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(57)【要約】
【課題】吸汁型の口器を有する節足動物に適用すること
ができ、液体を経口摂取させる領域を任意の形状とする
ことができ、且つ、多くの個体に対して液体を経口摂取
させる。
【解決手段】液体を含浸させた保水部材と、上記保水部
材に密着させた薄膜フィルムとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体を含浸させた保水部材と、
上記保水部材に密着させた薄膜フィルムと
を含む、吸汁型節足動物に対する給餌装置。
【請求項２】
上記保水部材を一主面上に載置する基材を更に含み、
上記薄膜フィルムは、上記基材の一主面に載置された上記保水部材の全体を覆うことを
特徴とする請求項１記載の給餌装置。
【請求項３】
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上記薄膜フィルムは、上記保水部材を挟み込む１組の薄膜フィルムであることを特徴と
する請求項１記載の給餌装置。
【請求項４】
上記保水部材は、不織布又は樹脂製メッシュであることを特徴とする請求項１記載の給
餌装置。
【請求項５】
上記保水部材は、目開き１００〜５０００μmのメッシュ構造を有する樹脂製メッシュ
であることを特徴とする請求項１記載の給餌装置。
【請求項６】
上記薄膜フィルムは、伸展性及び防湿性を有するフィルムであることを特徴とする請求
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項１記載の給餌装置。
【請求項７】
上記薄膜フィルムは、プラスチックパラフィンフィルムであることを特徴とする請求項
１記載の給餌装置。
【請求項８】
上記液体は、給餌させる成分を含む溶液又は分散液であることを特徴とする請求項１記
載の給餌装置。
【請求項９】
吸汁型節足動物を飼育する空間部に、請求項１から７いずれか一項記載の給餌装置を配
設し、上記吸汁型節足動物が口器を上記給餌装置における薄膜フィルムに刺入することで
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、上記給餌装置における保水部材に含浸させた液体を給餌させることを特徴とする吸汁型
節足動物に対する給餌方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、吸汁型の口器を有する節足動物に対して適用できる給餌装置及び給餌方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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例えば、節足動物のナミハダニ（Tetranychus urticae）は、吸汁型の口器を有し、口
器を植物の葉肉細胞に刺入して、葉肉細胞の内容物を吸汁する。
このような吸汁型口器を有する節足動物を飼育する際、例えば、濾紙に浸潤させた人工
餌を吸汁させる方法が古くから試されている。しかしながら、このような方法では、濾紙
にカビが生えて使用できなくなるといった問題があった（非特許文献１：Carter W (1927
) A technique for use with homopterous vectors of plant disease, with special re
ference to the sugar‑beet leafhopper, Eutettix tenellus (Baker). J Agric Res 34:
449‑451）。この問題を解決するために、薄膜フィルムを用いた給餌方法が考案された。
初めての報告は、テンサイヨコバイ（Circulifer tenellus）を対象とした給餌システム
である（非特許文献１）。具体的には、魚の皮膜を小袋の形状とし、その中に人工餌を入
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れて飼育容器内に吊るすシステムである。この給餌システムは，ネギアザミウマ（Thrips
tabaci）の飼育にも適用されている（非特許文献２；Sakimura K, Carter W (1934) The
artificial feeding of Thysanoptera. Ann Entomol Soc Am 27:341‑342）。
【０００３】
その後、モモアカアブラムシ（Myzus persicae）を対象とし、伸展性と防湿性を備える
パラフィン製のフィルムを用いた給餌方法が報告された（非特許文献３：Mittler TE, Da
dd RH (1962) Artificial feeding and rearing of the aphid, Myzus persicae (Sulzer
), on a completely defined synthetic diet. Nature 195:404）。この報告が基盤とな
り、同様の或いは改変したシステムを用いて、アブラムシ類、ダニ類、ウンカ類、ヨコバ
イ類、カイガラムシ類、アザミウマ類、トコジラミ類、コナジラミ類及びカ類において広
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範な栄養学的および薬理学的研究が展開された（非特許文献４〜２３）。
【０００４】
なお、ダニ類を対象とした最初の報告である非特許文献５では、伸展性フィルムButvar
B‑76（Monsanto社）が用いられていた。その後、例えば、非特許文献１０、１６、１８
、２２及び２３では、パラフィルムMが用いられている。
【０００５】
ところで、パラフィルムMを使用したシステムでは、ヒメトビウンカ（Laodelphax stri
atellus）、マダラヨコバイ（Psammotettix striatus）、ヒメフタテンヨコバイ（Macros
teles horvathi）及びヒラズハナアザミウマ（Frankliniella intonsa）に対する給餌だ
けでなく、採卵（人工餌内に産卵）にも利用できることが報告されている（非特許文献２
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４、１３及び１５）。
【０００６】
また、吸汁型口器を有する節足動物の多くは、中空針状の口器（口針）を食物の吸汁だ
けでなく、唾液の注入にも用いている。唾液には、消化酵素の他、宿主の防御応答を誘導
或いは抑制する成分等が含まれている。これら唾液成分は、宿主と寄生体の相互作用機構
を解く鍵として、基礎研究だけでなく、耐虫性品種の作出を目的とした応用研究でも注目
されている。例えば、ナミハダニでは、パラフィルムMを半球状に伸展させた給餌システ
ムを唾液の回収にも利用できることが報告されている（非特許文献２５）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００７】
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tally synthetic diet. Cell Mol Life Sci 22:832‑833
【非特許文献５】Dadd RH (1968) Dietary amino acids and wing determination in the
aphid Myzus persicae. Ann Entomol Soc Am 61:1201‑1210
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for effectors. Mol Cell Proteomics mcp‑M116
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、伸展性と防湿性を備えるパラフィン製のフィルムを用いた従来の給餌装
置では、吸汁型の口器を有する節足動物に液体を経口摂取させるとしても、経口摂取が可
能な領域を任意の形状とすることができず、また、飼育可能な個体数が十分でないといっ
た問題があった。
【０００９】
そこで、本発明は、このような実情に鑑み、吸汁型の口器を有する節足動物に適用する
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ことができ、液体を経口摂取させる領域を任意の形状とすることができ、且つ、多くの個
体に対して液体を経口摂取させることができる給餌装置及び給餌方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上述した目的を達成した本発明は以下を包含する。
（１）液体を含浸させた保水部材と、上記保水部材に密着させた薄膜フィルムとを含む
、吸汁型節足動物に対する給餌装置。
（２）上記保水部材を一主面上に載置する基材を更に含み、上記薄膜フィルムは、上記
基材の一主面に載置された上記保水部材の全体を覆うことを特徴とする（１）記載の給餌
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装置。
（３）上記薄膜フィルムは、上記保水部材を挟み込む１組の薄膜フィルムであることを
特徴とする（１）記載の給餌装置。
（４）上記保水部材は、不織布又は樹脂製メッシュであることを特徴とする（１）記載
の給餌装置。
（５）上記保水部材は、目開き１００〜５０００μmのメッシュ構造を有する樹脂製メ
ッシュであることを特徴とする（１）記載の給餌装置。
（６）上記薄膜フィルムは、伸展性及び防湿性を有するフィルムであることを特徴とす
る（１）記載の給餌装置。
（７）上記薄膜フィルムは、プラスチックパラフィンフィルムであることを特徴とする
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（１）記載の給餌装置。
（８）上記液体は、給餌させる成分を含む溶液又は分散液であることを特徴とする（１
）記載の給餌装置。
（９）吸汁型節足動物を飼育する空間部に、（１）から（７）いずれか記載の給餌装置
を配設し、上記吸汁型節足動物が口器を上記給餌装置における薄膜フィルムに刺入するこ
とで、上記給餌装置における保水部材に含浸させた液体を給餌させることを特徴とする吸
汁型節足動物に対する給餌方法。
【発明の効果】
【００１１】
本発明に係る吸汁型節足動物に対する給餌装置は、吸汁型節足動物に液体を経口摂取さ
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せる領域を保水部材の形状に対応して所望の形状とすることがでる。また、本発明に係る
吸汁型節足動物に対する給餌装置は、保水部材に密着した薄膜フィルムの表面を、吸汁型
節足動物に液体を経口摂取させる領域とすることができる。このため、本発明に係る吸汁
型節足動物に対する給餌装置は、より多くの個体に対して液体を経口摂取させることがで
きる。
【００１２】
また、本発明に係る吸汁型節足動物に対する給餌方法は、本発明に係る給餌装置を使用
することで、吸汁型節足動物に対して効率的に液体を経口摂取させることができる。この
ため、本発明に係る吸汁型節足動物に対する給餌方法によれば、多くの吸汁型節足動物を
飼育することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置の一例における要部断面図で
ある。
【図２】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置の他の例における要部断面図
である。
【図３】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置であって、メッシュを保水部
材として使用した給餌装置を作製する手順を模式的に示す斜視図である。
【図４】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置であって、メッシュを保水部
材として使用した例における要部断面図である。
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【図５】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置であって、不織布を保水部材
として使用した給餌装置を作製する手順を模式的に示す斜視図である。
【図６】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置であって、不織布を保水部材
として使用した例における要部断面図である。
【図７】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置であって、メッシュを保水部
材として使用した給餌装置を用いて節足動物に対して給餌する状態を模式的に示す要部平
面図である。
【図８】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置の更に他の例における要部断
面斜視図である。
【図９】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置であって、メッシュを保水部
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材として使用した給餌装置の変形例を模式的に示す斜視図である。
【図１０】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置を植物の害虫防除装置とし
て使用する形態を模式的に示す斜視図である。
【図１１】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置の更に他の例における要部
斜視図である。
【図１２】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置を簡易検査装置として使用
する形態を模式的に示す斜視図である。
【図１３】本実施例で作製した給餌装置及び従来の給餌装置（保水部材なし）を定法から
撮像した写真である。
【図１４】ワタアブラムシを接種した本発明に係る給餌装置と、青色素を経口投与したワ
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タアブラムシを撮像した写真である。
【図１５】蛍光球形粒子を経口投与したナミハダニの可視光写真及び蛍光写真である。
【図１６】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置を用いて二本鎖RNA水溶液
を経口投与し、死亡した個体と産下された卵を計数した結果を示す特性図である。
【図１７】本発明を適用した吸汁型節足動物に対する給餌装置を用いて経口毒性を評価し
た結果を示す特性図である。
【図１８】内壁にアバメクチンを塗布したチューブを用いて接触毒性を評価した結果を示
す特性図である。
【図１９】アバメクチンを塗布した葉片を用いて接触毒性及び経口毒性を評価した結果を
示す特性図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、本発明に係る給餌装置及び給餌方法は、節足動物のなかでも吸汁型の口器（口吻
）を有する節足動物（以下、単に吸汁型節足動物と称する場合もある）を対象とする。吸
汁型の口器は、動物の皮膚や植物の表皮に刺入することで内部の体液、養液、汁液、血液
等の液体を体内に取り込むための器官である。
【００１５】
本発明を適用した給餌装置は、図１及び２に示すように、液体を含浸させた保水部材１
と、保水部材１に密着させた薄膜フィルム２とから構成される。図１に示した給餌装置は
、保水部材１を基材３上に配設し、基材３上に配設した保水部材１を薄膜フィルム２で覆
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う構成としている。また、図２に示した給餌装置は、保水部材１を薄膜フィルム２で包み
込む構成としている。吸汁型節足動物は、薄膜フィルム２に吸汁型口器を刺入し、保水部
材１に含浸させた液体を体内に取り込む。
【００１６】
ここで、保水部材１は、液体を含浸させた状態でその形状を保持できる素材からなる。
このような素材としては、特に限定されるものではないが、天然素材及び高分子化合物等
の合成素材のいずれであっても良い。また、これらの素材からなる保水部材１は、液体を
含浸・保持するための構造としてメッシュ構造を有していても良いし、織布であっても良
いし、不織布であっても良い。上述した素材がこのような構造を有することで液体を含浸
して保持することができる。
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【００１７】
より具体的に、メッシュ構造を有する保水部材１としては、ナイロン製のメッシュ、ポ
リプロピレン製のメッシュ、ポリスチレン製のメッシュ、ポリエチレン製のメッシュ等の
樹脂製メッシュを使用することができる。また、保水部材１は、目開き１００〜５０００
μmのメッシュ構造を有する樹脂製メッシュであることが好ましい。目開きがこの範囲の
樹脂製メッシュを利用することで、メッシュ内に十分な量の液体を含浸して保持すること
ができる。特に、目開きが１００μmのメッシュを使用した場合には、ハダニ等の節足動
物（例えば25頭／cm2）に対して24時間程度継続して吸汁させることができる。また、目
開きを５０００μmのメッシュ構造とすることで、カメムシ類等の大型の吸汁型節足動物
がその口器を用いて吸汁することができる。したがって、目開き１００〜５０００μmの
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メッシュ構造を有する樹脂製メッシュを保水部材１として使用することで、あらゆる吸汁
型節足動物に対応する、十分量の液体を保持することができる。
【００１８】
また、織布又は不織布の保水部材１としては、ナイロン繊維、ポリエステル繊維、ポリ
エチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリオレフィン繊維、ビニロン繊維、レーヨン繊維
、アラミド繊維、ガラス繊維及びセルロース繊維からなる１以上の繊維から選ばれる少な
くとも１種の繊維からなるものを使用することができる。
【００１９】
保水部材１は、このようなメッシュ構造を有するシートや、織布又は不織布からなるシ
ートを使用することができる。保水部材１としてこれらのシートを使用する場合、１枚の
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シートを保水部材１として使用しても良いし、複数枚のシートを重ね合わせて保水部材１
としても良い。複数枚のシートを重ね合わせて保水部材１とする場合には、全て同じ種類
のシートを使用しても良いし、種類の異なるシートを使用しても良い。
【００２０】
また、保水部材１としてメッシュ構造を有するシートを使用した場合には、織布又は不
織布からなるシートを使用した場合と比較して、より多くの液体を吸汁させることができ
る。特に、織布又は不織布からなるシートとして、シートを構成する繊維が低密度なもの
を使用した場合には液体の吸汁量を増やすことができ、シートを構成する繊維が高密度な
ものを使用した場合には液体の吸汁量を減らすことができる。このように、保水部材１の
材質に応じて、吸汁させる液体の量を制御することができる。
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【００２１】
一方、薄膜フィルム２は、一主面側から吸汁型節足動物における口器（口吻）を刺入し
て、他主面側に密着する保水部材１に含浸させた液体を吸汁型節足動物が吸汁できる素材
からなる。また、薄膜フィルム２の厚みについても、同様に、一主面側から吸汁型節足動
物における口器（口吻・口針）を刺入して、他主面側に密着する保水部材１に含浸させた
液体を吸汁型節足動物が吸汁できる範囲で選択される。例えば、ダニ類のような小型の吸
汁型節足動物の場合、薄膜フィルム２の厚みは、口器が貫通可能な厚みである２０μm以
下、好ましくは１０μm以下、より好ましくは５μm以下とすることが好ましい。
【００２２】
また、アブラムシ類等の吸汁型節足動物の場合には、上記小型の吸汁型節足動物の場合
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と比較してその口器を刺入することが可能な厚みはより大きくなる。具体的にワタアブラ
ムシ（Aphis gossypii）は、厚み０．１３mm（１２７μm）のパラフィルムM（Sigma社製
）に対して口針を刺入し、保水部材１に含浸させた液体を吸汁することができる。したが
って、この場合、薄膜フィルム２の厚みは、口器が貫通可能な厚みである１３０μm以下
、好ましくは１００μm以下、より好ましくは５０μm以下とすることが好ましい。
【００２３】
特に、薄膜フィルム２としては、伸展性及び防湿性を有するフィルムとすることが好ま
しい。伸展性を有する薄膜フィルム２を使用することで、薄膜フィルム２を保水部材１に
密着させることができる。また、図１に示した構成の給餌装置では、伸展性を有する薄膜
フィルム２を使用することで、保水部材１を基材３上に配設された保水部材１を当該基板
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３上に密着させることができる。さらに、伸展性を有する薄膜フィルム２を伸展させた状
態で使用することで、薄膜フィルム２の厚みを伸展前より薄くすることができ、例えば、
厚み０．１３mm（１２７μm）のパラフィルムMであっても、伸展させることでダニ類のよ
うな小型の吸汁型節足動物に適した厚み（例えば１０μm以下）とすることができる。
【００２４】
また、伸展性を有するフィルムである低密度ポリエチレンフィルム（例えば、商品名：
ダイヤストレッチフィルム）を薄膜フィルム２として使用することもできる。低密度ポリ
エチレンフィルムは、パラフィルムと比較して破断強度が大きいため、給餌装置を屋外環
境において使用する場合に適用することが好ましい。
【００２５】
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なお、伸展性が少ない薄膜フィルム２を使用する場合には、例えば上述したダニ類のよ
うな小型の吸汁型節足動物の口器でも貫通可能な厚みを有するものを使用する。伸展性が
少ない薄膜フィルム２としては、例えば、PPS（ポリフェニレンサルファイド）フィルム
（商品名：トレリナ（東レ社製））、PET（ポリエステル）フィルム（商品名：ルミラー
（東レ社製））及びアラミドフィルム（商品名：ミクトロン（東レ社製））を使用するこ
とができる。また、これらのフィルムについては、口器で貫通可能な程度の破断強度を有
することが好ましい。
【００２６】
また、防湿性を有する薄膜フィルム２を使用することで、保水部材１に含浸させた液体
の蒸散を防止することができる。
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【００２７】
より具体的に、薄膜フィルム２としては、伸展性及び防湿性を兼ね備えるパラフィン製
フィルムを使用することができる、パラフィン製フィルム以外にも薄膜フィルム２として
は、例えば、低密度ポリエチレン製フィルム、ポリフェニレンサルファイド製フィルム、
ポリエステル製フィルム、アラミド製フィルムを使用することもできる。
【００２８】
なお、パラフィン製フィルムの一例として、パラフィルムM（Sigma社製）を使用するこ
とができ、その他、ラボピタ（ニプロ社製）及びシーロンフィルム（富士フィルム社製）
を使用することができる。
【００２９】
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図１に示した給餌装置を作製するには、例えば、図３に示すように、基材３としてシャ
ーレの外側底面を利用することができる。この給餌装置を作製するには、まず、シャーレ
外側底面に保水部材１を載置し、図示しない液体を保水部材１に滴下する。その後、薄膜
フィルム２を伸展した状態で保水部材１の全体を覆うように被せる。このとき、保水部材
１とともに基材３全体を薄膜フィルム２で覆うようにしても良い。このように、保水部材
１全体を覆うように薄膜フィルム２を被せることで、保水部材１に滴下した液体を、保水
部材１全体に亘って含浸させることができる。
【００３０】
例えば、保水部材１として樹脂製メッシュを使用した場合には、図４に示すように、メ
ッシュに対応するように基材３上に複数の凹部４が形成される。そして、上述のように、
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液体を滴下した保水部材１を薄膜フィルムで覆うことによって、複数の凹部４に液体を行
き渡らせることができ、メッシュからなる保水部材１の全体に液体を含浸させることがで
きる。
【００３１】
また、例えば、保水部材１として不織布を使用した場合には、図５及び６に示すように
、基材３上に不織布（保水部材１）を載置し、図示しない液体を保水部材１に滴下する。
その後、薄膜フィルム２を伸展した状態で保水部材１の全体を覆うように被せる。これに
より、不織布からなる保水部材１に滴下された液体を不織布の全体に行き渡らせることが
でき、保水部材１全体に亘って含浸させることができる。
【００３２】
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一方、図２に示した給餌装置を作製するには、図示しないが、上述した薄膜フィルム２
の上に保水部材１を載置し、液体を保水部材１に滴下する。その後、異なる薄膜フィルム
２を伸展した状態で保水部材１の全体を覆うように被せる。このように、保水部材１全体
を覆うように薄膜フィルム２を被せることで、保水部材１に滴下した液体を、保水部材１
全体に亘って含浸させることができる。
【００３３】
なお、図２に示した給餌装置は、上述のように１組の薄膜フィルム２を用いて保水部材
１を包み込む構成に限定されず、１枚の薄膜フィルム２を折り返して保水部材１を包み込
む構成としても良い。すなわち、薄膜フィルム２の長手方向における左右いずれか一方に
保水部材１を載置し、液体を保水部材１に滴下する。その後、薄膜フィルム２の保水部材
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１を載置していない方を伸展した状態で保水部材１の全体を覆うように被せる。このよう
に、１枚の薄膜フィルム２を用いて保水部材１全体を覆うように薄膜フィルム２を被せる
ことで、図２に示した給餌装置を作製することができる。
【００３４】
以上のように構成された給餌装置を用いることで、吸汁型節足動物に対して液体を経口
摂取させることができる。ここで、吸汁型節足動物とは、節足動物門に分類される動物の
うち吸汁型の口器を有するものである。節足動物門は、更に、鋏角亜門、多足亜門、甲殻
亜門及び六脚亜門に分類される。吸汁型節足動物としては、これらの中でも特に鋏角亜門
又は六脚亜門に分類される節足動物に含まれることが好ましい。
【００３５】
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さらに、鋏角亜門は、クモガタ綱（蛛形綱）、ウミグモ綱及びカブトガニ綱に分類され
る。鋏角亜門に分類される節足動物のうち、吸汁型の口器を有する種数が多い節足動物と
してはダニ目の節足動物が挙げられる。すなわち、本発明に係る給餌装置は、これらの中
でも特にダニ目に分類される節足動物に適用することができる。ダニ目は、アシナガダニ
亜目、カタダニ亜目、マダニ亜目、トゲダニ亜目、ケダニ亜目、ササラダニ亜目、コナダ
ニ亜目が含まれる。
【００３６】
本発明に係る給餌装置は、これらの中でも特にケダニ亜目に分類される動物、さらにケ
ダニ亜目の中でも特にハダニ科に属する動物に適用することが更に好ましい。
【００３７】
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ハダニ科（Tetranychidae）に属する動物は、ビラハダニ亜科（Bryobiinae）及びナミ
ハダニ亜科（Tetranychinae）に分類される。ビラハダニ亜科は、更にビラハダニ族（Bry
obiini）、サキハダニ族（Hystrichonychini）及びホモノハダニ族（Petrobiini）等に分
類される。ナミハダニ亜科は、更にヒロハダニ族（Eurytetranychini）及びナミハダニ族
（Tetranychini）等に分類される。
【００３８】
ビラハダニ亜科のビラハダニ族には、アトヘリビラハダニ、キクビラハダニ、クローバ
ービラハダニ、及びニセクローバービラハダニ等を含むビラハダニ属（Bryobia）；及び
マルビラハダニ等を含むマルビラハダニ属（Pseudobryobia）が含まれる。ビラハダニ亜
科のサキハダニ族には、オニハダニ等を含むオニハダニ属（Tetranycopsis）が含まれる
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。ビラハダニ亜科のホモノハダニ族には、ホモノハダニ等を含むホモノハダニ属（Petrob
ia）；及びカタバミハダニ等を含むカタバミハダニ属（Tetranychina）が含まれる。
【００３９】
また、ナミハダニ亜科のヒロハダニ族には、アラカシハダニ等を含むアラカシハダニ属
（Eurytetranychoides）；トウヨウハダニ等を含むトウヨウハダニ属（Eutetranychus）
；及びイトマキヒラタハダニ及びタイリクヒラハダニ等を含むヒラハダニ属（Aponychus
）が含まれる。ナミハダニ亜科のナミハダニ族には、ササマルハダニ、エルムマルハダニ
、リンゴハダニ、クワオオハダニ、ミカンハダニ及びモクセイマルハダニ等を含むマルハ
ダニ属（Panonychus）；ミドリハダニ及びヒメミドリハダニ等を含むミドリハダニ属（Sa
sanychus）；シイノキマタハダニ、ヤナギマタハダニ、ヒメササマタハダニ、カシノキマ
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タハダニ、サヤマタハダニ、タケトリマタハダニ、カツラマタハダニ、コトマタハダニ等
を含むマタハダニ属（Schizotetranychus）；タケスゴモリハダニ、ケナガスゴモリハダ
ニ、ススキスゴモリハダニ、ヒメスゴモリハダニ及びササスゴモリハダニ等を含むスゴモ
リハダニ属（Stigmaeopsis）；ケウスハダニ等を含むケウスハダニ属（Yezonychus）；ウ
チダアケハダニ、アンズアケハダニ、カジノキアケハダニ、ミチノクアケハダニ、ミズキ
アケハダニ、ルイスアケハダニ、ハンノキアケハダニ、クリアケハダニ、シナノキアケハ
ダニ、クルミアケハダニ、スギナミハダニ、エノキアケハダニ、ムクノキアケハダニ、ス
ミスアケハダニ、ヒメカエデアケハダニ、ホオノキアケハダニ、ウシノセアケハダニ、ニ
セカツラアケハダニ、イヌシデアケハダニ、コナラアケハダニ、オオカエデアケハダニ、
コウノアケハダニ及びミヤケアケハダニ等を含むアケハダニ属（Eotetranychus）；マツ
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ツメハダニ、エゾスギツメハダニ、カツラマツツメハダニ、スギノハダニ、リュウキュウ
ツメハダニ、ウスコブツメハダニ、ツバキツメハダニ、トドマツノハダニ、ビャクシンツ
メハダニ、クリノツメハダニ、ブナカツメハダニ、マンゴーツメハダニ、ニョゴツメハダ
ニ、サトウキビツメハダニ、イネツメハダニ、シュレイツメハダニ、ウルマツメハダニ及
びススキツメハダニ等を含むツメハダニ属（Oligonychus）；オウトウハダニ及びミズナ
ラクダハダニ等を含むクダハダニ属（Amphitetranychus）；及びアシノワハダニ、ミツユ
ビナミハダニ、ナンゴクナミハダニ、サガミナミハダニ、カンザワハダニ、ニセカンザワ
ハダニ、アララギナミハダニ、ナンセイナミハダニ、ナミハダニ、ナミハダニモドキ、ミ
スマイナミハダニ、イシイナミハダニ及びミヤラナミハダニ等を含むナミハダニ属（Tetr
anychus）等が含まれる。
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【００４０】
また、本発明に係る給餌装置は、ダニ目の中でも特にトゲダニ亜目に分類される動物、
さらにトゲダニ亜目の中でも特にカブリダニ科に属する動物に適用することが更に好まし
い。なお、トゲダニ亜目に分類される動物としては、カブリダニ科以外に、ヤドリダニ科
、キツネダニ科、コシボソダニ科、ツブトゲダニ科、ヨコスジムシダニ科、マルノコダニ
科、イソトゲダニ科、マヨイダニ科、カザリダニ科、ウデナガダニ科、ユメダニ科、ヤリ
ダニ科、ホコダニ科、ハエダニ科、ダルマダニ科、トゲダニ科、ヘギイタダニ科、ワクモ
科、オオサシダニ科、ハナダニ科、ハイダニ科、コウモリダニ科、イトダニ科、クロツヤ
ムシダニ科又はイトダニモドキ科の動物を挙げることができる。
【００４１】
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一方、本発明に係る給餌装置は、六脚亜門に分類される節足動物において、吸汁型の口
器を有する動物にも適用することができる。六脚亜門に分類される節足動物は、代表的に
は昆虫綱に分類される節足動物が挙げられる。吸汁型の口器を有する、昆虫網に分類され
る節足動物としては、カメムシ目、アザミウマ目及びハエ目の節足動物を挙げることがで
きる。特にカメムシ目としては、セミ、ウンカ、アブラムシ及びカイガラムシを含むヨコ
バイ亜目と、カメムシ、サシガメ、グンバイムシ、トコジラミ、アメンボ、タガメ、コオ
イムシ、タイコウチ、ミズムシ及びマツモムシを含むカメムシ亜目を挙げることができる
。また、ハエ目に分類される節足動物において、吸汁型の口器を有するものとしてはカ亜
目を挙げることができる。
【００４２】
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本発明に係る給餌装置は、これらの中でも特にヨコバイ亜目に分類される動物、さらに
ヨコバイ亜目の中でも特に、ワタアブラムシ、エンドウヒゲナガアブラムシ、モモアカア
ブラムシ及びジャガイモヒゲナガアブラムシを含むアブラムシ科（Aphididea）に属する
動物に適用することが更に好ましい。ヨコバイ亜目に分類されるアブラムシ科以外の動物
としては、例えば、タデキジラミ科（Aphalaridae）、ヒメキジラミ科（Calophyidae）、
ネッタイキジラミ科（Carsidaridae）、ヒゲブトキジラミ科（Homotomidae）、ヒラズキ
ジラミ科（Lividae）、カワリミャクキジラミ科（Phacopteronidae）、ナシキジラミ及び
クワキジラミを含むキジラミ科（Psyllidae）、カイガラキジラミ科（Spondyliaspididae
）、トガリキジラミ科（Triozidae）、ミカンコナジラミ及びオンシツコナジラミを含む
コナジラミ科（Aleyrodidae）、カサアブラムシ科（Adelgidae）、ネアブラムシ科（Phyl
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loxeridae）、オオワラジカイガラムシ及びワタフキカイガラムシを含むワタフキカイガ
ラムシ科（Margarodidae）、ハカマカイガラムシ科（Ortheziidae）、Phenacoleachiidae
科、カタカイガラモドキ科（Aclerdidae）、Apiomorphidae科、フサカイガラムシ科（Ast
erolecaniidae）、カブラカイガラムシ科（Beesoniidae）、フジツボカイガラムシ科（Ce
rococcidae）、ルビーロウムシ、イボタロウムシ及びヒモワタカイガラムシを含むカタカ
イガラムシ科（Coccidae）、Conchaspididae科、Cryptococcidae科、コチニールカイガラ
ムシ科（Dactylopiidae）、ヤノネカイガラムシを含むマルカイガラムシ科（Diaspididae
）、フクロカイガラムシ科（Eriococcidae）、Halimococcidae科、タマカイガラムシ科（
Kermesidae）、ラックカイガラムシ科（Kerriidae）、ニセタマカイガラムシ科（Lecanod
iaspididae）、Phoenicococcidae科、コナカイガラムシ科（Pseudococcidae）、Putoidae
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科、Stictococcidae科、Tachardiidae科、Acanaloniidae科、コガシラウンカ科（Achilid
ae）、Achilixiidae科、ヒシウンカ科（Cixiidae）、ハネナガウンカ科（Derbidae）、ウ
ンカ科（Delphacidae）、ツマグロスケバ及びテングスケバを含むテングスケバ科（Dicty
opharidae）、ヒロズアシブトウンカ科（Eurybrachyidae）、アオバハゴロモを含むアオ
バハコロモ科（Flatidae）、ビワハゴロモ科（Fulgoridae）、Gengidae科、Hypochthonel
lidae科、マルウンカ及びキボシマルウンカを含むマルウンカ科（Issidae）、Kinnaridae
科、アシブトウンカ科（Lophopidae）、シマウンカ科（Meenoplidae）、ハゴロモモドキ
科（Nogodinidae）、ベッコウハゴロモ、スケバハゴロモを含むハゴロモ科（Ricaniidae
）、アリヅカウンカ科（Tettigometridae）、グンバイウンカ科（Tropiduchidae）、セミ
科（Cidadidae）、テチガルクタ科（Tettigarctidae）、アワフキムシ科（Aphrophoridae
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）、コガシラアワフキ科（Cercopidae）、Clastopteridae科、トゲアワフキ科（Machaero
tidae）、Aetalionidae科、Biturritiidae科、ツマグロオオヨコバイ、ミミズク及びツマ
グロヨコバイを含むヨコバイ科（Cicadellidae）、Melizoderidae科、ツノゼミ科（Membr
acidae）、Myerslopiidae科及びNicomiidae科を挙げることができる。
【００４３】
本発明に係る給餌装置を使用して、上述した吸汁型節足動物に対して経口投与する液体
としては、特に限定されず、如何なる組成の液体であってもよい。吸汁型節足動物に対し
て経口投与する液体としては、水道水、蒸留水、純水、超純水及びRO水等の水、有機溶剤
、水あるいは有機溶剤を溶媒とし、所定の物質を溶質とする溶液の何れであっても良い。
溶液としては、吸汁型節足動物の餌となる養分を含む溶液、吸汁型節足動物に対して影響
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する物質を含む溶液、吸汁型節足動物に対する影響を検査するための物質を含む溶液等を
挙げることができる。
【００４４】
本発明に係る給餌装置では、液体を経口摂取させる領域を任意の形状とすることができ
、且つ、多くの個体に対して液体を経口摂取させることができる。したがって、本発明に
係る給餌装置を使用することによって、生体外物質の経口投与による生物検定を効率化す
ることができる。換言すると、本発明に係る給餌装置は、生体外物質として新規な農薬の
開発や、RNAiの誘導分子を経口投与することによる遺伝子機能解析を効率的に行うことが
できる。
【００４５】
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ところで、上述した吸汁型節足動物の中には、動物の皮膚や植物の表皮に吸汁型口器を
刺入する際に、種々の物質（化合物、ウイルス、微生物を含む）を含む唾液を注入するも
のがある。また、上述した吸汁型節足動物の中には、動物の皮膚や植物の表皮に卵を埋め
込むものがある。吸汁型口器を刺入する際に本発明に係る給餌装置を使用することで、こ
のような吸汁型節足動物が分泌した唾液や卵を回収することができ、唾液に含まれる種々
の物質や卵を分析することができる。
【００４６】
具体的には、まず、本発明に係る給餌装置を用いて吸汁型節足動物に液体を経口摂取さ
せる。次に、例えば光学顕微鏡下でマイクロシリンジ等を用いて、吸汁型節足動物がその
口器を刺入した位置から液体を抜き出す。このように抜き出した液体には、吸汁型節足動
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物が唾液として分泌した種々の物質が含まれる。したがって、このように抜き出した液体
を使用して、吸汁型節足動物の唾液に含まれる種々の物質を分析することができる。
【００４７】
例えば、保水部材１としてメッシュを用いた場合（図３及び４参照）には、メッシュに
対応するように基材３上に形成された複数の凹部４から液体を回収することができる。す
なわち、図７に示すように、例えば光学顕微鏡下にメッシュ状の保水部材１及び薄膜フィ
ルム２上にいる吸汁型節足動物５を観察することができる。この状態で節足動物５が液体
を十分に経口摂取できる時間維持する。そして、十分な時間が経過したときに、節足動物
５が吸汁型口器を刺入した凹部４ａの内部から、図示しないマイクロシリンジ等にて液体
を吸引する。これによって、節足動物５が分泌した唾液を、凹部４ａ内部から吸引した液
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体内に回収することができる。また、節足動物５がいない凹部４ｂの内部から同様にして
回収した液体と、凹部４ａ内から回収した液体とを比較することで、節足動物５が分泌し
た唾液を分析することができる。なお、具体的に、目開きが3000〜5000μmのメッシュ構
造を有する保水部材１を使用することで、凹部４内から最大の外径が2.7mm（12G針）のニ
ードルを用いて液体を回収することができる。
【００４８】
以上のように、本発明に係る給餌装置を使用して唾液を回収する場合、吸汁型節足動物
が口器を刺入した位置から液体を回収すればよく、従来よりも希釈倍数が小さい唾液を採
集することができる。このため、本発明に係る給餌装置を使用して唾液を回収する場合に
は、唾液に含まれる各種成分に関する分析を効率化することができる。
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【００４９】
また、本発明に係る給餌装置を用いてダニ目の節足動物に対して液体を経口投与する場
合、例えば、図８に示すように、ダニ目の節足動物５の行動領域を区画する枠部材６を配
設しても良い。ダニ目の節足動物５は、水の上や十分に含水した保水材料の上を歩行する
ことができない。したがって、枠部材６としては、十分に含水した保水材料とすることが
できる。ここで、保水材料としては、上述した保水部材１と同様の材料で作製することが
できる。図８に示したように、枠部材６によって保水部材１を含む領域を区画することに
よって、節足動物５が行動できる範囲を限定することができ、節足動物５が逃げることを
防止することができる。
【００５０】
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なお、上述した例において、給餌装置は、保水部材１を１個有するものとし、当該保水
部材１の形状を略矩形としたが、保水部材１の個数や形状はこれに限定されるものではな
い。例えば、図９に示すように、本発明に係る給餌装置は、略円形の保水部材１を有して
もよく（図９（Ａ））、複数の保水部材１を有していてもよい（図９（Ｂ））。複数の保
水部材１を有する給餌装置では、複数の保水部材１に同じ液体を含浸させても良いし、そ
れぞれ異なる組成の液体を含浸させても良い。
【００５１】
本発明に係る給餌装置は、例えば、研究対象の節足動物５を飼育する施設（例えば実験
室）において使用することができるが、使用する態様はこれに限定されるものではない。
例えば、上述した給餌装置において、保水部材１に含浸させる液体を吸汁型節足動物に対
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する殺虫成分を含むものとし、上述した給餌装置を植物栽培における殺虫装置として使用
することができる。具体的には、図１０に示すように、栽培対象の植物１０の茎１１に上
述した給餌装置を巻回する。ここで図１に示した給餌装置を使用する場合、可撓性を有す
る例えば樹脂等の材料から基材３を形成し、あらゆる太さの茎に巻回できるようにするこ
とが好ましい。或いは、図２に示した給餌装置を使用する場合、薄膜フィルム２を茎１１
に巻回することができる。
【００５２】
図１０に示したように、殺虫成分を含む液体を保水部材１に含浸させることで、栽培対
象の植物１０に付着した吸汁型節足動物に対して当該液体を経口投与することができる。
その結果、栽培対象の植物１０に対する吸汁型節足動物の悪影響を抑えることができる。
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【００５３】
また、本発明に係る給餌装置は、図示しないが、光やフェロモン剤等を利用した吸汁型
節足動物の誘引装置と組み合わせて使用することができる。例えば、保水部材１に含浸さ
せる液体を吸汁型節足動物に対する殺虫成分とした本発明に係る給餌装置を誘引装置と組
み合わせて使用することができる。この場合、誘引装置により吸汁型節足動物を誘引し、
誘引した吸汁型節足動物を給餌装置により殺傷することができる。このように、本発明に
係る給餌装置は、図１０に示した栽培対象の植物に使用する系以外にも、あらゆる環境に
おいて吸汁型節足動物を誘殺することができる。
【００５４】
特に、本発明に係る給餌装置を植物栽培やその他環境における殺虫装置として使用する
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場合、殺虫成分は保水部材１に保持され外部に散逸することを防止できるため、長期間に
亘って殺虫効果を持続することができ、殺虫成分による周囲環境に対する影響を低減する
ことができる。
【００５５】
また、本発明に係る給餌装置は、吸汁型節足動物を農薬として使用する、いわゆる生物
農薬に使用することができる。一般に、吸汁型節足動物を農薬成分とする生物農薬は、当
該吸汁型節足動物の寿命に起因して使用可能な期間が短いといった問題がある。これは、
農薬成分である吸汁型節足動物に対する給水又は給餌ができないことが主要因である。仮
に、給水又は給餌のための液体を含浸させた保水部材を容器に入れておくと、カビが発生
してしまい使用できなくなる。
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【００５６】
本発明に係る給餌装置は、このような生物農薬における問題を解決して、生物農薬の使
用期限を比較的長期化することができる。すなわち、本発明に係る給餌装置を生物農薬に
使用する場合、吸汁型節足動物に対する給水又は給餌のための液体を保水部材１に含浸さ
せておく。そして、本発明に係る給餌装置を生物農薬の容器に格納することで、農薬成分
である吸汁型節足動物に対して当該容器内で給水又は給餌することができる。その結果、
容器内の吸汁型節足動物は寿命を延ばすことができ、比較的に長期間に亘って生物農薬と
して使用することができる。この場合、本発明に係る給餌装置としては図２に示すような
形態が好ましい。例えば、図２に示すような給餌装置は、有効成分としての吸汁型節足動
物とその他担体等とともにボトルに封入される。これにより、有効成分としての吸汁型節
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足動物の寿命を伸ばすことができ、長期間に亘って使用可能な生物農薬を提供することが
できる。
【００５７】
このとき、液体を含浸させた保水部材１は薄膜フィルム２によって覆われているため、
生物農薬の容器内におけるカビの発生を防止することができる。特に、薄膜フィルム２と
して防湿性の素材を使用した場合には、より長期間に亘ってカビの発生を防止することが
できる。
【００５８】
さらに、本発明に係る給餌装置は、例えばトコジラミ（カメムシ目トコジラミ科の昆虫
）等の人体に対する害虫を駆除する装置として使用することができる。なお、トコジラミ
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は、吸血性を有し、アレルギー反応により激しいかゆみを引き起こす害虫である。トコジ
ラミは、ベッドの裏や、絨毯の裏、畳の隙間といった人の住環境に隠れていることが知ら
れている。トコジラミについては、ピレスロイド系のフェノトリン（商品名スミスリン）
等が殺虫成分として有効であり、パラジクロロベンゼンなどの防虫剤を嫌うことが知られ
ている。
【００５９】
したがって、これら殺虫成分や防虫成分を含む液体を保水部材１に含浸させた給餌装置
を上述した住環境に配置することで、トコジラミを防除することができる。このとき、給
餌装置としては、例えば図１１に示すように、少なくとも一端部に粘着テープ等の取り付
け手段２０を配設することが好ましい。取り付け手段２０によって給餌装置をベッドの裏
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や、絨毯の裏、畳の隙間等に取り付けることができる。また、この場合、給餌装置には、
防除対象の害虫を誘引する物質を塗布するなどしても良い。
【００６０】
このとき、液体を含浸させた保水部材１は薄膜フィルム２によって覆われているため、
殺虫成分や防虫成分が外部に散逸することが防止できるため、長期間に亘って害虫防除効
果を持続することができ、殺虫成分や防虫成分による人体への影響を低減することができ
る。
【００６１】
さらにまた、本発明に係る給餌装置は、発生している吸汁型節足動物に対する有効な農
薬や殺虫剤を検査する簡易検査装置として使用することができる。例えば、図１２に示す
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ように、簡易検査装置３０は、複数のウェル３１ａ、３１ｂ及び３１ｃと、各ウェル３１
ａ、３１ｂ及び３１ｃに配設された給餌装置（図１２においては便宜的に保水部材１のみ
示している）とから構成されている。なお、簡易検査装置３０において、ウェルの数は特
に限定されず、検査したい農薬や殺虫剤の種類に応じて適宜変更することができる。簡易
検査装置３０は、市販の細胞培養プレートや、９６穴マイクロタイタープレート等を適宜
使用することができる。
【００６２】
簡易検査装置３０において、各ウェル３１ａ、３１ｂ及び３１ｃ内には、異なる農薬や
殺虫剤を含浸させた保水部材１を備える給餌装置をそれぞれ配設する。また、各ウェル３
１ａ、３１ｂ及び３１ｃ内には、同じ農薬や殺虫剤を異なる濃度で含浸させた保水部材１
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を備える給餌装置をそれぞれ配設してもよい。
【００６３】
以上のように構成された簡易検査装置３０を用いて発生している吸汁型節足動物に対す
る有効な農薬や殺虫剤を検査するには、１〜数匹の当該吸汁型節足動物をウェル３１ａ、
３１ｂ及び３１ｃ内の給餌装置に接触させる。そして、ウェル３１ａ、３１ｂ及び３１ｃ
内の吸汁型節足動物を観察することで、供試した農薬や殺虫剤の当該吸汁型節足動物に対
する有効性や至適濃度を判断することができる。
【実施例】
【００６４】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明の技術的範囲は以下の実施
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例に限定されるものではない。
【００６５】
〔実施例１〕
色素の経口投与試験：ナミハダニ
ハダニ類（節足動物門鋏角亜門クモガタ綱ダニ目ケダニ亜目ハダニ科）は農作物生産現
場における主要害虫グループの１つである。ハダニ類の中でもナミハダニは、1100種以上
の植物（内150種の重要農作物）に寄生する広食性害虫である。ナミハダニが抵抗性を示
す化学農薬の有効成分数は現時点で95種類が報告され、この数は昆虫も含めた害虫種の中
で最も多い。そのため、新規農薬の開発が最も求められている害虫種であり、農薬のよう
な生体外物質の効率的な経口投与法の開発は重要である。
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【００６６】
そこで、本実施例では、本発明に係る給餌装置を用いてナミハダニに対する液体の経口
投与効率を検討した。なお、直径35mmのポリスチレン製のペトリ皿では500頭程度のナミ
ハダニの飼育が可能である。本発明に係る給餌装置として、保水部材：ナイロン製メッシ
ュ（目開き：100μm）を使用し、これに青色素水溶液量0.1mLを滴下した後、パラフィン
製フィルム（商品名：パラフィルムM）を伸展した状態で被覆して作製した。この場合、
図１３に示すように、青色素水溶液量0.1mLでこのペトリ皿の底部（491mm2）をカバーす
ることができた（比表面積：4910mm2/mL）。
【００６７】
一方、従来の給餌装置としては、保水部材を配設しなかった以外は、本発明に係る給餌

10

装置と同様に作製した。従来の給餌装置の場合、同液量ではペトリ皿の底部の一部（171m
m2）しかカバーできなかったが（比表面積：1710mm2/mL）、ネッタイシマカ用の給餌シス
テム(Costa‑da‑Silva AL, Navarrete FR, Salvador FS, Karina‑Costa M, Ioshino RS, A
zevedo DS, Rocha DR, Romano CM, Capurro ML (2013) Glytube: a conical tube and pa
rafilm M‑based method as a simplified device to artificially blood‑feed the deng
ue vector mosquito, Aedes aegypti. PLoS One 8:e53816)における比表面積（327mm2/mL
）よりも大きかった。
【００６８】
この結果から、本発明に係る給餌装置では、比表面積はさらに大きく、従来よりも約3
倍、ネッタイシマカ用のそれよりも約15倍拡張することができた。
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【００６９】
また、本実施例では、それぞれの給餌装置を設置した各ペトリ皿内にナミハダニを放飼
し、24時間吸汁させた後、体色の変化から経口投与効果を調査した。その結果、体色が青
く変化した個体の割合は、本発明の給餌装置では99%（n=445）であった。これに対して、
従来の給餌装置では32%（n=284）であった。つまり、従来と比較して、本発明に係る給餌
装置では、経口投与効果は約3倍改善された。この効果は、図１３に示した展着面積との
相関があると考えられ、用量あたりの展着面積の大きい本発明の給餌装置を用いれば、ナ
ミハダニに対して液体をより効率的に経口投与できることが示唆された。
【００７０】
〔実施例２〕
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色素の経口投与試験：ミヤコカブリダニ
カブリダニ類（節足動物門鋏角亜門クモガタ綱ダニ目トゲダニ亜目カブリダニ科）は、
ナミハダニを含めたハダニ類に加え、ハダニ類と同様に主要害虫グループを構成するコナ
ジラミ類やアザミウマ類の主要天敵であり、これら害虫に対する生物農薬として農作物生
産現場での利用が増えつつある。
【００７１】
国内における生物農薬の出荷金額では、スワルスキーカブリダニ剤が最も大きく、チリ
カブリダニ剤やミヤコカブリダニ剤も上位にある。この内、ミヤコカブリダニは国内土着
の天敵生物であるため、生態系の撹乱の恐れが少なく、今後の利用拡大が期待されている
。ミヤコカブリダニ剤を含め、これら生物農薬に共通する問題として、使用期限が短いこ
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とや農薬に対する高い感受性がある。そのため、栄養状態等の改善に資する人工餌や感受
性の低い農薬の開発は重要である。
【００７２】
ミヤコカブリダニへの従来の給餌装置では、液状の人工餌を浸潤させた濾紙片をミヤコ
カブリダニとともに密閉容器内に投入し、その濾紙片から人工餌を吸汁させていた(Ogawa
Y, Osakabe M (2008) Development, long‑term survival, and the maintenance of fer
tility in Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) reared on an artificial
diet. Exp Appl Acarol 45:123‑136)。そこで本実施例では、この従来の給餌装置におけ
るミヤコカブリダニへの経口投与効果と、本発明に係る給餌装置おける同効果とを比較し
た。
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【００７３】
本実施例では、本発明に係る給餌装置として、保水部材：ナイロン製メッシュ（目開き
：500μm）を使用し、これに青色素水溶液15μLを滴下した後、パラフィン製フィルム（
商品名：パラフィルムM）を伸展した状態で被覆して作製した。また、従来の給餌装置と
して、濾紙片（100mm2）に同量の青色素水溶液を浸潤させたものを作製した。これらをそ
れぞれ直径35mmのポリスチレン製の容器内に各50頭のミヤコカブリダニとともに投入し、
容器の開口部を防水フィルムで密閉した。24時間後、青い体色に変化した個体を計数した
。
【００７４】
その結果、体色が青く変化した個体の割合は、本発明の給餌装置では50%（n=50）であ

10

ったのに対して、従来の給餌装置では2%（n=50）であった。本実施例では、本発明に係る
給餌装置を使用することによって、ミヤコカブリダニへの経口投与効率は、従来の給餌装
置と比較して25倍改善できることが示された。
【００７５】
なお、容器の密閉後、24時間経過したときの各給餌装置を観察した結果、従来の給餌装
置では、密閉した防水フィルムの内壁で結露していた。これに対して、本発明に係る給餌
装置では防水フィルムの内壁に結露は見られなかった。この結果から、本発明に係る給餌
装置では、保水部材に滴下した水溶液中の水が蒸発しておらず、長時間に亘って保水性が
維持できることを示している。
【００７６】

20

〔実施例３〕
本実施例では、吸汁型の口器を有する昆虫に対して色素の経口投与が可能であるか検討
した。具体的には、アブラムシ類の中でも広食性であるワタアブラムシ（節足動物門六脚
亜門昆虫綱カメムシ目ヨコバイ亜目アブラムシ科）を対象とした。実施例１で作製した本
発明に係る給餌装置を用いて、青色素水溶液の経口投与を試みた。その結果、図１４に示
すように、ワタアブラムシ胴部の消化管への着色を確認することができた。この結果から
、本発明に係る給餌装置は、吸汁型の口器を有する昆虫にも適用可能であることが示され
た。
【００７７】
〔実施例４〕
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本実施例では、本発明に係る給餌装置を使用することで、溶液だけでなく、球状粒子等
を分散質とする分散液を経口投与できるか検討した。本実施例ではナミハダニを使用した
。本実施例では、直径が50nmのポリスチレン製の蛍光球形粒子を水に分散した分散液を調
製した。本実施例では、保水部材：ナイロン製メッシュ（目開き：100μm）に分散液を滴
下した後、パラフィン製フィルム（商品名：パラフィルムM）を伸展した状態で被覆して
給餌装置を作製した。その結果、ナミハダニの消化管内から蛍光シグナルが観察された（
図１５）。本実施例より、本発明に係る給餌装置は、吸汁型節足動物に対して微粒子を経
口投与することも可能であることが判明した。
【００７８】
また、供試した個体の内、蛍光シグナルを示した個体の割合から微粒子の経口投与効果
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を調査した結果、70〜90%であることが分かった。
【００７９】
〔実施例５〕
本実施例では、本発明に係る給餌装置の保水部材の種類による色素の経口投与効率の制
御を検討した。本実施例では、ナミハダニを使用した。本実施例では、本発明に係る給餌
装置として、100mm2の保水部材：ナイロン製メッシュ（目開き：100μm）又は濾紙片（不
織布）を使用し、それぞれに青色素水溶液10μLを滴下した後、パラフィン製フィルム（
商品名：パラフィルムM）を伸展した状態で被覆して作製した。これら給餌装置にナミハ
ダニを接種し、48時間後、青い体色に変化した個体を計数した。
【００８０】
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その結果、体色が青く変化した個体の割合は、ナイロン製メッシュを保水部材として用
いた給餌装置では94%（n=51）であったのに対して、濾紙片を保水部材として用いた給餌
装置では18%（n=50）であった。本実施例により、本発明に係る給餌装置の保水部材の材
質によって、ナミハダニへの経口投与効率を制御できることが示された。
【００８１】
〔実施例６〕
本実施例では、本発明に係る給餌装置の保水部材の種類による殺虫成分の経口投与効率
の制御を検討した。本実施例では、ナミハダニを使用した。本実施例では、本発明に係る
給餌装置として、100mm2の保水部材：ナイロン製メッシュ（目開き：100μm）又は濾紙片
（不織布）を使用し、それぞれ殺虫成分として18ppmのアバメクチン（商品名：アグリメ
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ック）水溶液10μLを滴下した後、パラフィン製フィルム（商品名：パラフィルムM）を伸
展した状態で被覆して作製した。これら給餌装置にナミハダニを接種し、24時間後、死亡
した個体を計数した。
【００８２】
その結果、死亡した個体の割合は、ナイロン製メッシュを保水部材として用いた給餌装
置では100%（n=52）であったのに対して、濾紙片を保水部材として用いた給餌装置では0%
（n=40）であった。本実施例により、本発明に係る給餌装置の保水部材の種類によって、
ナミハダニへの殺虫成分の経口投与効率を制御できることが示された。
【００８３】
〔実施例７〕
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本実施例では、本発明に係る給餌装置を使用することで、RNAiの誘導分子である二本鎖
RNAの水溶液を経口投与できるか検討した。本実施例では、ナミハダニを使用した。本実
施例では、本発明に係る給餌装置として、100mm2の保水部材：ナイロン製メッシュ（目開
き：100μm）に、RNAiの誘導分子としてナミハダニの液胞型プロトンATPアーゼ遺伝子の
配列（600bp）を標的とする二本鎖RNA水溶液（二本鎖RNAのセンス鎖の塩基配列；配列番
号１、二本鎖RNA濃度0.01μg/μL又は0.1μg/μL）10μLを滴下した後、パラフィン製フ
ィルム（商品名：パラフィルムM）を伸展した状態で被覆して作製した。陰性対照として
、ナミハダニの遺伝子間配列（382bp、非特許文献２２）を標的とする二本鎖RNA水溶液（
二本鎖RNAのセンス鎖の塩基配列；配列番号２、二本鎖RNA濃度0.01μg/μL又は0.1μg/μ
L）を用いた。これら給餌装置にナミハダニを接種し、6日間、死亡した個体と産下された
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卵を計数した。
【００８４】
結果を図１６に示す。図１６に示すように、二本鎖RNAの濃度が0.01μg/μL及び0.1μg
/μLいずれの場合も、液胞型プロトンATPアーゼ遺伝子の配列を標的とする二本鎖RNA水溶
液を経口摂取して死亡した個体の割合は、陰性対照の二本鎖RNA水溶液を経口摂取して死
亡した個体の割合よりも有意に高かった（n=71〜97）。さらに、濃度が0.01μg/μL又は0
.1μg/μLいずれの場合も、液胞型プロトンATPアーゼ遺伝子の配列を標的とする二本鎖RN
A水溶液を経口摂取した個体の6日間の産卵数は、陰性対照の二本鎖RNA水溶液を経口摂取
して死亡した個体の割合よりも有意に低かった（n=71〜97）。さらにまた、液胞型プロト
ンATPアーゼ遺伝子の配列を標的とする二本鎖RNA水溶液を経口摂取した個体の割合では、

40

液胞型プロトンATPアーゼ遺伝子のRNAiによって生じる表現型である中腸内腔で黒化した
細胞の蓄積（非特許文献２２参照）が観察された。本実施例により、本発明に係る給餌装
置によって、RNAiの誘導分子である二本鎖RNA水溶液をナミハダニに経口投与できること
が示された。
【００８５】
〔実施例８〕
本実施例では、本発明に係る給餌装置を使用することで、殺虫成分の接触毒性ではなく
経口毒性のみを評価できるか検討した。本実施例では、ナミハダニを使用した。本実施例
では、本発明に係る給餌装置として、100mm2の保水部材：ナイロン製メッシュ（目開き：
100μm）に、殺虫成分として4段階の濃度（0.018ppm、0.18ppm、1.8ppm、18ppm）のアバ
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メクチン（商品名：アグリメック）水溶液10μLを滴下した後、パラフィン製フィルム（
商品名：パラフィルムM）を伸展した状態で被覆して作製した。陰性対照には水を用いた
。この給餌装置にナミハダニを接種し、24時間後、死亡した個体を計数した。
【００８６】
また、接触毒性のみを評価するために、同濃度に調整したアバメクチン水溶液0.5mLを
ポリプロピレン製のチューブ（1.5mL）の内壁に塗布し、風乾後、ナミハダニをチューブ
内に封入し、24時間後、死亡した個体を計数した。また、経口毒性と接触毒性の双方を評
価するために、同濃度に調整したアバメクチン水溶液8μLを餌植物であるインゲンマメの
葉片（φ10mm）の向軸面に塗布し、風乾後、ナミハダニを接種し、24時間後、死亡した個
10

体を計数した。
【００８７】
本発明に係る給餌装置を使用したときの試験結果を図１７に示し、チューブを用いたと
きの試験結果を図１８に示し、葉片を用いたときの試験結果を図１９に示した。図１７に
示すように、本発明に係る給餌装置におけるナミハダニに対するアバメクチンのLC50（半
数致死濃度）は0.427ppmであった（n=30）。また、図１８に示すように、アバメクチンを
内壁に塗布したポリプロピレン製チューブ内のナミハダニに対するLC50は0.840ppmであっ
た（n=30〜40）。また、図１９に示すように、アバメクチンを向軸面に塗布したインゲン
マメの葉片上のナミハダニに対するLC50は0.291ppmであった（n=50）。すなわちLC50の値
は、接触毒性（LC50=0.840 ppm）＜経口毒性（LC50=0.427 ppm）＜接触毒性＋経口毒性（
LC50=0.291 ppm）となった。本実施例より、本発明に係る給餌装置によって、ナミハダニ
に対する殺虫成分の経口毒性のみを評価できることが示された。
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