない 雌寄生蜂 を 多く生産す る 結 果になっ

た。 ちなみ に,こ の寄生蜂は産雄単性生殖 をす る種 であ

り,交 尾 しない雌寄生蜂は雄の次世代 しか生産 しない。

ところで,人 工飼料飼育の ニカ メイチ ュウでは同系交配

を行 な うと生育が遅れ,蛹 化率,産 卵数 などが低下す る

といわれ る(釜 野 ・深谷,1965)。 今 回の メイチ ュウサ ム

ライコマユ バチにお いてもそ うした影響が あるか も知れ

ないが,こ の点 はさ らに検討 を要す る。

今回使用 した人工飼料の組成 と大体 同 じ人工飼料使用

によ りニカ メイチ ュウは容易 に飼育 できるが(釜 野 ・深

谷,1965),そ の寄生蜂 である メイチ ュウサムライコマユ

バ チの飼育 は因難であった。 とくに,今 回の調査 では休

眠 中の ニカ メイチ ュウを寄主 に使用 したが,不 休眠条件

下 で累代飼育が 可能 な人工飼料 でも,休 眠条件下 で飼育

した場合 には生育が劣 る といわれ る。今 回使用 した人工

飼料 とほぼ同 じ組成 の人工飼料 で飼育 したニカ メイチ ュ

ウでは,休 眠個体 を加温す ると死亡 率が明 らかに増大す

る(釜 野 ・湯 嶋,1967)。 この ことは,と りも直 さず,こ

うした休眠個体 を寄主 に使用 した実験 では寄主 の死亡 に

ともない寄生蜂 も死亡 した ことを意 味す る。

以上 のよ うな結 果か ら,現 在 の ところ人工飼料 飼育の

ニカ メイチ ュウを寄主 に して寄生蜂 を飼育す る場 合には

増殖率が小 さ いことを予想 してやや大規 模な飼育が必要

であ り,ま た この場合 近親交配の悪影響があ るか も知れ

ないので交配 方法 に注 意すべ きであろ う。

摘 要

第1表 に示 した人工飼料 で飼育 した休眠 中のニカ メイ

チ ュウを使 って同系交配に よって メイチ ュウサ ムライ コ

マユバチの累代飼育を行 な った。人工飼料 飼育のニ カメ

イチ ュウで飼育 した メイチ ュウサ ムライ コマユバチの1

世 代に要 す る日数は水田で採集 したニ カメイチ ュウで飼

育 した もの とほ とん ど変 らな いが,雌 成虫の生存 日数,

卵巣 内の成 熟卵数,産 卵数お よび生存 率は劣 って いた。

また,人 工飼料 飼育のニ カメイチ ュウで飼育 した この寄

生蜂 の性 比は平均値の上 では水田で採集 したニ カメイチ

ュウの もの と変 らな いが,1雌 あた りの生 産 した次世 代

は雌か雄 の いずれか一方 にな ることが多か った。 この よ

うな結果に対 して同系交配が影響 したか どうかは明 らか

にされなか った。
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