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ゴマにおけるタバコカスミカメ Nesidiocoristenuis (Reuter) 

(カメムシ目:カスミカメムシ科)の繁殖能力
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Reproduction of Nesidiocoris tenuis (Reuter) on Sesame. Kazuhide NAKAISHI， I.3沖 YasuhiroFUKUI2 丘ndRyo 
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Abstract: We found many mirid stink bugs， Nesidiocoris tenuis (Reuter)， on sesame plants outdoors， even though 
there were few prey. This suggests that N. tenuis can be 1巴aredon sesame without prey， so we investigated their f1巴cun-
dity 0ロsesame，and on cucumber， tomato， eggplant and bell p巴pp巴rwithout prey for comparison. Nesidiocoris tenuis 
were also reared on sesame with defrosted eggs of the Mediterran巴anfiour‘moth， Ephestia kuehniella (Zeller). On 

sesame without moth eggs， the survival rate from egg to adult of N. tenllis was 59.3%， which was significantly higher 
than on eggplant， but not significantly different from cucumber and s巴samewith moth eggs. No adu¥t N. tenllis emerged 
on tomato and bell pepper. On sesame without moth eggs， the developmental period from egg to adult of N. tenuis was 
29.0 days， which was significantly shorter than on cucumber and eggplant， but significantly longer than on sesame with 
moth eggs. On sesame without moth eggs， the male and female adult longevity of N. tenuis was 38.4 days and 27.7 
days， respectively， which was significantly longer than on other plants， but not significantly different from sesame with 
moth eggs. Nesidiocoris tenuis laid 63.6 eggs on sesame without moth eggs， and a significantly greater number of 166.4 

eggs on sesame with moth eggs， but a significantly lower number of 4 eggs or fewer on cucumber， tomato，巴ggplantand 

bell pepper. The intrinsic rate of the natural increase and the intrinsic rate for 30 days of N. tenuis reared on sesame 
with moth eggs was 0.0865 and 13.4， respectively， while the intrinsic rate ofnatural increase and the intrinsic rate for 30 

days of N. tenuis reared on sesame without moth eggs was 0.0465 and 4.0， respectively， which was low巴rthan on 
sesame with moth eggs. These results suggest that N. tenuis can be reared only on sesame and also that sesame can be 

an insectary plant for N. tenuis. 

Key words: Mirid bug; biological control; survival curve; fecundity; insectary plant 

緒

タノfコカスミカメ Nesidiocoristenuis (Reuter) (カメムシ

日:カスミカメムシ科)は，コナジラミ類，アブラムシ類，

アザミウマ類，チョウ告などを餌とする捕食性昆虫である

(梶田， 1978;安永ら， 1993; Torreno， 1994; Urbaneja et al.， 

2005)，本種は海外ではスペインなどの地中海沿岸地域の

トマトなどにおいて，コナジラミ類やアザミウマ類に対す

る生物的問除資材としてすでに市販されている (Sanchez

and Lacasa， 2008; Calvo et al.， 2009; Hughes et al.， 2009)， 

方，我が闇では高知県東部海岸地域の施設栽培のナスや
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ピーマンにおいて，野外発生した個体採集によるコナジラ

ミ類防除への利用に限られ，必要なu寺に安定して入手でき

る技術の開発が望まれている.タバコカスミカメがゴマを

加害することは以前から知られていた (Abrahamet al.， 

1973)が，発育および産卵には動物質の餌が必要で=あると

されていた (Torrenoand Magallona， 1994; Urbanりaet al.， 

2005) ，しかし， 2007年 8丹，高知県香南市野市町の野外

のゴマにおいて餌動物がほとんどないのにもかかわらず，

タバコカスミカメが大量に発生し，世代を繰り返している

ことを観察した(福弁，未発表)ことから，タバコカスミ

カメがゴマで増摘できれば ゴマを本種の増殖や温存に適
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したインセクタリープランツとして利用することで，安定

的に本植を供給できると考えられる.そこで，ゴマにおけ

る本種の繁殖能力をキュウリ，ナス， トマトおよびピーマ

ンと比較することで，ゴマがタバコカスミカメのインセク

タリープランツに適しているかどうかを検討した.

本研究の遂行に当たり，タバコカスミカメの同定および

数々のご助言をいただいた元高知県農業技術センターの高

井幹夫氏，本種の継代飼育を担当していただいた開セン

ターの平111喬子氏，田内百合子氏に厚く御礼申し上げる.

材料および方法

供試虫

タバコカスミカメは 2005年 5月213に高知県安芸市伊

尾木の促成栽培ナス閤場より採集した約 100頭の成虫から

継代飼育を開始し， 250C， 16L8D の恒端室内で 42~56 世

代飼育した鯛体を供試した.飼育には，側面 2カ所に縦 60

mm，横 170mmの穴を開け，ナイロンゴースで被認した角

型ポリプロピレン容器(縦 167mm，検 232mm，高さ 90

mm) を用い，容器内に底面と同じ大きさのスチロールネッ

ト(ミラネット"'. JSP製)を 2枚敷き，その中にタバコ

カスミカメ成虫を 200~300 頭入れた.餌としてスジコナマ

ダラメイガ Ephestiakuehniella (Zeller)解凍卵を約 1，200

I11g (約 4，700卵)与え，水分供給源および産卵基質として

フチベニベンケイ Crassulaportulacea Lal11.葉を 4~8 枚入

れ， 2~4 日間産卵させた.産卵された葉は新しい飼育容器

に移し，幼虫の勝化後，スジコナマダラメイガ解凍卵を

2~4 日ごとに約 240 l11g (約 940jj)~)与え，成虫まで発育

させた.
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試験 1 卵および幼虫の生存率と発育回数

タバコカスミカメの採卵には角型スチロール容器(縦 86

111111， '横 118111111，高さ 60mm) を用いた.この容器の側面

4カ所に直径 20111mの穴を聞け ナイロンゴースで被覆し

た.底面と同じ大きさのスチロールネットを l枚数き，粘

着剤付きシール(縦 14111111 横 38111111 はがせるタイプ

タックタイト)I.--@ KOKUYO製)に貼り付けたスジコナマ

ダラメイガ解凍卵(約 80I11g，約 310卵)と以下の産卵用

植物を入れた (Fig.1).産卵賠植物はゴマ SesalllUIIl ill-

diclllll L. (自ゴマ系統，愛知在来種)，キュウリ CucumIs

sativlIs L. (品種:青山胡瓜)，ナス Solallllll1melongena L. 

(品種:竜馬)， トマト Solanul11lycopersicum L. (品種:ハ

ウス桃太郎)およびピーマン Capsiclll11anl1lllllll L. var. 

‘grossum' (品積:京波)で，いずれもガラス温室で栽培し

た.特にi折らない限り，以下の試験においても同一品種を

悶いた.これら植物の生長点、から約 100ml11下で茎を切断

し，切り口の周りを脱脂綿で包み，これをj二郎に直後 7111m 

の穴を開けたプラスティック容器(縦 36ml11，横 38ml11， 

高さ 14mm)で挟み，穴から容器内に水を注入した.植物

が動かないように薄膜フィルム (PARAFILM"' American 

National Can製)で茎を同定し 角型スチロール容器内に

静躍した.そして，継代飼育中の個体税より抽出した羽化

後日齢 7日以内の雌成虫を 5頭ずつ飼育容器に入れ， 24 r時

間後に雌成虫とスジコナマダラメイガ解凍卵を除去した後，

耕化個体数を 24H寺問問問で調査した.タバコカスミカメ

の卵は植物体内に産下され，頂部をわずかに露出する程度

で外部からの観察が簡難である.そこで，最後の{船木が純

化してから 5日後に各産卵用植物を実体顕微鏡下で解体

Fig. 1. Schematic of rearing method to inv巴stigatesurvival rate and developmental period of N. tellllis. 
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し，植物体内に産下されている未勝化卵数を調べ，僻化率

を算出した.僻化幼虫は 20mlスクリュー管瓶(内怪 14.5

mm，高さ 55mm)に移し，問撞の植物の葉片 (15mmX30

mm)のみを与えて個体飼育した.ゴマについては，ゴマ

とスジコナマダラメイガ解凍卵を与えた臣(以下，ゴマ十

スジコナJiJI~ とする)も設けた.スクリュー管瓶内には，植

物からの蒸散により生じた水漏で幼虫が溺死しないよう，

蛇腹折りした漉紙 (80mmXIOmm) を1枚入れた.毎日，

葉片と漉紙をスクリュ一管瓶ごと交換し，同時に幼虫の齢

期を脱皮殻の有無で判断するとともに生死を調べた.ゴマ

+スジコナ卵の粘着剤付きシール(縦 3.5mm，横 9.5mm)

に貼り付けたスジコナマダラメイガ解凍卵(約 5mg，約 20

卵)は毎日新しいものと交換した.飼育は 250C，1凶6L凶8D

に設定した恒I端品器(臼本医化機器製作所製)で

試験2 成虫の寿命と産卵

タバコカスミカメの継代鯛育中の個体群から羽化 1-3日

前の 5齢(終齢)幼虫約 100頭を試験 1で用いた角型スチ

ロール容器に入れた.角型スチロール容器内には，底面と

同じ大きさのスチロールネットを l枚数き，粘着剤付き

シール(縦 14mm，検!38 n11n) に貼り付けたスジコナマダ

ラメイガ解凍卵(約 80mg，約 310JiJs) とフチベニベンケ

イ葉を 2-3枚入れた.羽化成虫を 24時間ごとに取り出し，

Jltl国Id対ずつ， Fig. 2に示した産卵用容器に入れ，試験 l

と凋じ種類の植物の葉に産卵させた.産卵用容器は曽根ら

( 1998)が考案したキュウ 1)幼吉5処理法 (CucumberSeeding 

Tr・eatmentmethod) に従い，以下のように行った. 70mlの

スチロール製薬{すきi持湿保存容器(直径 42mm，高さ 75

mm ，三進興業製)の底を切り抜き，側面に直任 6mmの

穴を 4カ所開け，ナイロンゴース(百合い 60μm) を貼っ

Plunt 

Holc(ゆImm)
¥、、

40mml I 
I IWutcrl 

15mm 

Stcm wIth cut leaf fixed with thin tilm 
atier insertion into holc of tube bottJe cap 

た.中央部に直径 15mmの穴を開けた藁を下にして，切り

抜いた容器の底はナイロンゴース(百合い 60μm)で覆い，

輪ゴムで同定した.各供試植物の葉を採集し，葉柄を長さ

約 70mm残して葉身を縦 30mm 横 20mmの大きさに切

り取り，水 5mlを入れたスチロール製蓋付き管瓶(内在

15mm，高さ 40mm) に入れ，中央部に夜径約 lmmの穴

を開け，切れ込みを入れた蓋で、葉柄を挟んで管瓶に被せ，

薄膜フィルムで葉が動かないように臨定した.これを防湿

保存容器の蓋の穴に押し込み臨定した.ゴマ+スジコナ卵

では，スジコナマダラメイガ解凍JiJr1(約 10mg，約 40JiJs) 

を2日ごとに粘着剤付きシール(続 7mm，横 9.5mm) に

貼り付けて与え，古い卵は取り除いた.各植物の葉は毎日

交換して実体顕微鏡下で解剖し 組織内に産卵された卵数

を数えた.また，毎日，雌雄の生死を調べ，雄が死亡した

場合には，継代飼育している雄を追加した.調査は最初に

導入した鑑雄成虫が死亡するまで行った.飼育は 250C，

l6L8Dに設定した恒温器内で実施した.

純繁癒率，平均世代時間，内的自然増加率および 30日

当たりの増殖培率

各処理|玄の瞬化率，羽化率 卵から羽化までの経過日

数，離比，産卵前期間， B別平均生存率，日別王子均産卵

数をもとに，純繁殖率 (Ro)は(1)式により，内的自然

増加率 (r，，)は (2)式の右辺が iになるように算出し，

均世代時間 (T)は (3)式により求めた (Birch，1948). 

30日当たりの増殖倍率 (λ)はらを(4)式に代入して求

めた(伊藤・村井， 1977). 齢別生存率(Z) は，1，= (附

化率)X (羽化率)X (聞はじ)X (雌成虫の各日齢の生存率)と

した.
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Fig. 2. Schematic ofrearing method to investigate longevity and fecundity of N telluIs. 
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統計検定

発育日数，成虫生存日数，産卵前期間および 1U臨当たり

の総産卵数は SPSSVer. 19.0.0を用いて一元記置分散分析

を行い，有意:差が認められた場合は Tukey-HSD検定を行っ

た.勝化率，幼虫生存家，雌比および産卵雌率はt検定

を行い，有意差が認められた場合は逆正弦変換した後，

Tukey-白typeの多重比較を行った (Zar，1999). 

か七 133 
市両 方言こ

卵および幼虫の生存率と発膏日数

タバコカスミカメの各発育ステージにおける発育日数，

生存率ならびに雌比を Tab1e 1に示した.植物の種類にか

かわらず僻化率は 74%以上あり，植物種の違いによる有意

差は見られなかった (x2検定，p=0.378).卵期間はゴマが

9.9こと0.213 (平均±標準誤差)で，ナス， トマト，ピーマン

およびゴマ+スジコナ卵と比べ，有意に長かった (Tukey値

目SD検定， p<0.05). 

植物のみを与えた場合，ゴマ，キュウリおよびナスにお

いて成虫まで発育した個体が得られた.卵から成虫までの

生存率はゴマが 59.3%でナスに比べ有意に高かった (Tukey-

typeの多重比較，p<0.05)が，キュウリおよびゴマ+スジ

コナ卵との聞には有意差は見られなかった (Tukey-typeの

多量比較， p>0.05). 一方， トマトでは 2齢で，ピーマン

では 1齢でそれぞれ全ての個体が死亡した.

卵から成虫までの発育日数は，ゴマが 29.0こと0.5日で，

キュウリより 3.4日，ナスより 10.1日空塁かったが，ゴマ+

スジコナ卵より 4.9日長く，各処理i玄関で有意義が見られ

た (τukey網目SD検定， p<0.05). また.Jllit.比は各処理区間

で有意:若は見られなかった (x2検定，p=0.794). 

成虫の寿命と産卵

異なる餌で飼育したタバコカスミカメ成虫の寿命，産卵

Jllit.塁手，産卵前期間および総産卵数を Table2に示した.植

物だけ与えて銅育した雌雄成虫の生存日数は，ゴマが他の

植物と比較して有意に長く (Tukey-HSD検定 ，pく0.05)， 

ゴマ+スジコナ卵との間には有意義は見られなかった

(Tukey欄 HSD検定，p>0.05). 

ゴマでの産卵雌率は 85.0%で，ピーマンと比べ有意に高

かった (Tukey-typeの多重比較，p<0.05) が，他の植物お

よびゴマ+スジコナ卵との跨では有志:差は見られなかった

(つ[ukey勾 peの多重比較， p>0.05). 

植物のみを与えた場合の産卵前期間は 3~4 日で植物種

間で有志:差は見られなかった (τukey羽 SD検定， p>0.05). 

ゴマ+スジコナ卵は 2.2::1::0.1日で，ピーマンと比べ有意に

Table 1. Developmental period (mean土SE)，survival rat巴andfemale rate of N. tellliis on di除問ntplants 

Stage Plant 

Egg Sesal11e 

Cucumber 

Eggplant 

TOl11ato 

Bell pepper 

SesameやE.kuehniella eggs 

Nyl11ph Sesame 

Cucul11ber 

Eggplant 

Tomato 

BelI pepper 

Sesal11e + E. kllehniella eggs 

εgg to adult Sesame 

Cucul11ber 

Eggplant 

Tomato 

BelI pepper 

Sesame+ E. kllehniellα巴ggs

Developl11ental 

period (days)" 

9.9ごと0.2(l8)c 

9.8土0.1(38)c 

7.8土0.1(33) a 

7.7:!:0.1 (42)a 

7.6士0.1(45)a 

8.4土0.2(31) b 

19.3:':0.4 (16) b 

23.0土0.5(21)c 

31.3:':1.9 (8)d 

15.8ま0.3(26)a 

29.0土0.5(16) b 

32.4:':0.6 (21)c 
39.1士1.9 (8) d 

24.1 :':0.4 (26) a 

Age-speci抗c

survival rat巴(%)"

74.1 (27) a 

86.4 (44)a 
85.7 (42) a 

91.1 (45) a 

88.0 (50)a 

91.4 (35)a 

88.9 (18) a 

55.3 (38) ab 

24.2 (33) b 

o (42) c 

o (45) c 

83.9 (31)a 

59.3 (27) a 

47.7 (44)a 

19.0 (42)b 。(45)c 

o (50) c 

74.3 (35) a 

Female rate 

(%)" 

50.0 (16) a 

57.1 (21)a 

50.0 (8) a 

42.3 (26) a 

'Nul11b巴rof sal11ples that completely developed frol11 egg to adu¥t is shown in parentheses. Values followed by different 1etters in the same develop-

mental stage are significantly different among the plants (pく 0.05).
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Longevity， fecundity and related paramet巴rs(mean土SE)of N lenuis on different plants Table 2. 

Longevity (days)b 

Fecundity/femaleb Preoviposition 

period (days)b 

Ovipositional 

rate (%)b 
N" 

Female 

Sesame 

Cucumber 

Eggplant 

Tomato 

BelJ pepper 

Sesame + E. kuehniella eggs 

63.6:t9.0 b 

2.3ごと0.5c 
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Fig. 3. Survival curve (thick line) and oviposition curve (thin line) of N fenuis females with different plants. The number of 

N fellllIs females used-in the experiment is shown in parentheses. 

Bとゴマの1/3以下であった.ゴマ+スジコナ卵での産卵

のピークは羽化 7B後で 14.0卵/臼とゴマの 4倍以上となっ

たが，その後急激に減少し，羽化 30日後には産卵が見ら

れなくなった.

雌成虫の生存率は，ゴマでは羽化 9B後から徐々に低下

したが，生存日数が 45日を超える個体も認められた.キュ

ウリ，ナス， トマトおよびピーマンでの生存率は羽化 6~10

日後頃から急激に低下し，羽化 18日後には全ての{極体が

死亡した.ゴマ十スジコナ卵での生存率は，ゴマより早く

羽化 2日後から低下し始め 羽化 40日後には全ての個体

が死亡した.

短かったが (Tukey-HSD検定，pく0.05)，他の植物との簡

では有意差は見られなかった、(Tukey-HSD検定， p>0.05). 

ゴマの 1U抵当たりの総産卵数は 63.6:t9.0卵で，他の植

物と比べ有意に多かった (Tukey-HSD検定，p<0.05)が，

ゴマ+スジコナ卵と比べ有意に少なかった (Tuke)斗-ISD検

定，p<0.05). 

日当たりの産卵数と生存率の推移を Fig.3に示した.ゴ

マでの産卵数には明確なピークが見られなかったが，羽化

1l ~18 日後は 2.7~3.3 OPI日で推移した.その後は徐々に減

少したが，羽化 44日後まで産卵が続いた.キュウリ，ナ

ス， トマトおよびピーマンでの産卵数は，最大でも 1.0OPI 
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Table 3. Population growth parameters of N. tell1lis on different plants 

Net reproductive Mean generation Intrinsic rate of natural Intrinsic rat巴for

rate (Ro) time (T) (days) increase/day (""，) 30 days (λ) 

8.03 44.78 0.0465 4.0 
0.34 39.81 -0.0268 0.4 
0.12 46.98 -0.0459 0.3 
19.97 34.61 0.0865 13.4 
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純繁殖率，平均世代時間，内的自然増加率および 30日

当たりの増殖倍率

各処理区の純繁殖率 (Ro)，平均世代時間 (η ，I勾的自

然増加率 (1'11/)'30日当たりの噌拍手倍率 (λ) をTable3に

示した.純繁殖率は，ゴ、マが 8.03で，キュウリの 24倍，

ナスの 67{古ーであった.ゴマ十スジコナJ9sは 19.97でゴマの

2.5 f奇であった.平均世代Jl寺Ihfiはゴマが 44.81:1，キュウリ

が 39.81:1，ナスがi詰も長く 47.01:1，ゴマ十スジコナ卵が

i誌も短く 34.6EIであった.日当たり 11g的自然増加l率はゴマ

が 0.0465 ，ゴマ+スジコナJ9'~が 0.0865 であった. 30 1:1当

たりの増殖倍率はゴマが 4.0f合，コ、、マ+スジコナJ9iiが 13.4

倍となり，ゴマとともにスジコナマダラメイガ!呼i束卵を与

えることで，増嫡{古ニ主ド:は 3.4倍となった.

ニ"三 "ま才

ヴコ 河、一

タノfコカスミカメ幼虫にトマト，ナスまたはピーマンと

ともにスジコナマダラメイガ解凍卵を与えて飾育すると

64~74% の{磁体が羽化したが，これら 1\剖勿だけを与えても

成虫まで発育できなかったことから，本磁の発育には動物

質の良If.が欠かせない (Urbanejaet al吋 2005) とされていた.

また.Torr巴110 al1d Magallol1a (1994) によると，タJ¥コカ

スミカメにタノすコ Nicotianatabacu/I1 Lとカブラヤガ Agroti

ssegetu/I1 ([Denis et Schiffermuller])の附化直後の幼虫を与

えた湯合，全ての供試日母体が成!Í~まで発育し.1Y抵当たり

の総J1.IWFJ数は 66.6卵となったが，タバコのみを与，えた場合

の羽化率は 30%で， 1Ul11i当たりの総産卵数は 5.3卵と少な

く，動物質の餌は本種にとって必須であると結論づけられ

ている.

本研究では，タバコカスミカメ幼虫にキュウリ，ナス，

トマト，ピーマンのみを与えた場合， トマトとピーマンで

は成虫まで発育できず，キュウリとナスは成虫まで発育し

た個体が認められた (Tab1e1) ものの，1U出当たりの総産

卵数は 4卵以下と少なかった (Table2). また，これらの

植物ではEI当たり内的自然増加率は負の値をとり (Table

3) ，タバコカスミカメは培t殖できないことが示された.そ

れに対し，ゴマではJ9F1から成虫までの生存率が 59.3%

(Table 1)，また総産卵数は 63.6卵 (T:呂ble2) で，日当た

りの内的自然増加率は 0.0465 (Table 3) となり，ゴマのみ

を与えても増殖が可能なことが明らかとなった.アブラム

シ ;~t{やオンシツコナジラミなどを捕食するカスミカメムシ

の一種 Macrolophuspygmaeus Rambur (Lykouressis et al.， 

2001; Perdikis and Lykouressis， 2002) は，ナスおよびトマト

では動物質の飼がなくても増殖が可能で (Perdikisand Lyk-

ouressis， 2004). 1植1禎古物餌のみで

ているが，タノfコカスミカメもゴマでは ，M. pygmaellsと

同様に植物部のみでも増殖が可能な積と言えよう.ただし，

ゴマのみを与えた場合の卵期間がトマト，ナス，ピーマン

およびゴマ+スジコナ卵と比べ有意に長くなった (Table1) 

原因については明らかでなく，今後の検討が必要で、ある.

チャ CamelliasInensis (L.) Kuntze I歪lの端に植栽したチ

トニア ηthoniarotundljolia (Mill.)にナミノ、ダニ Tetrany田

chus lIrticae KochをJjy:飼するとケナガカブリダニ AlIlblvseius

¥¥'omerslのJiSchichaが増娘し，チャ闘のカンザワハダニ

Tetranychus kanzawai Kishidaの密度を抑制したことからチ

トニアはケナガカブリダニの沿存植物として有望であると

されている(富所・磯部.2010). 本研究で，タバコカス

ミカメはゴ、マで、増殖で、きることが明らかになったことから，

採集したタバコカスミカメをI!lil場内に放餌する従来の手法

と比べ，ゴマを回場内に植栽し インセクタリープランツ

として利用することで，本種を安定的に供給できる可能性

がある.また，この方法ではコナジラミ類やアザミウマ類

のような叫動物の発生がない場合でも，タバコカスミカメ

をゴマで温存でき. ，箇i場内に侵入する害虫を本種がお1i食す

る防i徐体系を構築することも可能である.ただし，野外に

コ、、マを植栽するとタノfコカスミカメが誘引される(福井-

rl:1石，未発表)ことから，困場外にコ守マを植栽するとタバ

コカスミカメが誘引され， ，函j場内のタバコカスミカメ密度

が低下するおそれがある.一方，圃場内にゴマを椀栽して

タバコカスミカメを温存させても，コ守マから栽培植物への

移動分散が遅い可能性も考えられるので，今後，タバコカ

スミカメを IPMにおける防除資材として，効率的に利用す

るためにも、本種に対するゴマの誘引性やゴマから他の栽

培植物への移動分散の検討が必要で、ある.

摘 要

野外の餌動物がほとんど発生していないゴマにタバコカ
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スミカメが大発生し世代交代することが観察されたことか

ら，本種はゴマで増殖が可能と推測された.そこで，ゴマ

でタバコカスミカメは増殖が可能で、あるか否かを知るとと

もに，キュウリ，ナス， トマトおよびピーマンでの噌殖に

ついても検討した.餌にゴマ，キュウリ，ナス， トマトま

たはピーマンの葉を与えた区 それとゴマの葉とともにス

ジコナマダラメイガ解凍卵を与えたi豆を設け，タバコカス

ミカメを飼育し，繁嫡能力を比較した.タバコカスミカメ

の卵から成虫までの生存率はゴマでは 59.3%あり，ゴマと

ともにスジコナマダラメイガ解凍卵を与えても生存率は有

意に高まらなかった.このゴマでの生存率はキュウリを与

えた場合と有意差はなかったが，ナスより有意に高かった.

また， トマトおよびピーマンでは成虫まで発育した舗体は

毘られなかった.卵から成虫までの発育日数はゴマでは

29.0日と，キュウリおよびナスに比較して有意に短かった

が，ゴマとともにスジコナマダラメイガ解凍卵を与えると

有意に短縮した.成虫の生存日数はゴマで雌が 38.4日，雄

が 27.7日であり，ゴマとともにスジコナマダラメイガ解凍

卵を与えても有意:差は認められず，ゴマでの生存EI数は他

の模物と比較して有意に長かった. 1離当たり総立を卵数は

ゴマでは 63.6JJsであったが ゴマとともにスジコナマダラ

メイガ解凍卵を与えると 166.4卵と有意に増加した.ゴマ

以外の植物での l雌当たり総産卵数は 4卵以下で，ゴマと

比較して有意に少なかった.ゴマだけを与えた銅脊から求

めた日当たり内的自然増加率および 30日当たり増殖倍率

は，それぞれ 0.0465および 4.0であり，ゴマとスジコナマ

ダラメイガ解凍卵を与えて得た 0.0865および 13.4に比較

して小さかった.しかし ゴマでは動物質の餌がなくても

タバコカスミカメは増殖できることが明らかになったこと

から，ゴマはタノfコカスミカメのインセクタリープランツ

として利用できる可能性が示された.
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