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完全合成飼料によるセジロウンカの人工飼育

小山健二 ・三橋 淳

農林水産省農業技術研究所
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sion of Entomology, National Institute of Agricultural 

Sciences, Yatabe, Tsukuba, Ibaraki 305). Jap. J. appl. 

Ent. Zool. 24: 117-119 (1980)

ウ ンカ ・ヨコバ イ類の人工飼育で 最初 に成功 した 例 は,ヒ メ

トビウン カで,植 物 にま った く接 触させ るこ とな く,完 全合成飼

料 で継代飼育が達成 され てい る(MITSUHASHI and KOYAMA, 

1971;三 橋 ・小 山,1972)。 この方法に よ り栄養要求や産卵阻害

あるい は促進物質,摂 食刺激 あるいは 抑制物質や 発生の しくみ

を明らか にす る基礎的 な研 究の道が 開かれ,ヒ メ トビウンカの

幼 虫発育に必要 なア ミノ酸 の種類 と濃度(KOYAMA and MI-

TSUHASHI, 1975),ビ タ ミン(小 山 ・三橋,1977),微 量金属

(小山 ・三橋,1979)が 明 らかに された。 また,人 工 飼育法の改

良 と栄養要求の研究に よ り,イ ナズマヨコバ イ(小 山,1973),

ツマ グロヨコバイ(小 山,1973; HOU and LIN, 1979),ア ス

ター ヨコバイ(HOU and BROOKS, 1975),ト ビイロウンカ

(小山,1979)な どの人工飼育が可能であ ることが明 らか にな っ

た。また,セ ジ ロウン カも ヒメ トビウン カや トビイロウンカと

同様 に,完 全 合成 飼料でふ化幼虫か ら 成虫 まで 飼育で きること

がわか った。

本文 に入 るに先 だち,終 始暖 か くご指導 いただいた 農業技術

研究所 昆 虫発生 予察研 究室長 奈須壮兆 博士 に対 して感謝の意を

表 します 。

材 料 お よ び 方法

実験に供 した セジロウンカは,1979年8月 旧農業技術研 究所

構内 の草地 よ り採集 し,実 験室内 で,イ ネ芽出 しを用い て25℃,

長 日条件 で小型試験管(径20mm,高 さ100mm)内 で継代飼

育 してい るセジ ロウンカを使 用 した。 飼育容器は,ト ビイ ロウ

ンカの飼育容器 と同様に容器の底に 湿 った濾紙 を 敷いた ものを

用い た。 セジロウンカは,ト ビイ ロウンカや ヒメ トビウンカの

採卵方法 ではあま り産卵 しないので,イ ネ芽 出しに 産 卵させ た

卵 を,ふ 化直前 に実体 顕微鏡下 で針 を 用 いて とりだし,湿 った

濾紙 の上 にのせてふ化 させ た。 ふ化 した幼 虫は 小 筆を使 いそれ

ぞれの飼料 を付 けた容器 に移 した。 人工飼料 は既 に ヒメ トビウ

ンカや トビイロウンカに用い られて いるMED-1(三 橋 ・小 山,

1972)とMMD-1 (MITSUHASHI and KOYAMA, 1974)を 使

用 した(第1表)。 人工飼料 は,引 き伸 ばしたフジ ・シーロンフ

ィル ムを通 して吸汁 させた。 飼料には防腐剤や 抗生物質な どを

入れ ていないため,バ クテ リアや かびな どの繁殖に よ り変質す

るので1日 お きに取 り換えた。供試虫数は各区50頭 とし,個 体

飼育を行ない,そ の生育状態を調べた。

結 果 お よび 考 察

セジロウンカの幼 虫期 における生存虫率は,人 工 飼料MED-

1とMMD-1で は差がな く,幼 虫初期にやや死亡 する個 体が

多か った。人 工飼料 とイ ネ芽出 し飼育を 比較す ると,イ ネ芽出

し飼育 では幼 虫初期 に死亡 する個 体が多 く,イ ネ芽 出 し 飼育よ

り人工 飼料 の方が生存 虫率 が高 いこ とがわか った(第1図)。 次

に幼虫発育 につい てみ る と,イ ネ芽 出し飼育 に くらべて 人工飼

料MED-1お よびMMD-1飼 料 と もに各齢 において齢期 間が多

少長 くな る傾向がみ られた。 また人工飼料MMD-1はMED-1

より1齢 期間をのぞいて発育がややお くれ る傾向 もみ られた(第

2図)。 しか しこれ ら各区間 の差 は有意 ではなか った。全幼 虫期

間は,イ ネ芽出 し飼育で13.1±1.0日,MED-1飼 料 で15.6±

1.6日,MMD-1飼 料 で16.7±2.4日 であ った。

以上 の実験 に よ りセジ ロウンカは,ヒ メ トビウンカや トビイ

ロウンカ と同様に液体飼料を吸わせて ふ化幼虫か ら まった く植

物 に接触 させ る ことな く成虫まで 発育す ることが 明 らかにな っ

た。

昆虫 の栄養要求 の特徴 の一 つに ステ ロール 要 求が あ り,一 般

に昆虫 自体は ステ ロールを 合成 できない といわれ ている。 セジ

ロウン カは ヒメ トビウンカや トビイロウンカと同様 に 飼料 にス
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第1表 人工飼料 の組成(mg/100ml)

第1図 セジロウンカ幼 虫のふ化後15日 間におけ る生存

率 曲線.○:イ ネ芽 出し飼育(対 照),Δ:MED-1

飼料,□:MMD-1飼 料.

テ ロールを加 えな くて も 飼育する ことがで きた。 この理由は セ

ジ ロウンカの体内にいる共 生微生物 に よって ステ ロールが 合成

され るため と考 え られ る。 この機構 はセジ ロウン カでは まだ明

らかにされ ていないが ヒメ トビウン カでは,共 生 してい る 酵母

状微生物がステ ロールを 供給してい ることが 明 らかに され てい

第2図 セジロウンカの齢期 間(平 均 ±標準偏差).○:

イネ芽 出し飼育(対 照),Δ:MED-1飼 料,□:

MMD-1飼 料.

る(NODA and SAITO, 1979)。

セジ ロウンカ も完全合成飼料で 飼育で きることが 明 らかにな

ったので,セ ジ ロウンカの発育 に 最適 なア ミノ酸,ビ タ ミン,

微 量金属,無 機塩の種類や濃度 も 明 らかにす ることが できるよ

うにな った。 これ と関連 して体 内よ り共生微生物 を 取 り除 くこ

とがで きれ ば,共 生微生物が果 してい る 役割 につい ても 研究 の

手掛 か りが得 られ ると思われ る。 また,嗜 好あ るいは選択の研

究か ら摂食刺激あ るいは抑制物質 も明 らかに され ると思われ る。
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