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イネ芽出 し苗によるコブノメイガの

簡易大量飼育法

藤吉 臨 ・野田政春 ・酒井久夫

福岡県立農業試験場

Simple Mass-Rearing Method of the Grass Leaf Roller, 

Cnaphalocrocis medinalis GUENEE, on Young Rice Seed-

lings. Nozomu FUJIYOSHI, Masaharu NODA and Hisao 

SAKAI (Fukuoka Agricultural Experiment Station, Chiku-

shino, Fukuoka 818). Jap. J. appl. Ent. Zool. 24: 194-

196 (1980)

寄主植物 を用 いて 食葉性昆虫 を,大 量に飼育す る場合 には,

種々の難点が生ず る(湯 嶋,1970)。 しか し,幼 植物 を餌 として

食葉性昆 虫を大量 に 飼育 す る方法は,い ままでにい くつか報 告

され て い る(佐 藤,1964;腰 原 ・山 田,1976;中 筋 ・本多,

1979)。 この ような飼育法に おい ては,餌 となる 寄主植物 の種

子 の入手 がきわめて容易で,し か も安価であ ることが 重要 であ

る。

コブ ノメイガはイネの葉を 巻 いて表皮を 摂食す る習性 を もつ

ため,効 率的な大量飼育法がまだ確立 され てい ない。 そのため,

本種 の生理 ・生 態及 び 防 除上 の基 礎的実験な どに 供試す る個体

を,周 年に わた って大 量に得 ることが困難であ った。 そ こで,

筆者 らは本 虫をイネの芽 出 し苗 を 餌に して 累代にわた り大量に

飼育す る方法 を検討 した ところ,ほ ぼ この 目的を 達す ることが

できたので,こ こにその方法 を報告す る。

材 料 及 び 方 法

1. 飼料 の作 り方

幼虫 の飼料 としての イネの芽 出し苗 は,通 常の機械移植用箱

苗 を育成す る要領 で,夏 期 には 寒冷 紗張 りの網室(自 然 日長),

冬期には加温 ガラス室(10～30℃,自 然 日長)あ るいは 人工照

明下 の室 内(24±3℃)で 育 てた。 すなわち,ま ずイ ネ種子 を

水選 した 後4日 間水 に浸 漬して発芽 させ,こ の種子を 田植機用

育苗専用床土(ク ミアイ合成培土2号:三 井東圧化学 製)を 深 さ

2cmに つめた プ ラスチ ック製バ ット(20×28×4cm)に60g

(乾燥種子重)播 き,軽 く覆 土した。次に播種後芽の伸長を促進

させ るため,バ ッ トを4～5段 に積重 ねて ビニールで被覆 し,4

日間放置 した後 鞘葉が2cm程 度伸長 した ころ,バ ットを平面

に広 げた。 その後は本葉2.5葉 程度に なるまで ま って(約20

日間),幼 虫 の餌 として用 いた。

なお,定 温 人工照 明下 で苗を育 て る場合には,苗 の徒長が著

しいので,徒 長 抑制のため殺菌剤 タチ ガ レン(R)液(500倍,200

ml/箱)を 播種時,そ の1週 間及び2週 間後 の3回 潅注 した。 こ

れ に よ り苗の徒長をか な り抑制す ることが できた。

2. 供試虫

飼育 虫は,1979年8月 に 当試験場内 の圃場で採集 した終令幼

虫を,イ ネの葉を与え て室内で飼育 した ものの子孫 である。

3. 採卵 ・幼虫の接種及び飼育

本 虫は卵を1～ 数粒ずつ点 々と 産下す るた め,効 率的 な採卵

法 を採 用す る必要があ った 。そ こで,中 山 ・小島(1978)の 方法

に したがい,ポ リエチ レン製袋(23×34cm)に 羽化3日 後 の雌

雄3～4対 を入れ,餌 としてハチ ミツ5%液 を含 ませ た綿球 を

与 えて3日 おいた ところ,1袋 当た り約200個 の 卵が得 られ

た。その際,袋 か ら成 虫及びハ チ ミツ綿球 を取除 き,湿 度保 持

のため新たに水 を含 ませた綿球 を入れ て,し ばら くおいた。 袋

の内面に 産まれた 卵が 発育 して わずかに ふ化幼虫が 出現 する

が,大 半が まだ眼点期に あ る時(卵 期間は25℃ で4日 間),

袋の長辺 と底辺 をナ イフで切 って広 げ,こ れ を 芽 出 し苗 の上 に

被 せた(第1図 左)。 この よ うに して2日 間袋 を被 せてお くと,

ほ とん どの卵はふ化 し,ふ 化幼 虫はイネ苗 の下方 へ移動 し,葉

を巻いて摂食 しは じめた。 なお,ふ 化幼 虫を接種した後は蛹化

まで,芽 出 し苗が枯死 しない よ うに時 々潅水 した。

幼 虫が終令に なると,イ ネ苗 の葉 を数枚つづ り合 わせて,ほ

とん どの葉を食いつ くした(第1図 右)。 蛹化 はこのつづ り合 わ

せ た葉の中で 行われ るので,半 数近 くが蛹化 した時期 に地際 部

よ り苗 を切 りと り,蛹 及び老熟幼 虫をす べて とり出 した。

なお,芽 出 し苗が本葉3枚 目を展開 して草丈が15cm程 度 で

あれ ば,接 種か ら蛹化 まで 餌換 えの必要 はなか った。 しか し,

それ以上 に徒長 した 苗では1～2回 の餌換え を 行 う必要が あ っ

た。餌換 えは,新 しい苗 箱を,古 い箱に互いに イネの葉が接触

す るよ うに斜めにたてかけ,翌 日箱 をそれ ぞれ 反転 してやれ ば,

ほとんどの幼 虫は自力で新 しい苗箱へ移 った。

結 果 及 び 考 察

筆者 らは,今 までに網箱の中へ投入 した イネの芽出 し苗に成

虫 を放 つ方法,あ るいはプラ スチ ック製容器内で 採卵 した卵か

らのふ化幼 虫を,小 筆 でイネ苗 に接種 する方法 を試み,芽 出 し苗

で も幼 虫は十分発育 で きることを経験 していた。 しか し,こ れ

らの方法 では 一度 に多 数の老熟幼虫や蛹を得 るには 多大の労力

がかか り,し か もか な り広い空 間を必要 とする難 点が あ った。

そ こで,コ ブ ノメイガやハ スモ ンヨ トウ(中 山 ・小島,1978)

などが,ポ リエチ レン製の袋内表面に 容易に 産卵す る性質を利

用 し,ポ リエチ レン袋に産卵 させた 卵か らのふ化幼虫を直接芽

出 し苗に接種す る方法 を試みた。その結果,こ の方 法に よると,
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第1図 ふ化幼虫の接種方法(左)と 終令幼虫の食害状態(右).

第1表 接種16日 後の幼虫の発育状態

a平 均 ±95% C.L.

b総 虫数に対す る割合(%).

本種の ように 大 きな卵塊 でない もので も採 卵は容易で,し か も

幼虫 の接種や そ の後の飼育操作 も比較的 簡単で,一 度にかな り

大量 の蛹 や老熱幼 虫を得 る ことがで きた。

この方法 を用い て,27.7℃ 及 び24℃,16時 間照明下で,16

日目に蛹 と老熟幼 虫を とり出 した結果を 第1表 に示 した。 蛹化

率 は27.7℃ で約80%, 24℃ では40%で,と り出 した幼 虫

は両 区 とも老熟態 であ り,発 育 は比較的斉一であ った。 幼虫期

間は当然なが ら高 温で短 く,佐 藤 ・岸野(1978)の 行 った個体飼

育 のそれに比べて,大 きな差は なか った。

苗箱1箱 当た りの最終的な 蛹及び老 熟幼虫数は,平 均す る と

両温度区 とも約80頭(60～120頭)で あ った。

この方法で 集団的に飼育 して得た蛹 と,芽 出 し苗 の葉 を与 え

た個 体飼育に よる蛹 の重量 とを 比較す ると,第2表 の とお りで

あ る。 この方法では強度 の集団飼育 とな り,イ チモンジセセ リ

の場合 と 同様に(中 筋 ・本多,1979),蛹 はかな り小形 と な っ

た。蛹重は27.7℃ 飼育 ではかな り軽 く,そ れ より羽化 した成

虫の交尾及び産卵虫率はか な り低か った。 しか し,24℃ 飼育

で得 られ た程度の体重の 蛹であれば,そ れか ら羽化 した成 虫は

正常 に交尾 ・産卵 し,産 卵数 も個体飼育 で 得 られた もの よ りも

若 干少ない程度であ った。 この ような小形 の成 虫 も,羽 化直後

か らハチ ミツを与えておけば,か な りよ く産卵す ることを 確 め

たので,近 親交配を さけ る手段 を とれ ば 継代 飼育 が 可能 であ

る。

筆者 らは現在 この芽出 し苗に よる本虫の飼育 を,6世 代(1980

年3月 末現在)に わ た って 継続す るのに成 功してい る。 この方

法に よると,ニ カメイガ(佐 藤,1964)や イチモ ンジセ セ リ(中

筋 ・本多,1979)の 場合 のよ うに,ひ ん繁 な餌換え も不必要で,

せいぜい2回 程度 で十分 である。 しか も,本 虫は光 周感応に よ

る発育遅延 を起 こさない ので(佐 藤 ・岸野,1978),イ ネの芽 出

し苗 をいつで も使用 で きるように しておけば,容 易に継 続的な

飼 育が可能 である と同時 に,一 度 に大量を 飼育す ることもで き

る。

第2表 個体飼育虫に対する集団飼育虫の蛹重の比較

a平 均 ±95% C.L.
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