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[Note] 

繭の中のタバコシバンムシに対する
低エネルギー電子線の殺虫効果

今村太郎，宮ノ下明大，等々力節子

農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所(〒 305-8642 茨城県つくば市長lI1tt:台 2-1-12)

Effect of Low-Ener窃TElectrons on 
出eCigarette Bee誼esInside the Cocoons 

Imamura Taro， Miyanoshita Akihiro組 dTodoriki Setsuko 

National Food Research lnstitute， NARO， 2-糊1-12KamlOndai， Tsukuba， lbaraki 305目8642JaJう仰

Summary 

Lasioderma serricorne (Fabricius) inside cocoons were exposed to low-energy electrons and thεsUJ・ViVOl寸lipwasob句

served. Electrons at an acceleration voltage of 80kV did not affect the survivorship of beetles and at 150kV very few adults 

emerged from cocoons. 

Keywords: 1ρ杯 energyelectron treatment， Lasioderma serricorne， cocoon， survival 

はじめに

タノfコシノfンムシ Lasiodermαserricorne (Fabri同

cius) (コウチュウ良:シパンムシ科)はZ重要な貯殺

害虫であるとともに唐辛子などを加害する乾燥食品

害虫としても知られている lトヘ穀物，乾燥食品

における殺虫法としては，くん蒸が最も安価で、あり

広く使間されてきたが，殺.':h力が強く世界中で使用

されてきた臭化メチルは，オゾン府を破壊する恐れ

があるため，モントリオール議定者により 2005年

に先進国では一部を除き使用が停止され，その代替

くん蒸剤として利用されているリン化水素は抵抗性

昆虫が既に世界各国で報告されているへそのため，

くん蒸に代わる技術の開発が急務でーある。

放射線殺虫は食品への残磁性がなく，抵抗性害虫

の発達の恐れもないため，有力な代替手段の…つで

ある。しかし，透過力の大きいガンマ線は大きな遮

蔽を必要とし，線源にコバルト 60のような放射性

i首位体が必要で維持が難しい。それに対し，低エネ

ルギー電子線は透過力が小さいために大きな遮蔽が

必要ではなく，加速器によって機械的に発生させる

ために放射性向{立体も必要で、はない。また，穀物の

ような粒状の形態の食品に照射した渇合，内部まで

滋子線が透過しないために食品品質への影響が少な

L冶と L、うメリットもある6l。

この抵エネルギー~iÜ子線は食品を外側から加害す

る昆虫には高い殺虫力を持つが，穀物などの粒の中

で発育するものに対しては完全な殺虫は燃しいこと

が報告されているわ-91。タバコシパンムシはその

生活環におけるどのステージにおいても食品を外側

から加護する性質を持つものの，後期の幼虫は癒を

作り，その中で虫m化する。よってこの闘が電子線を

遮る効果があるかを縫かめるために，エネルギーの

奨なる電子線を繭ごとタバコシパンムシに照射し，

その生死を観察した。

一 24一



閣のιl'のタバコシパンムシに対する低エネルギー電子線の殺虫効栄

実験方法

1 .供試虫と試料の調製

タバコシパンムシは'富士フレーパ一株式会社より

分譲され，食品総合研究所の位潟恒淑室内で、 25
0

C

70%悶fの条111:で継代飼育している系統を用いた。

併は小麦全粒粉に重量比で 5%の乾燥酵母を加えた

ものをflJ¥、た。産卵から 44-47 B 1去のカルチャー

から鵠を取り出し， 50111i1ずつ丸型プラスチック寄

器に分けた。 501[I1Jの繭を開いて 1'1'のタバコシパン

ムシの状態を雌かめたところ，幼虫が 30頭，頗]が

20 a良であった。これを 12ケース用意した。これら

は2EH去の電子線照射まで 100Cで保管した。

2.照射処理と効果判定

蝋 50gfiが入ったプラスチック苦手器を抵エネル

ギー電子線照射装廷の照射トレーに;泣き立子線を

!照射した。加速電圧は 80，150， 200kVであり，表

而線fitが約 20kGyとなるように芯流・コンベア述

!交を設定して，各区 31反復の照射を行った o ，ιG子線

を照射しない無処理区も 3反復j刊なした。その後，

25
0

C 70%賠fの悩沿悩温室に民し， 3週後に出現し

ている成虫数を数えた。

実験結果および考察

出現した成虫数を Table1に示す。 80kVでは無

処耳目区と全く変わらず¥150kVでは各反復で lliIiず

つ足立.!I;が出現した。よって鱗には電子線を巡る効果

があり，加速'，'IlEE150kV以 Fでは繭rl=1のタバコシ

パンムシまで完全殺虫にト分な総長の泡子線が到迷

しないと:tft察された。 80kVで処理した区では肉眼

による観察で、は出現した成虫の活動が芳子二鈍いよう

に感じられたo 150kVで処淫した区で出現した成虫

では 3頭とも前却に異常が見られた (Fig.l)。

Fig. 1 The adult L. serricorne with the defOl・mecl
εIytron (A) emerged from 150kV-treatecl 

sample 

タノtコシノtンムシはその':U[jIJjlにおけるどのス

テージでも，食品を外側から加容する性質を持つが，

i鵠を形成するi時期があり，低エネルギー電子線、によ

る殺虫を考えた場合，電子線が共存する食品だけ

でなく繭によっても巡られるため，加速泡1五200kV

未ir:l.jで、は完全殺虫は難しいと d忠われる。エネルギー

を Lげて， うまく害虫表!討に可子が到達すれば殺.!Í~

効果がJYH寺されるが，エネルギーを j二げると，ガン

マ線との比t佼において食l'fi¥r'ir¥'l'i:への影響が少ないと

いう低エネルギ-'，託子のメリットが減少すると考え

られる。

まとめ

繭の+，のタバコシパンムシに抵エネルギー可子線

を照射し，その生存率を観察した。主n.lili'i/l圧 80kV

では全く生存率に変化はなく， 150kVで、は少数が生

存した。

Table 1 Number of L. serricorne aclults emergecl from samples treated by low-energy electrons. 

Acceleration voltage (kV) 

Untreated 80 . 150 200 

Replication 1 49女 50 1 O 

Replication 2 47 50 I O 

Replication 3 49 45 1 O 

女 Fi耐 cocoonswere tested. 
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