
ニカ メイチュウ被害茎密度 の推定 につ いて1

河 野 達 郎 ・杉 野 多 万 司

京都大学農学部昆 虫学研究室 ・静岡県農業 試験場

は じ め に

圃場 におけ る害虫の個体数 や被 害量を推定 す るばあい

で も他の推定 と同様 に推定精度 は もちろん,労 力,費 用

な どが問題 となる。 ニカメ イチ ュウ被害量の推 定におい

て も例外ではな い。被害量の1指 標 として被 害茎密度が

よ く用い られ るが,抽 出単位-た とえば 株-ご とに

1本1本 の茎 について被害の有無 をし らべ てい くことは

労多 くまことにわず らわ しい。 また このよ うな離散量を

取 り扱 ったば あいの通例 として変動係数が意外 に大 きい

ため,要 求す る精度で推定す るにはあま りに も多 くの抽

出標本 を必要 とす る ことがまれでない。

ここに述べ よ うとす る被 害茎 密度推定 についての一 試

案は,い ま述べ たよ うな課題 にい ささかの解答 を与え る

もの と考 え られ,あ えて筆 を とった次第 である。 と くに

実用的立場か ら大 方の御批判 を請いたい。

なお,内 田教授か らは多 くの有 益な御教示をいただい

たので ここに厚 く御礼申上げたい。

被 害 茎 密 度 と被 害 株 率 の関 係

圃場 をある抽 出単位-た とえば株-で 細 分 し標本

を抽 いて被害の有無 をし らべ る と被害(株)率 が推定で

きるが,そ の率は被 害程度(被 害茎密度)が 増すに した

がい大 となる ことはい うまで もない。しか し両者はほ と

ん どのば あい直線的関係 を示さない。第1図 は著者 らが

第2化 期ニカメ イチ ュウについて西 日本 の各 地(主 とし

て大 阪,滋 賀,静 岡,香 川な ど)で の調査 資料を もとと

して,そ れ ぞれの水田におけ る株あた り被害茎密度 と被

害株率を求めてプ ロッ トした ものである。

これ らの調査 圃場 にはご く被 害軽微の ものか ら,い わ

ゆ る大発生 とされた地域の圃場まで含まれてい る。調査

株数は圃場 によ って区々であ り,約500～3000株 にわた

っている。 また調査 の年,月,稲 品種,栽 培条 件な ど も

一様 でな くまちまちであ る
。一方メ イチ ュウのがわか ら

第1図 西 日本各地 の水田におけ る株あた り

被害茎密度 と被害株率の関係

いえば,卵 塊か ら分散して間 もない頃の ものか ら終令幼

虫で 占め られ る刈取期 の調査 資料まで含んでい る。 この

よ うに複雑 多岐な条 件下で も図のよ うに比 較的平滑な曲

線関 係が認 め られ る ことは興味が あ る。しか し この よ う

な関係 は,株 を単位 とした被 害茎数 の分 布を考える と当

然予想 され る ところであろ う。かつて これ と同 じよ うな

関係 はASHBY (1935), BLACKMANN (1935)な どの北 欧

Upsara大 学 を中心す る植物群 落学派の人た ちに よ って

密度-頻 度率曲線 として とりあげ られた。しかし彼 ら

は この関係か ら密度 を推定す る ことは困難であ るとし,

その後は分 布の均質 性を判別す るための関係 として とり

あつ か って きたい きさつがあ る。最近 で もWADLEY (19

54)な どによ って このよ うな方法(Zero methodと も

呼ばれ ている)の 限界 が指 摘されている。しか しこれ ら

の人 た ちの理論模 型がrandom distribution(た とえば

Poisson distribution)を1歩 も出ていない ことは注意

され てよい。

い ま圃場 内での被 害茎 の分 布が被害茎密度 の如河 にか
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かわ らず機会分布(Poisson分 布)す るとおけば,被 害

茎 密度(λ)と 被害株率(P)の 間には

P=1-e-λ (1)

の関係が期待 され る。 しか し実際 の分 布がPoisson分 布

の系列に適合す る ことは-動 物,植 物を とわず-き

わめてまれ である。従 来の分 布資料の例 か らみて,も っ

とも普 へん的 にあてはまる と考 え られ る分 布模型 として

は 負あるいは正 の二項分布が あげ られ るが,そ れ以外の

ば あいで もNeyman型 伝播分布 とかThomasの 示し

たdouble poisson系 列(ARCHBALD, 1948)と い ったよ う

なPoisson分 布を拡 張して導 きうる分布(generalized 

Poisson distribution)に 適合 させ うるばあいが多い よ

うであ る。 この よ うな分布に おいて も λとPの 間 には

一律 に

P=1-e-aλ (2)

の関係 が成 立す る。 ここにaは 抽 出単位 の大 いさを固定

すれ ば,分 布のrandomnessに よ って定 まる 恒数 であ

って,集 中的な分布(た とえば負二項分布)で はa<1,

よ り均等な分布(た とえば正二項分布)で はa>1の 値

を とり,Poissonで はa=1と な り(1)式に帰せ られ る。

したが って この値は一般に用い られ る分散指数(あ るい

は離 隔係 数な ど)と は逆比例的関係にあ る。

ところで,ニ カメ イチ ュウのばあい,株 あた りの被害茎

の分 布が負の二項分布によ く適合す ることは広瀬(1951)

によ って指摘 されたが,そ の分布の示すrandomnessか

らのはなれ(分 散 指数)は 条件によ って一様ではない。

著者 らの経験 あ るいは他 の分布の例(吉 田,1954;巌,

1956)に よれ ば と くに密度条 件によ ってあ る変動がみ ら

れ ることが 多い。そ こで このよ うな分布型 の変化 を考慮

して次 の関係 を想定 してみ た。

P=1-e-aλb (3)

ここに新 しい恒数bは 分 布のrandomnessが 密度に依 存

す る程度 をあ らわす もので,b<1な ら密度 の増す とと

もに分布は集 中化 の方向へ,b>1な ら 均等化 の方向へ

変化す るば あいで あ って,b=1な ら密度 に よ って分布

のrandomnessに 変 りがな いば あい,す な わち(2)式と

なる。

さて上述の式は実際の分布資料 にどの程度の適合を示

す だろ うか。第1図 に示 した資料についてPと λの関

係を しらべてみ ると,(1)お よび(2)式は良い適合 を示 さな

か ったが,(3)式 はは るかに よい適合を示 した。(3)式によ

ってPと λの関係 を直接吟味す ることは困難だか ら

m=aλb (4)

とお き(1-P)をmに 変換す ることに よって適 合性を

しらべ よ う,こ の変換は既存 の数表(北 川,1951)を 使

えばで きるが,便 宜をお もってPか ら直接mが 読み と

第1表 被 害 株 率(P)か ら株 あ た り被 害 茎 密 度(λ)を 求 め る表

P=1-e-0.487λ0.937

P=1-e-m m=aλb
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第2図 ニ カ メ イ チ ュ ウ第2化 期 の被 害 茎 率(λ)

と被 害 株 率(P)の 関 係 に 対 す る(3)式 の

適 用 と直 線 性 の 吟 味

(logm=-0.31+0.937logλ)

れ るよ うに計算 したので参考までにかかげて お く。(第

1表)

もし上述の関係が適合す るとすれば,logmとlogλ

の間 に直線関係が成 立す るはずであ る。第1図 について,

無被害株率(1-P)をmに 変換し,被 害茎密度(λ)と

の関係 をしらべ ると第2図 の如 くlogmとlogλ のあ

いだ には極 めて よい直線関係が成立 し,直 線性検定 の結

果は危険率1%を 越 えなか った。(3)式の恒数 を求 め ると

P=1-e-0.487λ0.937 (5)

とな る。 ここに恒数a, bの とる値 を検討 してみ る と,

a<1で あ り,こ の関係 を基礎 として逆にaか ら分散指

数を推定 す ると約3.7が 得 られ,実 際の分布に おけ るそ

れ とよ く似た値を示す。一方b<1で あ って,密 度の増

すにつれてわずかなが ら集中的傾向が高ま ることが期待

され るが,こ の こと も実際の分布にみ られ る傾向 とよ く

一致 す る。なお この資料は第2化 期の被害にかんす る も

のであ るが,第1化 期の資料で もその観測値は第2図 の

回帰線をほぼ満足す ることを附言 してお く。

被 害 株 率 に よ る被 害 茎 密 度 の推 定

被害茎の密度を直接 しらべ ることは労力的 に もかな り

困難であ るが,株 ぐらいを単位 として被害の有無だけ し

らべ てその結果か ら望 ましい精度で 密度が推定 で きると

す れば作 業能率 もか な りよ くな るだろ う。前項で導いた

被 害株率(P)と 被 害茎 密度(λ)の 関係か らλを推定す

ることを考えてみよ う。(5)式が一応信 頼で きるもの とす

れば,観 測値Pをmに 変換し,

logλ=1/0.937(logm+0.31) (6)

を計算す れば λが求め られ る。著者 らは これを計算して

Pの 値か ら直接 λをよみ とれ る表 を作 ってみた。(第1表)

さて,こ の ようにして求めた λは どれほ ど信 頼がおけ

る値であろ うか。第2図 を一見 して もわか るよ うに,観

測値の多 くは(5)式か ら期待 され る回帰線上にはの ってい

ないで,と きにはかな りのはずれがみ られ る。この ような

誤 差は 当然 として も,そ の程度が問題であ る。いま この

バ ラツキの理由を考 えてみ ると,そ れは次の二つの問題

に要 約 され る。1)はPの 推定精度の問題であ り,2)

は推定 の基礎 とな った(5)式の信頼性の問題であ る。前者

は母集団の型の想定,標 本抽 出な どの問題に帰せ られ よ

う。Pの 母集団分布を考 えるとそれはあ きらかに二項分

布 とおけ る。 したが ってrandom sampleか らえた観

測値Pの 信 頼度 は容易 に求 め られ る。 ただ ここに用い

た資料は通常のrandom samplingに したが って得 ら

れた ものでな く,そ のほ とん どがあ る任意の連続な区域

をえ らんでその中に含まれ る株のすべてについて調査 し

た結果 であ って,こ の資料についてPの 信 頼度を実際

に吟味す ることがで きないのは残念であ る。したが って

標本 の大 い さ(調 査 株数)を どの程 度にした らよいか も

吟味で きなか った。

つ ぎの2)の 問題 では,ま ず(5)式を導 くに用いた各観

測点の もつ条 件の異質性(た とえば,調 査 時期,場 所,

稲 の品種,栽 培条 件な ど)が もっとも問題 とな る。 ここ

で は雑 多な条 件下 の観 測値 を一緒 にして とりあつか った

が,も っと条件 をそ ろえて,い わゆ る等質化(あ るいは

層別化)し た らもっとバラツキの少ない結果が え られ る

か もしれない。 と くに,調 査単位 とな った株の大い さ(平

均分けつ数)と い う条 件は無視で きない。枠(quadrat)

の大 きさは密度に関係す るか らであ る。 とはい え,頻 度

率(P)と 密度(λ)の 間にみ られ る関係は きわめて普へ

ん的な ものであ るか ら,第2図 にみ られ るバ ラツキ も案

外 このよ うな理 由に もとず く部分は少な く,主 と して

1)の 理 由によ るのではなかろ うか。

つ ぎに(5)式に よる推定の効率を考 えてみ よ う。第1表

でPと λの関係 を一見すれ ばわか るよ うに,Pの 小 さい

(被害軽度)と ころではPの 増加 す る割 に λは大 き くな

らないが,Pが 大 きい ところでは この関 係が ま った く逆

にな る。 この こ とはPに よる λの推定 は被 害程度の 低

い ときほ ど効率が よ く,ま たしたが ってよ りよい精度が

保証 され ることを意味す る。以 上この推定 方式 について

主 として精度の点か ら2, 3考 察 したが,あ くまで試案
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で あ りこれが どの程度の利用 に耐 え うるか はむしろ適 用

を とおして結論を えたい。 したが って推定誤差の具体的

な統計処理な どについては ここでは ふれない ことに す

る。

お わ り に

ここで述べ た ような方法の実用的価 値はたんに推定の

精度 とか効 率によ って きま る ものではない。むしろ これ

ら簡便法 の 目的 とす る労 費の節減 に どれだけ効果 的であ

るかによ って支 配 され ることが少な くない。 ここで被害

茎 数を直接 推定す るばあいを考えてみ よ う。作業面での

非 能率性は別 として も二,三 の難点があ る。その一つ と

して,被 害 茎の分布を考えてみ るとそれはかな り集 中度

の高 い負二項分布で あ って,枠 をかな り大 き くして もこ

れ を正規母集 団 とお くことは困難であ る。したが って母

数 の推定,検 定 な どのと きには良心 的には正規化のため

の変数変換 とい うわず らわしい過程 をえなければな らな

い。つ ぎに問題 とな ることは,は じめに もち ょっとふれ

た よ うに被害茎数の よ うな離散量の通性 として変動係数

(C.V.)が あま りに も大 きい とい うこ とである。 まして

集中的な分布が認 められ るニカメイチュ ウのば あいはさ

らに大 きい値を とるか ら,推 定精度 を保つ ためには意 外

第3図 各圃場 の被害茎 密度 とその変 動係数

に多 くの標本 を必要 とす ることにな る。第3図 は第1図

の資料について株 あた りの被害茎数の分布か らその変動

係 数を もとめた ものであ る。

図の よ うに変動係数は密度 によ って も変 る。被害茎密

度(λ)が3と いえば被害株率に して約75%ほ どの とき

で あ るが,変 動係数 が1以 下に落 ちつ くのは この密度以

上の ときであ って,λ<1で は もはや問題に な らぬほ ど

大 きい変動係数 をしめす 。したが って,こ のよ うな低 密

度 の圃場 の λを直接推定す るば あいにはずいぶん多 くの

標本 を抽 かねばな らないだろ う。(推 定 精度をよ くしよ

うとして相 つづ く幾株 かを加 えて抽出枠の大 い さを大 き

くす るこころみ-た とえば坪を単位 とす る-が よ く

行われ るが,ニ カメ イチ ュウは一種 の群 分布colonial 

distributionを す るか らそれほ ど効果 がない)(河 野,

1953)。 この よ うに考 えて くると,被 害茎密度の低い圃

場では むしろ被害株率 によ る推定が有効 のよ うに思われ

る。 どの よ うな方法 も要は その得失 を理解 しその利点 を

生かす よ うにすれば生 きて くる。著者 らは この方法の利

点 として,集 中分布がみ られ る昆虫のばあいで,し か も

低密度域におけ る推定に適 し,労 費節減に も有効であ る

ことをあげたい。しかし この よ うな方法が真に利用 しう

る ものか ど うかは,や は り多 くの実践を とおして批判 さ

れねばな らない。その意味か ら,こ の方法に興味を もた

れ る人 た ちに,も っと安定 した条 件の もとでえた資料か

ら(5)式を吟味 していただ くことを願 ってお く。また,こ

こではニカ メイチ ュウのばあいのみについて述べたが,

他 の害虫において も同様な方法の適 用の可能性が十分考

え られ ることをつ け くわえてお きたい。
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Summary

On the Estimation of the Density of Rice Stems 

Infested by the Rice Stem Borer

By Tatsuro KONO and Tamaji SUGINO

Entomological Laboratory, Kyoto University, Kyoto and 

Sizuoka Agricultural Experimental Station, Sizuoka

In the present paper, the data on the frequency 

distribution of infested stems per rice hill caused 

by the rice stem borer, Chilo suppressalis, were 

used. These data were collected from 41 different 

rice fields in Western Japan over several years. 

From these data the relation between the mean 

number of infested stems per rice hill and the 

proportion of infested units is obtained as shown 

in Fig. 1, abscissa showing density of infested stems 

(ƒÉ) and ordinate percentages of infested units (P). 

This relation opens the way to estimate ƒÉ by P.

If the frequency distribution of infested stems 

per unit is fully random, the proportion of infested 

units (P) is to be expected as follow,

P=1-e-ƒÉ,

where ƒÉ is the mean number of infested stems per 

unit. In practice, P is usually shown somewhat 

underestimated, because of the departure from 

random distribution. The "negative binomial" 

often gives a good fit to the actual distribution of 

infested stems per unit. Thus, the above equation 

will be changed as follow,

P=1-e-aƒÉb,

where a and b are constant. Putting m=aƒÉb, P 

can be transformed in to m, by using Table 1. 

Fitness of this equation can be examined by a 

lineality between log ƒÉ and log m. The empirical 

data well agree with this equation. (Fig. 2) By 

estimating the paramaters, a and b, the following 

formula was obtained.

P=1-e-0.487ƒÉ0.937

Table 1 gives calculated values of ƒÉ to different 

percentages of P.

This method is intended to save work, because 

it is far easier to count the number of infested 

hills than to count infested stems per hill. Some 

factors affecting this method are discussed.


