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イ チ モ ン ジセ セ リの 簡 易 大 量 飼 育 法

中筋房 夫1)・本 多八郎2)

名古屋大学農学部害虫学教室

A Simple Method for Mass-rearing of the Rice Skipper, 

Parnara guttata guttata BREMER et GREY (Lepidoptera: 

Hesperiidae). Fusao NAKASUJI and Hachiro HONDA 

(Laboratory of Applied Entomology and Nematology, 

Faculty of Agriculture, Nagoya University, Chikusa, 

Nagoya 464). Jap. J. appl. Ent. Zool. 23: 118-120 (1979)

Abstract. Yellow artificial flowers filled with 10% honey 

solution were put in a box (65•~42•~50cm) with a fluorescent 

lamp (20w) located on the ceiling. Adult females of 

Parnara guttata guttata copulated there and laid eggs 

on rice seedlings. Larvae were reared on rice seedlings. 

The rearing stock was maintained for over 20 generations 

by this method.
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鱗 翅 目昆虫の中で もガ類については 多 くの大量飼育,人 工 飼

育 の方 法が開発 されてい るが,チ ョウ類については アゲハPa-

pilio xuthusの人工 飼料 による飼育が 可能にな ってい る(釜 野,

1965)ほ か,簡 易で大量に飼育す る方法は余 り研究 され てい ない

(湯嶋,1970)。 ここでは水稲 害虫イチモ ンジセセ リの簡 易で大量

に累代飼育 も可能 な方法を報告す る。

飼 育 方 法

供試 虫

1976年10月19日 に愛 知県長 久手町,愛 知県農業総合試験

場 内ガラス室 内のイネから採 集 した約30頭 の3, 4令 幼虫 を室

内でイネ芽 出 し苗 を用いて飼育 し羽化 した成虫を用いた。

成 虫の交尾 ・産 卵

成 虫はステン レス型 の成 虫飼育 ケージ1)(65×42×50cm,天

井 に20W蛍 光灯1本 点灯)に 入れ,10%の 蜂蜜 を餌 として与

えて飼育 した。 蜂蜜 を与 える時,内 径0.5cm,長 さ1.5cmの

ガラスチ ューブの上 部に黄色の ビニ ールテ ープで 花び ら状に し

た造花 をつけ,こ の造花を10個 程度針金で固定 し,チ ューブ内

に蜂蜜 をスポイ ドで毎 日注入 した(Fig. 1)。造花 で蜜 を与 える

根 拠は確 かな ものではないが,赤,白,黄 色の造花 を比較す る

と明らかに黄色 を好む こと(Table 1),花 び らが吸蜜中の成 虫

の足場 にな っている ことな どか ら,単 な る ガラスチ ューブで蜜

を与え るよ りは吸蜜 を容易に させ るよ うである。

25℃,16時 間照明下では,交 尾は羽化後2日 目頃か ら,ま

た産卵は3, 4日 目頃か ら始 ま り,寿 命 の長い雌で は10日 間程

度 産卵を続け る。 この際,成 虫の交尾 を確実に行わせ るた めに

Table 1. Preference of adults for colour of artificial 

flowers (6 flowers). Thirty adults were used 

for the experiment.

a Including natural evaporation: 0.09g/day.

は羽化 日が2～3日 以内に揃 った成虫が最低10対 程度必要であ

る。1対 または少数対で交尾 させ ることは大変難 しい。

採 卵は 適当な容器に植 えた イネ芽出 し苗をケ ージ内に入れて

おけば,そ の上 で行われる(Fig. 1)。 約200卵 程度産 まれたイ

ネ芽 出 し苗 を以後の幼虫飼育の単位 とする。

卵 のふ化と幼虫の飼育

卵 は25℃ の温度条 件下 で5日 でふ化する。幼虫はイネ芽 出

し苗 で飼育する。種 もみを殺菌 剤(ベ ン レー トT(R))1,000倍 液

に24時 間浸漬 した後,3日 間流水に浸 漬 して発 芽 させ る。 この

種 もみをふた付 プ ラスチ ック箱(23×30×8.5cm)の 「ふ た」(深

さ3cm)に 約300cc入 れ均等に分布 させ,「 底 」を上 からかぶ

せて さらに3日 間放置 し,苗 が2cm程 度に生え揃 うの を待 ち,

春 日井氏水耕液(戸 苅 ら,1960)を 常法 で希釈 した液 を500ccず

つ注入 し,ふ たを しないで蛍光 灯下に約1週 間おき緑化 させ る。

苗 が6～7cmに のびた ものを幼虫の餌に供する。幼 虫に芽 出

し苗 を与える時,苗 箱内の水分を よ く切 ってお くことが重要 で

Fig. 1. Left: Adults feeding on honey in artificial flowers.

Right: Females laying eggs on rice seedlings.

1)み ず ほ理化 学器械店(名 古屋)か らステ ン レス製昆虫飼育箱 として市販 され てい る。
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あ る(こ れ は,4～5日 で苗 を枯死 させ て,新 しい苗に幼 虫を自

力で移らせ るためであ る)。 この芽出 し苗 の上に,採 卵 しふ化 し

た1令 幼虫のい る芽出 し苗の根 を良 く絞 って水分 を切 ってのせ

てお くと,幼 虫は新 しい苗に移 り摂食 を始 める。1～3令 幼 虫

は4～5日 間隔,4～5令 幼虫は2～3日 間隔 で芽 出 し苗 を交

換す る。 新 しい苗箱を入れ,幼 虫のい る古 い苗箱 を横 にたてか

けておけば,幼 虫は 自然に新 しい餌に移 る。 若令幼 虫は小 さな

「つ と」 をつ くるが,中 老令幼虫 は 「つと」 をつ くらな くて も生

存で きる。幼虫期間は25℃,16時 間照明下 で25日 である。

蛹化は食い残 しの芽出 し苗 を集めた 「つ と」の中で1日 の前 蛹

期間 を経て行われ る。蛹化後2～3日 して蛹 を 「つ と」から取

り出 し,ア イスク リームカ ップなどの 適 当な容 器に入 れて 成 虫

飼育用 ケージに入れ てお くと 成虫が羽化す る。 蛹期 間は8日 で

あ る。 この方法で,芽 出 し苗箱 当 り40～50の 蛹 が得 られ る。

結 果 と 考 察

名古屋大学農学 部害 虫学教室 では,こ の方法で1978年12月

末 までに21世 代継代飼育 しているが,と くに生 存率が低下 した

りす ることな く飼育で きている(た だ し,1977年8月 に野外 よ

り採集 した成 虫を一 部加 えた)。 ただ し,か な り強度な集合条件

下で飼育 してい るために,野 外 虫よ りは 小型 の成虫が得 られて

いる。

幼 虫飼育時に注意 を要 する ことは.日 長 が13時 間 よ り短かい

と休眠幼 虫にな り,幼 虫期が著 しく遅 延す る(ISHII and HIDA-

KA, 1979)こ と,ま た14時 間以下 の 日長 で飼育する と成虫が

大型化,黒 化 し(ISHII and HIDAKA,1979),こ の成虫の産卵

前期 が長 くな り(小 野 ・中筋,1978),交 尾 させ難 くな ることで

ある。

この飼育法 の1つ の特徴は比較的小 さなケ ージ内で チ ョウの

成 虫に交尾,産 卵 させ られた ことであ る。 なお他の チ ョウ類 で

も,ヒ メジ ャノメMycalesis gotama fulginiaも 同様 の方法

で交尾産卵 させ られ るが(中 筋,1978),成 虫飼育 ケージ内に蛍

光灯 をつ けると うま く交尾 させられ ない。 アゲハ チ ョウなどで

はhand pairingに よって交尾 させる ことが可 能であるが(阿

江,1974),セ セ リチ ョウの場合 には このよ うな方法 で交尾させ

る ことに成功 していない し,大 量飼育をroutine workで 行 う

場合に は む しろ自然に交尾,産 卵 させ る方法の方が 好 ましい。

イチモンジセセ リは このよ うに集合 条件で大量に幼虫を飼育

しても病 気は殆ん ど発生せず,飼 育は大変容易であ り,昆 虫の

生理学的研究 や 殺 虫剤のスク リーニ ングを 行 うための材料 とし

て大変好適 である。

なお,イ チモンジセセ リの 室 内飼育を最初に手がけたのは 香

川県農業試験場 と香川大学のグループであ り(佐 々木 ら,1978),

彼等 は4世 代ほ ど室 内で累代飼育 した とい う(尾 崎.私 信)。 情

報 を提供 して下 さ った 尾 崎幸三郎博士に感謝す る。 また飼育装

置 の写 真を撮 影 していただいた 当研究室の中牟田 潔氏に御礼申

し上 げる。
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