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一般 にイネ カラバエは東北地方以北では年2回
,そ れ

以南 では年3回 発生 す る。 しか しまた,岡 本(1956)も

報告 してい るように,同 じ3化 地帯 において も南へ行 く

ほど第2化 期 の産卵時 期が遅れ る傾向があ るほか,2化

地帯 内でも北海道 においては夏世代の幼虫期間が秋 田県

大 曲地方 におけ るよ り短 い。

このよ うに,イ ネカ ラバエの発生時期は地方 によって

か な りの 変異 を 示 すが,こ の原因 につい ては 最近 まで

明確 な 考察が 行 なわれ ていなか った。 わずか に 平尾 ら

(1955)が 本種 の2化 地 帯 と3化 地帯の境界 を論 じたなか

で,平 均 気温や雨温図な どだ けで は境界線 を明確 に説 明

す ることがで きないので,本 種の発育 と温度 との関係 に

ついての究 明が必要であ るとしてい るだ けであった。

筆 者 らは1956年 秋 よ り翌年春 にか けて,産 地 の異 な

るイネカ ラバエについて予備実験 を行 ない,二,三 の興

味 あ る事実 を知 ることがで きた。す なわ ち,大 曲産 お よ

び高田産越冬 幼虫を寄主植物 とともに加温す ると,前 者

の発育 は後 者 よ り著 し くおそ く,ま た寄主植物 の異 な る

以 外はすべて同一 環境条件下 におい た両地産 の第1化 期

成 虫羽化 時期 も,前 者は後者 よ り著 しく遅れ た。その他

越 冬世 代虫の よ う(蛹)期 間は高 田産 のほ うが大曲産 よ

りも短い ことや,大 曲産の第1化 期幼 虫は高田で飼育 し

て も,寄 主稲の幼穂 を摂食 した のち9月 になって初 めて

羽化 す るな どの事実 を知 りえた 。

そ こで翌1957年 秋 には2化 地帯,3化 地帯 お よび2・

3化 混 発地 帯の うちか ら数地 点を選 び,そ の地 の越冬 幼

虫を寄主植物 とともに高 田へ移 し,本 種 の発育 に関す る

諸実験を行 な った。そ の結 果,産 地 を異 にす るイネ カラ

バ エの うちには,発 育 に関す る著 しい相異 を示 し,た が

いに別個 の生態的系統 とみ なすべ きもののあ ることを確

認 した。 これは本 種の発生時期 の地方的変異 を支配す る

主要な要因であ ると信ず る。

ところが,平 尾 も本種の2化 地帯 であ る大曲において

筆 者 らと同様な研究 を行 なった(平 尾,1959)。 その結果

は大綱 におい ては筆者 らのもの と同様 であ るが,筆 者 ら

のほ うが多少手 広い実験 を行 なった し,3化 地帯 で行 な

った とい う特 徴 もあ り,ま た両者 の結 果が一致すれ ば,

その結論 はさ らに確 固た るもの になると考 え,1958年 ま

でに得 られ た成績 を ここに報告す る。

供試 した各地 産越冬幼虫の送付 ならびに現地 における

材料採取 にあた っては,東 北農試湖山利篤博士お よび平

尾重太郎 ・堀 口治夫両技官,な らび に新潟県農試上 田勇

五技師,新 潟県病害虫観察員 中臣康範,山 口隆次両技師

か ら一方 な らぬ ご援助 を受 けた。 この機会 に特記 して厚

くお 礼申 し上げ る。

I 供 試 虫 の産 地 お よび その 越 冬 寄 主 植 物

供試 虫の産地は,秋 田県大 曲市,新 潟県村上市,同 東

蒲原 郡鹿瀬町,同 東頸城郡松代町,同 高 田市お よび神奈

川県秦野市であ る。

これ らの うち,大 曲は2化 地 帯,秦 野,高 田は3化 地

帯に属す るが,村 上お よび鹿瀬 は新 潟県東北部 にあ って

山形県 お よび福島県 に近 く,2, 3化 両地帯 の境界地 帯,

いわゆ る2, 3化 混発地帯 に属す る。また松代 は平尾 ら

(1955)に よれば3化 地帯 にはい ってい るが,高 田市 の

東 方約30kmの 低山間地 にあって 冬季 の積 雪多 く,イ

ネ カラバエの発生時期 はまだ明確 にされ ていない地点で

あ る。

供試 虫の越冬植物は,秦 野産 はスズ メノテ ッポ ウお よ

びスズ メノカタビラ,高 田産 はスズメノテ ッポ ウお よび

ヌカボ,そ の他の産地の もの はすべ てヌカボであった。

これ らの うち高 田以外 は1957年11月 にその越冬植

物 ごと掘 り取 って高 田へ運び,そ れ を鉢植 または野外に

直 接に移植 し,高 田産 のものも同様11月 に鉢 に移植 し

てお き,冬 期間の実験 には これ らを適 宜積 雪下か ら掘 り

出 して供 試 し,そ の他の寄主植物 は翌春成 虫羽化 までそ

のままに保 った。

II 結 果

1. 各地産越冬虫の春季 にお ける発育の比較 4月11

1イ ネカ ラバエの発 生に関す る生態学的研究 第4報 本報の要旨 は昭和34年 度応動昆大会 において報告 した
。
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日,25日,5月1日 お よび12日 に,前 記各地産越冬植

物 を切 り開い てイネカ ラバエの発育状況 を調査 した。そ

の結果は第1表 のとお りであ る。

第1表 各地産越 冬虫 の春 季にお ける発育比較

すなわ ち,こ れ によれ ば4月11日 には高 田産 の もの

は大部分がす でに3令 とな ってい るの に対 して,大 曲産

の ものはほ とん どが2令 幼 虫で,3令 虫はみ られ ない。

また4月25日 には高 田産 の ものにはかな りのさなぎが

み られ たけれ ども,秦野産幼 虫の発育 は これ よ りも遅れ,

松代,村 上,大 曲産 の発育 は更 に遅れ てい ることがわか

る。5月1日 と12日 の結 果 も上記 の ことを強調す るに

す ぎない。

以 上に よって春季 におけ る幼虫 の発育 は,高 田産が最

第1図 各産地第1化 期成 虫の高田 における羽化 消長

もすみ やか で,秦 野産 が これ につ ぎ,松 代産 の中には一

部早い個体 も含まれ てい るように思われ るが,全 体 と し

ては松代,村 上,大 曲3地 産の幼虫発育 ははるか におそ

い ことがわか る。

2. 第1化 期成虫羽化時 期の 比較 次 に各産地の越冬

寄主植物か らの第1化 期 成虫羽 化状況 を図示すれば第1

図の とお りにな り,ま た羽化個体 数が50%を 越 した調

査 日を示す と第2表 のとお りであ る。

第2表 各地産第1化 期成虫 の羽化 数が50%を

越 した日(2日 単位)

これ らの結 果か らもわか るよ うに,高 田産 の羽化 時期

は他 の産地 の もの よ り著 し く早い。 これ につ ぐのは秦野

産 で,鹿 瀬,松 代,大 曲,村 上 としだい におそ くな るよ

うに思われ る。

更 に,秦 野 および高 田産の ものは短期間 に斉一 な羽化

をとげ るが,松 代,鹿 瀬,村 上産の羽化 は長 い期間 にわ

た ってだ らだ らと続 くことが特徴 の ようであ る。

3. 越冬幼虫を稲で飼育 した場合の 発育の差 本種の

発育は寄主植物 の種類 およびその状態 に よって も異な る

ことがわか ってい る。 したが って,越 冬幼虫の発育 にお

け る地方的差異が寄主植物 の相異 に影響 されてい るか ど

うかを知 るため に,産 地 を異 にす る越冬幼 虫 を若稲で飼

育 して発育 を比較す ることにした。 すなわち,1月9日

か ら13日 にわた って,高 田,秦 野,村 上,大 曲各地産

1令 越冬幼虫 を寄主植物か ら取 り出 し,こ れ らを12月

23日 に種ま きし,温 室 内で 栽培 した 農 林16号 に接種

し,引 き続 き温室内で飼育 した。

温室 とはいえ,実 験期間中の温度 は水稲 の生育 にはな

お十 分でな く,1葉 の展開に平均2週 間近 くを要 したの

で,イ ネカ ラバエに よる葉 の食害程度 は著 し く,自 然状

態 の夏世代幼 虫によ る稲 の被 害 とはかな り異 なる様相 を

呈 した。

各地産 とも約20頭 の幼 虫を供試 したが,接 種操作 に

欠陥があ った ためか,歩 止 ま りの悪い ものがあ り,更 に

村上産 のものは よ う(蛹)化 直前 の幼虫採取 時 にそれ を

傷つけ死亡 させて しまったた め,2頭 の羽化成虫を得 た

にすぎなか った。幼虫接種後成虫羽化 までに要 した 日数

は第2図 の とお りで,高 田産 の成 虫羽化 は最 も早 くか つ

斉一 で,秦 野産 がそれ につ ぎ,大 曲,村 上両地産 は羽 化

までに最 も長い 日数を要 した ことがわか る。
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第2図 各地産越冬幼虫 を稲 で飼育 した場合

の羽化 までの 日数

この事実 によって,同 一 品種 の水稲 を寄主植物 として

供試 して も,越 冬幼虫の発育速度 は前項 の第1化 期成虫

羽 化時期の早晩 と同順 であ ることがわか る。 したが って

各地 産イネ カラバエ第1化 期成 虫羽化時期 の早晩 を起 こ

す 主因は寄主植物の相異では ない ことがわか る。

4. 各地産越冬 世 代 さな ぎ の よ う 期 間 の 差 以上

に よって幼虫の発育速度 には地方的差 異のあ ることがわ

か ったが,摂 食を しない さなぎでは どうであ ろうか。予

備実験では高 田産 と大 曲産 の越冬 さなぎの間で よう期間

に差がみ られたが,更 に 地 点数 を 増 して 実験を行な っ

た。すなわ ち,高 田,秦 野,鹿 瀬,村 上,大 曲産越冬幼

虫の よ う化時期 に寄主植 物か らよ う化直前 の老熟幼 虫 を

と り出 し,こ れ らをシ ャー レに移 して室 内 に置 き,毎 日

よう化個 体 をとってそれ らを25℃ の定温 器に入れ,個

体別に よう化 日よ り羽化 日までの 日数 すなわち よう期間

を記録 した。その結果は第3表 のとお りであ る。

これ によれ ば,雌 雄間では よ う期間 の差 はほ とん どな

い よ うであ るが,産 地別 にみ ると高 田産 のよ う期 間は約

10日,秦 野産が約11日,大 曲,村 上お よび鹿瀬産 が約

12～12.5日 であって,第1化 期成虫羽化時期の早晩 と

平行的 な順序 を示 してい ることが注 目され る。ただ し,

鹿瀬,村 上両地産 のものは2, 3化 境界地帯 に属す るた

め,老 熟幼虫 の採集時期 によってよ う期 間を多少異 にす

る個体 も含 まれ ることが考 えられ るので,こ れ らについ

ては更 に検討 の余地 が残 され てい る。

5. 各地産第1化 期幼虫期 間の差 第2項 に記 した各

地産 イネカラバ エの第1化 期成 虫を交尾 させ,そ の卵 を

湯嶋 ら(1957)の 方法でふ化 させ,こ れ らのふ 化幼 虫を

6月3日 よ り約10日 間 にわた って鉢植 に した4～5葉

期の水稲農 林8号 の若稲 に接種 した。接種 の終 わった稲

はガ ラス室内 に収容 し,野 外の イネカ ラバ エによる自然

産卵 を防いだ。 したが って実験期間 中の温度 は個体 によ

り多少の差異はあ り,ま たそ の間い くらか高温 に過 ぎ る

期間 もあ った。

よ う化個 体の調査は若干の例外 を除 けば毎 日行 ない,

葉鞘 裏側を綿密 に調べて さな ぎをと り出 し,各 幼 虫の幼

虫期間 を記録 した。 これ らの幼虫期間 を3日 ごとの階級

に分 けて表示 すれ ば第4表 の とお りにな る。

これ らに よると高田産の幼虫期間が最 も短 く,し か も

非常 に斉一 で,ふ 化後30日 まで に全個 体が よ う化 して

い る。また被害 葉の調査 によれば,出 現 した傷葉 は2～

4枚 であった。 しか し同 じ3化 地帯 に属す る秦野産 の幼

虫期 間はそれ よ りは るか に変動が大 き く,20日 か ら50

日にわた り,出 現 した傷葉数 も3～6枚 で あった。

大 曲産 の もの には初期 に出現す る4～5枚 の被害葉 の

食 こんは非 常に小 さく,秦 野や高 田産 らのものと著 し く

趣 を 異 に し,50日 後 まで によ う化 した 個体は1頭 もみ

られ なか った。8月1日(ふ 化後約50日)に は7枚 目の

傷葉が展開 してい る ものが多か ったが,そ れ らの うち4

茎 を切開 して幼 虫の発育 を観察 した ところ,い ずれ も2

令であ った。 また それ らの うち1茎 は7枚 目の傷葉が不

完全 とはい え,3化 地 帯の1化 期 にみ られ るような並列

第3表 越冬世代 さな ぎのよ う期間におけ る地 方的差異(25℃)
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第4表 各地産 第1化 期幼虫期間

(付 高田 ♀×大曲 ♂の次世代虫 の幼虫期間)

裂孔 こん(痕)を 出現 させていた。次 に,8月7日 に更

に8茎 の被害茎 について調査 を行な った と ころ,6茎 に

は幼虫が存在せず,1茎 には死亡 した3令 幼 虫をみ,残

りの1茎 には3令 初期 の幼 虫が発見 された。そ の後 にお

け る被害茎 の観察 では,第12～14葉 目あた りで食 こん

が消 え,幼 虫 の死亡 した ことを示 してい るものが 多 く,

よ う化で きた ものはわずか に7頭 にす ぎなか った。 これ

らの うち2頭 は前記8月1日 に取 り出 した2令 幼 虫を分

けつ(蘖)茎 に再接種 した ものが葉 だけ を食べ てよ う化

した ものであ り,他 の1頭 は止 め葉 よ り下へ数 えて第3

葉 までを食害 して よ う化 し,他 は幼 穂を食べて よ う化 し

た。葉 だけを食べて よう化 した個体 は合計9～10枚 の傷

葉 を出現 させ たが,こ れ らの食 こん は下位葉か ら上方 に

順次大 きくな り,最 後の1～2枚 には並列 裂孔 こん を出

現 させ た。

松代 と鹿瀬産の ものは最 も早い ものは高 田産 と同程度

で,特 に松代 産では高 田産 にも見 られ ないほ ど早 くよ う

化 した個体 もあ ったが,両 者 ともよ う化 は非 常に不斉一

で,50日 た って もまだ よ う化 しない もの も 多か った。

なお,幼 虫期 間の短い個 体の傷葉 の様相 は高 田産 の もの

と全 く同様 であ ったが,幼 虫期間の長い ものの中には大

曲産 のものと 全 く同 じ様相 を 呈す るものもあった。 更

に,幼 虫期間 が両者 の中間にあ るものは傷葉 の様相 もま

た種 々な中間程度 を呈 し,6～7枚 の傷葉 を出現 した茎

で も最後 の1～2枚 には並列裂孔 こんが 出現 していた。

以上 のよ うに,第1化 期幼虫期間 にも産地 によって著

しい差が あって,そ の序列 の傾 向は前 記越冬世代 虫の発

育 と同傾向 をた どることが うかがわれ る。

6. 高 田へ移 して から3年 目の大曲産越 冬虫の 発育

次 に以上 のよ うな発育 に関す る地方的差異 は環境 を変 え

ることに よって容 易に動 か し うるものであ るか,そ れ と

も遺伝的 にか な り安定 した ものであ るか とい うことが問

題 とな ろ う。 この点に関す る判 定資料 を与え るもの とし

て,1956年 秋 に高 田へ移 し,翌年 夏を高田で過 ごした大

曲産 イネカラバ エの1958年 第1化 期成 虫(す なわ ち場

所 を変えて3代 目)の 羽化時期 を示 す と第1図 に付加 し

た とお りであ る。

これ によると大 曲産3年 目の虫の羽化 消長 は同地産初

代 目のそれ とよ く似 てお り,高 田産の羽化時期 とは明 ら

か に異な ることがわか る。 この事 実を基 礎 にして考 察す

れ ば,発 育の地方的 な差異 は この程度の短期間では環境

に影響 されない ことがわか り,遺 伝的に もかな り安定 し

た ものの よ うに考 えられ る。

7. 高田産 と大曲産の交雑幼虫の 発育 この ように産

地 による発育 の差が遺伝的 に安定 した ものであ るとすれ

ば,産 地の異な るイネカ ラバ エを交 配 させ た場合,次 世

代幼 虫の発育は ど うな るで あろ うか 。 この ことについて

は別 に改 めて詳細な実験 を行 なわ ねばならないが,高 田

産 の雌 と大曲産の雄 との交配 による次世代幼 虫の幼 虫期

間 を 示す と第4表 最終列 の とお りであ る。 これ に よる

と,幼 虫期 間の比較的短い個体か ら51日 以上 を要 した

個体 まで,そ の変 異は非常 に大 きい ことがわか る。 しか

もそれ は松代や 鹿瀬産第1化 期幼虫期間 の変異 に似 てい

るよ うで あ る。 したが って2化,3化 両地産 イネカ ラバ

エの交雑は遺伝的 に も興味 あ る問題 を提示す る結果 とな

った。

III 論 議

まず,以 上 の実験結 果か ら明 らか に知 りうることは,

産地 を異 にす るイネカ ラバエはその越冬世代な らび に第

1化 期幼虫期 におい て,発 育速 度や よう期間が相異す る

もののあ ることで ある。す なわ ち,幼 虫発育 速度お よび

よう期間 ともに3化 地帯 の 北 限に近い 高 田産は 最 も早

く,そ れ よ り南方 の秦野産 はややおそい。また,2化 地

帯に属す る大曲産は発育速度が最 もおそ く,前2者 とは

著 しい差があ る。更 に2化 ・3化 の境 界地帯 に属す る村

上 産や鹿瀬産は変異が非常 に大 きく,松 代産 も同様で,

特 に 夏世 代虫の 発育か らす ると,鹿 瀬 産,松 代産 とも

に,高 田産 に近い ものか ら大 曲産に近い もの までがみ ら

れ る。

高田,秦 野,大 曲3地 産 を比較 す ると,前 二者は比較

的 近似 してい るが,大 曲産は幼 虫発育 のほか,稲 の被 害

様 式 において も前二者 と著 しい相異が あ る。そ して この

幼 虫発育の 相異は 寄主植 物を 同一 に して もなお 変化せ

ず,し か も,大 曲産は高 田におい て3世 代 を経 過 させ て



1959年12月 田村 ・岩 田 ・岸 野:イ ネ カ ラバ エ の 地 方 的 系 統 247

もなお高 田産 とは羽化時期 に明 らか な相 異をみ,ま た,

両者 の 交配 によ るF1の 幼 虫期間は 特 異な変動 を 示 し

た。 これ らの事実 を根拠 とすれ ば,高 田産 と大曲産 の相

異は遺伝的 なものと結論 してさ しつか えなか ろう。平尾

(1959)も このことを 見い だ し,イ ネ カラバエ には2つ

の生態的系統が あるのではなか ろ うか とい ってい るが,

これ と筆者 らの成績 をあわせ て考察 す ると,3化 地帯の

イ ネカラバエ と2化 地帯 のそれ とはたがいに異 な った生

態的系統(生 態型で もよい)に 属す ると想 定で きる。 し

たが って,平 尾 の報告 による鳥取産,筆 者 らによる秦野

産,高 田産 らの よ うに3化 地帯産 の もので,原 産地の 自

然環境下で3世 代 を繰 り返す ものをか りに3化 性系統,

大曲産 によって代表 され る2化 地帯産 のものをか りに2

化 性系統 と呼ぶ ことにす る。

従 来,2化 地帯 にお けるイネカ ラバ エ幼 虫は,稲 の幼

穂 を摂 食 しなければ よ う化で きない のではないか と考 え

られ ていた。 しか し本実験の結果,大 曲産越冬幼 虫は東

北 地方の栽培品種農林16号 におい て50日 以上 を要 し

た とはいえ,葉 だけの摂食で羽化で きたし,ま た夏世代

虫 も幼穂 を食べ ることな く3令 まで発育 をとげ,更 に一

部は幼穂を食べないで よ う化 してい る。平尾(1959)も

大 曲産 幼虫が若稲で よ う化で きる中間世代 を発見 してい

るので,両 系統の本質的 な相異は化性 の相異 ではな く,

また よう化 のため に幼穂 を摂食す る ことが 必要 条件か い

なか とい うことで もない。そ の注 目すべ き場面 は,2化

性 の系統の夏世 代虫は食葉期間 中の発育速度 が きわめて

おそい とい うことであ る。 また一方 その後 の実験 に よっ

て,筆 者 らは外国稲の 中には2化 性系統 の夏世代 虫が葉

だけの摂食で よ う化 で きる品種 も存在す る ことをみてい

るので,両 系統の相異は主 として栄養生理 の相異 に基 づ

くと考 え られ る。

深谷(1948)は ニ カメイチ ュウにおい て北 日本 に分布

す る庄 内型 と西南 日本 に分布す る西 国型 とい う2つ の地

理的 系統 を区別 したが,両 者 の間 には中間型 と呼 ばれ る

ものが存在 し,若 干の中間的段階 のものがみ られ る とい

う。 ところがイネ カラバエ においては両系統 の間 にはニ

カ メイチ ュウにおけ るよ うな広い 中間段階 は存在 しない

よ うで,平 尾 ら(1955)や 田村 ら(1959)の い うよ うに,

両者 は水 平的には比較的幅の狭い2, 3化 混発地帯 に よ

って接続 してお り,そ の地帯 の うちには2化,3化 両個

体数 の 比率の 整 然 とした 移行 のみ られ ると ころがあ る

(田村 ら,1959)。 それ らの地域では,本 実験 にお け る村

上や 鹿瀬産 の発育 にみ られ るよ うに変異 の大 きい幼 虫発

育や羽 化消長 を示 し,高 田産 と大 曲産 の交配F1の 幼 虫

期 間が上記 鹿瀬産の もの と類似 した変異 を示す ところか

ら,2, 3化 混発現地 では2, 3化 両系統 の 自然交雑 に

由来す る集 団が生息 してい るものと考 えられ る。

このイネ カラバエ にみ られ る2系 統 の関係 はBARBER 

(1925)やARBUTHNOT (1944)の 報告 した 米国 にお け

るアワノ メイガの年 間発生回数の地理的変化 と類似 して

い るが,こ の例 の化 性の相異は休眠性 の相異であ り,ま

た深谷(1948, 1949)の 見いだ した ニカメイチ ュウにお

ける2系 統 も休眠 の深浅度が大 きな相異点であ る点で イ

ネカ ラバ エ と異 な る。

次 に,高 田産 と秦野産 におけ る幼虫や よ う期間 の相異,

あるい は2, 3化 移行地 帯 に接触す る3化 地帯の五泉産第

1化 期幼 虫期間 が高 田産 と同 じであ る(田 村 ら,1959a)

な どの点か ら考 え ると,同 じ3化 地 帯 において も場所 に

よって発育速度 にい くらか の遅 速があ るようで,新 潟県

で3化 す る地 点のものは南部 の もの よ りも発育が早いの

ではなか ろ うか。 これ に類す ることはニ カメイチ ュウに

おいて もみ られ るところで,釜 野ら(1958)は 同 じく西

国系統 に属す るもので も埼玉産 と福 岡産 とでは後休眠期

間や発育零点 にい くらか の相異 がみ られ,前 者のほ うが

発育が早い とい う。

以上の所論 によって,イ ネカ ラバエで2化 地帯 と3化

地帯が存在す るのは,本 虫に普通状態下 で葉を食べてい

る間の発育速度がお そ く,よ う期 間 も長 い2化 性の系統

と,若 稲で も早い発育 を遂 げ,か つ よう期間の短い3化

性の系統が存在す るた めで あって,両 系統 の生息 地域 を

分け る要因がか りに気象条件 であって も,両 者の発育 と

温度の関係は異 なるものであ るために,有 効積算温度な

どか らは両地域 の境界 を決定 す ることはで きないわけで

あ る。

なお,本 種夏世代 虫の発育 が寄主 稲の生育 段階 と密接

な関係 を持つ ことはすで に岩 田(1959)も 報告 し,平 尾

(1959)も 触れ るところが あったが,こ の現 象は 本 種の

発生経過 の地方的変動 とも密 接な関係 を もってい る。 し

か しこれ については他 日報告 す ることに したい。

IV 摘 要

大曲,村 上,鹿 瀬,松 代お よび秦野産 イネ カラバエの

越冬幼虫 を高 田に移 して飼育 し,そ れ らの幼 虫お よび さ

な ぎの発育 を高 田産の イネカ ラバ エ と比較 した結 果,次

の ことがわか った。

1) 春季 発育開始後 にお ける幼 虫発育 は高 田産の もの

が最 も早 く,秦 野産が これ につ ぎ,大 曲,村 上,松 代産

はは るか におそか った。
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2) 第1化 期成虫羽化時期 も高 田産 が最 も早 く,秦 野

産 がそれ についだが,半 数羽化 日で は 高 田産 よ り約10

日おそか った。他地点の ものは更 に遅れ たが,松 代,村

上,鹿 瀬産 の ものは羽化期間が長 くか つ不 斉であ った。

3) 越冬幼 虫を 温室 に置い て 稲 の幼苗 で 飼育 した 結

果,高 田産 が最 も早 く羽化 し,秦 野産 が これ につ ぎ,村

上,大 曲産 は最 も遅れ た。

4) 越冬世代 虫の よう期間 も高 田産 は約10日,秦 野

産 は約11日,大 曲産 は 約12日,村 上,鹿 瀬産 は 約

12.5日 であった。

5) 第1化 期幼 虫期 間 も高 田産は30日 以下 で最 も短

く,秦 野産 がそれ につぎ,大 曲産は最 もお そ くて,す べ

て51日 以上 を要 した。松代,鹿 瀬産は高 田産 に近 い も

のか ら大 曲産 に近 い ものまで,変 異が非常 に大 きか った。

6) 1956年 秋大 曲産越冬幼 虫を高 田に移 し,以後 同地

で3世 代 を経過 させ た1958年 春の第1化 期成虫羽化時

期は,1957年 秋高 田へ移 した 大曲産の 成虫羽化時期 と

大 差なか った。

7) 以上の諸実験か ら,イ ネ カラバエの発育 に関 して

は顕著 な地方的差異がみ られ,そ れ らの うち高 田や秦野

産の ものが属す る3化 地帯産 の もの と,大 曲産で代表 さ

れ る2化 地帯産 のものはたがいに別の生態的系統 に属す

とみな しうる。 しか し同じ く3化 性の系統 に属す るもの

で も地 方 によってか な りの変異 が予想 され る。

8) 高田産第1化 期雌成虫 と大 曲産第1化 期雄成虫 を

交 配 した次世代幼虫の発育期間 の変異 は大 きか ったが,

そ の変 異 は 鹿 瀬 や 松 代 産 幼 虫 の そ れ に似 てい た 。 こ の こ

とか ら い わ ゆ る2, 3化 混 発 地 帯 にお い ては,両 系 統 の

自然 交 雑 に 由来 す る集 団 が 生 息 して い る も の と考 え られ

る。
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Summary

Geographical Races in the Rice Stem Maggot, 

Chlorops oryzae MATSUMURA (1)

By Ichitaro TAMURA, Toshikazu IWATA, and Ken-ichi KISHINO

Hokuriku National Agricultural Experiment Station, Takada, Niigata Pref.

The rice stem maggot, Chlorops oryzae MATSU-

MURA, has two generations a year in northern 

Japan and has three in the south. There seems 

to be local variation in the period of fly emergence 

both in the two and in the three generation 

districts. The authors conducted some experi-

ments on growth of larvae and pupal duration, 

and were able to attain some contributions to 

the geographical variations in the occurrence of 

this insect.

The winter hosts of the rice stem maggot 

with parasitic larvae were sent to Takada from 

various places. These places are Omagari 

belonging to the two generation districts, Mura-

kami and Kanose located in border zone of the 

two and the three generation districts, Matsudai 
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located in mountainuos area of the southern 

parts of Niigata Prefecture, and Hatano belonging 
to the three generation districts. The period of 

the first fly emergence, the duration of larva 

and the duration of pupa of these materials 

were compared to those of the Takada's 

population.

The results obtained are as follows:

1. The larvae of Takada grew most speedy 

in spring, those of Hatano were secondary speedy, 

and the growth of larvae of Omagari, Murakami 

and Matudai was greatly delayed.

2. The period of emergence of the first 

generation fly of Takada was earliest, and that 

of Hatano was secondary though delayed about 

10 days from the former. In other places that 

period was more delayed, and in the Matsudai, 

Murakami and Kanose populations the period from 

the first to last emergence of the fly was long.

3. The wintering larvae from some places 

were inoculated into young rice plants and 

reared in a greenhouse. It was found that the 

emergence of the fly from Takada was earliest, 

that from Hatano was secondary, and that from 

Murakami and Omagari was most delayed.

4. The pupal duration of winter generation 

of Takada was about 10 days, those of Hatano and 

Omagari were respectively about 11 and 12 days, 

and those of Murakami and Kanose were both 

about 12.5 days.

5. The larval duration of the first brood of 

Takada was less than thirty days, being shortest 

in all places examined. It was secondary in 

Hatano, and longest in Omagari where all the 

individuals needed more than fifty days to pupate.

The larval durations of Matsudai and Kanose 

had great variances; some larvae needed only 

less than twenty days to pupate, but there were 

the larvae which needed more than fifty days.

6. The larvae of winter generation of Omagari 

were brought to Takada in autumn of 1956 and 

reared there throughout 1957. The period of fly 

emergence of the first brood in 1958 of that 

population was similar to that of the population 

brought to Takada in autumn of 1957.

7. It can be stated from these results that 

there are remarkable geographical variations in 

growth of the rice stem maggot. The difference 

between the population of Omagari and those of 

Takada and Hatano is very significant. It may 

be concluded that there are two races in the 

rice stem maggot, the one has three generations 

in a year and distributes in southern parts of 

Japan, the other has only two and distributes in 

the north. But there also seems to be considera-

ble local variations in some provinces of three 

generation districts.

8. Female flies of the first generation of 

Takada and male flies of the same generation 

from Omagari were crossed. The larval durations 

of the next generation were greatly variable and 

their variability was similar to that of the Kanose 

and Matsudai populations.

It is considered from this fact that in the 

border zone of the two and three generation 

districts, there are populations which derive 

from the natural hybridization between the two 

races.


