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幼虫用人工飼料作製法の簡易化がイモゾウムシの生存と発育に及ぼす影響

浦崎貴美子 l，*，t・大野豪口・原口大 1 ・小演継雄 2

l沖縄県痛害虫妨除技術センタ-

2沖縄県農業研究センター

Effect of Simplifシingthe Preparation of Larval Artificial Diet on Survival and Development of the West lndian Sweet-
抑制oWeevil Euscepes postfasciatus (Fairmaire) (Coleoptera: Curculionidae). KimikoじRASAKI，I，*，tt Suguru 

OHNO，I，2 Dai HARAGUCHl1 and Tsuguo KOHAMA2 10kinawa Prefecれ1ralPlant Protection Center; Naha， Okinawa 

902-0072， Japan. 20kinawa Prefectural Agricultural Research Center; Itoman， Okinawa 901-0336， Japan. Jpn. J 
Appl. Entomol. Zool. 53: 1-6 (2009) 

Abstract: Preparing the larval artificial diet of Euscepes postfasciatus involves two procedures: pre-processing of diet 

ingredients， and mixing and heating， both of which are complicated. To simplifシthediet preparation， we compared the 
survival and development of E. postfasciatus among three versions of diet: the previous version (diet A)， diet B in 

which three ingredients (dried sweet potato， vitamin mixture and salt mix札lre)were replaced by ready-processed com-

mercial products without modifシingthe mixing and heating process， and diet C in which the mixing and heating were 

simplified using the same ingredients as for diet B. For diet B， the survival rate was higher and the development time 
was shorter than for diet A， indicating that replacing the ingredients favorably affects the survival and development of 
insects. The survival rate with diet C was between and did not differ significantly from diets A and B. Development 

with diet C was longer than with diet B， but did not differ significantly from that with diet A. These results indicate that 
survival and development with the diet prepared by a simple m巴thodis comparable to with the previous diet. 

Key words: Euscepes postfasciatus; mass production; artificial diet; male body-size reduction; delayed development 

緒言

イモゾウムシ Euscepesposf向sciatusFairmaireは，南米，

西インド諸島および太平洋諸島にまで広く分布するサツマ

イモの害虫で，日本では，沖縄県を含む南西諸島に分布し

ている(小演， 1990)，沖縄県では，イモゾウムシの不妊

虫放銅法による根絶防除が進められており，不妊虫生産の

ための大量増殖法のーっとして，人工飼料を用いた飼育法

の検討が行われている(大野ら， 2006). 

その一環として我々は，イモゾウムシ幼虫用人工飼料の

作製法の舗易化を試みている.従来の作製法 (Shimojiand 

Kohama， 1996; Shimoji and Yamagishi， 2004) は，水に寒天

を投入して加熱した後，撹枠しながら自然冷却し，温度の

低下に応じてその他の原料を投入していく方法であった.

この方法は，高熱に曝すことによる原料の熱変性を考慮し

たものであるが，作製に手間と時聞がかかるため，大量増

ネ E-mail:inminekm@pref成 inawa.lg.jp
T現在沖縄県農林水産部閤芸振興課

殖向きではなかった.そこで，上里・小漬 (2008) は，

Shimoji and Yamagishi (2004) とほぼ同一の原料を用い，

すべての原料を水に投入後，撹持しながら 900Cまで加熱

し， 5分間保持後，容器へ詮ぐという簡単な作製方法を試

みた.その結果， Shimoji and Yamagishi (2004) の銅料と

比べて，発育期間が約2日延びることを除けば，イモゾウ

ムシの生存・発育には大きな影響がないことが示された.

しかし，上里・小演 (2008)の作製法には，さらに鵠易

化できる余地が残されている.彼らの用いた原料は，水へ

の混合・加熱前に調製をしなければならないものが多かっ

た.たとえば，ビタミン混合物は 11種類の成分をそれぞ

れ計量し，銅料作製に先立つて 一昼夜撹枠しなければな

らなかった.無機塩混合物は， 8種類の成分をそれぞれ計

量する必要があるほか，そのひとつである硫駿マンガンは，

大きな結品体であるため，あらかじめ乳鉢ですりつぶし，

粉体にして用いていた.サツマイモ粉末は，ブレーク状の

TTPres巴ntaddress: Horticulture Promotion Division， Department of Agriculture， Forestry and Fisheries， Okinawa Prefectural Govemment， Naha， 
Okinawa 900-8570， Japan 
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Table 1. Ingredients and their quantities in diet A (Shimoji and Yamagishi， 2004) and di巴tsB and C (present study) when th巴dietis made with 

100mlofwater 

Ingredients DietA 

Preservative Potassium sorbate 

Preservative Methyl p-hydroxybenzoate 

Sterol Cholesterol 

Salt mixturea Locally made mixture 

Vitaminmixぬrea Locally made mixture 

Yeast A'r.巳65brewers yeastC 

Cellulose powder KC fiock'制

Soybean protein powder Esusan meat@C 

Agarpowder Inaゅkanten⑧g

Sugar Raw sugar 

Swe巴tpotatopowd巴r Goldmash@h 

Solubilizer 99% ethanol 

a See Sakakiむara(2003) for detai!ed constituents 

b Sigma回AldrichCo.， USA 

C Asahi Beer Brewery， Japan. 
d Nippon Paper Industries， Japan. 
C Ajinomoto Co.， Inc.， Japan. 
fNikka Oil Mills Co.， Ltd.， Japan. 
g Ina Foods Industries Inc.， Japan. 
h Ibusuki Japan Agricultural Co-operatives， Japan. 
， Taiyo Kagaku Co.， Ltd.， Japan‘ 

ものを購入した後，粉砕機で粉末状にして使用していた.

ピタミン混合物と場類混合物に関しては，昆虫飼育用に、混

合済みの市販品があり(例えば， Lee and Lo， 1998;羽市eeler

and Zahniser， 2001) ，イモゾウムシの採卵用に開発された成

虫の人工錨料では，これらがすでに使用されている(榊原，

2003) .サツマイモ粉末に関しては，現在，粉末状の市販

品が入手可能である.そこで本研究では，ビタミン混合物

と~機塩混合物を自家製混合物から市販の混合物に，従来

のイモ粉末を粉末化された市販品に置き換えた飼料でイモ

ゾウムシの生存・発育を調査した.加えて，従来イモゾウ

ムシ飼料原料のーっとして使用されていた大豆タンパク粉

末(エスサンミート(味の素社製) (Shim吋 andYama-

gishi， 2004) が，今後生産中止予定であるため(味の素社，

私信)，上記 3原料とともに，これも他社製品に変更して

飼育した.

本文に入るに先立ち，餌料作製や飼育にご協力頂いた沖

縄県ミパエ対策事業所非常勤職員の皆様，ならびに採卵作

業に協力して下さった琉球産経(株)の皆様に厚く御礼申

し上げる.

材料および方法

1. 人工飼料原料の組成と舘料作製方法

Shimoji and Yamagishi (2004) の館料(以下，飼料 A)， 

飼料 Aの自家製ビタミン混合物と無機塩混合物を市販の混

合物に，サツマイモ粉末と大豆タンパク粉末を他社製品に

変更し， Shimoji and Yamagishi (2004) と再ーの方法(以

DietB andC 

0.1 g Same as diet A 0.1 g 

0.1 g Same as diet A 。19
0.08g Same as diet A 0.08g 

0.3 g Wesson's salt mixtur・eb 0.3g 

0.295 g Vanderzant's vitamin mixtureb 0.5g 

1.0g Same as diet A 1.0g 

1.6g Same as diet A 1.6g 

2.4g Nicca milky@f 2.4 g 

4.0g Same as diet A 4.0g 

4.0g Same as diet A 4.0g 

1O.Og Powdered sweetpotato但 14⑧i 10.Og 

2.0ml Same as diet A 2.0ml 

下，従来法)で作製したもの(以下，飼料 B)，および，

館料 Bと同一原料を用い より簡便な混合・加熱法(以

下，領易法)で作製したもの(以下，飼料 c)を準備し

た.飼料 Aと館料 B (および餌料 C) の原料の遠いを

Table 1に示した.すなわち，無機塩混合物は，自家製混合

物を Wessonの無機塩混合物(Sigma-Aldrich社製)に，ビ

タミン混合物は，自家製混合物を Vanderzantのビタミン混

合物(Sigma-Aldrich社製)に置き換えた. Wessonの無機

塩混合物と Vanderzantのビタミン混合物の銅料への添加量

は，榊原 (2003) に従った. Vanderzantのビタミン混合物

の添加量が自家製混合物よりも多くなっているのは，その

構成成分中に，自家製混合物には含まれていないスクロー

スを 6割程度合有しているためである.サツマイモ粉末は，

フレーク状のゴールドマッシュ@(JA指宿)の代わりに

あらかじめ粉末状に加工されている粉末サツマイモー14@

(太揚化学(株))を使用した.大豆タンパク粉末は，エス

サンミート@(昧の素社製)をニッカミルキー骨(日華油

脂社製)に置き換えた.今回新たに用いた原料の価格を従

来品と比較すると，無機塩混合物，ビタミン混合物，サツ

マイモ粉末，大豆タンパク粉末のそれそ守れにつき， 1 f音， 3 

倍，1.3倍， 0.7倍となり，すべての原料を込みにした場合

の価格は1.3倍となる.

飼料原料の混合・加熱法の違いを Fig.1に示した.すな

わち，従来法(飼料 A . B) では，あらかじめ 99%エタ

ノールに溶解させたパラヒドロキシ安息香酸メチルとコレ

ステロールを，水道水 400mlの入ったステンレスビーカー
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Shimoji and Yamagishi (2004) 
(Diet A and B) 

Dissolving cholesterol and methyl 

p -hydoroxybenzoate in 99% ethanol 

Mixing potassium sorbate， methyl p-
hydoroxybenzoate， cholesterol and 
agar powder with water 

Present study 
(DietC) 

。issolvingcholesterol and methyl 

p -hydoroxybenzoate in 99% ethanol 

Mixing all ingredients with water in 

the order from lighter to heavier 
ingredients 

lHeating up to 90
0
C l ，-…いPto 90

0
C 

Adding salt mixture， cellulose and 

raw sugar 

| c。一日do…一。。子 1 

Adding soybean protein powder， 

brewers yeast， vitamin mixture and 
sweetpotato powder 

Keeping 550C until uniformly mixed 

Holding at 900C for 5min 

一pe…9 1--_.... Dispensing 

Fig 1. Sch巴maticrepresentation of th巴differencein di巴tpreparation methods between Shimoji and Yamagishi (2004) and the pres-

ent study 

にソルビン酸カリウムと寒天とともに投入し，撹持しなが

ら，電気コンロで加熱した.混合物の温度が 900Cに達し

た時点で，加熱を止め，撹枠しながら無機塩混合物，セル

ロースおよび粧糖を投入した.撹押したまま室溢で、自然冷

却させ，混合物の温度が 600Cまで下がった時点で，大豆

タンパク粉末，酵母，ビタミン混合物およびサツマイモ粉

末を投入した.すべての原料を投入し， 550C前後に保温

しながら，混合むらがなくなるまで十分に撹排した後，ガ

ラスシャーレ(直径 90mm，高さ 20mm) に23gずつ分注

し，室温で自然冷却した.簡易法(銅料 C)では，水道水

400mlの入ったステンレスピーカーに，あらかじめエタノー

ルに溶解させたパラヒドロキシ安息香駿メチルとコレステ

ロールを投入して撹持し，続いて残りの原料を重量の小さ

いものから順次投入した.撹排を続けながら，電気コンロ

で加熱し，混合物の温度が 900Cに達してから 5分間保持

後，間様のシャーレに 23gずつ分読し，室温で自然冷却し

た.水 400mlを用いて作製した場合，従来法では，撹枠開

始からシャーレへの分注までにおよそ l持関を要するが，

簡易法では，およそ 30分で作製することができる.自然

冷却後の銅料表面の状態は，鱈料 Cの方が，他の 2銅料と

比べて，より湿り気を帯びていた. 3種類の飼料は，同一

日にランダムな順序で作製し，作製した当日に各飼料から

3シャーレずつ選んで試験に用いた.これを同様に 3罷繰

り返した(各飼料のシャーレ数は合計9個).

2. 供試虫，卵の飼料への接種および飼育

1994年に沖縄県読谷村で採集され，沖縄県ミパエ対策

事業所においてサツマイモ塊根を用いて累代飼育されたイ

モゾウムシから，大野ら (2004) に記述されている方法を

用いて， 2004年4月に卵を臨収した.回収後 250Cで保管

した 6日齢の卵を銅料への接種に用いた.

接種直前に，飼料のバクテリア汚染防止のため， 14%食

塩水に沈む卵 (90%以上の卵が死亡している;大野ら，

2005; 大野・小漬， 2007) を除去し，残った期を 70%ヱ

タノールに 5分間浸漬後 5%ホルマリンに 20分間浸潰し

て卵表面の殺曹を行った(大野ら， 2008). Shimoji and Ya-

magishi (2004) の方法に従い， 1つのシャーレの館料表面

に，アルコールランプで加熱殺菌したカミソリで長さ約 60

mm，深さ・幅 lmm程度の溝をほぼ平行に 6本付け，内

側の溝4本のそれぞれに，殺菌後の卵を 10個ずつ，計 40

{麗を，エタノ-}J.，.-で殺菌した筆を用いて互いに接しないよ

うに接種した(各処理区合計 360卵).これらのシャーレ

は，フタと身の隙間をセロハンテープでとじ， 25:!::IOC，明



4 浦由奇貴美子ほか

期 14時間:暗期 10時間に設定されたインキュベータ内に

銅育終了まで保管した.

3. 生存および発膏の調査

生存および発育の謂査は 大野ら (2004) に従い以下の

ように行った.卵接種から 6日後に，飼料表面につけた溝

の中に残っている未ふ化卵を数え，ふ化率を算出した.イ

モゾウムシはこの飼育法では 通常シャーレ底面に踊室を

作るので(下地， 2004)，踊室がはじめて確認された日か

ら毎日，シャーレ底闘を観察し 沼化日を記録した.接種

目から羽化までの日数を発育期間とした.羽化から約 1週

間後に成虫を飼料から取り出し 個別に冷凍保存した.観

察できたすべての個体が羽化した後，館料を分解して，残

りの成虫を取り出して計数し ふ化から羽化までの生存率

(成虫数 4 ふ化幼虫数)を求めた.すべての羽化成虫の性

をKohamaand Sugiyama (2000) の方法により判別した.

各シャーレから雌雄 2~3 頭ずつをランダムに選び，実体顕

微鏡を用い，体サイズの指標として，左上麹長を計測した

(下地， 2004). 統計解析に先立つて，発育期間と上麹長の

データは，自然対数に変換した.

結 果

各鯛料区で飼育したイモゾウムシのふ化率，生存率，雌

比，発育期間および、在上趨長を Table2に示した. 3飼料開

で，ふ化率に有意な差はなかった(ポ検定， p=0.34). ふ

化後の生存率は，飼料 A (39.4%)と比べ，飼料 B

(50.0%) が有意に高かったが，銅料 C (47.2%) は，飼料

Aおよび飼料 8のどちらとも有意に異ならなかった (Ryan

の多重範囲検定， p=0.05). 羽化した虫の性比は，館料開

で有意に異ならなかった (χ2検定， p=O.lO). 

発育期間と上題長は雌雄ijUに測ったので，銅料と性を要

因としたこ元理置分散分析で検定した.発育期間では，館

料の効果だけが有意で(p<0.001l，性の効果 (P=0.98) と

鋼料×性の交互作用 (p=0.42) は有意で、はなかった.上

盟長では，飼料 (p<O.oo1lと性 (p=O.o1lの両方の効架

が有意であり，それらの交互作用は有意ではなかった

(p=0.48) .そこで，発育期関は雌雄をひとまとめにした

データを，上盟長は離雄別のデータを 3飼料開で多重比較

した.発育期間は，鋪料 Aの王子均 39.2日と比べて，飼料

Bの方が平均 35.9日と有意に短く，舗料 Cでは平均 37.8

日で，銅料 A と有意差はないものの，飼料 Bよりも有意

に長かった (Tukey-KramerのHSD検定， p=0.05). 雄の上

麹長は，銅料 A (平均 2.41mm) と飼料 B (2.37mm)，お

よび飼料 Bと飼料 C (2.32mm) の聞には，有意な差はな

かったが，館料 Cの値は，飼料 Aのそれに比べて，約 4%

小さく，この差は有意だった (Tukey-KramerのHSD検定，

p口 0.05). 1雄の上題長には，銅料開に有意な差はなかった

(一元配置分散分析， p=0.08). 

Table 2. Several parameters for the survival and development of 

E. postfasciatus reared on different artificial diets 

No. of Petri dishes testeda 

Hatchability (%)b 

Survival rate (% )b.c 

Adult female ratio (%)b 

Development period 

(days， mean::':SE)~C 

Left elytron length 

(mm，mean土SE)

DietA 

(11) 

9 

82.5 a 

(360) 

39.4 a 

(297) 

53.9 a 

(117) 

39.2::':0.5 a 

(117) 

DietB 

(11) 

9 

79.4 a 

(360) 

50.0b 

(286) 

44.1 a 

(143) 

35.9::':0.3 b 

(143) 

DietC 

(11) 

9 

78.3 a 

(360) 

47.2 ab 

(282) 

40.6 a 

(133) 

37.8::':0.4 a 

(133) 

Malec 2.42::':0.02 a 2.37::':0.02 ab 2.32::':0.01 b 

(19) (18) (18) 

Femalec 2.43::':0.02 a 2.42土0.02a 2.37::':0.02 a 

(18) (18) (18) 

a Glass Petri dish (9 cm diameter， 2 cm high) each containing 23 g diet. 

Forty 6-d呂y-oldeggs were inoculated onto each diet and incubated at 

250C， 14LlOD. 

b Values followed by diffi巴rentletters are significantly different (X2 -test 

followed by Ryan's multiple range test，p出 0.05).

c Ratio of the number of adults that emerged to the numb巴rofhatched 

巴ggs

d Days from egg inoculation to adult eclosion. 

C Values followed by different letters are significantly different (Tukey-

Kramer HSD test on loglQ-transformed data， p=0.05). 

考察

本研究は，混合・加熱前の調製を必要としない飼料原料

(ビタミン，無機塩，サツマイモ粉末)への霞換，および

加熱・混合法の簡易化が イモゾウムシの生存・発育に及

ぼす影響を調べた.その結果原料の量換と混合・加熱法

の簡易化の碍方が行われた飼料(飼料 C) における生存・

発育は，雄の体サイズの小型化を除けば，従来の館料(飼

料 A)のそれと比べて遜色ないことが示された.経済的コ

ストについては，飼料 Cで用いた原料代は，従来の飼料A

よりも1.3倍額高になるものの，事前の原料の調製が不要

となり，作製時間も従来作製法の半分に短縮することがで

きるため，飼料作製に必要となる人件費を半分以下に抑え

ることができ，原料の置換に伴うコスト上昇を補う以上の

コスト削減が可能となることが期待される.イモゾウムシ

大量増殖における館料 Cの導入は，このような点から大変

有効で、あると考える.さらに 上里・小演 (2008) の飼料

は，飼料Aと比べた場合に発育遅延が認められたが，館料

Cの発育期聞は，飼料Aと伺等であった.従って，本研究

で開発された館料Cは，作製法の簡易さだけでなく，発育

遅延がないという点で，大量増殖に適していると考えられ

る.
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本試験において，飼料Aの原料4種類(無機塩混合物，

ビタミン混合物，サツマイモ粉末，大豆タンパク粉末)を

置換して作った銅料 Bでは，館料 Aと比べると，有意に

生存率が向上し，発育期聞が短縮した.性比には有意差が

みられなかったことから，雌雄ともに生存率が上昇したと

考えられる.この結果は，置換した 4原料のどれかまたは

いくつかが，イモゾウムシの生存・発育に好ましい影響を

及ぼしたことを示す.今回の試験では，無機塩混合物にお

いて，自家製混合物から Wessonの無機塩混合物に置換す

ることにより， CaC03， KCl， NaF， AIK(S04)2・12H20およ

び KIの 5成分が新たに加わり， Ca(H2PO 4)2・HPとNaCl

の 2成分が約 2倍量増加している一方で ZnC12がとり

除かれ ，FeS04・2H20が 3割， MgS04， KH2P04および

CuS04'5H20が 5割， MnS04・5H20が 9割減少している

(榊原， 2003). ビタミン混合物において，自家製混合物か

らVanderzantのビタミン混合物に置換することにより，ビ

タミン Eとスクロースの 2成分が新たに加わり，シアノコ

パラミンが約 500倍培加している一方で、，チアミン塩酸塩，

ニコチン酸，塩化ピリドキシン，葉駿，パントテン駿カル

シウム，リボフラビン，イノシトールおよびビオチンが 7

割，アスコルビン駿ナトリウムおよび塩化コリンが 5割減

少している(榊原， 2003). サツマイモ粉末と大豆タンパ

ク粉末については，今国新たに用いたものと従来品の閉で，

原料となる植物品種や製法が異なるかどうかは明らかでな

い.このように，今回用いた飼料原料と従来の原料との聞

では，原料の構成成分や構成比が異なっているため，いず

れの原料の増加あるいは追加・除去がイモゾウムシの生

存・発育に影響したのかは不明で、ある.今後，どの成分の

効果によるものかを特定することは，さらなる生存・発育

の向上につながる可能性があり またイモゾウムシの栄一養

要求の特性の理解にも寄与できるであろう.

鯛料 Cにおける発育期間は 飼料 Aと有意に異ならな

かったものの，飼料 Bと比べると約 2日延長した.これ

は，上里・小潰 (2008)の結果と同様であり，本研究にお

いても，原料の置換によってもたらされた発育短縮の効果

が，飼料の混合・加熱法の簡易化に伴って生じた飼料の性

質の変化によって打ち消されたことを示す.こうした性質

の変化には，栄養となる成分の化学的な変性と，館料の囲

さなどの物理的な変性が考えられる.昆虫の人工銅料中の

タンパク質やビタミン類の一部は，加熱過程で破壊される

ことがある (Cohen，2004). 本研究で試みた衝易作製法で

は，用いたすべての原料が 900Cの高温に曝されたため，い

くつかの原料が熱変性を起こし 幼虫の発育を遅延させた

可能性がある.しかし，イモゾウムシの飼料では， 900Cの

熱により変性する原料があるか否かはまだわかっていない.

一方，たとえ飼料原料の化学的変性が起こらなくても，館

料の物性が異なれば，発育遅延を生じることも考えられる.

錨料 Bと飼料 Cでは，作製後の飼料表面の湿り具合に差

がみられ，これは，これらの飼料の間で何らかの物性が実

際に異なることを示している.イモゾウムシの人工飼育で

は，卵をそのまま飼料表面に接種した場合よりも，ファー

セレラン水溶液という粘度の高い液体とともに接種した方

が，発育が有意に延びることがわかっている (Ohnoet al.， 

2007) .もし，その発育遅延が，ファーセレラン水溶液を

用いたことによる館料表面の湿りによるものなら，本研究

の場合も，飼料Bにはみられない，飼料 Cの表面の湿り

が，発育遅延に関わっている可能性がある.一方で、，ワタ

ミゾウムシ Anthonomusgrandisでは，館料表面の混り気で

はないが，飼料水分合有率が多すぎても少なすぎても発育

遅延が生じた (Vanderzant，1969). また，カイコ Bombyx

moriでは，飼料へ加える水分量をある程度減らすことで，

発育期間の短縮がみられた(伊藤， 1983). このように，

銅料中の水分合有率の遣いによる物理的変化が発育速度に

関わっている例もある.発育遅延の要因が，錨料の化学的

変性なのか，あるいは物理的変性なのかを明らかにするこ

とは発育期間をより短縮させる上で重要で、ある.

体サイズの指標である上麹長は，雌では 3飼料間で有意

に異ならなかったが，雄では館料 Cにおいて飼料Aよりも

有意に飽くなった.飼料 Bの雄上趨長は，飼料 Aと餌料

Cの中間値で，どちらとも有意に異ならなかったので，銅

料 Cでみられた雄の小型化は，原料の置換と混合・加熱法

の変更による両方の効果が組み合わさって生じたと考えら

れる.本研究で観察された 長さにして 4%程度の雄サイ

ズの小型化が，交尾競争力や寿命に与える影響は，鴫らか

にされていない.これは，不妊虫を放節する上で重要な課

題であり，今後検討する必要がある.

摘 要

イモゾウムシの幼虫用人工飼料の作製法は，あらかじめ

いくつかの成分を調製し さらにそれらを混合・加熱する

という 2つの過程があり どちらも煩雑なものであった.

そこで，飼料作製法の簡易化をめざして，従来の飼料(銅

料 A)，3種類の原料(サツマイモ粉末，ビタミン混合物，

無機塩混合物)をあらかじめ調製された市販品に置き換え

た飼料 B，および飼料Bと同じ原料を用い，簡易な混合・

加熱法で作製した飼料Cの3種類を作製し，イモゾウムシ

の生存・発育を比較した.その結果，飼料Bでは，飼料A

よりも有意に生存率が上昇し 発育期間が短縮した.これ

らの結架から，原料の置換は，イモゾウムシの生存・発育

に好ましい効果をもたらすことが示された.飼料Cにおけ

る生存率は，銅料Aと飼料 Bの生存率の中間で，どちら

とも有意な差はなかった.飼料Cにおける発育日数は，飼

料 Bよりも有意に長くなったものの，飼料 A と有意な差

はなかった.以上の結果から，簡易な方法で作製した館料
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における生存・発育は，従来の銅料と遜告ないことが示さ

れた.
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