
高 田地 方 にお け る イネ カ ラ バエ夏 世 代幼 虫 の 生育 生 態

I. 被害発現および幼虫生存率の概要1

岩 田 俊 一

農林省北陸農業試験場

は じ め に

イネカラバエに対す る稲 の抵抗性 の品種間差異につい

てはすで に多数の報告が ある。そ して抵抗性の強 い品種

において はそれは外的要 因の影響 を受 けるこ とが非常 に

少ない とされてい る(湯 浅,1952)。 したが って夏世代 虫

の生育生態は品種間で非常な相違があ るこ とにな り,抵

抗性の強い品種ではその抵抗性が 最大の環境抵抗 となる

場合 もあろ う。

また,3化 地帯に おけ るイネカラバエは第1化 期には

稲 苗に産卵を して寄主稲の幼穂形成期前に蛹化 し,第2

化期には最高分蘖期頃か ら幼穂形成期 を中心 とした時期

に産卵 をして幼 穂を食い,寄 主稲の 出穂後に蛹化す る。

したが って第1化 期 と第2化 期 とでは物理的環境のみ な

らず,寄 主植物 も環境 として 異 った価値 を持つわ けで あ

る。

以上の よ うな観点か ら,イ ネカラバエの発生変動 を解

析す る上には夏世代虫の生育生態 を明 らかにす ることが

重要 であ ると考 えられ るが,今 まで産卵や被害 について

は 生態学的場面か ら 種々の 研究はな されて い るとはい

え,幼 虫の生育生態に関す る研究は少ない よ うであ る。

筆者 は前年 出穂 期および抵抗 性の異な る10品 種を併 用

して生 育生 態の概要 を知 るための予備試験を行い,そ の

概要 はすでに 報 告したが(岩 田 ・岸野,1957),さ らに

1年 同様 の試験 を行 った。得 られた結果は前年 とほぼ同

様 であ るが,今 回は主 として第1化 期 と第2化 期 を比較

しなが ら記述す ることにす る。

本 文に入 るに先だ ち,筆 者の イネカラバエの生態に関

す る研究 に際 して常 に御指導 と激励を惜 しまれない 田村

市太郎 博士に深謝の意を表す る。

試 験 お よび 調 査 方 法

用 いた品種は第1表 に示す10品 種であ るが,そ の中

農林43号 と農林8号 を除 く8品 種 は前年 と同一であ る。

第1表 供 試品種 とその熟期 および抵抗性

第1化 期 供試稲は5月16日 に トタ ン製の鉢(23cm

×45cm)に1品 種ずつ 播 種 した。6月3日 に これ らの

苗の上に寒冷紗網 をかぶせてその 中に多数の イネカラバ

エ成虫 を放 し,6日 午前まで産卵 させ た。 ただし農林8

号は産卵数が少なか ったので さ らに成 虫を放 して8日 午

前まで産卵を行わせた。6月17, 18日 に これ らの 苗の 中

か ら産卵株だけを各品種30株 ずつ本 田に移植 した。 こ

の時期には幼 虫は大体食入を終 った と考 えられ,早 い も

のでは1枚 目の傷葉がすでに 出現 していた。肥料は反 当

硫 安7貫,過 燐 酸石灰7貫,塩 化加里3貫 を全量基肥 と

した。7月13日 よ り逐次株を抜 き取 って 被害 出現の 有

無,各 被 害葉の被害様式,在 虫状況を記録 した。ただ し

シ ロガネは調査株の生存率が異常に低か ったので,予 備

の株を さらに30株 抜取 って調査 した。

第2化 期 4月30日 に播種 した苗を坪60株(8寸 ×

7.5寸)の1株2本 立 として6月2日 に各 品種2.5坪 ず

つ移植 した。肥 料は反当硫安7貫,過 燐 酸石灰7貫,塩 化

加里3貫 を全量基肥 としたが,農 林36号,農 林8号,農

林13号 は7月 末に硫安を適 量追肥 した。7月30日 に各

品種7～8株 について イネカ ラバエによ って産卵 されて

い る茎に標識 を付けた。 この時期 は約9割 の産卵が 終 っ

た時期であ った。 これ らの産卵標識茎 は出穂後の適 当な

時期に株 を刈 り取 って被 害出現状 況および在虫状 況を調

査 した。
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第1図 第1化 期の被害茎 にお ける傷葉数

黒柱:生 存虫のいた茎数,斜 線柱:大 並列食痕 は出現 したが生

存虫のいなか った茎数,白 柱:被 害は出現 したが大並列 食痕が

出現 す るまでに幼 虫の死亡 した茎数。

調 査 結 果 お よび 考 察

出現 した傷葉 につ いて 第1化 期に幼 虫が蛹 化で きた

被害茎の もつ傷葉数は ほ とん ど3～6枚 で あ った。そし

て 最後の1～2枚 には2列 あるいは3列 に並んだ長 さ約

1cmの 大 きな裂 開状の 孔が 数 個 も存 在した。 この よ う

な 食痕は3化 地帯の第1化 期幼 虫末 期に特徴 的に出現す

る もので あるが,3枚 の食葉で蛹 化した被害茎 は3枚 目,

4枚 の食葉 で蛹 化した茎で は上の1～2枚 に このよ うな

食痕が生 ずるので,大 体3令 虫による食痕 とみてさしつ

か えない と思われ る。本報で は この食痕 は特に大 並列食

痕 と呼 ぶこ とにす る。

さて,第1化 期におけ る被 害茎 を最終調査 時に生 存虫

(大部分蛹化後)の 発見 された もの,生 虫はいなか った

が大並列食痕を出現 させた もの(他 茎へ移動 して蛹化 し

た場合は前者へ入れ る),お よび大並列食痕 を出現 させな

いで幼虫が死亡 した茎に分類 し,各 品種についてそれ ら

の傷葉数別頻度分布 を描けば第1図 の よ うにな る。

第1図 によれば,農 林36号,農 林8号,お よびシ ロ

ガネの 弱品種では 被害茎 のほ とん どすべて に大並列食

痕が 出現 してい るか ら,少 な くとも1～2令 の若令幼虫

期におけ る死亡は非常にまれであ ることが想像 され る。

しか るに 図の下段にあ る 抵抗性の 強い品種では 大並列

食痕 を 出現 させ るまで に幼虫の死亡す る 場合が 非常に

多 く,し か も傷葉は2枚 しか 出現 しない ものが各強品種

と も最 も多いので,こ れ らの 品種

では初期の若令幼 虫期 における死

亡が非常に多い こ とにな り,湯 浅

(1952),湖 山(1954),YUSHIMA

ほか(1957),岡 本(1958)ら のい

う所 と一致す る。 しか し弱 品種 と

違 って4～5枚 の傷葉が 出現 しな

が ら,大 並列食痕が現 われな いで

終 る もの もある。 これ は長 い間生

存 していなが ら大 き くな らない幼

虫の ある らしいこ とを想像 させる

が,農 林43号 はシロガネや農林

36号 か らの成 虫が半数 以上羽 化 し

た7月17日 に調査 したのに,大 並

列食痕を持たない被害茎か ら弱々

しい3令 幼 虫 が2頭 発見 され た

が,こ れ も上記の証拠 となろ う。

第2化 期においては最初に被害

の 出現す る葉位は寄主 イネの出穂

期に よって相違 し,し たが って被害茎の持つ傷葉数 もそ

れに左右 され る。すなわ ち傷穂を抽 出させた被害茎につ

いては,早 生では0～1枚,中 生では1～3枚,極 晩生

では2～4枚 の傷葉 が出現 したが,3～4枚 の被 害葉 を持

つ茎で も葉の食痕は小 さ く,大 並列食痕 は現 われ ない。

抵抗性の強い北陸62号 お よび農林13号 では被害葉数

1～2枚 で それ 以上が健全で ある場合が ほ とん ど大部分で

あ ったので,こ れ らの品種では幼虫は第1化 期よ り早 く

死亡す るよ うであ る。

第1, 2化 期における被害茎 出現率 と生存率の比較

第1化 期および第2化 期におけ る産 卵茎 のみについての

被 害の出現な らびに生存 率は第2表 の とお りであ る。第

2表 によ って被 害の出現率をみ ると,第1化 期において

は各品種 とも被害の出現率は非常に高 く品種間に差はみ

られ ない。 また 第2化 期は 全体 として 第1化 期よ り低

い。その平均では第1化 期が87%で あ るのに,第2化

期は35%と 前者の半分以下であ る。 このよ うに第2化

期において被 害の出現率が低いのは食入せずに死亡す る

個 体が 多いのか,食 入はす るが被害を現わすまでに死亡

す るのか,そ の間の事情は不明であ る。 この被害の出現

率の相違に影響 されて生存率で も第2化 期は第1化 期よ

り全般的に低 くな ってい る。 したが って全体 として第2

化期は第1化 期よ り卵～幼 虫期間の環境 抵抗 は大 きい こ

とが 想像 され るが,こ れは 前報で も記 した ところで あ

る。
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第2表 第1, 2化 期 にお ける被害の 出現お よび生存率

第1化 期 に調査 した産卵茎数 は各品種30株(シ ロガネは60株)

第1化 期における大並列食痕茎率 と生存率 第2表 に

よれば第1化 期においては被害の 出現率は 品種間で大 差

がなか ったのに,大 並列食痕茎数には著 しい差が ある。

しか るに この大並列食 痕茎の 出現率 と生存率 との関係 を

図示すれば第2図 の とお りにな り,各 品種の位置は大 体

直線 上に くる。すなわち3令 後期以後の死亡率 は各 品種

間で大差の ないこ とが わか る。

第2図 第1化 期10品 種 におけ る大 並列

食痕茎発現率 と幼 虫生 存率 の関係

図中の数字 は各品種 の品種番 号

以上の こ とか ら品種 間の生 存率の差は1～2令 の若令

期の間 に決定 され,し か もこの差はすでに前期に引用 し

たよ うに品種の抵抗性 による死 亡率の差に負 う所が大 き

い と考 え られ る。が,大 並列食痕 を作 るまでに生 育を遂

げた幼虫のその後の死亡 は品種の抵抗性 に左 右 され る所

は少な く,む しろ各 品種 一様 に作 用す る要 因によ って死

亡す る もの と考 えて よかろ う。

したが って3化 地帯 における品種の抵抗性 を圃場で検

定す る場合には,こ の大 並列食痕茎 率で行 うことも可能

であ り,後 記の よ うに第2化 期においては 出穂 期によ っ

第3図 第2化 期10品 種 における傷穂 出

現率 と幼虫生存率の関係

図中の数字は各品種の品種番号

て被害 出現特 に傷穂 出現が左 右 され るために,傷 穂 で検

定す るよ りよい と考 えられ る。

第2化 期におけ る傷穂 出現率 と生存 率 次に第2化 期

の 最終被 害で ある傷穂の 出現 率 と生 存率 との関係 を図示

す ると第3図 の とお りにな る。 これに よれ ば第1化 期の

大並列食痕茎率 と生存率 との間に見 られた よ うな密接な

関係 はな く,傷 穂 出現 率に対す る生存率の比率は中～晩

生 品種で 高 く,早 生 品種で は 低い傾 向が ある。す なわち

農林1号 では蛹の存在 しな い傷穂が多か ったの に農林36

号以後の晩生 品種で は傷穂茎のすべて に蛹が存在 してい

た。 この点 も前年の予備試験の結果 と同傾向であ る。

出穂期 と傷穂 出現率 第2表 によれ ば第1化 期におい

ては弱品種の被害茎の大部分に大並列食痕が現われ,幼

虫は末期 まで生存 していたのに,第2化 期においては 出

穂期の遅い農林36号 や農林8号 の被 害茎 の約4割 では
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幼 虫は 幼穂 を 摂食す るまで に 死亡 してい ることが わか

る。 ところが 早生品種では 止葉か ら 被害の 始 まる もの

や,傷 葉が 出ないで直接傷穂 とな る ものが多いので,上

記晩生 品種のよ うに被 害茎 で幼穂を摂 食す るまでの死亡

は少ない と考 え られ る。

第2表 か ら,第1化 期の被害 出現茎の うち大 並列食痕

を 出現 した茎の割合 と,第2化 期の被害 出現茎の うち傷

穂 とな った茎の割合 との比率,す なわ ち

(傷穂出現茎数/
第2化 期被害出現茎数)/

(大並列食痕茎数/
第1化 期被害出現茎数)

の値 を求 めて,こ れ と出穂期 との関係 を図示す ると第4

図の とわ りにな る。 これによれば両者の間には負の相関

傾 向が存 在 し,早 生 では1よ り大 き く,中 生では1,晩

生 では1よ り小 とな る。 この ことか ら,品 種の抵抗性の

強弱 にか かわ らず,一 般に第2化 期の被害 出現茎の うち

傷 穂を出した ものの割 合 と,第1化 期の被害 出現茎の う

ち大 並列食 痕を出現 させた ものの割合 とは,早 生では前

者の ほ うが 高 く,晩 生 では後者のほ うが高 く,中 生では

大体等 しい とい うことにな る。

さて,幼 虫が茎 中に生存 している間は外 的要 因の影 響

を直接的に受け ることは少ない よ うであ るので,上 記の

ことか らイネカラバエ に対す る耐虫性は稲 の生育 時期に

よって も若干変化す るのではないか と推察 され るけれ ど

も,第1化 期におけ る大並列食痕茎 出現率 を もって一応

の耐 虫性の尺度 とすれ ば,被 害の 出現 を回避す る極早生

品種は別 として,出 穂期 の早い品種では耐虫性以上に傷

穂 が 出現 し,晩 生品種ではその逆 とな るとい うことがで

きよ う。

第4図 第2化 期被害 出現茎 の うち傷穂 とな っ

た ものの割合 と第1化 期被害発現茎の うち

大並列食痕を出現 した ものの割合 の比率 と

出穂期 との関係。図 中の数字 は品種番号。

縦軸:

傷穂出現茎数/

第2化 期被害 出現茎数/

大並列食痕茎数/

第1化 期被害出現茎数

一般 に圃場 に栽培 されて いる多数 品種 について傷穂率

を調査 す ると,極 早 生 と晩 生品種 では低 いが,中 生の 中

には傷穂率の最高の ものが含まれ,早 生では全体 として

かな りの高率 とな る場合が多いよ うであ る。

田村お よび鈴木(1958)は 幼苗に よって イネカ ラバエ

に対す る稲の抵抗性が検定で きることを報じ,そ の際幼

苗におけ る結果 と実際の圃場での傷穂率 との相関は稲を

早 ・中 ・晩 に分類す ると非常 に高い相関係数が えられ,

回帰線の 位置 は 早 ・中 ・晩の 順 に低 くな るこ とを 示 し

た。 これ らの こと も上記の事実に よって よ く説明 され よ

う。

考察の まとめ 以 上によ って被害の発現過程な らびに

個 体数減少過程 を総説す ると,産卵数の変動は別 として,

1)卵 か ら被 害が 最初に出現 す るまで,2)被 害が 出現

してか ら幼 虫末期まで,3)幼 虫末期以後の3時 期に分

けるこ とがで きる。

第1の 初期被 害発現 まで の減少 は,第2化 期には第1

化期の2倍 以上に達したが,同 一年 の同一品種について

も圃場 によ り非常 に差が あるこ とが観察 されて いる点,

さ らに発生のはなはだ しか った 年では 弱 品種で50～60

%の 傷穂率が観察 されてい る点な どか ら,第2化 期はか

な りの 変動が 考 え られ る。 その要 因については 藤巻 ら

(1957)は 稲株間の湿度 も一要 因で あろ うとい ってい る

が,現 在まだ考察の段階にない。また第2の 時期におけ

る虫数の減少は同一品種において も1, 2化 期で異な り,

品種 間で も大 き く変動す るが,こ れ らは外界の環境要 因

よ りもむ しろ稲の生理や品種の抵抗 性に基 くと考 えられ

る。

最後 に,幼 虫末期 におけ る虫数の減少は第1化 期には

蛹 化部位への移動 に関連す ると思われ,蛹 化時の幼虫の

行動 を明 らか にしなければな らないが,外 的要 因に もと

つ くと考 えられ,各 品種大差ない。 しか し第2化 期にお

いては 出穂期 と も関係があ るらし く,こ れについては別

に詳細 な報告が行 ってあ る(岩 田,1958)。

摘 要

イネカ ラバエに対す る抵抗性 並びに出穂期の異なる10

品種 を供試 し,第1化 期および第2化 期における被 害の

発現 と幼 虫の生存率 をし らべた ところ次の よ うな知見が

得 られた。

1) 出現 した傷葉は第1化 期 と第2化 期で は非常 に異

な り,第1化 期では3～4枚 の食葉で蛹化で きるのに第

2化 期では3～4枚 の葉 を食 って も幼穂 を食わなければ

蛹化で きない。
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2) 産卵茎 の うち被害の 出る茎の割合 は抵抗性 の強弱

には関係せず,第1化 期 においては平 均87%,第2化 期

においては平均35%で,前 者 のほ うが2倍 以上の値 を

示 した。

3) 第1化 期 においては 品種間 におけ る幼 虫生存率の

差 は若令幼 虫期に決定 され,幼 虫末期におけ る死亡 率は

各 品種一様 に 作用す る 要 因に 支 配 され るところ 大であ

る。

4) 第2化 期 において も抵抗性の強 い品種 では若令死

亡が多いが,傷 葉 を作 った幼虫の死亡率即 ち傷 穂茎 内に

蛹 の存在 しない割 合は早生品種では高 く中～晩生 品種で

は低い。

5) 第2化 期においては出稲期の早い品種では傷穂が

出やすい傾向があ り,晩 生品種では食葉 中の死亡 率が第

1化 期 よ り高いので,傷 穂の 出現は少な くな る。

6) 以 上の 事 柄 が 総 合 され た 結 果,産 卵 茎 に 対 す る幼

虫 生 存 率 は 第2化 期 で は 第1化 期 よ り全 般 的 に 低 い 。
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Summary

Ecology on the Larval Growth of Summer Generations of Rice Stem 

Maggot, Chiorops oryzae MATSUMURA, in Takada Province

I. On the Gists of the Larval Surviving and Their Injury

By Toshikazu IWATA

Hokuriku National Agricultural Experiment Station, Takada, Niigata Pref.

In the zone of three generations, the first gener-

ation flies of rice stem maggot oviposit on rice 

seedlings in the nursery bed, the hatched maggots 

boring near the growing points of host plants, 

and after feeding on several developing leaves they 

pupate before the formation of young ears. While, 

the second generation flies oviposit on the rice 

plant in near the stage formating young ears, the 

hatched maggots feed on the developing leaves 

and young ears, then they pupate.

The author investigated on the larval survival 

and injury in the first and second generation of 

the said insect at Takada belonging to the zone 

of three generations. The results obtained are as 

follows:

1. The injured leaves are very different between 

the first and the second generation. In the first 

generation the maggots can pupate after feeding 

on three or four leaves. In the second generation 

they can not pupate after feeding on three or four 

leaves, but have to feed on the developing young 

ears to pupate.

2. There are no significant differences among 

ratioes of stems showing any injured signs to all 

oviposited stems in either susceptible or resistant 

varieties to this maggots. Above ratioes are 87% 

on the average in the first generation but 35% 

in the second.

3. In the first generation, the varietal differ-

ences in the survival percent of larvae are deter-

mined in the young stage of larvae. The mortality 

in the late stage of the larvae which feed and 

grew enough to show large punctures in two rows 

on leaf blades is chiefly controlled by factors which 

affect uniformly on all varieties.

4. In the second generation, major percent of 

larvae boring into the resistant varieties died too 

in the young stage. Otherwise, the mortality of
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larvae which lived to feed on a young ear are 

likely to be much higher in the early varieties 

than in the late varieties.

5. It seems to be considered in the second 

generation that the earlier varieties have more 

injured ears than those expected from their inher-

ent resistance but the later varieties have fewer 

injured ears than those expected.

6. From above facts, it is concluded that the 

percent of individuals surviving to pupal stage in 

he second generation is lower than in the first 

geneneration.


