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人工飼料育におけるシロヘリクチブトカメムシ

CAndrallus宅pinidens)の産卵性に対する日長の影響
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清水

Tomoe SH1MIZU， Saori YAMANAKA， Yuuta NISHIDA， Jun TANAKA， H司jimeFUGO AND Jun SHIMADA: 

Effect of photoperiodism on the oviposition of a predatory bug， Andr，σllus spinidens Fabricius (Heteropt巴ra:Pentatomidae) 

The pentatomid bug， Andrallus spinidens F. is anticipated as a pest control agent to lepidopteran larvae. We tried to de-

velop a laboursaving rearing method of A. spinidens on artificial diet. The diet developed for P. maculivientris and P. sagitta 

(De Clercq and Degheele， 1992) was mixed with silkworm pupa powder， sealed with Parafilm， and molded as a artificial 

diet piece. Using stored frozen this diet pieces， we were able to reared A. spinidens with high survival rates. And to obtain 

the eggs of the A. spinidens throughout the year， we examined the effect of the day length condition on the spawning of A. 

spinidens under 250C rearing condition. The adults or nymphs of the pentatomid bug were kept under two different types of 

photoperiod; long-day condition (16: 8・hrIight-dark， 16L8D) or short-day condition (8: 16・hrlight-dark， 8L 16D). It became 

clear that， in order to obtain fertile female of A. spinidens， long-day condition at the nymph stage was indispensable， as 

well as long-day condition of the adult stage. In addition， the fertile female incidence increased when the long-day expo-

sure period in nymph stage was lengthened. It was identified the diapause of A. spinidens was induced by short-day during 

the adult stage or short-day during the entire period of nymph stage under 250C. Faculty of Agriculture， Tokyo University of 

Agriculture and Technolog払Saiwaicho3・5・8Fuchu， Tokyo， 183・8509，Japan 

Key words: generalist predator， pentatomid bug， oviposition， day length 
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2010年以降，本種の効果的な活用を進めるために，

越冬地探索などの生態調査，誘引物質の探索，バンカー

プランツの検討を含め，作物生産圃場における酒養法を

多角的に検討している。これらの研究や野外放飼試験を

効率的に進めるためには個体数の安定的確保が必要であ

る。室内において，鱗題目幼虫を餌とし本種を増殖する

ことは可能であるが，餌昆虫を常時大量に確保するには

多くの労力者E要する。そこで，著者らは鱗題目幼虫に替

わる保存可能な人工飼料の開発を試み，本種の近縁種用

に開発された飼料に若干の改変を加え， 2011年以降は

人工飼料による累代飼育を行っている。その過程で，自

然日長下 250C飼育では 11月以降の冬季には産卵個体が

得られないことが判明した。

Shintani et al. (2010) は， 12時聞から 16時間の日長

範囲においてシロヘリクチブトカメムシに生殖休眠を誘

導する温度条件を調査し， 250C以上では雌個体に卵巣

発育が認められると報告している。北緯 35041.0'，東経

139028.9'に位置する東京都府中市の東京農工大学農学

部では 11月以降の日長は 12時間未満であるため，生殖

休眠が誘導されると判断された。毘虫を天敵資材として

野外や施設で効果的に活用するためには，植生や周囲の

物理的環境のみならず，温度や日長の変化が天敵種の定

着や繁殖に及ぼす影響を理解する必要性がある。著者ら

= 

シロヘリクチブトカメムシ (Andrallusspinidens Fabri-

cius)は鱗麹目幼虫全般，ハムシ類幼虫を捕食する半題

目カメムシ科の毘虫で，亜熱帯から熱帯まで広く分布す

る。わが国では近畿以南の本州，四国，九州，南西諸島

に分布し，近年，その生息域を拡大しつつある(高井，

1993)。成虫の体長は 12~16mm，体色は全体的に茶

褐色である。前胸背側角は黒く，鋭く尖り，前趨革質部

の両縁と小楯板の先端は白色である。若虫背面には l対

の黄斑があり， 3齢までは腹部が赤褐色， 4， 5齢は暗褐

色を呈する(高井， 2004)。シロヘリクチブトカメムシ

の捕食能，内的自然増加率は高く評価され(植松，

2006)，害虫防除資材としての活用が図られている。本

学農学部畑作物園場(東京都府中市)においても鱗麹目

幼虫を捕食する本種がしばしば観察され，その発生j首長

によってはダイズやサツマイモ栽培において殺虫剤が不

要となるなど，無視できない存在になりつつある。

緒

*干183-8509 東京都府中市幸町3-5-8

東京農工大学農学部
E-mail: tomo3415@cc.tuat.jp 
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は，人工飼料による飼育方法の確立を目指す過程で，増

殖に不可欠な産卵雌個体を得るための日長条件を 250C

飼育下で検討した。その結果，本種は若虫期と成虫期に

生殖休眠を誘導する要因としての日長を感受することが

判明したので，人工飼料育の方法と合わせて報告する。

材料と方法

1. シ口へリクチブトカメムシ

2010年 4月に，シロヘリクチブ トカメムシ成虫(図 1)

を本学農学部附属府中圃場内のコムギ生産圃場から採集

した。2010年は，これらの成虫に野外採集した複数種

の鱗趨目幼虫を餌として与え，室内における累代飼育を

行い，合わせて人工飼料による飼育を検討した。餌とし

て与えた鱗麹目幼虫は，ミノウスバ (pηeriasinica)， 

モンシロチョウ (Pierisrapae crucivora)，ハスモンヨト

ウ(争odopteralitura)，ムラサキイラガ (Apodadenta-

tus) ，ナカジロシタパ (Aedialeucomelas)，カイコガ

(Bombyx mori)である。乙れらの飼育群に， 2011年 10

月に府中圃場内のダイズ生産圃場より採集した本種成虫

を加え，以降は人工飼料による累代飼育を継続した。

2.人工飼料の調製

表 1fこDeCl巴rcqand Degh巴巴l巴 (1992) がクチブトカ

メムシの一種である PodisusmaculivientrisおよびPodisus

sagitω用に開発した人工飼料の組成(飼料1)と，本研

究で累代飼育に供した人工飼料の組成(飼料II)を示し

た。材料はフードプロッセッサーでよく磨砕，混合して

ペースト状にし，面積比で約 8倍に伸ばしたパラフィル

ムに約 1g ずつ密封して直径約 8~ 10mm，長さ 15~

20mmほどの円柱状飼料片に成型した(図 2)。人工飼

料片はまとめて作製したものを -300Cで冷凍保存 し，

使用時に常温解凍後，給餌した。

De Clercq and D巴gheele(1992) の飼料は，調製直後に

シロヘリクチブトカメムシに与えると，若虫，成虫とも

図 1.シ口ヘリクチブ トカメムシ (Andrallusspinidens Fa-
bricius) アブラナ科ケール葉上の成虫 (2011年 7月)
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に摂食するものの，冷凍 ・解凍したものを与えた場合に

は著しく食いつきが悪く，その原因は冷凍 ・解凍の過程

で内容成分が分離してしまうことにあると推察された。

そこで，一部材料の改変を試みた結果，本研究で使用し

た人工飼料組成(飼料II)が得られた。

3. 人工飼料を用いたシ口へリクチブトカメムシの飼育

方法

以下に本研究室における人工飼料による累代飼育の方

法を記載する。

l齢若虫は 1gs塊ごとに 水道水をしみ込ませた脱脂

綿 (1cm
2，厚さ 3mm程度)を入れた直径 3.5cm，深さ

1.5cmのプラスチックシャーレで給水のみで飼育した。

2~3 齢若虫は底面に漉:紙を敷き，給水用に水道水を

しみ込ませた脱脂綿を入れた直径 3.5cm，深さ1.5cm

のプラスチック容器を設置した直径 9cm，深さ 2cmの

プラスチックシャーレ内で最大でも 50個体を上回らな

いように飼育した。 4 齢若虫は 2~3 齢若虫と同ーの飼

育容器内で， 20個体程度を飼育した。水道水は適宜補

給し，給餌は前述の人工飼料片 1~2 個を毎日交換した。

プラスチックシャーレに蓋はせず，開口部を 1mm目の

メッシュで、覆った。

表 1 シロヘリクチブ トカメムシの人工飼料組成

成分

牛肉

牛レバー

鶏卵黄

5%スクロース溶液

スクロース

L-アスコルビン酸

Wessonの混合無機塩

カイコ嫡乾燥粉末

蒸留水

飼料 1* 
100 g 

100 g 

10 g 

12ml 

0.5 g 

1 g 

飼料II** 
100 g 

100 g 

10 g 

5g 

0.5 g 

50 g 

50 ml 

* : De Clercq and Degheele (1992)， **:本研究で用いた人工
飼料

図 2 パラフィルムで密封成型した人工飼料



6. 1齢若虫期と 1-3齢若虫期の長日条件の産卵性に

対する影響

カメムシは長日，短日条件ともに前記試験と同様の方

法で飼育した。全若虫期を短日条件で飼育し，成虫化脱

皮当日に長日条件 (S-L)と短日条件 (S-S)に分けた区

を基準と し 1齢若虫期のみを長日条件で飼育し，その

成虫期を長田 (S(IL)ーL)，短日 (S(1L)-S)に分けた区，

1 ~3 齢若虫期を長日と し，その成虫期を長日 (S (ト

3L)-L)，短日 (S(1-3L) -S)に分けた区を設定した(図 3)。

設定区別に交尾が確認された雌雄 8ペア (16個体)

を別容器に移し，人工飼料と水道7Jくを毎日給与し産下

卵塊数，卵塊サイズ(卵数/卵塊)，僻化率を調査した。

産卵数の観察は 39日以上行った。産卵数調査後に全雌

個体を解剖して，卵形成の状況から卵巣の発育程度を調

査した。

清水ら.シ口ヘリクチブトカメムシの産卵性に及ぼす日長の影響

5齢若虫および成虫の飼育容器には，底面に漉:紙，開

口部にメッシュを施した直径 15cm，深さ 9cmのプラ

スチック容器を用いた。飼育容器内の底部と上部聞の移

動を容易にするために階段状に折り目をつけた幅 5cm

ほどの厚紙を設置し，底面には上記給水容器 2個を置い

た。人工飼料片を飼育容器の上端から内側に吊すように

2 ~3 個を与え，毎日交換した。 l 容器あたりの飼育個

体数は 10~ 30個体程度とし 成虫においては同一卵塊

から発育した個体のみの飼育を避け，複数の卵塊から発

育した個体を混合した。

7. 卵巣発育度の評価

実体顕微鏡下で解剖に供した雌成虫の卵巣を，卵形成

の状況から 3段階に分類し(図 4)，これを基準に各個

体の卵巣発育度を評価した。

1. 人工飼料育によるシ口へリクチブ卜カメムシの発育

経過と生存率

供試した 69個体中 3個体が 6日目に死亡した以外は

全ての個体が成虫となり，生存率は 95.7%であった。

得られた成虫 66個体のうち雌は 35，雄は 31個体で、あっ

た。各齢において全ての生存個体が次齢へと脱皮するま

でに要する日数は 1齢が最短で 2日間， 2， 3， 4齢で

はそれぞれ 8日， 7日， 10日間 5齢では 14日閉そ要

した。飼育開始から成虫までの発育日数は，最短で約

28日，最長で 33日を要した。

果

4.人工飼料育によるシ口へリクチブトカメムシの発育

経過と生存率

人工飼料飼育における僻化から成虫までの発育日数と

生存率を調査した。飼育は全て 250C土 0.50C，16L8D (午

前4時から午後 8時までを明期)の長日条件に設定した

グロースチャンパー (三洋電機株式会社製 ・MLR-351)

内で行なった。

人工飼料で累代飼育した成虫集団より採取した複数の

卵塊から，同一日に解化した l齢若虫 69個体を集めて

供試し，前述の方法に準じて人工飼料を用いた集団飼育

を行った。24時間ごとに脱皮個体を過密とならないよ

う齢期別飼育容器に移し替え，各齢の個体数を記録した。

給水と飼料片の交換は毎日行った。

2. 全発育期における日長の産卵性に対する影響

産卵は全期間長日条件で飼育した区においてのみ認め

られた。その産下卵塊数は 22，平均卵塊サイズ(卵数/

卵塊)は 37.0:l:11.7個，昨化率は 61.8土 22.9%であった

(表 2)。

5. 全発育期における日長の産卵性に対する影響

カメムシの飼育は前述のグロースチャンパー内で行

い， 8Ll6Dの短日条件は，庫内に設置した暗箱に毎日

午後4時から翌日の午前 8時まで投入することによって

得た。

l齢から 5齢までの全若虫期と成虫期を通した全飼育

期聞を長日条件で飼育した区と全飼育期聞を短日条件で

飼育した区を設け，産下卵塊数，卵塊サイズ(卵数/卵

塊)，解化率を調査した。 両区とも 4~5 卵塊から僻化

した若虫をまとめて人工飼料で飼育し， 24時間の範囲

内に成虫化脱皮した個体を集めて成虫期の観察に供し

た。全期間長日区の雌成虫個体数は 27，全期間短日区

のそれは 38であり，両区とも性比を 1:1とし，産卵の

観察は 69日間とした。
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仁二コ長日条件(16L8D) 仁二コ短日条件(8L16D)

図 3 各設定区における日長条件
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図 4. 卵巣発育度の分類
:卵形成が認められない +:卵形成が認められる ++ :成熟卵の形成が認められる。

表 2 全発育期における日長の産卵性に対する影響

設定条件
供試雌数 産下卵塊数 卵塊サイズ* 卵字化率*

(%) (個体) (個) (個)

長日 27 

短日 38 

キ:平均値土標準偏差

22 

0 

37土 11.7

0 

61.8土 22.9

0 

表 3. 1 齢若虫期と 1 ~3 齢若虫期の長日条件の産卵性に対する影響

設定区
供試雌数 産下卵塊数 卵塊サイズ* 解化率* 卵巣発育度別個体数

(個体) (個)

S-S 8 。
S-L 8 。
S (IL)-S 8 。
S (IL)ーL 8 2 

S (1-3L)-S 8 。
S (1-3L)ーL 8 13 

*平均値±標準偏差

3. 1 齢若虫期と 1~3 齢若虫期の長日条件の産卵性に

対する影響

産卵個体の出現が認められたのは，成虫期を長日とし

た S(IL)-L区， S (1-3L)-L区のみであった。 しかし，

S (lL)ーL区， S (1-3L)-L区と同様に成虫期を長日条件

で飼育した S-L区には産卵個体が出現しなかった。S

(1L)ーL区に比べ S(1-3L)-L区の方が産下卵塊数，卵塊

サイズともに多かったが僻化率は同程度であった。各設

定区における卵巣発育度別個体数を比較すると，産卵個

体が出現しなかった区には 卵巣の発育した個体も認め

られず， S (lL)-L区， S (1-3L)-L区にのみ卵巣の発育

した個体が認められた。卵巣発育の認められた個体につ

いても産下卵塊数の傾向と同様， S (1L)-L区に比べ S

(1-3L)-L区の方多く ，それぞれ 8個体中 3個体，およ

び5個体であった(表 3)。また，卵巣の発育が見られ

ない雌個体の腹部には脂肪体がよく発達していた。

36 

(個) (%) + ++ 

。 。 8 。 。
。 。 8 。 。
。 。 8 。 。

22.0土15.6 74.2土27.9 5 2 

。 。 8 。 。
39.5士 15.5 73.6土26.1 3 。 5 

考察

本研究で調製した人工飼料による飼育試験の生存率は

95.7%であった。植松 (2006)はハスモンヨトウ幼虫を

用いて飼育試験者E行った結果として，若虫期の死亡率は

後半で高く， 4齢と 5齢のそれはそれぞれ 14.4%と

13.0%であったが，若虫期の死亡要因は明らかにするこ

とができなかったと報告している。本種若虫期の死亡要

因として，細菌病や共食いが知られているが (Cherian

and Brahmachari， 1941)，実際に本種を飼育すると，共

食い現象が頻繁に認められる。脱皮直後の個体は共食い

を受けやすく，飼料片近くにとどまる脱皮直後の個体は

より共食いを受けやすくなる。また，脱皮中に他個体や

餌昆虫と接触したことにより脚を欠損する個体が多く，

そのような個体は早くに死亡する。そこで，本研究室で

は 5齢若虫および成虫飼育には深めの容器を使用し，

蓋をせず、網で、覆って人工飼料を容器上端から吊るすよう

に設置している。乙うするととで容器や飼料の交換も容
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清水ら.シ口ヘリクチブトカメムシの産卵性に及ぼす日長の影響

ことを目的としており，全若虫期を長日条件，成虫期を

短日条件とした試験区在設定していなかったため，生殖

休眠を誘導する日長条件についての確証は得られなかっ

たが， 250C飼育では成虫期の短日条件，または全若虫

期老通しての短日条件で生殖休眠が誘導された。現在，

250C，人工飼料育における休眠誘導および産卵個体を

得るための臨界日長，感受性の高い若虫齢期などを調査

中である。さらに，飼料の特性が飼育個体の産卵性に影

響を及ぼすことを踏まえると，ハスモンヨトウ幼虫を餌

とした場合にも同様の結果が得られるかどうかを確認す

る必要があり，現在使用している人工飼料の特性解明と

合わせ，日長と本種の産卵性との関係者E検証する必要が

あると考えている。

シロヘリクチブトカメムシを室内で省力的に増殖する

ことを目的に，人工飼料による飼育方法の開発を試みた。

クチブトカメムシの一種である P.maculivientrisおよびR

sagitω用に開発された飼料 (DeClercq and Degheele， 

1992)にカイコガ踊乾燥粉末を加え，パラフィルムで密

封処理した飼料片を作製した。冷凍保存したこの飼料片

を用い，高い生存率でシロヘリクチブトカメムシ在飼育

することができた。また， 16L8Dを長日， 8L16Dを短

日として若虫期，成虫期を飼育したところ，雌成虫に産

卵在誘導するためには，成虫期の長日のみならず若虫期

にも長田が必要であることが明らかとなった。 l齢若虫

期のみの長日条件でも成虫期が長日であれば産卵個体を

得ることができるが，若虫期の長日期間が長いほど産卵

個体が多くなることが示唆された。

250C飼育下における本種の生殖休眠は，成虫期の短

目条件，あるいは全若虫期を通した短日条件で誘導され

るととが判明した。
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摘

易になり，共食い現象や異常個体が非常に少なくなった。

結果として，間接的に生存率の高さにつながったものと

考えている。

飼料成分検討の観察段階では，野外採集したシロヘリ

クチブトカメムシから探卵し，僻化した若虫を本研究で

調製した人工飼料で飼育した場合，累代飼育開始から 2，

3世代固までの平均卵塊数はそれぞれ 67.0土 14.6(平均

値土標準偏差，n=31)，61.9土 13.6(n = 24)で、あった(未

発表)。その後，累代を重ねるにつれ卵塊サイズは低下し，

本研究での試験結果は 37.0土 11.7であった。植松(2006)

は，ハスモンヨトウ幼虫で飼育した本種の卵塊サイズは

75.4:l: 20.9 (平均値±標準偏差， n=55)，解化から成虫

までの発育期間は約 21日であったと報告している。人

工飼料飼育では鮮化から成虫までの発育期聞が 29~ 34 

日であり，植松 (2006)のそれと比較して大きく遅延し

たことから，現在使用している人工飼料には本種の本来

の発育にとって必要な何らかの要因に過不足があると考

えられる。同一卵塊から羽化した雌雄聞では探卵が難し

い場合もあり，本研究室では僻化から 5齢若虫までは卵

塊別に飼育を行い，成虫はそれらを組み合わせて飼育し

ている。本種を鱗麹目幼虫で長期に累代飼育した場合の

繁殖力に関する知見が得られていないため断定はできな

いが，累代飼育過程において遺伝的多様性が低下したこ

とが卵塊サイズ、の減少に繋がった可能性も考えられる。

250Cで本種を飼育し，産卵個体を得るための日長条

件については，成虫期の長日が必要であるばかりでなく

若虫期における長日条件も必要であることが明らかと

なった。若虫期の中のいかなる発育ステージが最も感受

性が高いかは不明であるが， 1齢若虫期のみを長日とす

るよりも l齢から 3齢までを長日とした方が産下卵塊数

並びに卵巣発育の認められる個体が多かったことから，

若虫期の長日条件が長いほど産卵個体が多く出現すると

予想された。卵巣発育度の調査結果から， 250C下にお

ける若虫期の長日条件が雌個体の卵形成に促進的に働く

ことは間違いないと考えられる。しかし，本研究では集

団飼育を採用したため，実際に産卵した雌の個体数は不

明である。本種は，産卵し始めると 2~3 日ごとに産卵

を繰り返すことが報告されているので(植松， 2006)， 

同一個体が産卵を繰り返した可能性も大きい。結果的に

卵形成と産卵とを直接関係づけることがで、きなかったた

め，供試数を増やす，一定の交尾期間後に雌成虫を個別

飼育して調査する，あるいは産卵直後の個体の卵巣と未

発達な卵巣との形態的な比較を行うといった検証が必要

であると考えられた。

本研究から，臨界日長を明らかにすることはできない

が，植松 (2006) は 250C，14L10Dで， Shintani et al. 

(2010) は250C，12L12Dで本種を飼育し，産卵を確認

していること，府中市における 250C，自然日長での飼

育で 10月までは産卵が認められることなどから，臨界

日長は 10時間前後と推定される。本研究は，年聞を通

して産卵個体を確保するための日長条件を明らかにする
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