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I. 緒 言

3化 地 帯におけ るイネカラバ エは第1化 期 には稲 の苗

に産卵 を して寄主稲の幼穂形成期前 に蛹化 し,第2化 期

には最高分けつ期 ころか ら幼穂形成期 を中心 とした時期

に産卵を して幼虫は幼穂 を食 い,寄 主稲 の出穂後に蛹化

す る。 したが って第1化 期 にお いてはイネカ ラバエの幼

虫は寄主植物の生育段階 に関 しては品種 のいかんにかか

わ らず大体斉一な条件下 で生育 を遂 げるわ けであ るが,

第2化 期 におい ては幼穂形成 期ない しは出穂期が品種 に

よって種 々異な るので,幼 虫の生育環境 は寄主植物の出

穂期 によって著 し く異 なる ことにな る。

湖山(1938)は 本 虫の2化 地 帯に属 す る秋田地方 にお

い て,第2化 期の成 虫発生 期間の長 い理 由に,本 虫は幼

穂 を摂食す る と幼 虫の生育 が促進 され るため に羽化期が

寄主植物 の出穂 期の早晩 に より変 ることを挙げ てい る。

したがって出穂 期の異 な る品種 間では幼虫の生育経過 が

異 なるであろ うが,そ の模 様を詳報 した ものは ない。

また,3化 地 帯においては稲が小 さく,温 度 も低 い1

化 期の発育 期間は,2化 期 よ りもむ しろ短い とい うこと

がしばしば報告 され てい る。前報(1958)で も記 した よ

うに高田におけ るごく晩生品種の農林8号 にお ける第2

化 期の被害 茎は傷 穂の下 に3～4枚 の傷葉 を持 つものが

大部分 であったのに,そ れ らの食痕 は大 きいものでは長

さ1cmぐ らいの もの もあ ったが,食 痕数 は少 な く,第

1化 期末期 にみ られ るような大並列食痕 は現われ ない。

しか るに第1化 期におい ては3～4枚 の食 葉で蛹化 す る

ものが大 部分であ る。た とえば前 報にお ける試 験では第

1化 期の全発 育期間の平均値 は40～43日 であ ったのに,

シロガネにお ける第2化 期 のそれ は平均 で63日 であ っ

た。その第1化 期 と第2化 期 におけ る発育 期間の差 につ

い て詳 しく触れた報告 もない。

夏世代 虫の発育 に関す る上記2場 面 につい て明確 な知

見 を得 てお くことは,イ ネカラバエ幼虫の生育生理 のみ

な らず,生 態学的 に も発 生時期の変動を解析す る上 に重

要 な事柄であ ると考 えられ る。以上の ような観点か ら筆

者は種 々の熟期あ るいは生育段階の異な る稲を使 って幼

虫の生育 経過を調査 し,上 記の ことを明 らか にす るた め

の若干の知見を 得た。 以下その 結果 を 報告す るにあた

り,常 々 ご指導を賜わ ってい る研究室長 田村市太郎技官

な らび に一部の調査 に ご援助 を受 けた岸 野賢一技官 に深

謝の意を表す る。

II. 若 稲 に お け る第1お よ び第2化 期

幼 虫 の生 育 の早 さ

3化 地帯 におい ては,産 卵 より羽化 までの全発育期 は

第2世 代 よ り第1世 代の ほ うが短 い とい うことはすでに

二,三 報告 され ているが,岸 野 ら(1957)に よれ ば高 田

地方 におい て産卵最盛 より次 期の成 虫羽化最盛 までの期

間 は第1世 代 は40～45日 であるのに,第2世 代 は早い

年 で約55日,遅 い年 では70日 に及ぶ ことさえあ る。

この発育 期間の差 を比較 す るため,ま ず同 じ程度の生

育段階 の若稲 を使 い両化 期の幼虫の生育 を比較 した。

第1化 期は5月17日 に1/5万 反のポ ッ トに播種 した

水稲 品種 シ ロガ ネの苗に6月11日 午後か ら12日 午前

まで成 虫を放 飼産卵 させ,そ れ か ら15日,20日,25日

お よび30日 後に茎 を開いて幼虫の令 期を調査 した。

第2化 期は7月3日 に1/5万 反 ポ ッ トに播種 した シロ

ガ ネの苗に7月17日 午後 よ り18日 午前 までに産卵 さ

れ た卵 を,同22日 に稲苗の最上葉の葉舌裏側 に2卵 ず

つ挿入 して幼虫を孵化食入 させた。 調査は 産卵 よ り15

日,20日 お よび25日 後 に第1化 期 と同様 にして行 った。

得 られた結果は第1表 の通 りであ る。

これに よれば令の進み方すなわ ち幼虫の生育の速 さは

第2代 世 よ り第1代 世の ほうが速い。 したが って同じよ

うな生育程度の若稲 におい ても第1世 代 よ り第2世 代 虫
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第1表 同程度 の若稲にお ける第1お よび第2世

代幼虫の生育の比較

2 日 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 誌 第3巻 第1号

の ほ うが生育 が遅 い ことがわ か る。

なお本試 験の第1化 期においては産卵数が非常 に多 く

て,1茎 に2卵 以上産卵 され た茎 も多か った。 これか ら

孵化 した幼虫が同一茎に食入す る場合 には,1茎 に2頭

以上棲 思す ることにな る。第1化 期の産卵か ら15日 お

よび20日 後 にお ける結果で,1茎 に2頭 以上在 虫して

いた場 合を1茎1頭 の場 合 と分 けて,そ れ らの令 期分布

を示す と第2表 の通 りにな る。

第2表 第1化 期 の産 卵 より15日 お よび20日 後

において1茎 に1頭 および2頭 以上食 入 し

ていた茎 の幼虫の令期分布の比較

第2表 に よれば,2頭 以上が同時 に1茎 に棲息す る場

合には明 らか に幼虫の生育が遅れ るよ うである。その よ

うな被 害茎の1枚 目や2枚 目の傷葉 には沢 山の小孔 が存

在 して,1茎1頭 の場 合 とかな り異 なった様相 を呈す る。

25日 後の調査 では1茎2頭 が1例 しか み られ なか った

ので,そ の ころには これ らの 虫はいずれか一 方 または両

方が死亡 した もの と思われ る。第1表 の25日 後や30日

後 にお いて とくに生育 の遅れ ていた個体の中 には,1茎

に2頭 以上食入 して1頭 だけが生 き残 ったものが含 まれ

ているか もしれ ない。いずれ に して も,全 部1茎 に1頭

食 入 した場 合は1化 期幼虫の生育は第1表 の結果 よ り進

んだ もの とな り,第2化 期 との差は さらに大 きくな った

と想像 され る。

III. 熟 期 の異 な る稲 品 種 に お け る

第2化 期 幼虫 の 発 育

前記の ように湖 山(1938)は イ ネカ ラバエの羽化時 期

と寄主植物の 出穂 期 とは密 接な関係 にあ るといい,ま た

湯浅 ・湖山(1940)も 幼虫の生育 は幼穂を食 うことと密

接 な関係 を持 つ とい う。 したが って第2化 期の幼虫の生

育経過 が稲 の出穂 期 によってどの ような差があ るか,ま

た蛹化や羽化時期が どの ように異 なるか を明らか にしよ

うとして次の調査 を行 った 。

農林1号,ギ ンマサ リお よび シロガネにおける幼虫生

育の差 多窒素栽培 を行 った農 林1号,ギ ンマサ リお よ

び シロガネの3品 種 におけるイ ネカ ラバエの被 害茎を8

月8日 に分解 して幼 虫の生育 状態を観察 した。その結果

は第3表 の通 りであ る。調 査当 日,農 林1号 は出穂後期

(多窒素栽培 のため高次分けつ も多 く,穂 揃期 までの期

間 は長か った),ギ ンマサ リは幼穂伸長初期 よ り穂 ばらみ

期直前,シ ロガネは止葉が展開 あるい は展 開中で幼穂長

は0.2～6cmで あ った 。

第3表 出穂期の異 なる3品 種 にお けるイネカラバエ

第2化 期 幼虫 の生 育の差(8月8日 調 査)

第3表 に よれ ば,各 品種 におけ る幼虫の生育は出穂期

の順 に進ん でいる ことがわか る。すなわち,農 林1号 で

は11頭 中8頭 が3令 とな り,そ の 中1頭 は蛹化 してい

た 。しか るにギ ンマサ リでは2令 虫の ほうが3令 虫 よ り

多 く,シ ロガネでは大 部分が1令 虫で3令 は1頭 だ けで

あ った。ギ ンマサ リとシロガネでは表 に見 られ る ように

幼 虫の発 見で きなか った被 害茎が多か った 。 これ は幼穂

が小 さ く,そ れに若令幼 虫 とくに1令 虫が食入 してい る

場 合は,幼 虫の発見が きわ めて困難 なため と思われ る。

したが って幼虫の発見で きなか った被害茎 でも幼虫が生

存 していた ものが あった と考 え られ るが,そ の ような場

合は ほとん ど1令 虫 とみて差支 えなか ろ う。 したが って

第3表 の ギ ンマサ リお よび シ ロガ ネにおいては1令 虫の

数は さらに多 いもの と推察 され る。

また,8月13日 に農 林8号(出 穂期9月2日)の 被

害茎 を44茎 調 査 した ところ13頭(こ の場 合 も虫を発

見で きなか った被害茎 が多い)の 幼虫を発見 したが,1

令 虫11頭,2令 虫2頭 で,3令 虫は発見 されなか った。

出穂 期の 異なる品種 における蛹化および羽化時期の差

次 に農林1号,シ ロガネ,農 林36号 お よび農林8号 の

4品 種 で,出 穂後,日 を追 って蛹化お よび羽化状況 を調
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査 した。そ の結果は第4表 の通 りである。

第4表 農林1号,シ ロガネ,農 林36号

お よび農 林8号 におけ る第2化 期

虫の蛹化お よび羽化状況

この結果に よれ ば現 在まで得 られ ている知見 と同じ よ

うに,早 生の農林1号 か ら極晩生の農林8号 まで,出 穂

期の遅れ るにつれ て蛹化お よび羽化が遅れ る ことがわか

る。農 林1号 では調査 した傷穂数 は常 に100本 であ った

が,生 存虫数は漸次減少 してい る。 この

減少は主 として幼 虫の死亡 に よるもので

あ るが,そ のために8月11日 より8月

25日 までは 蛹数 は 増加 していないに も

かかわ らず生 虫数 に対 する蛹化率は増加

してい る。 したが って ここでは蛹化の進

行を調査 した傷穂数 に対す る蛹化個体 の

割合で考 えることにす る。

第4表 によれば農林1号 では出穂の8

日後 にはす でに蛹化率 は10%と な って

いるが,そ の後 蛹化 の進行 は非 常に緩慢

にな り(こ の間常に未羽化の生蛹がみ ら

れ ているので蛹化の進行が全 く止 った と

はいい きれ ない),9月2日 にな って再

び蛹化が進んだ。 したが って蛹化 は非常

に不斉 であ り,約1カ 月 も葉鞘裏側 で蛹

化 を待 機 していた個体 もあ る。 シロガネでは 出 穂 の 約

10日 後にあた る9月 始めか ら 蛹化が始 まったが,こ の

時 期は農林1号 で蛹化率が急上昇 した時期 である。それ

以後の農林36号,農 林8号 では順 次蛹化の進み方は遅

れ てはいるが,出 穂か ら蛹化までの期間は出穂期が遅い

品種 ほど短 くな ることも第4表 か ら知 ることがで きる。

またシ ロガ ネ以後の品種では蛹化は非常に斉一 である。

以 上,本 項 にお ける諸結果か ら農林1号,シ ロガネお

よび農林8号 にお ける第2化 期虫の発育模式 図を描 けば

第1図 の通 りになる と考 えられ る。すなわ ち幼虫の初 期

生育は幼穂の大 き くなる時 期 と密接な関係があ り,摂 食

終了-老 熟 は出穂期に支配 され る。 しか し蛹化曲線は

農林1号 では特異な不斉形を描 き,シ ロガネ,農 林8号

では非常に斉一であ る。羽化曲線 も蛹化曲線 とほぼ同傾

向 とな るように想定 され る。

IV. 播 種 期 の相 異 す るシ ロガ ネ に お け る

第2化 期 幼 虫 の発 育

前記の ように第2化 期幼 虫の生育 は寄 主稲 の出穂期 と

密接 な関係 があるが,次 に同一 品種 の播種期を移動 させ

る ことに よって生育 段階を変えた場 合 に幼虫の生育が ど

うな るかをみ ようとして次の方法 で実験 を行 った。

4月13日,4月30日,5月17日,6月17日 お

よび7月3日 に播種 した水稲品種 シ ロガ ネを1/5万 反 ポ

ッ トに 栽 培した。 肥料 は 基肥 として1ポ ッ ト当 り硫安

2.5g,過 燐酸石灰3.0g,塩 化加里1.0gを 施 し,追

肥は葉色をみ て各 区1回 硫安 のみ約1.5g実 施 した。

これ らの稲で第2化 期の幼 虫を飼育 したが,7月3日

第1図 農 林1号,シ ロガネ,農 林8号 にお ける第2化 期

イ ネカラバエの発育模式 図

太実線:幼 虫成長曲線,破 線:蛹 化 曲線,細 実線:

成虫羽化曲線,A:幼 穂形成期,B:出 穂期



4 日 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 誌 第3巻 第1号

播種の結果はIIに 記載 した通 りである。それ 以前に播種

した稲 は7月19日 正午 ごろ本 田へ運 搬 し,稲 の株間 に

放置 してその後27日 朝 まで自然産卵 にまか せた。なお

第2化 期 の半数産卵終 了 日は7月22日 であ った。

6月17日 以前 に播種 したものについ て8月16日 に

被害茎 を切 開し,棲 息 虫の令 期を観察 した。その結 果は

第5表 の通 りであ る。

第5表 播種期 を移動 した シロガネの8月16日

におけ る幼虫生育状況

これ によれば5月17日 お よび6月17日 播種稲で は

調査 した 被害茎数 に対 して 発 見 され た 幼虫数が 少な い

が,こ れ は前項 でも触れ た ように幼穂が小 さい うちに食

入 した1令 虫の発見 が困難な ことが大 きな原因 と思われ

るの で,両 日播種 のものでは1令 虫の数は実際 にはも う

少 し多か ったのではなか ろ うか 。 これ は さておい ても,

令の 構成 は 播 種期が 遅れ るほ ど 遅れ てい るこ とがわか

る。 これ は前項IIIに示 した結果 と符号す るものであ る。

この調 査を行 った8月16日 は産卵 よ り20～28日 後 に

当るのであるが,IIに 記 した ように7月3日 播種 の稲 で

は産卵 の20日 後 には17頭 中4頭 が,ま た25日 後 には

14頭 中9頭 が3令 とな ってい て,6月17日 あるいは5月

17日 播 種の もの よ り逆 に生育が進ん でいたわ けであ る。

なお,6月17日 播の ものの最終調査時 に傷 穂を出現

させ なか った被 害茎の傷葉 も詳細 に調査 した ところ,83

被害茎 中に止 葉 よ り下 へ3～4葉 目に第1化 期 幼虫末期

に現 われ るような大並列食痕が あって,そ こで被 害の止

ってい るものが6例 あ った。それ らには蛹 も蛹殼 もみ ら

れ なか ったが,あ るい は幼穂 を食 わないで3令 まで生育

を遂げた もの もあ ったか もしれ ない。また傷 穂を出現 し

た被害茎 でも下葉 には比較的大 きな食痕 があ るの に上葉

ではか えって食痕 は小 さ くな り,1～2列 の 変色 した 条

斑の出 てい る被害葉 もあ つて,そ れ 以前の播種の稲 と少

し趣 を異 に した 。

次 に これ ら各 播種 日の稲 におけ る蛹化状況 を9月4日

お よび12日 に調 査 した結果は第6表 の通 りであ る。

この表に よれば,播 種 日の早い ほど蛹化 も早い ことが

第6表 播種 日を異 にす るシ ロガネにおけ る

蛹化状況 の比 較

わか るが,こ れ は播種 日が遅れ るほ ど出穂期 も遅れ るか

らであ って,前 項IIIの結果 と原理 は同一 である。

V. 考 察

1. 第4表 に示 した よ うに農 林1号 におけ るイ ネカラ

バエの蛹化の進行状況 は非常 に不 斉で長 い期間 にわた っ

た上,8月 中下旬 にお いては蛹化はほ とん ど進行 しなか

った。そ してシ ロガネの蛹化が開始 された9月 始 めに再

び蛹化率 が高 くな つてい ることか ら考 えると,あ たか も

8月 中下旬 には蛹化 が一時抑制 されたかの感 を受 ける。

また,農 林1号 では出穂期の8日 後 の8月11日 にはす

でに10%(傷 穂茎 に対 して)の 蛹化が 得 られ ているの

に対 して,シ ロガネでは出穂期の12日 後 の9月2日 で

も約8%し か 蛹化 していない。 しか るに農林36号,

農林8号 と出穂期が遅 くな るにつれ 出穂期 よ り蛹化 まで

の期 間は次第 に短縮 してい る。 この ことか ら考 える と,

シ ロガネの幼虫老熟期直後の ころにもまだ蛹化抑制的期

間か ら脱 していなか つたの ではないか とみ られ る。

高 田におけ る第3化 期成虫羽化時期 はおお むね9月 中

下旬 であ るが,そ の時期 は年 によってか な り変動 す るこ

ともあ る。た とえば北陸農試の発生消長調 査に よれ ば,

昭和30年 お よび32年 の50%羽 化 日は9月26日 で

あ ったの に,31年 は9月17日 で,前 両年 よ り9日 も早

い。 これ らはいずれ もシ ロガネにおけ る結果であ るが,

おのおのの年の シ ロガネの出穂期は1日 程度の差 しか見

られず,毎 年8月20～21日 ころに出穂 してい る。蛹期

間を10日 も遅 らせ るほ どの要 因はまず考 え られ ないか

ら,こ の よ うな第3化 期成虫羽化時期の差は蛹化時期の

差 に基づ くと考 えて差支 えなか ろ う。す ると出穂 日は同

じであ りながら出穂か ら蛹化までの期間が年 によって変

動す る とい うことにな る。 ここで上記の蛹化抑制的現象

の ある ことを考慮 に入 れ ると,年 による蛹化時期の変動

は蛹化抑制か ら脱す る時期が年 によって異な るとい うこ

とで よく説 明できそ うであ る。
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以上の こ とを総合 して考 え ると,第1図 に示 した 品種

別の蛹化,羽 化 曲線 の形や位 置 も年 に よ り変動す るこ と

が予想 され,ま た農 林1号 でみ られた よ うな初期 の蛹化

個体の 出現や その割合 も年 に よって変化す るであろ う。

ただ この蛹化抑制的現 象を支配す る要因は現在 なお不

明 で,今 後 の検討 にまたねばな らないが,以 上考察 して

きたこ とか ら気 象的要 因であ るようにも思われ る。

2. 第2化 期 の幼 虫の生育 は出穂期の異な る品種 あ る

い は播種期 の異 な る稲 において著 しい差があ り,寄 主稲

の生育段階 が進 んでい るほ ど幼虫の生育は促進 され た。

その上,伸 長 中の幼穂を食べ ると生 育は特 に速 くなる よ

うで,農 林1号 では初 期に産卵 された ものだ けが生 き残

った として も産卵 後約20日 で老熟 した ことにな る。

しか るに第1表 に示 した ように,7月3日 播種 の ごく

若 い稲 で飼育 した場 合は第1化 期 よ り生育 は遅れ た とは

いえ,そ れ よ りも早 く播種 され生育の進 んだ稲 におけ る

よりもか え って幼虫の生育が促進 された とい う点 は特 に

注 目しなければな らない。なお6月17日 播種 では前記

の ように,下 葉には比較的大 きな食痕が あるのに上 葉で

はか えって食痕 は小 さくな り,1, 2列 の大 きな変 色条

斑 のあ る被害 葉のあ った ことにも筆者 は注 目したい。

前 報に記 した ように,第2化 期 にお いては晩生 品種 で

傷 葉が3～4枚 も出現す る場合 でさえ,第1化 期幼虫末

期 に出現 す るような大並列食痕 をもった傷葉 は現 われ な

い。一般 に野外の第2化 期 にお いて幼穂 を摂 食す るまで

は大部分が1令 虫 であ る とい うことは,幼 穂を食べ るま

では幼虫の生育が非常 に遅 い,極 言 すれ ば生育 が抑 制 さ

れ てい るかの感 さえ受 ける。 しか るに若稲 においては幼

虫の生育 が進行 し,幼 穂 を食べ ないで3令 まで生育 した

ことか ら考 える と,稲 の生育 のあ る時 期にな ると幼虫の

生育が遅延す るの ではないか と解釈 して もよいか もしれ

ない。 この遅延の始 まるよ うな稲 の生育段 階は本 実験の

範囲では明 らか にす る ことはできないが,お そ らく幼穂

形成期前のあ る時期 であ る と考 え られ る。

この ことは本虫3化 地帯 では第1化 期幼 虫は幼 穂形成

期以前 に葉だ けを食べ て蛹化で きるの に,第2化 期には

幼穂を食べ るまで 目立 った生育や食葉 もせず,す べて幼

穂を食べ蛹化す る とい う事実 の説 明にもな ろう。

3. イネカラバ エ3化 地帯 にお いては,第1化 期 よ り

第2化 期の ほ うが全発育期 間が長 い ことはすで に前記 し

た。第1表 によれ ば同程度 の若稲 において も第2化 期の

幼虫生育は第1化 期のそれ よりおそか ったが,こ の理 由

につい ては筆者 は現在考察 す る資料 を持 たない。

しか し実際野外 にお ける自然環境下 においては,以 上

考 察 してきた ように,幼 穂摂食前の若令幼虫期 にお ける

生育遅延現象お よび幼 虫老熟後 におけ る蛹化 抑制的現象

が起 ることが,第2化 期発育期 間が第1化 期 よ り延長 す

る大 きな理 由であろ うと考 え られ る。 この うち前者の初

期幼虫の生育遅延はお もに稲 の生理 に原 因し,後 者の蛹

化 抑制(的 現象)は 外的要 因に支 配 され ると想像 され る。

以上の こ とか ら,第2化 期成 虫羽化 や産卵 時期が早 く

な っても,必 ず しも第3化 期成 虫羽化 がそれ だ け早 くな

るとは限 らず,逆 に第2化 期の発育 期間はか えって長 く

な る場合の ある ことも考 え られ るわけであ る。

VI. 摘 要

1) 同じ程度の若稲 を使 って第1化 期お よび第2化 期

にお ける幼 虫の生育 の速 さを比較 した ところ,第2化 期

は第1化 期 よ り遅か った。

2) 第2化 期 にお いては幼 虫の初期 生育は寄主稲の幼

穂の伸長時期 と密接 な関係 があ る。 したが って幼虫の生

育経過 は相異 な る出穂 期の稲 ではそれ ぞれ 異な る。

3) 蛹化お よび成 虫羽化時 期 も寄主稲の出穂期の早晩

に伴 って変動す るが,出 穂か ら蛹化までの期間は出穂期

が遅 くな るにつれ て短 くな る。

4) 早生 品種農林1号 では出穂の8日 後にすで にか な

りの蛹化個体 が見 られ たの に,そ の後蛹化率は高 くな ら

ず,中 生 品種 におけ る蛹化 開始 と同時に再び蛹化率が高

くなった。 この ことか ら早生品種 にお ける蛹化抑制的現

象 の存在 を推 定 した。

5) 同一 品種の播種 期を移動 した場 合,そ れ らの稲 に

お ける第2化 期幼 虫の生育 は播種 期のお くれ るほど遅れ

た。しか るに播種 の最 も遅い若稲では幼穂を食べず に終

令期 まで発育 を遂げた。 この ことか ら稲のあ る生育段階

では幼 虫の生育 が遅延す るらしい ことを推定 した。

6) 上記 の ように第2化 期 には初期幼虫の発育遅延現

象お よび老 熟幼虫の蛹化抑制的現 象のあ ることが,野 外

にお いて一般 に第2化 期のほ うが第1化 期 よ り長 い発育

期 間を要 す ることの主な理 由であ ろうと考 察 した。
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Summary

Ecology on the Larval Growth of Summer Generations of Rice 

Stem Maggot, Chlorops oryzae MATSUMURA, in Takada Province 

II. On the Growth of the Second Generation Larvae on Various 

Stages of Host Rice Plants and Difference of Larval Growth in 

the First and the Second Generation

By Toshikazu IWATA

Hokuriku National Agricultural Experiment Station, Takada, Niigata Pref.

In the zone of three generations of rice stem 

maggot, Chlorops oryzae M., the first generation 

maggots feed several developing leaves and 

pupate before the formation of young ears of 

host rice plants, but the second generation mag-

gots feed the developing leaves and young ears, 

then they pupate after heading of host plants.

Therefore, in the first generation the maggots 

grow under homogeneous condition on all varieties 

of rice plants, but in the second generation they 

grow under various conditions on host plants 

since the dates of heading vary in different 

varieties.

Author investigated the larval growth of the 

second generation on various varieties and on 

hosts sawed on various dates. And he con-

sidered the difference of the larval growth of 

the first and the second generations.

The results obtained are summarized as follows.

1. The maggots of the second generation were 

reared on the same young stage of rice plants 

as in the first generation, but the larval growth 

in the second was later than in the first.

2. In the second generation, the larval growth 

in the eary stage was closely related to develop-

ment of the young ears. Therefore, the growing 

processes of larvae were varied with heading 

dates of host varieties.

3. Dates of pupation and fly emergence were, 

too, varied with heading dates of host plants, 

but the duration from heading to pupation be-

comes gradually shorter as the heading dates 

becomes later.

4. In Norin no. 1, early variety, about 20 per 

cent of maggots pupated on the nineth day after 

heading date, but thereafter the pupation almost 

stoped till the beginning of September when the 

maggots in the middle varieties began to pupate. 

From this fact, it is reasonably considered that 

the pupation might be inhibited in the middle 

and late of August.

5. Shirogane, the susceptible variety to this 

maggot, was sawed on various dates from early 

to late, and the maggots of the second generation 

were reared on those rice plants.

The growth of larvae was closely related ot 

the date of sawing the seeds, that is, the date 

of heading, and the larval growth and pupation 

became later as the date of sawing became later, 

but, as written in III, on the rice plants sawed 

on the last date, 3rd of July, the larvae grew to 

the third instar without feeding the young ears.

From this fact, author inferenced that the 

growth of the early stage of larvae might be 

inhibited in a certain stage of host rice plant.

6. Author discussed that inhibition of growth 

in the early stage of larvae and inhibition of 

pupation after larvae have riped in eary varieties 

were considered to be the main reasons why the 

second generation maggots in the fields require 

a longer duration for their development than the 

first generation.


