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I. 2化 地帯 で経過 した2化 ・3化 地帯 イネカラバエの生態的性質の違い
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緒 言

昆 虫は生息す る地方 によって生態的性質 を異 にす る こ

とが 多い。そ の原 因は単 に地方 によって気候的 因子や生

物的因子 などの環境条件が異 なることの ほか に,地 方的

な生態的系統が存在す る場合 もある。その場合 にはそれ

ぞれ の生態的系統が もつ生態的性質 は遺伝的 であるた め

に,生 息環境が異 な っても変 らない。

本 邦にお け るイネカ ラバエChlorops oryzaeは 地 方

によって世代数が異 な り,東 北 以北 の2年 世代地帯 とそ

れ以南 の年3世 代地帯 とが存在す る。 この両地帯 の境界

については著者 ら(1955)な らび に飯島(1956)が 報告

し,ま た,こ の境界線付近で は両地帯の イネカラバ エが

混在 して生息 している ことも指摘 した。 イネカラバエの

生態 に関 しては多数 の詳細 な研究 はあるが,地 方的 な生

態 の差異 につ いて は不明 な点が多 く,特 に本種の年間世

代数 を規制す る因子 につ いてはほとん ど報告 された もの

が ない。世代数の差異 と環境条件 との関係 を明 らか にす

る こと膿 業上 きわ め種 要で本種の発生予察 に寄 与す

るばか りで な く,生 態学的 にも非常 に興味 ある問題であ

ると思われ る。

著者は,ま ず現在の2化 地帯 と3化 地帯の イネカラバ

エが生態的 にどの ような違いがあ るかを確 かめ,そ れ ら

の発生環境 を明 らか にす るため に,環 境 を交換 して イネ

カラバ エの野外飼育 を試みてい る。す なわ ち,3化 地帯

のイネカラバ エを2化 地帯 に移 し,同 じ環境条件の もと

で2化 地帯の もの との 生態的性質の違い を知 ろうとし

1957年 には予備 的に調 査 し,更 に1958年 には前年 の結

果 に基づ いて一連 の実験 を行 った。 ここに不備 をか え り

みずその結果 を報告 し,諸 賢の ご批判 を仰 ぎたい。

この実験 を行 うにあた り,材 料 を提供 された北陸農試

害虫研究室の各位な らび に鳥取農試千代西尾伊彦氏,い

ろい ろと有益な助言 を与え られた当農試虫害研究室の各

位,調 査 に協力 された当室研究生古屋義美氏 に対 して こ

こに厚 くお礼申 し上げ る。

材 料 お よ び方 法

実験 に用 いた2化 地帯 のイネカラバエは秋 田産(大 曲

市),3化 地帯 のそれ は鳥取産(八 頭郡 智頭町)と 新 潟産

(高田市)の ものであ る。鳥取産 の材料 は1958年1月 上

旬ス ズメノテ ッポウに寄生 した幼 虫を寄主 とと もに採集

して;当 農試 の野外に栽植 して越冬 させ,新 潟 産のもの

は同地 で1化 期 を経過 したものを7月 に供試 した。2化

地帯 の材料 はヌカボで越冬 したものであ る。

これ らの供試材料 を成 虫 ・卵 ・幼 虫 ・蛹 の各態 につい

て調査す る ことにし,成 虫の羽化 は越冬幼 虫の蛹化 がほ

ぼ完了 した ころに室 内へ移 して調べ た。 これ らの成 虫の

室 内飼育か ら得 られた孵化幼 虫は,あ らか じめポ ッ トに

栽植 した稲 に接種 した。供試 した稲 の品種は抵抗性 が き

わ めて弱 い早生種 に属す る奥 羽227号 で,こ れ を実 験期

間 中数回 にわた って栽培 した。 耕種条件 についてはそれ

ぞれ の結果の項で述べ るこ とにす る。

成 虫の飼育 と孵化幼虫 の接種 は湯嶋 ・富沢(1957)の

方法 に準 じたが,特 に接種率 をよ くす るた めに気温が低

く湿度の高 い早朝 を選び,処 理後 の半 日は接 種材料 に暗

箱 をかぶせ て高湿 を保つ ようにした。 また両地帯 の孵化

幼虫 を同時期 に接種 してその発育経過 を比較 する必要が

あ ったので,そ れ には卵や蛹 を加温また 麻冷蔵処理 して

用い ることにした。 イネカラバ エの幼虫 は稲 の成長点付

近 に生息 してい るが,老 熟す ると上位葉の葉鞘上部 に移

動 して蛹化す るため,蛹 化は稲の幼苗期 には外部か ら葉

鞘を とお して容易 に透視す ることがで き,稲 の生育後期

には葉鞘をわずか に開いて蛹 を確認 した。 これは出穂調

査 と兼ねて個体別 に毎 日午後3～5時 に行 った。なお,

当地産の イネカラバエの 自然寄生 を除 くため,産 卵期間

中5日 ごとに産付 卵をか き落 した。

結 果

実 験結果の記載 にあた り,幼 虫の原産地 と経過世代数

とを区別す るため に第1表 の ような略号 を用 い,原 産地
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の 県名 をローマ字 で,経 過世 代数 を アラビア数字で表わ

した。

第1表 換試幼虫の産遮と経過世代の略号

経過世代 の()内 は中間世代

越冬雑草 か らの羽化消長 越 冬中の1月27日 に両地

帯 の幼 虫の発育程度 を比較 す るため に体長 を測定 した。

幼 虫 はいずれ も1令 であったが,3化 地帯の ものの体長

は1.82mm,2化 地帯 のものは1.68mmで,前 者が

わずかに大 きか ったが有意 な差 ではなか った。 しか し,

融 雪時 にあた る3月 下旬か らの観察 に よると,3化 地帯

の幼虫 は発育が速 く進 んでいた ように うかがわれた。成

虫の羽化消長 は第2表 の とお りで,3化 地 帯の第1化 期

成 虫は早 くか ち羽化 し,2化 地帯 のものに比べ ると羽化

盛 期が25日 ほ ど早か った。

第2表 越冬雑草か らの羽化消長

記号は第1表 参照

幼虫 期間と蛹 化消長 当地方での慣行栽培 に準 じて4

月26日 に播種 し,6月2日 に移植 した稲 に孵化幼 虫を

接 種 した場合 の幼 虫の接種時 期 ・幼虫期間 ・蛹化消長 の

関係 を示せ ば第1図 の とお りであ る。なお,接 種時期 と

稲 の生育状態 の関係 は,第1図 中,上 か らそれぞれ3化

地 帯の第1化 期,2化 地帯 の第1化 期お よび3.化 地 帯 の

第2化 期 に当ってい る。

第1図 に よれ ば,材 料 お よび接種期の違い によって,

幼 虫期間 と蛹化消長 とに著 しい差異があ る。す なわ ち,

2化 地帯 の幼 虫は どんな時期 に食入 して も蛹化期 はほと

ん ど同 じで,8月 中 ・下旬 であ つた。 この稲の出穂期 は

8月 中旬であ った か ら,蛹 化 期 と出穂期 とが ほぼ一致

し,後 述 す るよ うに幼 虫の蛹化 は幼穂を摂食 した後 に行

わ れ た ことにな る。 したが って,食 入期が出穂期 に近い

は ど幼 虫期間が短 くな ってい る。一 方,3化 地帯の幼虫

第1図 慣 行栽培 の稲に寄生 した幼虫の発育期間 と

蛹化曲線(記 号 は第1表 参照)

接種月 日 A:6月8日,B:7月5日, C:7月25日

期間 も食入期の早晩 によって多少 の差異 はあるが,そ の

差は2化 地帯の場合 に比べ るとわずかであ る。 したが っ

て,3化 地帯の幼虫 は食入後 ほぼ一定期間 を経た後 に蛹

化す ると理解 して よか ろう。

更 に,蛹 化曲線の起点か ら終点 までの 日数で表わ され

る幼 虫期間の個 体 による変異の幅 は,2化 地帯の ものは

どの場合で も短 く,蛹 化は斉一であ り,3化 地帯の もの

は後 期 に食入 した ものほ ど個体差が大 きか った。特 に3

化地帯 の もので蛹 化曲線の両端 の幅 が33日 間 にわた っ

た場合 があ り,こ れ は個 体に よって幼 虫の発育速度が著

しく異 なった ことを示 してい る。事実,3化 地帯 の幼 虫

は蛹化部位へ到達 した後,そ のまま20日 以 上を経 過 し

てか ら蛹化 した個体 も少 な くなか った 。

次 に,3化 地帯 の第2化 期にあた る7月 下旬 と8月 上

旬 にそれぞれ稲苗 に接種 し,こ れ らと同 じ時 期に生育後

期 の稲 に寄生 した 場合 とを 比べ,寄 主 の生 育段階 の違

いが 幼 虫の 発育 に どの ような 影響 を及 ぼすか を 検討 し

た。供試 した稲苗 は7月1日 まき(第2図A)お よび7

月10日 まき(第2図B)で,そ れぞれ第IV～V葉 が抽

出 した主桿 茎に接 種 した。なお,こ の稲 はいずれ も9月

中 ・下旬 に出穂 したが,秋 期 の低 温のた めに登熟 しなか
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った。実験結果 は第2図 の とお りであ る。

第2図 不時栽培 の稲に寄生 した幼虫の発育期間 と

蛹化曲線(記 号 は第1表 参照)

接種月 日 A:7月24日,B:8月3日

まず,第2図 によって幼苗 に食入 した場合 をみ ると,

2化 地帯 と3化 地帯の 幼 虫期間 には著 しい 差異が あっ

た。すなわち,そ の結果は前 に述べた第1図Bに 似てお

り,2化 地帯の幼虫期間 は長 くて斉一 であ り,3化 地帯

の幼 虫期 間は短 く,か つ不 斉一 で,最 短 は19日,最 長

は79日 と,そ の開きは60日 に及 んだ場合 があった。

さて,7月 下旬 に幼穂伸長期 の稲 と幼 苗に食入 した結

果 とを,そ れ ぞれ第1図Cと 第2図Aに ょって比較す る

と,3化 地帯 の幼 虫期間は,稲 の生育状態 が どうであっ

ても35日 前後 であった。 ところが,2化 地帯 のものは

幼 穂伸長 期の稲 で育 つ と幼虫期間が短 く,幼 苗ではその

2倍 の期間を要 した。 この ことは さきに 論 及 し た よう

に,2化 地帯 の幼 虫は幼 穂を摂 食 しない と蛹化 しない こ

とによって説明 され るが,そ の詳細 は別項 で述べ る。

最後 に,3化 地帯 の幼 虫で1, 2世 代 を2化 地帯 で経

過 した もの(Ta2)と,原 産地で1世 代 目を,2化 地帯

で2世 代 めを経過 した もの(Tt1a1, Nn1a1)に ついて発

育経過 を第1図Cと 第2図 で比較す る と,同 じ生育状態

の稲 に寄生 した もので は幼虫期間が ほぼ同じであ る。 こ

の こ とは前世代 にお ける幼 虫の発育環境 の差 は,次 世代

の幼 虫の発育経過 には影響 を及 ぼさない ことを示 してい

るようで ある。

2化地帯幼虫の発育 と稲の生育 との 関係 2化地帯幼 虫

の発育 は,寄 主 であ る稲 の発育経過 と密接 な関係 があ る

よ うに思われた。 よつて これ らの関係 をみ るために孵化

幼 虫の接 種後7日 ごとに寄生茎 を抜 きとり,幼 虫の発育

程度 と稲 の生育状態 とを調べ た。供試 した稲 は4月26

日にまいた慣行栽培 のもので,孵 化幼 虫の接 種は7月5

日に行 った。接種時期 と接種時の稲 の生 育状態 は2化 地

帯 の第1化 期にあた ってい る。その結果は第3表 の とお

りであ る。

第3表 2化 地 帯 幼 虫 の 発 育 と 稲 の 生 育 経 過

平均 幼虫期間47.7±1.8日,出 穂期8月13日

第3表 に よると,2化 地帯 の幼 虫は稲 の幼穂を摂食 し

始 めてか ら,急 速 に発育が進む ことがわか る。 この実験

か らは令 別の発育所 要 日数 を求め ることはで きなか った

が,1令 期聞が最 も長 く,2令 期間が最 も短か った こと

は容易に想像 され る。

中間世代の存在 2化 地帯で も3化 地帯 でも,稲 か ら

羽化 した越冬前の世代の成虫 は,9月 上 ・中旬か ら禾木

科雑草 に産卵 す るのが 自然状態での発生経過で ある。 こ

の成虫は2化 地帯では第2化 期,3化 地帯では第3化

期 にあた るが,い ずれ も越冬は1令 の幼虫態で行われ る

とい うのが通説であ る。 この越冬前世代の成虫の うち,

特 に早 く羽化 した個体 に由来す る幼虫は,年 内 に発育を

完了 して蛹 とな り,更 に成虫 とな って越冬まで に中間世

代が存在す るか どうか実験を行 った。寄主 には前述 した

7月10日 まきで9月 上旬 には 幼穂伸長期であ った 稲

と,8月20日 まきの幼苗を供 試 し,9月 上旬 に孵化幼

虫を接種 した。

実験結果は第3図 の とお りで,2化 地 帯 と3化 地帯 の
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第3図 不時栽培 の稲 に寄生 した幼虫の発育期 間と

蛹化 曲線(中 間世代)記 号 は第1表 参照

接 種月 日はA, Bと も9月11日

幼 虫ともに年 内に発育 を完了 して蛹 とな った。幼虫期間

は両者 の間 に有意 な差 はな く,ま た,寄 主の生育状態 に

かか わ らず30日 前後 であ り,し か も幼虫期間 の個体変

異が小 さか った。 これ らの ことは9月7日 を中心 とした

前後3日 間 に3化 地帯幼 虫を接種 した結果 も同様で,幼

苗 を摂食 した ものの幼 虫期間は29.9±2.5日(N=44),

幼 穂 を摂食 した もののそれ は30.5±1.8日(N=47)と

な った。

この中間世代 の うち,幼 苗に食入 させた2化 地帯幼虫

の発育経過 は これ までの知見 と著 しく異な り,30日 前後

の 短い期間 で発育 を完了 し,幼 穂を摂食 しな くても蛹化

しえた。 また この ことは次の実 験で も実証 された。す な

わ ち,越 冬 中の2化 地帯(大 曲産)と3化 地帯(高 田

産)の1令 幼 虫を,1957年12月10日 に温室で育成 中

の稲苗 に食入 させた ところ,幼 虫はいずれ も翌年1月17

日には蛹化 を完了 していた 。 この結 果は1958年 に行 っ

た追試験で も同じであった。 これ らの実験では越冬幼虫

の接種か ら蛹化 までに要 した 日数は約30日 で,幼 穂が

形成 され ない うちに蛹化 した。

早 期に得 られ た中間世 代の蛹 を室 温で羽化 させ,10月

中旬 に,あ らか じめポ ッ トに栽 植 しておいたスズ メノテ

ッポウにケージをか ぶせ て成 虫を放飼 した ところ,産 卵

は正常 に行 われ て,11月 下旬 にはスズ メノテ ッポウに傷

葉が見受 けられ,幼 虫が寄生 した ことがわか った。 この

ように中間世代 に由来 した越冬 幼虫が正常の もの と変 り

な く存在 した ことは,こ の中間世代 が完全 に独立 した世

代 であ ることを示 してい る。

年 間経 過世 代数 この実験期間中,3化 地帯 の材料 は

3世 代を,2化 地帯の もの は2世 代 を経過 したが,こ れ

らに越冬世代 を加え ると,そ れぞれ4世 代 と3世 代 にな

って,通 常 自然状態でみ られ る世代数 よ りも1世 代ずつ

多い ことにな る。 これ は孵化 を斉一 にす るた めに卵 に加

温 した以 外 は,す べて 野外 で 順次経過 させた 結果であ

る。世 代数が増加 した ことは中間世代が存在 したためで

あ るが,2化 と3化 地帯の材料 で世代数が異な ったのは,

第1図 でわか るように,2化 地帯 の ものが第1世 代を経

過 す る間に,3化 地帯 の ものは2世 代を完了 しえたか ら

であ る。

傷葉型 と穂の食害 イネカ ラバエの幼 虫の加 害は傷 葉

や傷穂 とな って現 われ る。 この実験に用いた奥羽227号

に現われ た傷痕 を,そ の型か ら次の ような4つ の型 式に

分類 した(図 版)。

もちろん,こ のよ うな傷痕 は1葉 身上に単独で発現 す

るのではな く,第4図 でみ られ るように,shにphが,

csにshとphが 混在す る ことが多い。 また,第4図

は実際 に現われた傷葉 の1例 を,そ の初葉か ら最終葉 ま

で につい て示 した もので ある。 これ によれ ば一見 して千

差万別 と悪われ る傷葉 も,傷 痕 の型か らその現われ方 に

一定 の傾向 をうか がう ことができる。すなわ ち,食 入後

間 もな く抽 出す る傷葉 は食害 の程度が浅い孔痕型,後 期

では食害が著 しい裂傷型 となってい る。 この ことは後期

になるにつれ て幼 虫の発育 が進 むため,必 然的 に摂食 量

が多 くな るた めである。 しか し,葉 身上 にお ける傷痕数

と傷痕 の位置 は,通 常,個 体 によって異 な り,一 定 の傾

向はみ られない。

さて,こ れ まで に述べた実験 の主 なものについて,供

試虫の種類 ・播種 期 ・稲の生育状態 な どの違い と,傷 葉

型 ・傷葉数 ・穂 の食害 な どとの間 に どのよ うな関係が あ

ったか をみれ ば,第4表 の とお りになる。 なお,傷 葉型

は葉身上 に最 も多い傷痕型で代表 させて模式的 に表わ し

た。

発現 した傷葉 を初葉か ら最終葉 まで ひとまとめにすれ

ば,3化 地帯 の1化 期型 と2化 地帯型 に大別 され る。前

者 では上位葉 にasが,後 者ではcsが 主体 となって存

在 す るのが特徴 であるが,ど の場 合にも初 期に発生す る

傷葉 は孔痕型 であ る。asは 主 として3化 地帯 の幼虫が

幼苗 に寄生 した ときに発生す るが,2化 地帯幼 虫が中間

世代 で幼苗に寄生 した場合 に も見 受け られ た。 また,3
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第4表 発 生 し た 傷 葉 型 と 加 害 様 式

括弧 で示 した ものの発生率 は10%前 後,材 料 記号は第1表 参照

化地帯 の ものでは接種時期が同 じであ っても3化 地帯 の

1化 期型 と2化 地帯型 の両 型が 発現 し た 場合 が あった

が,3化 地帯 の1化 期型 は幼 虫期間 が短い ものに由来 し

た よ うであ る。加害様式 で特 に重要 な ことは,asが 発

現す る とどんな場合 にも必ず穂 の食害が行われ なか った

ことで ある。 また,傷 葉数 は幼 虫が食入 した ときの稲 の

生 育状態 によって決 ま り,幼 苗期 に食入すれ ば傷葉数が

多 く,生 育後期 では少 ない。止葉 が抽 出す る ころに食入

す ると,幼 穂 だけを食害 して蛹化 した場合 もあった。以

上 のように,2化 と3化 地帯 の幼 虫は傷葉型や穂 の食害

な どの加害様 式に よって,識 別 しうる場合 とで きない場

合 とが あった。

交雑 第1代 幼虫の 発育 期間と加 害様式 7月 中旬 に両

地帯成虫の雌雄を組み 合わ せ て1対 と し室 内で飼育 し

た。供 試 した成虫は個 体別 に羽化 したもので,雌 雄の組

み合 わせは3化 地帯 の雌 と2化 地帯の雄 お よびその逆 と

し,そ れぞれ約10組 を設 けた。

成虫の交尾は どの組み合わせで もしば しば観察 され,

また,卵 の孵化率や産卵数な どにも別 に異常は なか った。

成虫の飼育か ら得た孵化幼虫 を,7月1日 にまき第IV～

V葉 が抽出 した稲苗 に接種 し,幼 虫期間 ・傷葉型 ・穂の

食害な どについて,供 試 した両親のそれ らと比較 した。

その結果 は第5表 の とお りで ある。

第5表 両親 および交雑第1代 幼虫 の発育期 間 と加害様式

材料記号 は第1表 参照

第5表 による と,両 親の幼 虫期間は3化 地帯 のもので

短 く,2化 地帯 のもので長か った。交雑第1代 の幼 虫期

間 は どの組み合わせで も2化 地帯 の幼 虫期間 と同じでそ

れ らの間 には有意 な差 はなか った。 また,傷 葉型や穂 の

食害 をみ ると,雌 雄 の組み合 わせ によって異 な り,3化

地帯 の雌 と2化 地帯 の雄 の組み合わせ では両 親のほぼ中

間型 を示 し,そ の逆 の組み合 わせ では2化 地帯 のものに

類似 した。

考 察

イネカラバエの発生 には2化 と3化 の地帯が存在す る

が,3化 地常の イネカラバエを2化 地帯に移 して,2化

地帯の もの と生態 を比較 した ところ,越 冬雑 草か らの羽

化 期,幼 虫の発育経過,世 代数お よび稲 の害 徴な どに違

いが認め られた。 これ らの違いは両地帯 の イネカラバエ

の幼虫の発育速度が根本 的に異な ることに起因す るよう

であ る。
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これ まで,地 帯 によ ってイネ カラバエの世代数が異 な

る原 因は主 として温 度条件に よるもめ と考 え られ て い

た。す なわ ち,暖 地 に属 す る3化 地帯では第1化 期成虫

の羽化期が早い こと と,十 分 な温度があ るため に年 に3

世代 を経過す る一方,東 北以北 の2化 地帯では この羽化

期が遅 く,ま た積算温度 も十分 でないために2世 代であ

るとされていた。 と ころが,著 者の実 験か らも容易 にわ

か るように,イ ネカラバ エの幼 虫の発育 は温度条件,特

に積算温度の法則 によって説明 す ることはで きない。む

しろ,寄 主植物の生育経過 と関係 が深 い ようで,こ の こ

とは特 に2化 地帯の幼虫 でいい うるようであ る。すなわ

ち,2化 地帯の幼虫 は稲 の幼穂 を摂 食 しない と蛹化す る

ことがで きない。 この ことが また年間 の経過世 代数 に差

を生 じさせた原因 にもなってい る。

2化 地 帯幼虫の発育 と幼穂 の摂食 と の 関係 に つ い で

は,す でに湯浅 ・湖山(1940)が 指摘 した。 すなわち,

寄 主雑草の種類に よって幼虫の発育速度が異 な るのは,

雑 草の出穂期がそれぞれ異 なるた めで あ るとい う。 しか

し,2化 地帯 の幼虫で も越冬前 の中間世代,あ るいは越

冬 中の若令 幼虫を稲 に寄生 させ て加温 した場合 には,3

化地帯 の幼 虫 と同様 な発育経過 を示 し,幼 苗 に寄生 す る

と幼穂 を摂 食 しない うち に蛹化 した。 したが って,2化

地帯 の幼 虫が発育 を完了す るため に,幼 穂 の摂食 を必要

とす る場合 とそ うでない場合 とを生 じたが,こ の原因 は

明 らか ではない 。一方,3化 地帯の幼虫は発育 中にた ま

た ま幼穂が存在 すれ ばそれ を好んで摂食す るが,幼 穂が

形成 され ない うちに老熟 す ると,そ のまま蛹化す る。

人工的 に接種す る と,2化 地帯 と3化 地帯の幼虫 とも

に秋期 にそれぞれ稲で 中間世代 を経過 した。3化 地帯の

幼虫で は湯嶋(私 信)も 人工寄生 で これ を確 認 し,また,

岩田 ら(1957)は 野外で雑草 に寄生 した場 合での可能性

を指摘 してい る。 しか し,2化 地帯 の当地方では これま

で全 く観察 されなか ったが,こ の世代 では幼 穂を摂食 し

な くて も蛹化す るので,第2化 期成 虫で羽化期の早い個

体では雑草で 中間世代 が存在 しうるか もしれ ない。 この

点は圃場 での観察 と人工接 種に よって今後究明す る予定

であ る。

次 に,こ の実験でみ られた3化 地帯幼 虫の発育 経過を

3化 地 帯で報告 された もの と比較 して,発 育環境 が異な

った場合の生態変異 について考察す る。岡本(1956)に

よると,3化 地帯 にお ける第1化 期成 虫の羽化期 は南下

す るほ ど早いが,そ の盛期 は5月 中 ・下旬 であ るとして

い る。 これは著者の実験で得 られた5月 下旬 とほぼ同 じ

であ るが,2化 地帯の羽化期 よ りは早 く,こ の差異 は湯

浅 ・湖山(1940)が 指摘 した ように寄主雑草の違い によ

るのか もしれないが,稲 で行 った実験結果か ら推察す る

と,3化 地帯の幼虫の発育は本 質的に早いのではなか ろ

うか と考 え る。

原 産地におけ る3化 地帯第1・2化 期幼虫の発育経過

については,そ れ ぞれ 関東東 山農試お よび北陸農試で試

験 され たYUSHIMA & TOMISAWA (1957)お よび岸野

(1958)の 報告があ る。 これ らと著 者の結果 とはほぼ同

じで,幼 虫期間は第1化 期では短 く,し か も個 体変 異が

小 さく,第2化 期では長 くて,変 異が大 きい。更に,3化

地帯 の幼 虫に よる稲の加害 について,岩 田(1958)の 結

果 と著 者のそれ とを比較すれ ば,次 の点を除 いては全 く

同様 であ る。す なわち,岩 田は2化 期幼 虫の蛹化 には幼

穂 の摂食 が絶対的 な条件 であ るとしてい るが,,著 者 が幼

苗 に孵化幼 虫を接 種 した実験 では,第4表 でもわか るよ

うに大 多数 の幼 虫は幼穂 の摂食 には関係 な く蛹化 した。

しか し,原 産地 でも幼苗 を寄主 とすれ ば,お そ らく著者

と同様 な結 果が得 られ るものと想像 され る。

以上述べ たよ うに,2化 地帯 で経過 した3化 地帯 のイ

ネカラバエは,そ れ 自身がもつ本来 の生態的性質 は全 く

失われず,環 境が異 なっても原産地 にお け ると全 く同様

の生態 を示 し,同 じ実験条件下 で2化 地帯 のイネカラバ

エが示 した生態的性質 とは全 く異 なっていた。 このよ う

な ことはBARBER (1925)お よびARBUTHNOT (1944)が

アワノメィガPyrausta nubilalisで, PAINTER (1930

a, b)お よびCARTWRIGHT & NOBLE (1947)がhessian 

fly (Phytophaga destructor)で それ ぞれ報告 し,産地を

異 に して生態 的性 質が異な る集 団は生態的 系統(biologi-

cal race or strain)で あ るとした。 また,本 邦で は

ニカ メイチ ュウChilo suppressalisに ついて深谷(1948 , 

1949, 1950)の 詳細 な研究があ る。 この ように害虫の生

態 的系統は幼虫期間 ・年 間世 代数 ・休 眠性 質 ・作 物 に対

す る寄生性 ・交雑 力な どが異 な る場合 があ る。

この ようにみて くると,イ ネカ ラバエには2化 地帯 と

3化 地帯 に発生 す る2つ の生態的 系統が存 在す るのでは

ないか とい う疑 問が生 じてくる。 これ が生態的 系統 であ

るか どうか を決 め るには,両 地帯の イネカラバ エがもつ

生態的性質 が遺伝的 であって,環 境 によって変 らないと

い うことを究明 しな くてはならない。 ところが,こ の実

験 は1年 間 の結果 であるため,3化 地帯か ら2化 地帯に

移 した にしても,環 境の後作用 として一時的 にあ らわれ

た現象か もしれない。 この点 を究明す るには,BARBER 

(1925)が アワノメイガ について行 った ように,3化 地

帯の イネカラバエを2化 地帯 で累代(年)飼 育 しな くて
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はな らない。更 に,2化 地帯 のイネカラバエを3化 地帯

で経過 させた結果 も合わせ て考 え ることが望ま しい。

摘 要

イネカ ラバエには2化 と3化 の発生地 帯があ る。本報

では1958年 に3化 地帯産(鳥 取産 ・新潟 産)の イネカ

ラバ エの幼 虫を2化 地帯(秋 田)で 経 過 させ,2化 地帯

幼 虫 との生態的性質 の違 いを検討 した結 果を記 述 した。

1) 第1化 期成 虫の羽化 は,3化 地帯産 で早 く,2化

地帯産で遅 く,そ の差 は約25日 あった 。

2) 2化 地帯産の幼虫 は稲 の幼穂 を摂食 した後 に蛹化

す るため,同 一栽培条件の稲 にはどんな時期 に食入 して

も蛹化期がほぼ一 定 してお り,出 穂後 に蛹化す る。 した

が って,幼 虫期間は幼苗 に食入すれば長 く,生 育後期 に

食入すれ ば短か った。一方,3化 地帯 産の幼虫の発育 は

幼穂 の摂食 とは関係 な く行 われ,食 入後 ほぼ一定期間 を

経れ ば蛹化す るようである。

3) 6月 か ら8月 まで の3ヵ 月間に,3化 地帯 産の も

のは2世 代 を,2化 地帯産 のものは1世 代 を経過 した。

4) 両 地帯の材料 とも稲 を寄主 として入為的 に接種す

ると,9月 上旬か ら10月 中旬 にか けて幼 虫が発 育を完

了 し,越 冬まで に中間世代が存在 した。 この世代 では2

化 地帯の幼虫 も幼穂 の摂食 には関係 な く蛹化 した 。

5) 幼 虫の加 害 による傷 痕 を4つ の型 に類別 し,更 に

傷 葉型の発生様式 を3化 地帯 の1化 期型 と2化 地帯型 に

分 けた。

6) 両 地帯 成虫の交 雑で得 られた第1代 幼虫の発育期

間 は,ど んな雌雄の組 み合わせで も2化 地帯 のもの と同

じであった。 しか し,稲 の加 害様式 は雌雄の組み合わせ

によ り若干異 なった。

7) 2化 地帯 で経過 した3化 地帯 産幼虫の生態は原産

地 の そ れ と全 く同様 で,発 育 環 境 が 異 な っ て も3化 地 帯

幼 虫 が もつ 本 来 の性 質 は失 わ れ なか った 。 しか し,こ れ

が 一 時 的 な 現 象 で あ るか 遺 伝 的 な も ので あ るか は 明 らか

で はな い 。
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Summary

Studies on the Local Variation in the Bionomics of the 

Rice Stem Maggot, Chlorops oryzae MATSUMURA 

I. Differences in Some Biological Habits Showed by Two 

Regional Stocks of the Rice Stem Maggot Reared under the 

Same Natural Conditions

By Jutaro HIRAO

Tohoku National Agrioultural Experiment Station, Omagari, Akita Pref.

The rice stem maggot, Chlorops oryzae, is one 

of the serious pests of rice in Japan. It has 

two generations annually in northern part but 

completes three generations in southern part of 

the country. In two-generation area the rice 

plant is infested obly once from the middle of 

growing stage to heading, and in three-generation 

area twice in the seedling and heading stages. 

The symptoms of attack are the injured leaves 

and ears.

This investigation was designed, first of all, to 

know the differences in some biological habits 

of the two regional stocks of the rice stem 

maggot from two-and three-generation areas, 

fearing both stocks in comparison under the 

natural conditions at Omagari which is in two-

generation area. The results obtained in 1958 

are summarized as follows:

1. Fly emergence from hibernating grasses 

peaked about 25days earlier in the stock from 

three-generation area than that from two.

2. In the case of in.festing normally cultured 

rice plants, larvae of the stock from two-

generation area could not pupate without feeding 

on young ears, and pupation occurred after the 

heading period of the host plant which fell on 

late August. Therefore, the earlier the larvae 

fed into the plant, the longer their develo-

pmental period became. On the other hand, 

the phenomenon mentioned above was not 

observed in the larvae of three-generation area.

3. Within 3 months from June to August, 

stocks from two-and three-generation areas 

yielded one and two generations respectively on 

the same host plant. Furthermore, prior to 

entering into hibernation, an intermediate gene-

ration occurred in both stocks were artificially 

forced to feed on the rice plants cultured in 

autumn.

4. Injury of leaves caused by larval feeding 

was classified into four types according to the 

forms of feeding scars. Some marked differences 

were observed in the types of injury between 

two stocks.

5. In crosses between two regional stocks 

mating was frequently obtained regardless of 

their combinations, and produced fertile eggs. 

In F1 generation, the larval developmental period 

resembled to that of the stock from two-genera-

tion area, but the symptoms of attack were 

rather different from the cross combinations.

6. Except the intermediate generation,the stock 

transferred from three-generation area held its 

original rythm of seasonal cycle noticed in the 

area of its origin, and seemingly has not been 

influenced enough by the environmental condi-

tions of the new locality where it was reared. 

The differences between these two stocks 

especially in number of generations per year, 

could not be explained by climatic conditions 

such as total effective temperature. This may 

be understood more fully by the supposition of 

existingbiological races andtheir inherent 

characteristics which will be maintained through 

some successive generations of years after trans-

ferring to new Locality.
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