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アカスジカスミカメのコムギ幼苗飼育における

勝化率向上のための幼苗切断保存法

長津淳 彦 * ・ 樋 口 博 也

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機1M"央段業総合研究センター北臨研究センター

Storage of Stem Cuttings of Wheat Seedlings under High-Humidity Conditiol1s to Improve Larv昌1Emergence after 

Oviposition by Sfenollls rubl。νiftallls (Matsumura) (Heteroptera: Miridae). Atsuhiko NAGASAWA* and Hiroya 

HIGUCHI National Agriculture and Food Research Organization， National Agricultural Research Center， Hokuriku Re-

search Center; Inada 1-2-1， Joetsu， Niigata 943-0193， Japan. Jpn. J AJ伊1.Enfolllol. Zool. 54: 197-203 (2010) 

Abstract: Successful rearing of Stenolus rllbroviftallls， known to cause pecky rice， is complicated by the fact that 

adult females only oviposit into the spikelets of gramineous plants in nature. In this study， methods for rearing and col-
lecting S. rubrovittatus nymphs using ear1y wheat seedlings were investigated. Females were observed to oviposit their 

eggs into the coleoptile shortly after the appearance of the first foliage leaf frol11 the coleoptile sheath (3 d after seed-

ing). Nymph emergence from stem cuttings incubated on moist filter paper in a Petri dish was more than five times 

higher than it was from whole seedlings， Seventy two hours after oviposition， more than half of the eggs oviposited on 
the whole seedlings appeared on the outer surfaces of leaves following leaf elongation; these eggs did not hatch. The 

rat巴ofemergence from eggs removed合omth巴innersurfaces of leaves and incubated in Petri dishes was 86.7% at a 

l‘elative humidity (RH) of 100%， decreasing markedly when RH 297%. These findings implied that eggs which b巴came

exposed outside the sheaths would not hatch due to desiccation. Conversely， egg“feeding by adults was not considered 

to have a negative effect on th巴hatchingrates of exposed eggs， However， when the duration of seedling exposure in-
creased， egg-feeding by adults resulted in increased egg losses. In addition， an overall increase in adult densities re-
sulted in a decrease in nymphal emergence per female. Consequently， the number of hatching nymphs could be in-
creased by storing the stem cuttings ofwheat seedlings on moist filter paper in Petri dishes following adult ovipositionラ

ensuring that the densities of adults were maintained at the optimal level of 30 pairs of males and females peτ100 

seedlings， and by replacing wheat seedlings at 24 h intervals. 

Key words: Oviposition; sorghum plant bug; wheat seedlings; humidity; egg feeding 
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稲作における斑点米被害の原ItJ腫のひとつであるアカス

ジカスミカメ Slenolllsrubrovilfat/ls (Matsumura) (カメムシ

自:カスミカメムシ科)は，近年，全国的に分列域を広げ

ており，本樟による斑点米被害の拡大が懸念されている

(波法・随口， 2006). このような背景から本語の生態に関

するいくつかの研究が報告されているが(飯村， 2004; 

Yasuda et al.， 2008;古島ら， 2009;奥谷ら.2009).同じく

斑点米カメムシの重要障であるアカヒゲホソミドリカスミ

カメ 7トigol1otylllscaelestialillll1 (Kirkaldy) (カメムシ1]:ヵ

スミカメムシ科)と比べると研究事例は少ない.特に.ア

カヒゲホソミドリカスミカメでは数種の槌物で銅育試験が
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行われ，それら植物における発育の適合性が報告されてい

るのに比べ(菊池・小林.2004・ r"j馬・菊地.2004)，ア

カスジカスミカメでは未解明となっていた.主主i育試験など

のような室内での詳細1Iな研究のためには多数の個体を必嬰

とするが，アカスジカスミカメでは簡易な累代飼育法が確

立されておらず，飼育虫の安定供給が難しかったことがこ

のような研究の進展を姉げていた.

本撞の飼育法として出棺させたコムギを!日いた累代飼育

法が報告されているが，種子からm穂まで育成するのに多

くの時間と悟温器等の設備が必要で、ある (ill久.2004). 

筆者らは野外から掠集したメヒシパおよびスズメノカタピ

ラの般を用いて採卵することで周年供給できることを報告

したが，特に夏期はアブラムシやアザ、ミウマ等のイネ科植
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物をJ]fJ害するものや，寄生9!華あるいはアカスジカスミカメ

の他の系統などの意図しない昆虫等が浪人するf出演性があ

り(安藤・波浩， 2007; 長津・樋口， 2008)，また， 1時期

により穂の状態が一定でないため，得られる緋化幼虫数が

安定しない問題点があった.これに対し，アワガ1m;"を用い

るとアカスジカスミカメは第 i本葉未展開葉身の内側に主

に産卵することから，イネ科槌物の諮を用いることなく採

卵が可能で，上記のような出穂までの育成の手間や野外か

らの轄の導入に伴う意図しない昆虫等の混入といった問題

点はない(安藤・渡逃， 2007)，しかし，成虫宿度の指IfJn
にwって得られる瞬化幼虫が減少することが報告されてお

り，大量に飼育!llを得るためには解決すべき問題がある.

アカヒゲホソミドリカスミカメの場合，コムギ幼誌は師と

してもImos基質としても良好で、あり，コムギ幼苗のみで累

代銅脊が可能であるのに対し(樋口・高橋， 2000; 伊藤，

2000) .アカスジカスミカメの場合，コムギ幼j~Îは餌とし

ては良k子で、あるが，アカヒゲホソミドリカスミカメとi可総

の飼育法では瞬化幼虫数が少なく累代飼育がj主付近であった

(長津・樋口.2008)，安藤・渡主義 (2007) は，アカスジカ

スミカメがコムギ幼前の鞘葉と第 1本葉の1;))(聞に産卵する

ことを見出し，コムギガj誌は第 l本葉の伸長が迷いため卵

が~~Nヒ前に外部に露出してこぼれ落ちたり，成虫にl汲汁さ

れる鎖度が噌大する可能性があることを指摘した.また，

アカヒゲホソミドリカスミカメで、は相立てMjU立がほほと 100%

の高混度条f!l:でないと瞬化できないことから(奥1I1.井上，

1975) .アカスジカスミカメでもi毘度条1'1二が瞬化に影響を

及ぼすとすれば，外部への露出が幼虫の僻化に悪影響を及

ぼしている河能性がある. しかしながら，生長が速いこと

は餌の供給という点で、は，逆に大量銅育に向いているため，

餌として!'nいると同時に採卵に供することができれば労力

を軽減可能で、ある.そこで本研究では，諒卵後のコムギグj

ï~Îを切除して密閉保存する方法が桝化率を上げるために有

効であると考え，その効果を検証した.さらに，コムギガj

硲の伸長にwう産下卵の外部への露出1. 相対温度， t来卵時

間，成虫密度と幼虫僻化との関係を調査し， ~I存化幼虫を効

率良く獲得するための条件を検討した.

材料および方法

試験は， J:t-5k:農業総合研究センター北陸研究センター

(新潟県上越市)内で採集したアカスジカスミカメをコム

ギ幼苗およびイネ科植物の穏を用いて累代飼育し(長浮・

樋口， 2008)，得られた成虫を用いて行った.コムギ幼k13

はj直筏 9cmのプラスチックシャーレ(以下，シャーレ)下

血に育苗床土(くみあい育苗床土無肥料焼土)約 70gを入

れ，その上にコムギ(農林 61号)乾燥種子約 5.5g (約

150粒)を語種， ~援水して 250C ， 16L8Dで育成した.成，

幼虫の飼育には播種後 5~7 EI自のコムギ幼苗を用いた. 1ラ

備観察により産卵基質として，張関後 3日自の鞘葉から第

i本葉が1'l:'1始めるコムギ幼}!i!iが過していることを時認した

ので，この条件の}誌を採卵試験に用いた.最終的には 9~iiJ 

1設度の種子が発芽したが，タイミングにばらつきがあり，

諒卵に供した 3日目の発穿は 3分の 2程度であったので，

コムギ幼前はシャーレ当たり 100本前後になった.本研究

の全ての試験は，この採卵用のコムギ幼誌で!日以上飼育

した羽化後 7~12 B IÏl~の成虫を用い， 250C， 16L8D， :fE1対

湿度 65~75% の恒温室内で行った.

1. 採卵後のコムギ幼苗切断保存の有効性

シャーレに播種したコムギ幼詰 i枚を入れたプラスチッ

ク製容器(痕径 10cm，高さ 10cm) 内に雌地 10対を放飼

し， 24時間産卵させた.これを 4つの容器で行い，取りI'H

した苗はランダムに 2枚ずつに分け，一方はコムギi17を摂

元から切りI[Xって，水でiill1らせた鴻紙を敷いたシャーレに

入れ，上回iを載せ恒温窓内の榔iに静置した.使用した

シャーレは上J1J!と下J1J!の 11JJ に F~WJJがないものであり，試験

期間rll，i慮中1¥の水分は持続した.もう 2枚のコムギ幼iTiは

ツマグロヨコバイ飼育tU(34X25X34cm) (以下，銅育

ケージ)に明断しないまま入れ，給水しながら育成した.

このとき，飼育ケージ内の相対温度は 70~80% であった.

上記を II反復(処理ごとにシャーレ 22枚)行い，本障の

卵期間が 250Cで王子均 7.64汀であることから(林， 1991)， 

7~10 EI後の1)1If{ヒ幼虫数を比較した.

2. コムギ幼窟の伸長に伴う卵の露出と騨化への影響

溢らせた脱脂綿をf如、たシャーレ下1111に語種後 3日目の

コムギ幼iffiを 10本移植した (Fig.2A). この上{こプラス

チック製容器(上田， I直径 6.5cm，底面;産能 4cm，高さ

9cm) を逆さに被せ，羽化後 7~12 13齢の雌を i額放した.

241時間後に，被せたプラスチック製容器を外して段飾虫を

j徐去した後.コムギy)ri'eIは飼育ケージ内に静;泣したままj産

宣給水しながらルーペを用いて外部に完全に時出した卵を

2411寺1111ごとに採卵後 72呼応lまで数えた.このとき，飼育

ケージ内の稲対話!鹿は 70~80% であった.本語の!3IH~JiltJ を

考鼠し(林. 199 1)，採卵後 14 日目にコムギ幼ï~IÎ を分解し

て， 1漬物休上の卵を計数した.事前の観察において，内容

物のない卵殻のみの)ijllは6時間の採卵後には観察されな

かったことから，そのような卵が観祭された場合には yJ]

!1~~際化または成虫吸汁によるものと判断した.第 l 本葉が

展開した結架，露出して葉身に付着していた卵を外部，第

i本梁がう|ミ展開の葉身内部に包まれた状態あるいは第!本

葉と鞘葉の慣に位霞することで外部から観察できない卵を

内部に位置するものとした，なお， t必物体からこぼれ落ち

た卵は観察されなかった.試験には 30頭の蹴成虫を{jL試

したが， 1:室。pJがli'ui認されなかった 6頭はデータから除外し

た.また，対照として虫を入れないコムギガハ誌を 6シャー

レ用意し，同総に観察した.採卵後のコムギ幼誌には伸長
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が停止し，枯死するものが観察された.そこで，採卵から

14日後に正常に仲長せず 葉が黄変または萎縄した苗を枯

死苗とし，正常国と枯死前ごとに卵の数を集計した.枯死

苗が判別できるのは採卵から数日後であったので，採卵直

後から 24fI寺悶ごとに数えた外部露出卵については， 14臼

後の状態から遡って正常苗と枯死苗の区別をした.

また，苗を切断して伸長を停止させることで俳iの蕗I.Hが

抑制されるかどうか調べるため，同様の方法でコムギ幼苗

に産卵させた後，根元から苗を切断し， ~，成紙を敷いて温!ら

せたシャーレの中で保存した.上記と同械に時間の経過に

f'l~ う露出。11数の推移を調べ， 14日後にiEiを分解して卵の位

匿と状態を調べた.切断苗は仲長が停止したことにより，

正常荷と枯死苗の'I:IJ別ができず，最終的に切断 14日後に

は全ての前が枯死状態となった.このため，切断苗につい

ては正常苗と枯死苗の区加をせずに集計した.試験には 30

顕の雌成虫を供試したが，!.lE卵が確認されなかった 10顕

はデータから除外した.

3. 湿度が瞬化に与える彰響

採卵後のコムギ汐1Wiから取り出した卵をシャーレの下回i

の底に敷いたパラフィルム(商品名 ParafiImお M，American 

Can社製) (5X5 cm) の上にシャーレ当たり 1011mずつ，'j%置

した. Winston and Bates (1960) に従い，蒸留水，リン駿

二水素カリウム， J府歯担lf化tカリウムまたはj塩鼠化ナトリウムの飽

和f岬Ei水i溶容液で

f径壬 l目5CI爪n叱，高さ 9cα∞111叫1ο) (各 n口 12幻)内に入れパラフイルムでで
、

i密吾主封4したf後変，採卵後 14日日に締化後と判断された卵殻数

を記録した.温温度計 (testo608-H2，株式会社テストー

製)で測定した結果，蒸留水，リン酸二水素カリウム，塩

化カリウム!J7fft1ヒナトリウムを入れた容器内の相対湿度は，

それぞれ 100%，97%， 85%， 76%であった.

4. 成虫による卵吸汁と採卵期間との関係

シャーレに揺撮したコムギ幼苗 i枚を雌雄 IO対ととも

にプラスチック製容器(直径 10cm，高さ 10C111) に入れ，

24 f1 ~J;陪j あるいは 48 時間後に司足り出し，区〔後 lこ植4勿H~Jこの

卵の位置とi吸十|ーの有無を確認した.試験はそれぞれ IO反

復ず、つ行った.

5. 成虫の錦育密度と騨化幼虫数との関係

コムギ幼j~î シャーレ l 枚を入れたプラスチック製容器

(直径 10cm，おさ 10cm) (こ JHUil~ を 10 ， 30， 50対の密度

で入れ， 24時間産卵させた.その後，コムギ幼茄を根元か

ら明り取って，水で混らせた鴻紙を敷いたシャーレ内に入

れて上皿で閉じ， 7~10 日後に瞬化幼虫数を数えた.採卵

後成虫を取り出す|捺に生存数を数え，このときの雌成虫数

を取り出した幼#ilこ対ーする産卵雌数とした.試験はそれぞ

れ 9反復行った.
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'"上 rn'1'日ノI、

1. 採卵後のコムギ幼詰切翫保存の有効性

シャーレに保存した 24時間採卵後の切断コムギ幼苗か

らはJH:ft当たり 5.3::l:::0.4頭(平均値±標準誤差)の幼虫が術

化した.一方，切断せず飼育ケージで育成したコムギえJJï~î

から ~I浮化した幼虫数は雌当たり1.0土 0.1 頭と切断保存した

場合に比べ有意に少なくなった (WiIcoxonの符号付順位手11

検定，p<O.OOJ) (Fig. J). 

2. コムギ幼苗の伸長に伴う卵の露出と瞬化への影響

コムギ幼前内部に産下された卵の外部への露出Iを24fI寺

間ごとに調べたところ，日寺閥の経過によって露出する卵の

数が増加した(Friedman検 定 ，X2=61.6856ラ df=4，p< 

0.0001) (Table J).また， 14日後には約 6制が外部に露出

し，約 4割が内部に留まっていた (Table 1). 全ての試験

区において，第 1:本葉が萎れてお!i死したことにより伸長が

止まったコムギガ11'tiが観察された (Fig.2Bおよび C).対

l!誌のコムギガ~WÎは全て正常に生育していたことから， 5í~ 1 

本葉のあ!i死は成虫に11.及汁加害された結果であると考えられ

た.柏物体内部と外部に存在した産下J]¥'lの都合は第 i本葉

が正常に生育したものと枯死したものでJ表。|ぽ〔後から述い

があり (Fisherの正fi在日倍率検定 ，p<O.OOO 1)， f1~\;間の経過

とともにその差が大きくなった (TableJ).正常に生脊し

た苗では採卵後 1413 EIには全ての卵が外部へ露出したが，

枯死した苗で、は卵の露出は 28.7%と低かった.内部に卵が

6 
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Fig. 1. Effect of cutting wheat seedlings and inclIbating the r・e-

slllting stem clIttings lInder moist conditions on nymphal emer-

gence from oviposit巴deggs in Slenollls /'lIbrovittα11Is. Male 

and female adults (10 pairs (n=20); 7-12 d after adlllt emer-

gence) w巴rereared on wheat seedlings (3 d after seeding) for 

24 h. Sten巾 clIttings:The stems of wheat seedlings were Cllt and 

transferred to a Petri dish containing moist自lterpaper (n= 11 

replicates). Whole seedlings: Wheat seedlings were grown in a 

rearing cage withollt clltting stems (11= 11 replicates). Bars 

indicate the nllmber of emerging nymphs per female 

(mean土SE).The nllmber of nymphs emerging from ClIt and 

whole seedlings was significantly different (Wilcoxon signed-

rank test，pく0.001)
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TabJe J ReJatio1Jship between time after egg collectio口 8ndproportio1J ofぷ!ellof{{srubrm'irtatus eggs e瓦posedon the outer leaf 

surface of wheal s巴巴dlings

Proportion of eggs on th巴outersurface of leaves Rates of egg hatching [95% 

Condition Total no [95% con削 巴nceinterval] (%) con自denceinterval] (%) Totalno 

of 。f of 

seedlings 5巴巳dlings o h" 24 h" 48 h" 72 h" 14 d" 
Oute1 Inne1 egg σs 

surfac巴も surfaceb 

H巴althy' 147 
36.2 78.7 87.2 93.6 100 0.0 

じ 94 
[26.5-46.7] [69.1-86.5] [78.8-93.2] [86.6-97.6] [96.9-100] [0-3.1] 

Withered' 93 
11.1 13.0 14.8 15.7 28.7 。。 26.0 

108 
[5.9-18.6] [7.3-20.8] [8.7-22.9] [9ι24.0] [20.4-38.2] [0-9.2] [16.6-37.2] 

Tota1' 240 
22.8 43.6 48.5 52.0 61.9 。。 26.0 

202 
[ 17.2-29.2] [36.6-50.7] [41.4-55.6] [44.9-59.0] [54.8-68.6] [0-2.3] [16.6-37.2] 

Cut" 200 
35.1 37.8 43.2 47.0 45.9 85.9 74.0 

185 
[28.3-42.5] [30.8-45.2] [36.0-50.7] [39.7← 54.5] [38.6-53.4] [76.6-92.4] [64.3-82.3] 

Each adu1t fem司1e was reared on t巴nwheat sced1ings (3 d after s巴eding)for 24 h. Exposed eggs on the outer surfaces of 1eaves were counled at 24-h 

interva1s fr0111 0 h 10 72 h immediate1y aftcr th巴 adultswel"e removed. Th巴 10cationand hatching status of the eggs were check巴d14 d aftcr removing 

lhe adl!lts 

'Time after egg collection for different seedling conditions (i巴.11巴日lthy勺 withered、totaJ[healthy十withered]司 andsle111 cutting)司 significantdiffcrences 

were observed i11 the 1llllnber of eggs COl!nted between 0 h日以JJ4d (Friednwn test守 ρく0.0001)。

れLocationof eggs 14 d ati巴regg eoll巴et10n

じ WhoJewheat s巴edJingsgrown in a Petri dish (11=24 fCll1aJes) 

d StCll1 cuttings St01巴din a Petri dish containing moist fiJter paper (11二 20femalesl 

.: No eggs were observed 

Fig. 2. Wheat seedlings 3 d after s巴巴dingand 7 d after exposure to an adult fell1a1e Stenotus mhl"O¥'ittatlls fOI" 24 h. (A) Wheat seedJings on日

Petri dish 3 d ati巴rseeding. (8) Wheat seedlings on a Petri dish 7 d afte1巴XpOSlll巴 toan adult femaJe Stel10tlls mbmvittatlls. (C) Wheat 

se巴d1ings7 d after exposure to an adult fCll1aJ巴SlenotusI"uhro1'iltalus. L巴ft:healthy 1eaf.‘ right: withered leaf. 
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留まっていたコムギ幼苗は可全て‘展開前に第 l本葉が枯

死し， {I市長が止まっていた.また，幼虫の僻化した卯の割

合は植物体内部と外部で異なり (Fisherの正雄確率検定，

p<o.oooIl ，コムギガj苗内部の卵の僻化率は 25%程度であ

る一方，外部に露出した卵は未僻化であった (Table1). 

一方，シャーレの中に切断保存した場合町コムギ幼苗の

伸長は抑えられ，採卵直後 (0時間後)および 14日後の露

出卵の割合は切断せず生長させた苗に比べ小さくなった

(Fisherの正確確率検定， p<O.OJ). しかし守 24-72時間後

における露出卵の割合は両者の間で、遣いが認められなかっ

た (Fisherの正確確率検定， p>0.05). また，切断保存で

は植物の外部と内部で附化率に遣いは認められず，それぞ

れ 86%および 74%と高くなった (Fisherの正確確率検定，

p>0.05) (Table 1). 

3. 湿度が醇化に与える影響

荘|対混度 100%では 10卯から 8.7土0.3 (平均値土標準

誤差)頭の幼虫が府化したが， 85%以 1;では全く附化しな

かった. 97%では附化は見られたものの 100%と比べ著し

く減少した (Steel-Dwass検定，p<0.05) (Table 2). 

4. 成虫による卵吸汁と採卵期間との関係

被l吸汁卵の割合は、コムギ幼苗の外部と内部で違いは認

められなかった(逆正弦変換後二元配置分散分析.

F(I， 18)=1.2650， p>0.05) (Fig.3). 方，採卵11寺聞によっ

て被腕汁卵の割合には違いがあり， 2411寺問より 48時間で

tJ意に高かった(逆正弦変換後二元配置分散分析.

F(I， 18)=7.5426弓 p<0.05) (Fig. 3). また‘産下卯の露出割

合と採卵時間の交互作用は認められなかった(逆正弦変換

後二元配置分散分析句 F(I， 18)= 1.3154ぅp>0.05). 

5. 成虫の飼育密度と瞬化幼虫数との関係

コムギ幼苗(容器当たり約 100本)を用いた採卵では雌

雄 10対から 50対までは成虫数の増加に伴い，術化幼虫数

は 10対で 62.2::'::5.1頭， 30対で 157.9土9.6頭， 50対で

190.3士15.0頭(平均値±標準誤差)と増加したものの

(SteeトDwass検定 ，pく0.05)，雌当たりの附化幼虫数は 10

対で 6.3::'::0.6頭， 30対で 5.3土0.3頭(平均値±標準誤差)

に対して 50対では 3.8::'::0.3頭(平均値±標準誤差)と有

Table 2. Influ巴nceof humidity on hatching of Srenoflls I1Ibrovif-

!atl/S eQQS 
、~~

Relative humidity (%) NUl11ber of hatchcd cggsl1 0 eggs" 

100 

97 

85 

76 

8.7士0.3a 

0.8:+:0.6 b 

Ob 

Ob 

Ten Sfenofus l'lIbroνiftatlls eggs placed on a she巴tof parafilm on the 

bottol11 of a plastic Petri dish (n二 12replicat巴s)

"Mean士SE.Mean values followed by the same Icttcr are not signi自-

cantly different (Steel-Dwass t巴st，p>0.05)

201 

Duration 01 wheat seedling exposure 
24 h 48 h 
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Fig. 3. Loss of Stenoflls rllbroviftαfus eggs due to adults feeding 

Malc and fel11ale adults (10 pairs; 7-12 d after adult el11er-

gcnce) were reared on wheat seedlings (3 d after seeding) 五日1

either 24 h or 48 h (10 replicates for each exposure duration) 

The ratios of damaged eggs (empty eggs) to oviposited eggs 

(el11pty eggs+normal cggs) on the outcr and inner surfaces of 

the 1巴afwcrc not significantly different [two-way analysis of 

variance (ANOVA)， 1'>0.05]; however， the ratios呂tthe two 

exposure til11es (Le 、24h日nd48 h) were significantly di釘crcnt

(two-way ANOVA，p<0.05)皿 Norl11aleggs;口.Empty eggs 
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Fig. 4. Relationship betwecn adult density日ndnUl11ber of Sten() 

lus mbr，οviflalus nyl11phs hatching from eggs on wheat 

seedlings. Male and female adults (10司 30，and 50 pairs) were 

reared 011 wheat s巴巴dlingsin plastic containcrs for 24 h (9 

replicates). Stem cuttings were stored in a Petri dish containing 

moist filter paper. Bars indicate the total numb巳rof nymphs 

(mean土SE)that emerg巴dfrom eggs. Diamond-sh日p巴dsym-

bols represent the number of nymphs!female (mean士SE).Bars 

show th巴totalnumE予erof nymphs hatching， with the sam巴up-

percase letters indicating that the total number of nymphs was 

not Slgl1l自cantlydifferent (Steel-Dwass test. p>0.05). Dia 

1110nd-shaped symbols represent the numEヲerof nymphs pel 

f巴male，with the sam巴 low巴rcaseletters indicating that the 

number of nymphs per female was not significantly differ古川

(St巴巴I-Dwasstestラ p>0.05) 口 Total number of nymphs; 

+-， Number ofnymphs!female. 
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意に少なかった (Steel-Dwass検定，p<O.05) (Fig. 4). 

考 府
C>J、

アカスジカスミカメの累代飼育が困難であった理由は句

産卵が穏に対して行われることであった(加藤・長谷川，

1950; 林， 1986). しかし展開前のコムギ幼苗を与えると

産卵することから，本研究では，累代飼育を簡易にするた

めに，コムギ幼苗を産卵基質として用いるための条件を検

討した.その結果，アカスジカスミカメに産卵させたコム

ギ幼苗を切断して，湿らせた液紙を敷いたシャーレに保存

することで切断しない場合に比べて多くの僻化幼虫を得る

ことができた.この原因として安藤・渡過 (2007) が指摘

したように，コムギ幼苗を切断しない場合では，第 l本葉

の{巾長に伴って卵が露出することにより併化に至らない可

能性が考えられた.そこで 第 l本葉山I現期のコムギ幼苗

に24時間産卵させたところ 最終的には第 l本葉が正信

に伸長した苗では，全ての卯が外部に露出し，これらの卵

からのl純化幼虫は全く観察されなかった.一方，成虫H及汁

により第 l本葉が枯死した苗では 7割以上の卵が内部に留

まり，その 25%ほどで1)1存化が見られた. したがって，コム

ギ幼苗を切断せずに育成することは，卵の露出を促し町附

化に悪影響を与えることが示唆された.一方，採卵直後に

苗を切断して湿らせた鴻紙を敷いたシャーレ内に保存した

場合，切断せず育成した苗に比べ，最終的に外部に露出し

た卵の割合は低くなったものの，半分近い卵が外部に露出

した.これは，持卵期間における第 l本葉の伸長によって

すでに多くの卵が鞘葉より上部に移動しており，切断後に

葉の伸長は止まったものの‘葉が聞いたことに伴い露出し

たものと考えられた.なお，採卵から 72時間後よりも 14

日後の露出卵の割合が減少したのは，保存中に切断苗が枯

死したことにより一度聞いた葉が閉じたためである.しか

し，半分近い卯の露出にも関わらず y 切断苗におけるl府化

率が高くなったことから，切断保存法によって帰化幼虫数

が増えたのは，切断によって苗の伸長を抑えたことではな

く，卵の露出に伴う悪影響を防いだことによると考えられ

た.

卵の露出が附化に悪影響を及ぼす原因として，卵が乾燥

することおよび成虫のl吸汁を受けやすくなることの 2つが

考えられた.卵の乾燥については，相対湿度 100%近い状

態が必要で、あり， 97%以下では府化率が著しく低下するこ

とが明らかになった.前述の露出卵は 70~80% の相対湿度

条件におかれていたために卵が乾燥してしまったものと考

えられる.コムギ幼苗の内部に留まった産下卵が相対湿度

100%の場合に比べて僻化率が低かった原因は，葉の枯死

によって瞬化に適する湿度を保持できなかったためである

可能性がある.一方，切断苗を保存したシャーレ内の相対

湿度は測定できず不明であるものの，相対湿度 100%にお

ける桁化率とほぼ同程度であったことから，同様に高湿度

条件であり，えJJ虫附化に適していることが示峻された.採

卵直後の産下卵に対する成虫吸汁の割合は， 24時間より

48時間の採卵時間で高くなることから，成虫による卵吸汁

を極力避けるためには採卵時聞を短くする必要がある. し

たがって， 24時間採卵した苗を切断してシャーレに保存す

る方法は，卯の乾燥を防ぐだけではなく成虫の卵眼汁を回

避するためにも有効であるものと考えられる.一方司 H及汁

卵の割合は苗の外部と内部の間で違いがなく，卵の露出は

成虫によるH及汁行動に影響を与えず，内部にあっても外部

と同程度に|吸汁されてしまうことが示唆された.

イネ科植物の穂を用いた場合でもアワガj苗を用いた場合

でも成虫密度の増加は雌当たりの附化幼虫数が減少する

(安藤・渡治， 2007; 長津・樋仁1，2008). 本試験の飼育条

件では雌雄 10 対に比べて 30 対および 50 対でl)~f化幼虫が

多く得られたが， 30対と 50対の聞に大きな違いは認めら

れなかった，一方，雌当たりの瞬化幼虫数は 10対および

30対に対して 50対では減少した.この原因については今

回調べていないが司成虫による卵l吸汁や他個体干渉による

産卵iJIl制の可能性が考えられる.したがって，本試験で設

定された直径 10cm. 高さ 10cmの容器内のような飼育条

件では，成虫密度を容器当たり 30対程度にすることが飼

育の効率化に有効であると考えられる.

以上の結果からコムギ幼苗を用いた飼育によりアカスジ

カスミカメの附化幼虫を多く得るためには，雌雄 30対に

対して播種後 3日日の第 l本葉出現期の苗約 100本を供与

し.24時間の採卵後直ちに苗を根元から切り取って，湿ら

せた鴻紙を敷いたシャーレの中で瞬化まで保存する方法が

適切であると考えられた.

摘 要

斑点、米の原因として知られるアカスジカスミカメは，通

常穂、にのみ産卵することから累代飼育が困難である.本研

究ではコムギ幼苗を用いたアカスジカスミカメの採卵法お

よびその保存条件を検討した.雌成虫は第 l本葉が出現す

る播種 3日後のコムギ幼苗を与えると鞘葉内部に産卵を行

う. 24時間の採卵後，苗を根元から切断し湿らせた鴻紙を

入れたシャーレ内で保存した場合，切断せずに採卵苗を育

成した場合に比べて 5倍以上の幼虫が瞬化した.後者で

は，第 1本葉の仲長に伴って採卵 72時間後にほ半数以上

の卵が苗の外部表面に露出したが，そのような卯の僻化率

は 0%であった.勝化率は相対湿度 100%では 86.7%で

あったが， 97%以下では大きく低下したことから，乾燥が

露出卵の騨化を阻害したことが示唆された.一方，成虫に

よる卵の吸汁は，卵が苗の外部および内部のどちらに位置

しでも同程度になされたことから，卵の露出による僻化率

の低下には成虫吸汁は関係していないものと考えられた.
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また，採卵時間が長くなるほど成虫吸汁Jjjl~の割合が高くな

るとともに，成虫密度が高くなるほど雌当たりの耶化幼虫

数が減少した.以上のことから，コムギ幼苗による版卵は

苗 100本に対して雌雄 30対， 24時間までとし，取り出し

た苗を切除して高湿度に保たれた容器内に維持することで句

多くの僻化幼虫を効率的に得られることが明らかになった.
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