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幼虫期の飼育密度がミカンコミバエ 3齢幼虫の熱耐性に与える影響

山本卓司�祐成 忍�石田龍顕�宮崎 勲
那覇植物防疫事務所

E#ects of Larval Rearing Density on the Heat Tolerance of Third Instar Bactrocera dorsalis (Diptera:
Tephritidae). Takuji YAMAMOTO, Shinobu SUKENARI, Tatsuaki ISHIDA and Isao MIYAZAKI (Naha
Plant Protection Station, 2�11�1 Minato-machi, Naha-shi, Okinawa 900�0001, Japan). Res. Bull. Pl.
Prot. Japan 44: 21�23 (2008)
Abstract: Mature third instar larvae of the Oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (HENDEL), were
reared from eggs in an artificial diet (957 g per container) at di#erent densities; high (ca. 20,000 eggs
per container) and low (3,000 eggs per container), and then exposed to hot water immersion at 46.0�
to compare heat tolerance. Mortality check was conducted by observing pupation on 7 days after or
adult emergence 14 days after treatment, respectively. Rearing temperature in an artificial diet at high
density was higher than that at low density. Pupae and Adults reared at high density showed lower mor-
tality than those at low density. These results indicate that larval metabolic heat contributes to increas-
ing rearing temperature, and because of this, high larval rearing density enhances heat tolerance of Ori-
ental fruit fly third instars.
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緒 言

ミバエ類の熱処理による消毒技術を開発する上で� 種
間や発育ステ�ジ間での熱耐性比較試験の実施は欠かせ
ないが� デ�タのばらつきが大きく� 得られた結果に
よっては追加試験が必要となるなど� 効率的な実施に関
して困難性を抱えている� こうしたデ�タのばらつきを
生じさせる原因としては� 試験操作の問題もあるが� そ
れ以外にミバエ類の耐熱性に影響を持つ要因についての
知見が現時点で十分でないという事情も挙げられる� し
たがって� ミバエ類の耐熱性にどのような要因が関与し
ているかについて知見を集積することは� 同分類群の耐
熱性比較試験を効率的に実施する上で� ひいては熱処理
による消毒技術開発を効率的に行う上で� 必要なことと
考えられる�
ミバエ類の耐熱性に影響を与える要因としては� これ
までに� 卵�幼虫期に曝される温度が知られている
�HALLMAN, 1994; BECKETT and EVANS, 1997;

MIYAZAKI and DOHINO, 2000)� ところで� 熱処理
による消毒技術開発試験では� 供試虫は一定の温度条件
下で飼育されることが多いが� 温度調節により外的環境
を一定に保ったとしても� ミバエ幼虫が生育する局所的
環境の温度が一定であるとは限らない� 特に� 人工飼料
での飼育では� 生果実での飼育に比べ飼育頭数が著しく
多いため� 幼虫の発する代謝熱等が飼育温度に影響して
いる可能性がある�
そこで本調査では� ミカンコミバエを用い� 幼虫期の
飼育密度が人工飼料内温度� ひいては 3齢幼虫の熱感

受性に影響を与えるかについて� 裸虫温湯浸漬法により
調べた�

材料及び方法

1. 供試虫

那覇植物防疫事務所にて累代飼育 �飼育条件� 温度
26.5�, 55�10	RH, 14L10D
 している沖縄本島産ミ
カンコミバエ Bactrocera dorsalis �農林水産省指令 63

横植第 2152号
 を用いた� 成虫約 2,000頭の入った飼
育ケ�ジ (45�30�30 cm) 内にレモン果汁を入れたポ
リプロピレン製採卵容器 �直径 7.5 cm, 高さ 13 cm
 を
2時間置き採卵した� 得られた卵は� 水道水で洗浄後�
小麦ふすま �沖縄製粉製
 を主原料とする人工飼料
(957 g) の入った網蓋付きポリプロピレン製容器 (25�
18.5�8.5 cm) へ� それぞれ 1.5 ml �約 20,000個相当�
以下 �高密度区
� 3,000個 �以下 �低密度区
 接種
し� バイオトロン �飼育条件� 温度 26.5�, 55�10	
RH, 14L10D
 にて飼育した� 人工飼料底部に設置した
デ�タロガ� �ティアンドデイ製 RTR-52
 により� 飼
育期間中の飼料内温度を 1分間隔で記録した� 卵接種
日から数えて 8日目に� 網蓋を開けた当該容器を� 水
道水を張った一回り大きいポリプロピレン製容器 (38�
29.5�16 cm) に入れて 1時間放置し� 水中へ跳び出し
た 3齢老熟幼虫のみを回収し� 温湯処理に用いた�

2. 裸虫温湯浸漬処理

3齢老熟幼虫を� 100頭ずつ網底のガラス管 �直径
2.5cm, 長さ 15 cm
 に入れた後� 恒温水槽 �ヤマト科
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学製 BK-53, 70 l� で裸虫温湯処理した� また� 対照区
は各集団 300頭を 100頭ずつ同ガラス管へ入れ� 温湯
処理の間� 室温 (22�) の水を張ったポリプロピレン製
容器 (25�18.5�8.5 cm) に浸して保管した� 処理温度
は 46.0�� 処理時間は 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,

30 分間 �3分間隔� とし� 恒温水槽内の水温は標準二
重管温度計 �日本計量器工業製� を用いて調整した� す
べての処理が終了した後� 幼虫の入ったガラス管を室温
の水を張ったポリプロピレン製容器へ浸して 10分間冷
却した� 冷却後� ガラス製漏斗 �直径 8 cm, 長さ
16 cm� を用いて幼虫をゴ�ス布 (5�5 cm) 上に回収
し� さらに� 砂を敷いたポリプロピレン製容器 �直径
12 cm, 高さ 10 cm� に移して� 前述のバイオトロンに
て保管した� 効果判定は� 処理後 7日目と 14日目に�
それぞれ蛹化及び羽化の有無をもって生死判別すること
により行った� 処理は 3反復実施した�

3. デ�タ解析
ABBOTT (1925) の式により補正死亡率を算定し�
当該死亡率及び生存が認められた最長処理時間を密度区
間で比較した� また� Probit法 �LeOra Software 製
PoloPlus� により� 致死時間 LT50, LT95, LT99 を算定
し比較した� LT値の有意差は� 95� 信頼区間が重
なっているか否かにより判定した� また� 得られたデ�
タの Probitモデルへの適合度 (Goodness-of-fit) をカイ
二乗適合度検定により評価した�

結果及び考察

1. 飼育密度と人工飼料内温度の関係

Fig. 1 は飼育期間中の人工飼料内の温度変化を 3反
復の平均値で示したものである� また� Table 1 には期
間中の最高温度と平均温度を示した� これらを見る限
り� 人工飼料内の温度は� 高密度区で低密度区よりも高
く推移していることが明らかである� 特に卵接種後 5

日目には前者が後者より 3反復の平均で 9.4	0.7�高
温になるという状況が認められ� ミバエの飼育密度がそ

れが育つ人工飼料内の温度に影響を与えていることは明
らかと考えられた� こうした飼料内の温度上昇は� 中で
育つ幼虫の活動に伴って生ずる代謝熱に起因するものと
推察される�

2. 飼育密度と育った幼虫の熱耐性との関係

Fig. 2 に密度区毎の補正蛹化
羽化失敗率を示した�
蛹化については� 高密度区では 15分処理まで蛹化個体
が認められたのに対し� 低密度区では 9分までしか蛹
化個体が認められなかった� また� 羽化についても� 高
密度区で 12分処理まで羽化個体が認められたのに対
し� 低密度区では 9分までしか羽化個体が認められな

Fig. 1. Rearing temperature of the Oriental fruit fly
reared at di#erent densities (high density:
20,000 low density: 3,000 eggs per container),
from egg to mature third instar larva.

Table 1. Highest and average temperature on an
artificial diet of the Oriental fruit fly
reared at di#erent densities (high
density: 20,000 low density: 3,000 eggs
per container)

Density
Diet temperature (�)

Highest Average

High 38.2	0.5 28.2	0.2
Low 30.5	1.1 26.8	0.3

Three replicate tests have been averaged.

Fig. 2. Corrected percentage of the Oriental fruit fly
3rd instars failing to pupate or emerge,
reared at di#erent densities (high density:
20,000 low density: 3,000 eggs per container),
after immersion in water at 46.0�.
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かった�
Table 2 は上記デ�タを Probit解析して得られた

LT値を示したものである� これによると� 蛹化まで発
育が進んだ個体数割合に関しては� いずれの LT値にお
いても� 高密度区と低密度区との間で� 統計的に有意な
差が認められた� また� 羽化まで発育が進んだ個体数割
合についても� LT50, LT95において� 密度区間で統計
的に有意な差が認められた� なお� Probitモデルへの
適合度を評価するカイ二乗検定結果は� 羽化デ�タにつ
いてはやや不十分であったものの� 蛹化デ�タについて
は有意水準 a�0.05にて高い適合度が得られた�
これらの結果から� 飼育中の幼虫密度が� そこで育っ
た幼虫の熱耐性に影響を持っており� 高密度下で熱耐性
が高まる傾向にあることは明らかである� また� そのメ
カニズムについては� 上記 1の調査結果及び MIYAZ-

AKI and DOHINO (2000) の報告から� 飼育密度が培
地の温度を変化させ� それが耐熱性に影響している� と
考えるのが妥当であろう�
これまで� ミバエ類について� 飼育密度が耐熱性に影
響するとした報告はないが� 今回の試験で初めてこのこ
とが明らかとなった� このことは� 供試虫の飼育密度を

処理区間で厳密に揃えることにより� より精度の高い耐
熱性比較試験が実施できる可能性のあることを示してい
る� 実際� 今回の試験で比較的高い Probitモデルへの
適合度が得られていることは� こうした可能性に一定の
根拠を与えるものと考える�
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Table 2. Comparison of estimated thermal death times 95�CI on mortality of the Oriental fruit fly third instars
reared at di#erent densities (high density: 20,000 low density: 3,000 eggs per container) to hot water
treatment at 46.0�, modeled with probit analysis

Stage Density c2 Slope�SE
Lethal time (min.)

LT50 (95�CI) LT95 (95�CI) LT99 (95�CI)

Pupa High 13.502 7.703�0.377 8.22 (7.79�8.61) 13.44 (12.64�14.50) 16.47 (15.18�18.31)
Low 6.459 10.943�0.864 6.18 (5.98�6.36) 8.73 ( 8.35� 9.25) 10.08 ( 9.48�10.93)

Adult High 16.676 7.033�0.472 6.75 (6.15�7.23) 11.56 (10.68�12.94) 14.46 (12.92�17.12)
Low 21.292 7.024�0.545 5.03 (4.26�5.58) 8.62 ( 7.76�10.18) 10.77 ( 9.33�13.93)
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