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コネクションケージ使用による蚊幼虫飼育条件の検討
琉球大学保健学部医動物学教室

当間孝子

は

じ

め

に

著者らは,幼虫,柄,成虫を同一容器で飼育す
ることができ,かつ,安全で簡便な蚊飼育かど
「コネクションケージ」 (当問ら, 1978)を用
いて多くのIaboratory colonyを維持して
いる。蚊を飼育する場合,幼虫,蝿,成虫の発育
に影響をおよぼす飼育密度,餌(Wada, 1965,
Nekrasova, 1976; Siddiqui

の

α/.,

1976),温度,日長(吉田ら, 1974)の飼育条
件を十分配慮して行う必要がある。
本報は,コネクションケ‑ジを用いて沖縄産ヒ
トスジシマカAedes albopictus(Skuse)

を飼育し,多数の発育良好な成虫を得るための飼
育条件,とくに,幼虫の飼育密度について検討を
行ったものである。
材料 と 方法
本実験は当教室で累代飼育中の沖縄産ヒトスジ
シマカを用いて,温度25℃,湿度85^,16時間照
明(30分薄明薄暮)にコントロールされたバイオ
トロンの中で行った。
飼育は以下の方法で行った。 1か月間バイオト
ロン内で乾燥保存した卵に,フ化率を高めるため
にエビオスとマウスの固型飼育を等量混ぜた粉状
の幼虫用餌を少量加えて水を入れた。翌日,フ化
幼虫を水2.5^入ったコネクションケージ(23×
29×21cJB)の下部容器(25×31×10cm)に移
して飼育し,幼虫の発育に応じて食べ残しのない
ように1000個体当り0.2‑0.6サの餌を毎日2回
に分けて与え,エアレーションを行った。成虫に
は,羽化開始と同時に2%砂糖水を綿に含ませて
与え, 2日置きに綿を交換した。
若令( 1令幼虫)時の飼育密度の違いによる幼

'rこ・;j球蝣一・hi;

虫期間,桶数,羽化・生存成虫数などを調べるた
めに,コネクションケ‑ジ下部容器当り, l令功
虫を1000, 2000‑, 3000個体で飼育した。 1
日当りの餌量は1000個体飼育区で0.2‑0.6 8,
2000個体飼育区で0.4‑1.2サ, 3000個体飼育
区で0.6‑1.8sとした.それぞれの密度区で,棉
化開始と同時に毎日嫡数を調べ,その後小容器に
移し,羽化成虫数を調べ,ただちに成虫を水2.5」
入った別のコネクションケージに移し飼育したO
この作業は羽化終了時まで続けた。なお, 3000
個体区の羽化成虫数は調べなかった。また80%
以上の幼虫が桶化し,その個体がすべて羽化した
時,すなわち1000個体区はフ化後16日目(羽化
後9日目) , 2000個体区はフ化後20日目(羽化後
13日目), 3000個体区はフ化後33日目(羽化後
26日目)にそれぞれコネクションケ‑ジ内の生存
成虫数を調べた。つづいて,ネンブタールで麻酔
したマウスを用いて20‑30分間吸血させ,各飼
育区の吸血率を調べた。
同様に,高令(3, 4令幼虫と癖の混生)時の
飼育密度の違いによる羽化成虫の生存数について
も4つの異なった密度区で調べた。すなわち下部
容器11個を用意し,それぞれの容器当り1000個
体のフ化直後の1令幼虫を嫡化1日目まで飼育し,
嫡化2日目(羽化開始直前)に1 (1000個体),
2 (2000個体) , 3 (3000個体),5(5000
個体)容器の桶,幼虫を水とともにそれぞれコネ
クションケージに移し飼育したO桶化1日目まで
1000個体当り0.2‑0.6s の餌を毎E]与え,そ
の後は個体数に応じて与えた。.フ化後16日目(羽
化後9日目)にそれぞれのケ」ジ内の生存成虫数
を調べた。
コネクションケージ当りの最適幼虫数を決めた
後,飼育日数とコネクションケージ内の羽化成虫
に対する水の影響を調べた0 4ケージを用意し,
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そのうち3ケージは羽化開始後7日目(フ化後14

った 2000個体飼育区における幼虫期間は,

日目), 9日目(フ化後16日目), 16日目(フ化

24日で前区より著しく長く,嫡化は前区と同じ
ようにフ化後6日目より開始したが,この時の

後23日目)にケージ内の水を排出し,それぞれの
生存成虫数を調べた。残り1ケージは羽化成虫に
対する水の影響を調べるため,羽化開始後9日目
(フ化後16日目)にケージ内の水を排出し,ひき
つづき7日間成虫を砂糖水で飼育し,生存成虫数
を調べた。

嫡数は少なかった。ほとんどの幼虫が嫡化(柄
化率86519するのに要した期間は,フ化開始よ
り18日,また,嫡化開始より終了までに20日
間要し,前区より6日遅れた。終了時の嫡数は
1766個体(時化率88^)で,嫡化終了2日後
の羽化数は1テ47個体で前区とほとんど同じで
あった。しかしながら,羽化開始後13日目の
生存成虫数はわずか381個体で,雌は268個
体であった。雌の吸血率は70%であった。成
虫の生存率は22%で,羽化後の死亡個体がか
なりあった 3000個体飼育区における幼虫期
間は34日でさらに長く,嫡化開始は他の区と
同様フ化後6日目で,この時の蛸数も2000個
体区と同様わずかであった。幼虫の成育は非常
に悪く,幼虫がほとんど嫡化(嫡化率80^)す
るのにフ化後31日も要し,終了はフ化後35日
目で, 2416個体(嫡化率81%)の桶を得た。
しかし,羽化日が不揃いで不健康な成虫が多く,
フ化後33日目の生存成虫数は357個体,雌は
319個体で,吸血率は67%で高密度区はど悪
かった。高密度区は他の区に比較して羽化後の
死亡個体が目立って多かった。
2.高令(3, 4令幼虫,桶の混生)時の飼育密
度の違いによる生存成虫数
コネクションケージ当り1000個体の幼虫を
t

いずれの実験においても,生存成虫数を調べる
場合は,ケージ内の水をぬきとり,その後,死亡
個体を吸虫管で取り除き,ケージ内の生存成虫を
調べた。
実 験 結 果

1.若令(1令幼虫)時の飼育密度の違いによる
幼虫期間,蛸化・羽化数,生存成虫数
コネクションケージ当り1000,2000,3000,

個体の密度で飼育した結果は図1,2および表1
に示した1000個体飼育区の幼虫期間は18日
で,その間に死亡する個体はほとんどなく,成
育は順調であった。嫡化はフ化開始後6日目よ
り始まり,嫡化開始後7から9日目でほとんど
の個体が嫡化し, 9日目の嫡化数は866個体
(帰化率87510であった。羽化開始後9日目の
羽化数は8 5 3個体(羽化率85 539で,生存成虫数
は693個体で,そのうち雌が336個体で吸血率
は90%であった。羽化成虫に対する生存率は
81%で,羽化開始から終了までに要した期間
は14日,その時の羽化成虫数は867個体で,
9日巨の羽化数(853個体)とあまり変らなか
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If) 17

11容器で合計11000個体飼育し,嫡化開始2
日目(フ化後7日目)にそれらを1000個体
(1容器), 2000個体(2容器), 3000個
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Fig. 1 Periods of larva, pupa and adult reared at different densities of lst instar larva.
L: Larval period, P: Pupal period, A: Adult period
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Fig. 2

Numbers of pupae, and emerged and survived adults reared at different
densities of lst instar larva.
Numbers of pupae reared at densities 1000, 2000 and 3000 are shown by
symbols o‥‥‑一〇, ×‑‥‑‑‑×

and・‑

‥

respectively.

Numbers of adults reared at densities 1000 and 2000 are shown by symbols
0‑o and x ‑x Numbers of survived adults reared at densities
lOOO, 2000 and 3000 are shown by A, B and C. Rate of pupation is
shown by arrow.

Table 1. Numbers and percentages of emerged and survived adults got from
different lst instar larval densities
Emerged adult

Survived adult

Numbe r

Number

Layal density
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!
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2
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3
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4) survived rate for total number of emerged adult
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体(3容器), 5000個体(5容器)の4区に
わけて飼育した。コネクションケージを用いて,
1000個体の幼虫を飼育すると,フ化後6日目
に摘化が開始し,嫡化2日目のケージ内の令構
成は嫡 4, 3, 2令幼虫がそれぞれ423,
456,33, 13個体であった。羽化開始後9日
目(フ化後16日目)における1000個体飼育区
の生存成虫数は雌336,雄357, 2000個体飼
育区は雌562,雄356,3000個体飼育区は雌
738,雄550, 5000個体飼育区は雌1042,
雄528個体であった(図3) 。 1000, 2000,
3000, 5000個体飼育における生存成虫数を
比較すると密度が高くなるにつれて生存成虫数
の割合が減少し,飼育密度の影響は雄に札して
大きかった。以上のことから1000個体飼育区
で効率よく成虫を得ることがわかった。
3.最高飼育密度下での飼育日数と生存成虫数
以上の実験で,コネクションケージ当り1000
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個体の幼虫飼育が適当であることが明らかにな
ったので, 1ケージ当り1000個体の幼虫を用
いて実験を行い,羽化後何日目でもっとも多く
の生存成虫が得られるか,また,ケージ内の水
が羽化後の成虫の生存に影響をおよぼすかどう
かについて調べた(図4)。羽化開始後7,9,
16日間飼育し,その後ケージ内の水を排出した
時の生存成虫数は,それぞれ599 (雌302,雄
297), 678(雌329,雄349), 317(雌266,
雄51)個体で,羽化開始後9日間飼育した場合
に生存成虫数がもっとも多数得られた。また,
同様に羽化開始後9日間飼育し,その後ケージ
内より水をぬきとり,つづいて7日間飼育した
晩 すなわち成虫飼育期間16日の生存成虫数
は470(雌267,雄203)個体であった。羽
化開始後16日間ケージ内に水のある状態で飼
育した場合と比較すると生存成虫は317 (雌
266,雄51)個体で,雌ははぼ前者と同数で
あるが,雄が著しく減少しておりケージ内の水
は雄の生存に大きく影響した。
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No. of survived adults
1000

200(〕

3000

5000

Density
Fig. 3

Numbers of survived adults reared at
different densities of 3rd, 4th mstar
larvae and pupae. Numbers in figure
indicate total number of female and
male.

Fig. 4

Numbers of survived adults in different
rearing periods after emergence.
Numbers in figure indicate total number
of female and male.

The water in the

connection cage was drained at 9 days
after emergence.

当
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沖縄産のヒトスジシマカを用いて発育良好な成

m

実験室で種々の実験に供する蚊を飼育する場合,
限られた容器でできるだけ多くの幼虫を飼育し,
発育良好な成虫を多数得ることが望ましい。幼虫
の発育に影響をおよぼす因子として,飼育密度,
餌,温度・日長など(Wada,1965;Nekrasova,
1976; Siddiqui βJ 〟/.,1976;森ら, 1979;
吉田ら, 1974)がある Nekrasova(1976)
と Siddiqui の α/. (1976)の飼育密度に
関する実験によると,幼虫を過密状態で飼育する
と若令幼虫におよばす影響が大きく,幼虫,桶の
期間が長くなり.個体重量は軽く,幼虫の死亡率
が高くなる Wada(1965)や森ら(1979)は,・
それぞれネッタイイエカ,ヒトスジシマカを用い
て幼虫密度と餌量の発育への影響を調べた。その
結果,幼虫密度が低く餌の量が多いほど発育期間
は短く,羽化率は高く,羽化E)は集中し,麹長は

虫を多数得るために,飼育条件,とくに幼虫の飼
育密度を検討し,コネクションケージ当りの飼育
個体数を調べた結果,本ケージの大きさでは,幼
虫1000個体の飼育が適当で, 1令幼虫より高密
皮(2000個体以上飼育)で飼育するとWada
(1965), Nekrasova(1976),Siddiqui
の α/ (1976),森ら(1979)の結果と同
じく,高密度飼育中は若令幼虫に大きく影響し.
幼虫期の死亡率を高め幼虫期が長くなり,羽化成
虫も貧弱であった。コネクションケージ当り,
1000個体の幼虫から羽化した幼虫は羽化後9日
目(フ化後16日目)にもっとも多く得られ,
生存幼虫は約700個体(雌340,雄360)で
あった。羽化後の日数が長くなるにつれて,と

gf dJ‥ I960, 1971; Pollard, I960;

くに雄の溺死個体が多くなるが16日目頃までは雌
の溺死個体はほとんどなかった。受精率は100%
で,吸血率は約90%で健康な幼虫が得られた。
本ケージを使用して多数の健康な成虫を得るため
には,本ケージを多数用意することが望ましい。
しかし,飼育場所や経費の都合上,我々は次のよ
うな方法で飼育を行っている。ある程度の高令時
の高密度飼育は羽化成虫への悪影響をおよぼさな
いことが明らかになったので,高令になるまで適
当な密度で飼育し,羽化直前に約3000個体飼育
した場合に得られる幼虫,桶を一緒にしてコネク
ションケージに移し入れ飼育するO
このような方法を採用すれば桶をスポイドで移
す手間がはぶけ,しかも多数の健康な成虫を得る
ことができる。
幼虫密度,餌量を含めて幼虫期の飼育状態が幼
虫の発育のみならず,羽化成虫の増殖力にまで悪
い影響をおよばすので,今後さらに幼虫,成虫の
成育‑影響をおよぼす種々の飼育条件を検討する

McCray, 1963; Moran

必要がある。

大きく,卵巣小菅数は多く,口胞は発達するが,
逆に,幼虫密度が高く,餌量が少ないほど発育期
間は長く,羽化率は低く,羽化日はそろわず,過
長は短く,卵巣小菅数が少なく口胞はあまり発達
しない。したがって,幼虫期の飼育状態が幼虫の
発育ばかりでなく,羽化成虫の増殖力にまで影響
をおよぼすことが明らかになった。
また, Ikeshoji の 幻.(1970, 1974)
はCule∬ pipiens quinquefasciatus
の幼虫を1me当り5‑7個体の高密度で飼育する
と, 1令幼虫に対して高い毒性を示し化学物質が
生成され,幼虫の死亡率が高くなることを報告し
ている。 これらのovercrowding factor
の生成は幼虫数よりも密度に関係している。
蚊の飼育方法は多くの研究者(Bar‑ Zeev
♂f

α/‥ 1963;

Gerberg, 1970;当問ら, 1978)によって考
案され,改良されているが,著者らは日頃からシ
マカ類(Stegomyia group )の蚊の累代飼
育にコネクションケージ(当間ら, 1978)を使

^^^^VJ^^^Et

簡便な蚊飼育かど「コネクションケージ」で,
沖縄産のヒトスジシマカを用いて,発育良好な成

カ,キンパラナガ‑シカの累代飼育にも用いてい

虫を多数得るための幼虫飼育密度の検討を行った.
本ケージ(23×29×21cm)では幼虫1000個体
の飼育が適当で,羽化後9日目(フ化後16日目)

るO

で多数の生存成虫(雌340,雄360)を得た。若

用しており,シマカ類以外にトウゴウヤプカ,オ
キナワヤプカ,ネッタイエカ,フトシマツノフサ

蚊幼虫飼育条件の検討

令(1令幼虫)時に高密度(2000個体以上)で
飼育すると,幼虫期間が長くなり,死亡率が増し,
羽化幼虫は貧弱であった。これに対して,高令(3,
4令幼虫,嫡混生)時に高密度で飼育した場合,
すなわち,蛸化1日目まで別々に低密度で飼育し,
帰化開始2日目にそれらの個体を一緒にして,コ
ネクションケ‑ジ当り約3000個体の高密度で飼
育した場合には,若令幼虫時において高密度飼育し
た場合より密度効果の影響はみられず,比較的効
率良く生存雌を得ることができた。
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Abstract

Studies on Rearing Conditions of Mosquito Larvae
Using a Connection Cage Devise

Takako TOMA and Ichiro MIYAGI
Department of Medical Zoology, College of Health Sciences, University of the Ryukyus

The laboratory rearing conditions of Aedes albopictus (Skuse) were studied for obtaining
large numbers of vigorous adults. Special attention was given to the effect of larval den‑
sity涼hen utilizing a mosquito rearing connection cage devised by the authors.
An important factor found to influence adult vitality was the density of larvae in the
connection cage. When first instar larvae were reared at high density (2000‑3000 larvae
per connection cage), the duration of larval development was prolonged and high mortality

resulted in bo仇the larval and adult stages.
larvae, vigours adults were obtained.

Using reduced numbers of newly hatched

Out of 1000 larvae reared in one connection cage

about 700 healthy adults were produced. Under these conditions, it is recommended that
the number of newly hatched larvae per cage be of the order of 1000.
High density rearing of fourth inster larvae and pupae was not found to be detnmen‑
tat to those adults using the connection cage. Approximately 3000 newly hathced larvae
were reared in three trays (1000 larvae/tray of size 25 × 31 × 10 cm) until first pupation
was observed.

All the larvae were then transferred to a single connection cage. By nine

days after first emergence, the majority of imagos had emerged and about 13000 vigorous
adults were obtained in the cage.
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