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ニカメイガChilo suppressalis WALKER幼 虫は,わ

が国の稲作におけ る最 も重要な害虫 一種 であるが,近

年の多肥栽 培に よ りその害は著 しく増加 してい るこ とが

知 られ てい る。石 井 ・平野(1958)は 土壤へ の窒 素施用

量をか えて栽培 した水稲 にお けるニカメイガ幼 虫の生育

を調査 し,幼 虫の生育は多窒素区水稲茎 を摂食 した場合

にす ぐれ てい ることを認めた。また水稲茎の化学分析 の

結果,窒 素化合 物の含量は多窒素区水稲茎 に高 く,炭 水

化物 は逆 に少窒 素区水稲茎 に多 く含有 され ることを明 ら

か にした。本報 ではさ らに一般 的な結論を うるため,変

動要因 とな る可能性 の大 きい土壤の使 用を さけ,水 耕栽

培 した水稲 で行 った実験 の結果をのべ る。

本文 にさきだ ち,水 稲 の水 耕栽 培について多 くの ご教

示をいただい た村 山登 氏はじめ農業 技術 研究所 化学部作

物栄養科の諸氏な らび に供試 ニカ メイガ卵 の採集をひ き

うけてくだ さった名古屋大学農学 部弥富喜三教 授,西 沢

務氏,東 北農業試験場湖山利篤技官 にあつ くお礼 申し上

げ る。

材 料 お よ び方 法

実験 は1955年 お よび1956年 に東京 都北区西ケ原農

林省農業技術研究所構 内の網-ガ ラス室で行 った。 とく

に記す以外 は,両年 の実 験材料 お よび方法 は同一 であ る。

供試水稲 品種 は農 林29号 であ る。種子 は1955年 の

実験 では農 林省 関東東 山農業 試験場,1956年 の実験 では

同東海近畿農 業試験場 栽培部か らそれぞれ分譲 され たも

の を使用 した。

苗 は農技研框式精 密試験法に準 じて仕 立て た。その詳

細 は河田(1950)お よび前報(1958)を 参照 され たい。

播種 は5月13日 に行 った。

水耕栽培 には直径25cm,深 さ30cmの 陶製 ワグネ

ル ポ ッ トを使用 した。水 耕液の組成は第1表 に示す通 り

で ある。水 耕液の各成 分はあ らか じめ濃厚な水溶液 とし

て調製 し,使 用時 に水 道水 を もって所定の濃度 に稀釈 し

た。水耕液 の交換 は,水 稲 の水 分吸収の さかんな8月 な

らび に9月 上旬 には各4日 ごとに,そ の他は各5日 ごと

に行 った。

水 稲苗 は6月20日 に移植 した。1ポ ッ トあた り2本

の苗を,パ ラフ ィン処理 した直径約40cmの 竹皮製水

耕用 目ざるに適 当な間 隔に挿 し,よ く洗滌 した小石 で苗

を固定保 持 させ た。

移 植後5日 ごとに調査用無接種株 について,草 丈,分

けつ数その他 を調査 した。 また これ らの株 を9月28日

に刈 りと り,収 量の調査 を行 った。

ニ カメイガ幼 虫の生育 を調 査す るため,野 外飼育試験

と無菌飼育試験 とを行 った。 野外飼育試 験では,水 耕液

に生育 してい る水稲 に卵塊 を接種 し,孵 化幼虫の生育を

調査 した。す なわ ち1955年 には8月24日 に,1956年

には9月5日 に,孵 化直前 の愛知県産2化 期のニ カメイ

ガ卵を約50個 ずつ正確 に数 え,各 ポ ッ トの一 方の株 の

第1表 水 耕 液 の 組 成(ppm)

1本 報 告 の 一部 は第78回 応 用 動 物学 会 例 会(1956年6月)で 発 表 し た

(1958年6月21日 受 領)

(16)
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主稈 の 上位第3葉 表面 に 貼布 した。卵 は 同 日に 孵化 し

た。孵化 後卵 殼を回収 し,不 孵化卵 を数 え,孵 化 幼虫数

を算 出した。孵化 後20日 お よび30日 目に水稲体 を分

解 して生存 幼虫を と りだ し,1頭 ずつ体重 を測定 した。

1955年 の実験では体重測定後,ミ ク ロメー ターで幼 虫の

頭 巾を測 定 した。

無 菌飼育試験では,水 耕栽培 され た水稲 を8月30日

に根 際か ら刈 りと り,幼 虫の摂食対 象 とな る茎部を4～

5cmに 切断 し,30gず つ を蒸溜水6mlと ともに300

ml三 角 フラス コにいれ,綿 栓 を施 し,た だちに18lb/

inch2で15分 間高圧蒸気殺菌 した。 この ように して調

製 した培養基 に,1955年 には愛 知県産2化 期卵を,ま た

1956年 には秋 田県産1化 期卵 を,培 養基あた り約20卵

接種 し,28℃ 暗 黒下 で20日 間無菌的 に飼育 し,幼 虫

の生育状態 を調 査した。卵 の無菌的接種はす でに記載 し

た方法 に よった。

水稲茎 の化 学組成が,水 耕液の窒素含有の多少 に より,

どの ような影響を うけ るか を知 るため,無 菌飼育用 に刈

りとった稲茎 の一部分を と り,化 学分析 を行 った。一般

分析の方法は前報 に記 した通 りであ る。

窒 素化合物の分別定量 はつ ぎのよ うに行 った。乾燥試

料 を100倍 重量の水 とともにフラスコにいれ,逆 流冷 却

器をつけて沸騰水浴 中に15分 間たもち,濾 別す る。残

渣の窒素含量を ミクロキール ダール法 に より定量 し,蛋

白態窒素 とす る。濾液の一部分 を とりミクロキ ールダ ー

ル法 によって全水溶性窒素 を定量す る。別に濾 液の一部

分を と り,1/5容 量の酢酸鉛溶液 を加 え,振 盪 し,一 昼

夜放置 した後,濾 別 し,残 渣 の窒 素含量を ミクロキール

ダ ール法で定量 し,水 溶性 蛋白態窒 素 とす る。全 水溶性

窒素か ら水溶性蛋 白態窒 素量 を差 引いた値を水 溶性非蛋

白態窒素 とす る。非蛋 白態窒素 は遊 離の ア ミノ酸,ア ン

モニア,ア マイ ドな どの窒素の合 量をあ らわす もの と考

え られ る。

可消化性炭水化物 の分 別定 量はつ ぎの ように行 った。

還元性糖量 は試料 を約100倍 量の80%ア ル コール とと

もに,湯 浴 中(80～85℃)に30分 間た もち濾別す る。

濾液 を減圧濃縮 してアル コールを除去 し,硫 酸亜鉛で除

蛋 白した液 についてSOMOGYIの 新法 に よ り還元力 を測

定 した。全糖 量は上記 の除蛋白 した液の一部 をと り,最

終濃度 が2.5%と な るように硫 酸を加 え,沸 騰水浴 中に

15分 間たもち,苛 性 ソーダで中和 した後,還 元性糖 と同

様,SOMOGYI法 に より還元 力を測 定 した。 また全糖量

と還元性糖量 の差 を非還元性 糖量 とみな した。全炭水化

物量の測定 はつ ぎの よ うに行 った。試料 を約50倍 量の

0.7N塩 酸 と ともに沸騰水 浴中で150分 間加熱 す る。分

解液 を濾別 し,濾 液 を苛性 ソーダで中和,硫 酸亜鉛 で除

蛋 白した後,そ の一 定量を とり,SOMOGYI法 に よ り還

元 力を測定 し,グ ル コース として算出 した。 この ように

して定量 した全 炭水化 物は,可 溶性の糖 類,澱 粉のほか,

稲茎の構成成分 であ るヘ ミセル ロースや ペ ン トーザ ンの

一部 も含む もの と考 え られ る
。

実 験 結 果

以上 の ような方法 で水 耕液 に生育 した水稲の生育状態

を第1図 に,収 量に関す る調査の結果 を第2表 に示す。

第1図 水稲の生育状態(1955年)

11%酢 酸液90mlに 酢 酸鉛10gを 溶解
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第2表 窒素含量を異にす る水耕液 に栽培 され た水稲収穫 物の調 査(1955年)(株 あた り)

*根 部 を除 く

第3表 窒素含量 を異にす る水耕液 に栽培 され た水稲茎 の化学組成

*生 稲茎 あた りパーセン ト

†乾燥稲茎 あた りパーセ ン ト

第4表 窒素含量 を異 にす る水耕液に栽培 された水稲茎の各態窒素含量(乾 燥稲茎 あた りmg%)

第5表 窒素含量 を異 にす る水耕液 に栽培 され

た水稲茎の各態炭水化物含量(乾 燥稲

茎あた り%)

ここには1955年 の結果のみをかかげ るが,1956年 に得

られ た結果もだいたい同様の傾向を示 した。本実験の条

件下 では,窒 素質肥料 の多少は水稲の生育 にほとん ど影

響 を与 えない。わずか に多窒素区で茎数の増加がみ られ

るが,穂 数や乾燥重にほ とん ど差のない ことか らも明 ら

か な ように,そ の大 部分はいわゆ る無効 分けつであ り,

収穫時 にも草丈 は低 く,2, 3葉 を有 す るにす ぎなか った。

しか し水稲 が水 耕液 中の窒 素含量の多少 に よ り影響を

うけていないわ けではない。第3～5表 に示す ように,

そ の化学組成 には窒 素化合物 と炭水化 物の含量に相 当の

差異が認 められ る。両年 を通 じて多窒 素区の水稲 茎は少

窒素区 よ りも多量の窒 素化合物 を含有 し,炭 水化 物含量

は逆に少 窒素区で多い。 この分析 結果は前報 で報告 した

土耕栽培の場 合 と全 く一 致す る。

野外飼育試験の結果 を第6表 に示す 。両年 の結果は よ

く一致 してい る。幼 虫の体 重は全調 査を通 じて少窒素区

水稲 で よ りも多窒素 区水稲 で大 きい。孵化20日 後には

その差は顕著でないが,30日 後 にはきわめて有意 な差が

認 あ られ る。頭 巾は20日 後,30日 後 ともに多窒素区で

大 きい。

無 菌飼育試験の結果を第7表 に示す。幼 虫の体 重は両

年 とも多窒素区水稲茎を摂食 した場合 に大 き く,そ の差

は統計的に有意で ある。幼 虫頭 巾の測定 結果 も,幼 虫の

生 育が多窒素区水稲茎ですみやか なこ とを示 してい る。

論 議

食植性 害虫の生育や加害が,植 物 に対す る施 肥量 の多

少 に よ り影響を受 ける事実は,従 来多 くの研究 者によっ

て報告 され てい る。初 期の研究 は多分 に実用主義的 な方

向 で行 われ たため,え られた結果 は一般性 に とぼしい傾

向が あるが,近 年にいた って精密な計画 に基づいた普遍

性の高い価値 あ る研究 が行 われ るようにな った。た とえ

ばBARKER & TAUBER (1951a, b, 1954), TAYLOR 
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第6表 窒素含量 の異な る水耕液に栽培 した水

稲で の幼虫 の生育(野 外 飼育試験)

(a) 1955年

両 処 理 区 間 の 体 重 の 差 の 検 定

20日 間 飼 育 区:F=3.08, P>0.05

30日 間 飼 育 区:F=17.83, P<0.01

(b) 1956年

両 処 理 区 間 の体 重 の差 の検 定

20日 間飼 育 区:F=0.77, P>0.05

30日 間飼 育 区:F=24.86, P<0.01

第7表 窒素含量の異 なる水耕液に栽培し た水

稲 での幼虫 の生育(無 菌飼育試験)

(a) 1955年

両 処理 区 間 の平 均 体 重 の差 の検 定:

F=5.67, 0.01<P<0.05

(b) 1956年

両 処 理 区 間 の 平 均 体 重 の差 の検 定:

F=8.70, 0.01<P<0.05

et al. (1952)は ア ブ ラ ム シ類 に つい て,DAHMS et al. 

(1940, 1947)は コ バ ネ ナ ガ カ メ ム シBlissus leucop-

terusに つい て,ALLEN & SELMAN (1955, 1957)は ダ

イ コ ンサ ル ハ ム シPhaedon cochleariaeお よび オ オ モ

ン シ ロ チ ョ ウPieris brassicaeに つ い て,WITTWER & 

HASEMAN (1945)は アザ ミウ マ Heliothrips haemor-

rhoidalisに つ い て,SMITH & NORTHCOTT (1951)

は バ ッ タMelanoplus mexicanusに つ い て,ま た

RODRIGUEZ et al. (1949, 1951, 1952), LEROUX (1954)

は ハ ダ ニTetranychus telarius (=T. bimaculatus)

に つい て それ ぞれ す ぐれ た 研究 を行 って い る。 ま た わ が
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国において も岡本(1951, 1954, 1957),湯 浅(1952),

石 倉 ら(1953),笹 本(1953, 1955, 1957),湖 山(1954, 

1955),筒 井 ら(1954, 1955)に よ りお もにニカ メイ ガ

な らびに イネカラバエ につい て同様の研究 が行われ てい

る。 これ らの結果 をみ ると,作 物や昆 虫の種 類に より各

肥料 成分の影響は必ず しも一致 した傾向 をもたないが,

比較的共 通 した結論 は窒素質肥料の施用 量がも っとも大

きな影響をお よぼす ことであ り,そ の多用 は一,二 の例

外を除いて作物の被害 を増加 させ,あ るいは昆虫の生育

を良好 にす る。

ニカ メイガ幼 虫の生育 と窒素質肥料 との関係 につい て

は上記 の 笹本(1955, 1957),石 倉 ら(1953),筒 井 ら

(1955)の ほか多 くの研究者 によ り調査が行われ,窒 素

の多用は例 外な く幼虫の生育 を良好 にす るこ とが認 め ら

れ でい る。 しか しこれ らの調査の 多 くは変動要 因の多い

圃場 で行われた ものであ り,ま た窒 素の多用 が どの よう

な機構 によ り幼虫の 生育 にこの ましい 影 響を 与 えるか

は,全 く明 らか にされ てい ない。

本実験 は与 えられ た窒素質肥料 が,ど の ような機構 に

よって水稲体 を通 じてニカ メイガ幼 虫の生育 に影響をお

よぼすか を明 らか にす るため行 なった一 連の調 査の一部

で あ り,比 較的変動要因 の少 ない と考 え られ る網-ガ ラ

ス室 内で水稲 を水耕栽 培し,こ れ を飼料 として野外飼育

試験 と,無 菌飼育試験 とを 行 な った。 両 飼育試験の 結

果,い ろい ろの条件 のちがいに よって程度の差があ るが,

ニカメイガ幼虫 の生育 は少 窒素区水稲で よ りも多窒素 区

水稲 を摂食 した場合 に明 らか に良好であ った。す なわ ち

野外飼育 され た幼 虫は両年 とも多窒素区水稲 で著 し くす

ぐれ た生育 を示 した。 また無菌的 に飼育 され た幼 虫も,

だ いたい多窒素区水 稲茎で良好な生育 を示 した。一 方多

窒 素区水稲 茎が少窒素区のそれ よ りも多量 の窒 素化 合物

を含有 してい ること,可 消化性炭水化合物含 量が逆 に少

窒素区水 稲茎で高い ことは化学分析 の結果か ら明 らかで

あ る。

ISHII & HIRANO (1957)は 炭水化 物 と蛋白質の含量

をい ろい ろに変 えた合成飼料 を使用 した研 究の結果,ニ

カメイガ幼 虫の生育 は飼料 中の炭水化 物な らび に蛋 白質

含量 と密接 な関係 をもち,あ る範囲内では飼料 中に蛋 白

質 が多 く炭水化 物が少 ないほ ど,そ の生育が良好で ある

こ とを報告 した。また窒素施用量の異な る土壤 に栽培 さ

れ た水稲 に よる幼虫の飼育な らび に水稲茎の化学分 析を

行 ない,本 実験 と 全 く 同様の 結 果をえた(石 井 ・平野

1958)。

これ らの事実か ら,ニ カメイガ幼虫の生育が多窒素区

水 稲茎です ぐれ てい るこ との主要 な理 由のひ とつは,多

窒素区水稲茎の窒素化合物含量 が高 く炭水化 物含量が低

い点,換 言すれ ば これ らの水稲 茎が少窒素区水 稲茎 よ り

も,幼 虫の飼料 として栄 養的にす ぐれ てい ることにあ る

とい うこ とが でき よう。 しか し窒素化合物,炭 水化物の

各分劃 の定 量結果か らみて,ど の形態の窒素化合物や炭

水化 物が幼虫の生育 と最 も密接な関係 をもつか,を 明確

にす ることはで きなか った。

肥料施 用量の多少,あ るい は水稲品種 間の抵抗性 とニ

カ メイガに よる被害 との関係 を明らか にす るためには,

問題 を,(1)雌 成 虫による産卵時 の選択性,(2)幼 虫の

生育状態,(3)幼 虫の行 動性,お よび(4)水 稲の耐性の

4つ にわ けて考 え るべ きであろ う。従 来被 害に関す る研

究 におい て,こ れ らい ろいろの範疇に属す る問題 点が,

ともすれ ば混 同され て扱われ がちであ った。本実験で は

幼 虫の生育状態 に関 す る事項のみを取 りあげ,他 の問題

はな るべ くこれ を実験条件か ら除 くよう心が けた。他の

問題 について も順次解明 してい きたい と考 えてい る。

摘 要

窒素含量の異な る水耕液 に栽培 され た稲 を使用 して,

ニカ メイ ガ幼虫 を飼育 しその生育 状態 を調べ た。野外飼

育試 験お よび無菌飼育試験 の結 果,幼 虫の生育 はつねに

多窒素区水稲茎で良好 であった。一方水稲茎 の化 学分析

の結果,多 窒素区水稲茎 は少窒 素区 よりも多量の窒素化

合 物 を含有 し,少 窒素 区茎 は多窒素 区茎 よりも多 量の可

消化 性炭水化物 を含有 していた。これ らの結果お よびす

で にえられ ている知見か ら,多 窒素区水稲茎におけ る幼

虫の良好な生育 は,多 窒 素区茎が幼虫の飼料 として栄養

的 にす ぐれ ているこ とに よる と結論 され る。

引 用 文 献

ALLEN, M.D. & I.W. SELMAN (1955) Bull. Ent. 

Res. 46: 393•`397.

ALLEN, M.D. & I.W. SELMAN (1957) Bull. Ent. 

Res. 48: 229242.

BARKER, J.S. & O.E. TAUBER (1951a) J. Econ. 

Ent. 44: 125.

BARKER, J.S. & O.E. TAUBER (1951b) J. Econ. 

Ent. 44: 1010•`1012.

BARKER, J.S. & O.E. TAUBER (1954) J. Econ. 

Ent. 47: 113•`116.

DAHMS, R.G. (1947) J. Econ. Ent. 40: 841•`845.

DAHMS, R.G. & F.A. FENTON (1940) J. Econ.



1959年3月 石井 ・平野:ニ カメイガ幼虫 の生育 に及 ぼす水稲 への施肥 の影響 21

Ent. 33: 688～692.

ISHII, S. & C. HIRANO (1957) Japan. J. Appl. Ent.

Zool. 1: 75～79.

石 井 象 二 郎 ・平 野 千 里(1958)応 動 昆 2: 198～202.

石 倉 秀 次 ・田 村 市 太 郎 ・渡 辺 幸 志(1953)四 国農 試 報 告 

1: 217～227.

河 田 党(1950)農 林 省 農 試 報 告 66: 9～60.

湖 山 利 篤(1954)応 昆 10: 63～70.

湖 山 利 篤(1955)農 業 改 良 技 術 資 料 第53号: 174pp. 

LEROUX, E.J. (1954) Can. J. Agric. Sci. 34: 145

～151 .

岡 本大 二 郎(1951)応 昆 7: 74～75.

岡 本大 二 郎(1957)防 虫 科 学 22: 33～45.

岡 本大 二 郎 ・腰 原 達 雄(1954)応 昆 10: 71～75.

RODRIGUEZ, J.G. (1951) Ann. Ent. Soc. Amer. 

44: 511•`526.

RODRIGUEZ, J.G. & R.B. NEISWANDER (1949) J. 

Econ. Ent. 42: 56•`59.

RODRIGUEZ, J.G. & L.D. RODRIGUEZ (1952) Ann. 

Ent. Soc. Amer. 45: 331•`338.

笹 本 馨(1953)応 昆 9: 108～110.

笹 本 馨(1955)応 昆 11: 66～69.

笹 本 馨(1957)防 虫 科 学 22: 159～164.

SMITH, D.S. & F.E. NORTHCOTT (1951) Can. J. 

Zool. 29: 297•`304.

TAYLOR, L.F., J.W. APPLE & K.C. BERGER (1952) 

J. Econ. Ent. 45: 843•`848.

筒井喜代治(1954)東 海近畿農試研究報告栽培部 1: 60

～67.

筒井喜代治 ・佐藤昭夫 ・田中清 ・谷元節 男 ・小野木静夫

(1955)東 海近畿農試研究報告栽培部 2: 104～127．

WITTWER, S.H. & L. HASEMAN (1945) J. Econ. 

Ent. 38: 615•`617.

湯浅 啓 温(1952)農 技 研 報 告 (C) 1: 257～279.

Summary

Effect of Fertilizers on the Growth of Larvae of the 

Rice Stem Borer, Chilo suppressalis WALKER

II. Growth of the Larvae on the Rice Plants Cultured 

in Nutrient Solutions of Different Nitrogen Level

By Shoziro ISHII and Chisato HIRANO

National Institute of Agricultural Sciences, Nishigahara, Tokyo

The rice stem borer, Chilo suppressalis, is a 

major pest of the rice plant in Japan, and a 

large amout of insecticides is consumed every 

year for control of it. Recently, considerable 
interest attaches to the effect of chemical com-

position in host plants on development and fe-

cundity of phytophagous insects, and in conse-

quence, to the possibility of insect control through 
application of fertilizers. In view of some recent 

observations that the borer damage in the rice 

plants may be greatly affected by application of 
a large amount of fertilizers to paddy fields, the 

experiments were carried out to prove the effect 

of the nitrogenous fertilizer on the larval growth 

of the larvae.

A rice plant variety, Norin No.29, was cul-

tured in nutrient solutions at two levels of 

nitrogen content, then larvae were allowed to 

feed on them. Two feeding experiments were 

performed, one of them was on the living rice 

plants in a greenhouse and the other was with 

the sterilized rice plant stem (borer zone) under 

aseptic conditions.

Rearing on the living rice plant. From the end 

of August to the beginning of September, the 

rice stem borer eggs just before hatching were 

placed on the rice leaf, and larvae hatched 

were allowed to feed on the living rice plants 

for 30 days. The results obtained are as follows:
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*Level of significancy of the average weiyht between two series .

Rearing with the sterilized rice stem. On 30th 

August, the rice plants growing in the nutrient 

solutions were reaped, and roots, leaves and 

ears were removed. 30g each of remaining stems 

(borer zone) chopped to 3 to 4cm in length was 

put in 300ml Erlenmeyer flasks with 6ml of 

water, and plugged with cotton, then sterilized at 

18lbs per sq. inch for 15 minutes. With those rice 

stem diet the borer larvae were reared aseptically 

for 20 days at 28•Ž. The results are as follows:

*Level of significancy of the average weight between two series.

Chemical composition of the rice plant stems. 

Chemical analyses on the rice plant stems sam-

ples on 30th August were performed to investi-

gate the effect of nitrogen fertilizer. The results 

are given in the text in detail.

Under these conditions, significant superior 

growth of the larvae, as measured by their 

weights, is introduced by feeding on the rice 

plant cultured in high nitrogen solution. These 

rice plants contain a high level of nitro 

genous compounds and a rather small amount 

of carbohydrates to compare with the plants 

cultured in low nitrogen solution. The data 

from the previous (ISHII & HIRANO, 1958) and 

the present experiments clearly show a close 

correlation between chemical composition of the 

rice plant stems (borer zone) and the growth of 

the rice stem borer larvae.


