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は じ め に

こん虫に限 らず一般動 物の個 体数の長期 にわた る変動

に週期 らしい ものが見 られ ることは古 くか らいわれ てい

ることで,本 学会で も1958年 度の シンポシアの一課題 と

して と りあげ られ,農 作害虫や森林害虫の例 を中心 とし

て討論 が行 なわれ た。 この際,私 はいわ ゆる週期的変動

と呼 ばれ てい る ものの中に全 く見かけの偶然変動 によっ

てい る場合 があ り,こ の ような問題の解析 には確率論的

な 方法 に もよるべ きであろ うことを 強調 した(内 田,

1958)。 この ような主張はすで にCOLE (1951)に よって

野生毛 皮獣の個 体数変動 の資料 について強 く述べ られ て

い る。 しか し,問 題 は この ような確 率論的な解析 をどの

よ うに進 めてゆ くかにあ る。

COLE (1951)は 個体数変動 曲線に現わ

れ る峯 か ら峯 までの時間を取 りあげ て,

これ にむ しろ真の意 味の週期性は認め ら

れ ず,偶 然性の大 きい こどを指摘 した。

ニ カメイガChilo suppressalisの 誘 ガ

(蛾)燈 に よる誘殺ガ数の長期変動 につい

て吟味す ると,こ の ような事実の認 め ら

れ る こともあった(内 田,1956)。 このよ

うな研究 の進 め方にあた って問題 となる

ことは,変 動 曲線の峯か ら峯 までの時間

を とる ことであ る。 この場 合,い くら峯

の絶対 値が低 くて も,極 大値であ るか ぎ

り峯 として取 り扱 われ る。あ る場合 には

変動 曲線の一 つの谷 であ る極小値 よ りも

絶対値 の小 さい 極大値 があ るわけ であ

る。 したがって,実 際にはいわゆ る大発

生 でな くても峯 として取 り扱 われ て しま

う。私 たちはむ しろ峯 ではな くて,有 意

な大発生 の点だ けを問題 に してゆ くべ き

であろ う。

ここでは この ような欠点 を避 けて,週

期性だ けを問題 と しないで変動 曲線 自身を取 りあげて問

題 を追求 しよ うと した。

ニカメイガの個体数 の世代 か ら世 代にわた る変動 の機

構 につい ては,ほ 場 の観察 のみではな くて実験的 に も研

究がな され てい るが(深 谷,1956),ま だ解決 した とはい

い にくい。誘 ガ燈 による誘殺 ガ数 の調査 資料 は相 当長 期

にわた って各地 におい て得 られ てお り,私 はか つて この

資料 を使 って,こ こで述べ るの と全 く違 った方法 によっ

て問題を解 こうと試みた(内 田,1954, 1957)。 ここでは

やは りこの同 じ資料 を研究材料 として用い て,上 述 のよ

うな見地か ら解析 を行 なった。

変 動 の 分 析1

第1図 に実線で示 した曲線 は岡 山県 と滋賀県 の農事試験

観 寮 年

第1図 岡 山県農試(上 図)と 滋賀県農試(下 図)

にお ける誘殺 ガ数の年次変動

-○-は 第1化 期 ガ数,-・-は 第2化 期 ガ数の補正値 を表 わす。横軸

に並行 な点線 は観察年間の平均値,--×--は 各世代誘殺 ガ数か らそ

の次世 代への増減(n1-n2)を 平均 値を0軸 として上下反転 させて示

した もの。
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場 で相当長年 にわた って得 られた ニカメイガの誘 ガ燈 に

よる誘殺 ガ数の変動曲線であ る。第1化 期の ガ数 は実数

であ るが,第2化 期の ガ数は実数では な くて,次 のよ う

な計算 によって第1化 期 と合わせ て考 える ことが でき る

ようにした 補正値 で ある。 補正 の方法 は 前報(内 田,

1956)と 全 く同 じで あって,(第2化 期 の誘殺 ガ数)×(第

1化 期の 誘殺 ガ数 の全統計期間 中の 平均値/第2化 期誘

殺 ガ数 の全統計期間 中の平均値)に よった。 すでに前報

(内田,1956)で 述べ たよ うに,こ の曲線には点線で示 し

た平均値 を中心 とするの こぎ りの歯 状の小 さい変動 と,

相 当世代数 を隔てて起 こってい る著 しい峯 をな した大発

生 ともい うべ き変動 との2つ が見 られ る。 ここには,岡

山県 と滋 賀県 の2例 を示 したにす ぎないが,他 府県 の資

料 にもほぼ同 じことが見 られ る。

第2図 は本 邦の北か ら南 にわた る各地 の誘殺 ガ数 の頻

度 分布曲線(第2化 期は補正値)で あるが,こ の図か ら

も上述の ことは うなずかれ る。す なわ ち頻度分布 は誘殺

数 の大 きいほ うにすそを長 く引い てひず んでお り,左 側

のほ うでは2項 分布 に近い よ うな形 を 示 してい る。 た

だ,宮 城県や富 山県 な ど東北地方,北 陸地方な どの寒冷

地 区で は,形が やや異 なってす そを長 く引 くことはない。

い ま,こ の変動 曲線の性 質を明 らかにす るため に,各

世代 にお ける個体数 の増分(n1-n2)を 計算 して,こ れ と

各世代 の個体数(n1)と を比較 してみ ると,興 味深い こと

には この両 者の間 に高い負の相関が見いだ され る。第1

図に点線で示 した曲線は,こ の増分(n1-n2)の 変化曲線

を上下 反転 させて,正 負を平均値 を中心 と して描いた も

のであ る。岡山県 も滋賀県 の場合 も,一 見 して個体数変

動 曲線 とよい一致を示 してい ることがわか る。ただ一つ

だけの不一致 は,変 動 曲線 の峯 をな してい る大発生世代

の前の世代 におい て著 しい増分 曲線 の下降 が認 め られ る

ことで ある。 この2つ の著 しい 事実,す なわち(1)の こ

ぎ りの歯状 の個体数変動 の世代 においては両 者の高い一

致が認 め られ,(2)大 発生世代 の前 年に著 しい不一致があ

る ことは,こ れ ら2県 の変動 曲線の示すだ けの特徴では

な くて,他 の どの府 県の変 動曲線について も同 じように

認 める ことがで きた。 アズキゾウムシ

とその幼 虫寄生バチの ゾウムシコガネコバ チ

とが相互作用 してい る実

験個体群で長期 にわた って両種 の個体数 を調べ る と,こ

こに述べた ものに近い変動が世代か ら世代 にわたって認

め られ,し か もそ の変動 曲線 と増 分の変動 曲線 との間に

も上述 した のと同 じ高い負 の相 関が認め られ た(内 田,

1949)。

誘 殺 ガ 数

第2図 本邦諸地域 における各世代 ニカ メイ ガ誘 殺 ガ数の頻度分布曲線

第1化 期 ガ数 は実数で あるが,第2化 期ガ数 は補 正値に よつた。
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このよ うな両者 の間 の高い負 の相 関は全 く偶然に基づ

い て 変動 してい る 数列 におい て 認め られ る現 象 であ っ

て,こ こに述べた個体数変動 曲線の特 徴 とい うわけでは

ない。全 くの偶然変動 のときには

(n1-n2)2/

n12-n12

の値が2に な り,こ の値が2よ り小 さい時 には惰性 的で

あ るといい全 く偶然 によるよ りは平均値 に近い範 囲内で

数 値がふれ,2よ り大 きい時 には反動的 であると呼 んで,

確 率で期待 され るよ りは大 き く数値 がふれ るこ とを 表

わす とい う(福 島,1937)。 この値の こ

とを 確 率 残 効(Wahrscheinlichkeit-

Nachwirkung)と よんでお り,変 動曲

線 の解 析のよい指 標 とされ る。

各県農事試験場 で得 られ たニカ メイガ

誘殺 ガ数 め変動 曲線 につい て,こ の値 を

求 めてみ る と第1表 に示す よ うにな り,

2に 近い値 を示 してほ とん ど偶然 によっ

て律せ られ てい る としか思われ ない よ う

な場合 も見 られたが,2よ りも小 さい数

値 をとって惰 性的な確率残効 を示 した場

合の ほ うがむ しろ多か った。す なわ ち,

第1表 確率残効 の計算値

全 く確 率的 と思われ るのは青森,秋 田,茨 城,三 重,鳥

取,島 根,香 川,熊 本な どで,そ の他は惰性 的 とすべ き

であ る。反動的 とい うような場合は全 くなか った。

変 動 の分 析2

上 に述べた関係 をやや違 った図 にしたのが第3, 4図

である。 グ ラフの横軸 にそれ ぞれ の世 代の誘 殺 ガ数(n1)

を とり,縦 軸 に次世代 への増分(n1-n2)を とるとき,

も しガ数 の変動 が全 く偶 然のみに よって動 くとしたな ら

ば,す べ ての点はガ数(n1)の 平均値 を45゜ に横切 る線

第3図 各世代の誘殺 ガ数 とそれの次世代へ の増減 との関係

○は第1化 期,・ は第2化 期 ガ数。左 は滋賀県,右

は岡山県農試の資料。

第4図 各世代の誘殺 ガ数 とそれの次世代への増減 との関係

○は第1化 期,・ は第2化 期。左は青森県,右 は茨

城 県農試 の資料に よる。
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上 に落ち るべ きであ る。

第3図 は滋賀県 と岡 山県 の場合 であるが,ほ とん どの

点 は この線上に乗 ってい るとみ なし うる。 しか し,滋 賀

に2点,岡 山に1点 だ け非常 にこの斜線 よ り上方 にかけ

離れた点があ り,こ れはそれぞれ大発生 をひき起 こす前

年 の値 に当たってい る。第1図 の実線 と点線 との比較 に

よって示 した ことを よ りは っき りした形で示 した にす ぎ

な い。岡山の場合 に,(n1)の 高い値 で(n1-n2)が 確率

で期待 され るよ りもよ り小 さい値を示 してい るが,こ の

現 象は他 の府県 ではあま り認め られないで一般的 の こと

とは思われ ない。

滋賀 も岡山も ともに惰性 的な確 率残効 を示 した場合で

あ るが,ほ ぼ2に 近い よ うな確率残効 の場 合で もやは り

上述 した の と同様 の ことが 認 め られ る。 第4図 は 青森

(確率残効 は2.26)と 茨城(確 率残効 は1.95)の 場合で

あ るが,青 森で2点,茨 城 で1点 だけ非 常に斜 線か らか

け離れた点を見いだす ことが できる。確 率残効 の値だ け

か らではほ とん ど変動が確率的 と思 われ るが,そ の よう

な ときで もグラフによ って見れば やは り大発生 の前年 に

お いて異常な増加 を認め るこ とが できる。

手 もとにあ るニカメイガ以外の二,三 の資料 につい て

同様 な試 みを行 な ったのが 第5図 で ある。SCHWERDT-

FEGER (1952)の 得た シ ャク トリガの一種

につい て,ま たBARNES (1941)の 調べた ムギ アカ

タマバエ についてであ る。 ムギ

アカタマバ エの場合 に少 し違った点の分布を示 してい る

が,Bapalusの ときはニカ メイガの場合 と全 く同 じとい

って よい。大発生 の前年 の増分 は斜 線か ら著 しく離れた

高 い所 に位置 してい る。 それ にもかか わ らず大発生年の

増 分は負 になるのであるが,斜 線の上に乗 ってい る。大

第5図 シヤク トリガの一種 とムギ アカタマバエ

の冬世代の生息密度 とその次世代へ の増減 との関係

発生後 の個 体数の減少は平常年の個体数のふれ と同 じよ

うな機構 に よってい ることが推察 され る。 ムギ アカタマ

バ エの ときはやや異な っていて,大 発生後 もただち に増

分 が負の値 を示 していない。

考 察

私 たちは よく 常識的 に 大発生年 と 平常発生年(ま た

は平年)と い う区別 をす る。 これは ドイツのいわ ゆる

Gradation Lehreの 人たちで も同 じで あって,Grada-

tionとLatenzと を区別 してい る(ESCHERICH, 1931)。

私 は前報 でも,ま た この報告 の初 めに もやは り一見 して

変動曲線が の こぎ りの歯状 を して小 さくふれ てい る平常

年 と高い峯 をな してい る大発生年 とがあ ることを指摘 し

た(内 田,1956)。 しか し,そ の両方 の区別には明確 な理

論的な裏づ けが あったわけではな くて,変 動 曲線を一見

して とい うの にす ぎなか った。第2図 に示す よ うな頻度

分布曲線 を描 くこ とによっても この2つ は区別 され うる

が,第3, 4, 5図 を見れば,そ れは更 に明瞭 に区別す る

ことがで きる。それだ けでな くて,こ の2つ の年度 の個

体数 の調節は全 く違 った機構 によってい る異質 なもので

はないか とさえ推察 され る。

の こぎ りの歯状 の世 代はあ る1つ の数学的の平均値を

中心 として上下 に偶然変動 を してい る(も ちろん,あ る

場合そ のふれ は偶然 で律 せ られ るよ りやや低い程度であ

るこ ともあったが)。 この ことは大変私 たちには重要な

結論 のよ うに思われ る。なぜな らば,ニ カ メイガの発生

量の予察 を行 なお うと努 力 してい る人たちは,こ の よう

なの こぎ りの歯状 の変動 を示 す世代 の発生 量をさえ多 く

の気候的要素 の組合 わさった作用 に よって左右 され てい

るとの考 えの下 に,2次 か ら3次 の方程式 を用 いる こと

に よ っ て予 察 を しよ う と試 み,ま

た あ る場 合 には そ れ が 成 功 した と

さえ い わ れ て い るか らで あ る(深

谷 ・中塚,1956)。 同 じ こ とは14

年 間 に もわ た って バ ラの 花 につ く

ス リ ップス の

個 体 数 の 調 査 を 続 けたDAVIDSON 

& ANDREWARTHA (1948)に よ っ

て もい われ て お り,最 近 に は ま た

ANDREWARTHA & BIRCH (1954)

に よ っ て よ り一般 性 を も った こ と

と して強 く唱 え られ て い る。 こ こ

に は グ ラフ と して は示 さ なか っ た

が,こ のDAVIDSON & ANDRE-
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WARTHA (1948)の 調べた の個体数 の変動

曲線それ 自身に さえ,第3, 4図 に示 した ニカ メイガの

場合 と全 く同 じような結果を見 ることがで きるのである

か ら,彼 らの考 えにあ っさ りと従 うとい うわ けにはいか

ない 。も っとも,気候的 な諸要素がでた らめ に変動 して,

それ に伴 って個体数 も同 じようにでた らめに変動 して,

このよ うな結 果が得 られ たのでないか とい う人があ るか

も しれ ない。 しか し,大 発生直後 の個体数 減少 もこの偶

然変動 を示 してい る平均値 の上に乗 るのであ るか ら(第

4図 の青森 県や茨木県 の場合 で も,第5図 の

の場 合で も),大 発生の あと始末がいつ でも 全 くでた ら

めに起 こる気候的な変動 によるのだ とい うよ うなそれ こ

そでた らめな ことを考 えない限 り,こ れ は一寸無理な考

え方 の ように思われ る。

それ では このよ うな変動 をひ き起 こしてい る偶然性 と

は何か とい う問題 が起 こって くる。 もちろん気候的要素

も大 き く変動 を左 右 してい るに違いない と思われ るが,

上述 した よ うないわ ゆる決定論的 な解釈 はす べ きでない

といいたい。私 はかつ てニカメイガの個体数 の決 定に前

世 代 の生息密度の影響 の大 きい であろ うことを強 調 した

が(内 田,1954, 1957),こ れ とて も同 じくの こぎ りの歯

状世代 について は決定論的 にい うべ きでない のはもちろ

んであ る。個 体数変動の週期は,個 体数が種 々な生態的

要因が複雑 にか らみ合 って作用す る結果 として定 め られ

るので,こ の場合 と同 じように偶然性が大 き く表面 に出

て くる ことをCOLE (1951)は 強調 してい る。

問題 を転 じて,大 発生世代 について考 え ると,こ れは

全 く偶然 の変動 と考 える ことはできない。非常にまれな

機会 にはそんな ことも起 こるか もしれ ない が1,む しろ別

の機構 を考 えるほ うが よ り妥 当のよ うに思われ る。 これ

に対 しては決定論的 な立場 で生態的要因 の探求 をすべ き

であろ う。 また,あ る場合 にはた とえば1化 期初期 の低

温 とい うようにすでに 解明 されてい るのか も しれ な い

(深谷 ・中塚,1956)。

大 発生のあ と始末 は前に も少 し触れた ように,大 発生

の世代 とは全 く違 って,か えって平常年 の個 体数を律 し

てい る機構 と同 じ機構 に よってい るとしか思われない。

ドイツの森 林害虫類の漸進発生(Gradation)を 研究 す

る人々は この後期すなわちretro-gradationに 大 きい興

味 を注い で,そ の機構 に平常年 や大発生 の前期 には見 ら

れない特殊 な要因の働 きを考 えてい る。 しか し,シ ャク

ガ につい てSCHWERDTFEGER (1952)自 身 の

得 てい る結 果も,ニ カ メイガ と同 じように大発生の後期

にはなん ら平常年 と違 った機構が考 えに くい ような結果

を第5図 は示 してい る。漸進 発生の後期 について示 され

た機構が,平 常年 に もそれ ほ ど表面 だ ってはわか らない

が,働 いてい るのか もしれ ない。

最 後に 個体群の 平衡状態 について 一言 したい。NI-

CHOLSON (1957, 1958)は そ のよ うな状態 が自然 界に存

在 す ることを強 く主張 してい るが,こ こで行 なったニカ

メイガの個 体群の分析 に関す る限 りにおいては彼 の考 え

を強 く支持 で きる。私は アズ キゾウムシとそ の幼虫寄生

バ チのゾ ウムシ コガ ネコバチの共存す る実験個体群 につ

い て,こ こで行 なった と同 じ分 析を して平衡状態の存在

を暗示 したが(内 田,1949),こ の ような実験条件下にお

ける個体群 でな くてニカ メイガの水 田におけ る自然個 体

群 について も同じ ことが暗示 され るのは大変 に興味 深い

ことと思われ る。ただ,自 然状態下 のニカ メイガでは,

この平衡を形成 してい る条件は実験条件下 にお けるアズ

キゾ ウムシの場合 の ように単純 きわ まるものでない のは

もちろんであ る。 しか し大発生の後期 におそ ら く働いた

であろ うような密度依存 的な作 用が,こ の平衡密度の維

持 に対 しても働 いてい るのではないか とい うことが推察

され る。

摘 要

本邦各地 で得 られ てい るニカ メイガの誘殺 ガ数 の長年

変動 を統計的 に分析 した。個体数 の多か った世代 の次 に

は減少 し,低 密度の世代の次 には増加す る傾向が認め ら

れ たが,そ れ は偶然性に よって も期待 され る。 しか し,

大 発生の起 こる世 代には全 く偶然変 動 によらない特殊な

機構 が働 いてい ることが推察 され た。同様な ことは ドイ

ツのシ ャクガの個体数 変動 の記 録に も認め られ た。以 上

の結果か ら,大 発生以外 の世代 にお ける個体数変動 は気

候的 な要素が決定論的 な作用 を及 ぼす ことによるとは考

えられず,む しろ種 々な環境要素が複雑 に働い て生 じた

偶然変動 によるとしか 解釈 されない。 その結果 として

NICHOLSONの 説 くような平衡状態を 形造 ってい るよう

に思われ る。
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Summary 

Randomness in the Fluctuation of Population Density 

of the Rice Stem Borer, Chilo suppressalis 

Studes on the Fluctuation of Population Density Observed 

in Several Insect Pests (3rd Report)

By Syunro UTIDA

Entomological Laboratory, College of Agriculture, Kyoto University, Kyoto

Statistical analysis was made on the annual 

fluctuation of population density of the rice stem 

borer, Chilo suppressalis, from generation to 

generation using the records of number of moth 

captured by light trap at several different points 

in Japan. In Fig. 1, two examples of it obtained 

at Okayama and Siga are shown. Figs. 3 and 4 

show the relation between the population density 

in a certain generation (n1) and the increase 

(or decrease) of the density from this generation 
to that of the next generation (n1-n2). If the 

fluctuation of population density is governed 

perfectly by chance, the points in the figure 
representing the relation between (n1) and (n1-

n2) in each generation should be expected to fall 

on or near the diagonal line passing through 

abscissa at the point of mean density. As seen 

in these four examples on the rice stem borer, 

almost all of the points fall on or near the 

diagonal line excepting the some points represent-

ing the outbreak generation. The same is 

observed in the population fluctuation of a pine 

forest pest in Germany, Bupalus piniarius, and 

that of the wheat blossom midge, Sitodiplosis 

mosellana, in England. From this departure of 

the point, we can conceive that the population 

density at the retro-gradation stage of outbreak 

may increase without any restriction working 

in the normal year. It is further noteworthy 

that the point of post-outbreak generation falls 

on the line and thus it can be assumed that the 

outbreak comes to an end by the same mechanism 

regulating the population density in the normal 

year. In the normal year, the population fluct-

uates with certain width of departure of random 

source having a definite mean density of the 

equilibrium, being regulated by many compe-

nsating factors.


