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水稲に窒素肥料を多量 に施用す るとニカ メイチュウの

被 害が 多 くな ることは,一 般に 知 られ てい る(平 野,

1959)。 石井 ・平野(1957, 1958, 1959)は 栄養生理

的 な面 か らこの機構 を明 らか にす るため,野 外飼育,殺

菌 水稲 茎お よび合 成飼料 に よる無菌飼育 などを行 ない,

ニカ メイチュウ 幼 虫は高 い 窒素要求性 を 持つ こと,幼

虫の生育 は常 に多窒素施用 区水稲で良好であ ること,お

よび多窒素施用区水稲茎 は少窒素施 用区水稲茎 よ りも多

量の窒素化合物 と少量 の可消化性 炭水化 物を含有 し,幼

虫の食物 として栄養的 にす ぐれ ている ことな どを証明 し

た。

しか しニ カメイチ ュウによる被害 と施肥 量 との関係 を

明 らかにす るためには,石 井 ・平野(1959)も 指摘 した

ように,幼 虫の発育状態以外 に成 虫による産卵選 択性,

食入時あ るいは分散期 にお ける幼 虫の行動 習性 および水

稲 の耐 性について も考 慮すべ きで ある と思われ る。筆者

はすでに窒素肥料 多用水稲茎 あるいはそ の抽 出物 に対 し

て,幼 虫が強い正 の 走性を 示す ことを 予報的 に 述べ た

(笹本,1958)が,こ こにそ の後得 られた結 果を報告す

る。本 文にさきだち,ご 教示をいただいた京都大学農学

部 内田俊郎教授,農 業 技術 研究所石井 象二郎博士,平 野

千里技官,名 古 屋大 学農 学部斎藤哲 夫,宗 像桂両氏 に対

し厚 くお礼 申 し上げる。

実 験 方 法 お よ び結 果

1. 供試水稲の 栽培

実験 は1958, 59両 年 に行 な った。3lポ ッ トに山梨

県富士見土壤3.8kgを 入れ,肥 料 として硫酸ア ンモニ

ア,過 リン酸石灰 お よび硫酸カ リを第1表 の ように施用

した。供試水稲 品種 は山梨農試 か ら分譲され た農林8号

で,5月15日 種 まきしたものか ら6月25日 に発育斉

一な無分けつ苗 を選 び,1ポ ッ トに3本 ずつ移植 した。

栽培期間 中ポ ッ トを網室 内に置 き,水 道 水で灌 水栽 培 し

た。

第1表 肥料施用量(ポ ッ トあた り要素g数)

1958年 には殺 菌水稲茎 による無菌飼育 を行 なった 。8

月27日 に採取 した水稲茎 を使用 し,石 井 ・平野(1958, 

1959)の 方法 に よ り調製 した飼料 に2化 期卵 を接種 し,

26℃ 暗 黒下 で21日 間無菌飼育 した後,体 重 を測定 し

た 。1959年 には網室内で野外飼育を行な った。9月4日

に2齢 幼 虫を各 ポ ッ トに20頭 ずつ接種 し,30日 間摂食

第2表 窒素施用 量 を異 にす る水稲 における幼虫 の生育

*26℃ 定温
,21日 間飼育。

**野 外網室 内,30日 間飼育(1959年9月4日 ～10月3日)。

†2頭 は茎か ら取 り出す とき傷 つけたため測定か ら除外 した。

††3頭 は茎か ら取 り出す とき傷 つけたため測定か ら除外 した。
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第3表 窒素施用 量 を異に した水稲茎 および葉 に対す る幼 虫の選択性

*実 験 番 号1～11は 茎 に 対 す る選 択 性,12, 13は 葉 に対 す る選 択 性 。
**1時 間後 調 査

。
***30分 後 に 調 査 。

させ た後,体 重 を測定 した。以 上の飼育結 果 を第2表 に

示 す。幼 虫の生育 状態か らみて,供 試水稲茎が窒素施肥

量の影響を十分受 けてい ることは明 らかで ある。

2. 水稲 茎に対する幼虫の行動

窒素施 用量 を異 にす る水稲茎 あるい はそ の抽出物に対

し幼虫が明 らかな選択性 を示す ことは,す でに予報 的に

述 べた(笹 本,1958)。 本実験では多窒素 区,無 窒 素区

お よび標準区の3区 を設 け,多 窒素 区と標準 区,無 窒素

区 と標準区 をそれぞれ幼 虫に選択 させ る2区 選一試 験を

行 な った。各 ポ ッ トか ら発育状態 のほぼ等 しい茎 を根元

か ら切 り取 り,長 さ約6cmと し,両 区5～9本 ずつの

同数 の茎 を束 に してシ ャーレの両端 に置いた。シ ャー レ

の 中央 に幼 虫を放 ち,ふ たを して暗黒状態下 に放 置 し,

1～4日 後 に幼 虫の水稲茎 に対 する食入状態 を調査 した。

なお実験番号11, 12で は茎 の代 りに止 め葉 を使用 し,

第1図 窒素施用量 の異 な る水稲茎 に対 す る幼虫の

選択 性の実験(実 験番 号11)

排 出物 の量か らも,幼 虫が 多窒 素区茎を選 好す

ることが わか る。A:幼 虫を放 った位置,C:

標 準区,3N:多 窒素 区。

第2図 水稲 茎 の アル コー ル 抽 出 物 に 対 す る幼 虫 の

選 択 行 動 足 跡

A, C, 3Nは 第1図 と同 じ。

第3図 水稲茎 のアルコール抽 出物 を含 有す るろ紙

上の食 こん

左:両 区各5頭 の幼虫 によ る食 こん(4日 間),

右:両 区 を27頭 の幼虫 に選択 させ た場合 の食

こん(3日 間),C, 3Nは 第1図 と同 じ。

ガ ラス管内で実験を行な った 。調査結果 を第3表 に示 す。

表か ら明 らかな ように,幼 虫は常 に窒素施用量 の高い

水 稲茎葉を選んで食入す る傾向が ある。 また食 こん(痕)

も窒素施用 量の多い区の水稲茎 に多 く認 め られ,実 験番
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号11で 調査 した ところ,多 窒素区では供 試茎8本 とも

一 様 に著 しく食害 され ていたが
,標 準区では8本 の うち

1本 は無食 こん,他 の1本 はわずかな食 こんが見 られた

の みで,残 りの6本 も多窒素 区茎 に比べ 食害量は少なか

った(第1図)。 更 にこの両 区の茎か ら幼 虫の排 出物を

集め てみ ると,多 窒素区では風乾物重250mg,標 準区

では96mgで あった。 食 こんや排 出物量 の多 少は,い

ずれ も幼 虫の食入数 が多窒素区茎 に多か った ことを示 し

ているもの と思 われ る。

3. 水稲茎の アル コール抽 出物 に対する幼虫の 行動

8月28日 に多窒素 区および標準区水稲茎を根 ぎわか

ら刈 り取 り,約3mmの 長 さに刻 んで,70gに 対 しアル

コール140mlを 加 え,抽 出液 を作 った。実験番 号1, 

2, 3で は両区抽出液をそれぞれ一定面積 の同質 のろ紙 に

吸 収させ,溶 媒を揮発 させてか らすす紙 の上 に配置 し,

中央 に,3齢 幼 虫を放ち,15～20分 後 にその行動 を調

べ た(第2図)。 また実験番 号4 , 5で は,同 様に抽出

物を 吸収 した ろ 紙 をそれぞれ 小試験管(6.3cm×0.9

cm)の 内壁に巻 き,茎 に関す る実験 の場合 と同様 に これ

をシ ャーレの両端 に配置 し,中 央 に幼虫 を放 って24時

間後 の幼 虫の管内への侵入数を調べた。結果 を第4表 に

示 す。

第4表 窒素施用量 を異に した水稲茎の アルコール

抽 出物 に対す る幼 虫の選択性

*実 験番 号1～3:展 開ろ紙に対す る選択性
。

実験番号4, 5:試 験管 内のろ紙 に対 す る選 択性。

水稲茎のアル コール抽出物 に対す る幼 虫の行動 も,水

稲茎 に対 する場合 と全 く同様に,標 準区 よ りも多窒素区

を選好す るもののよ うである。

実験番号4, 5と 同様 に,抽 出物を吸収 したろ紙を内

壁 に巻いた試験管 内に4齢 幼 虫をそれぞれ5頭 ず つ放

ち,綿 せんを して4日 間放置 した後,ろ 紙上 の食 こんを

調べ た ところ,多窒素区の ほうに著 しか った(第3図 左)。

実験番号4, 5で 見 られ た食 こん(第3図 右)と も考 え

あわせ,多 窒素 区水稲茎 のアル コール抽出物は,幼 虫の

摂食 を促す作用 を持 つ物質 を よ り多量に含有 してい るも

の と推察 され る。

考 察

窒 素施 肥量の多い水稲にニ カメイチュウの害が多い こ

とは古 くか ら知 られ ていた。 最 近石井 ・平野(1957, 

1958, 1959)は その機構を解 析す るため,合 成飼料 お よ

び窒素施用 量を異 に して栽培 した水稲で飼育 試験を行 な

った結果,幼 虫の栄養生理が この問題 と密 接な関係 を持

ってい ることを証明 し,更 に今後肥料 との関係 において

成 虫の産卵選択性,食 入時 あるい は分散期 における幼虫

の行 動習性,あ るいは水稲の耐性 につい て研究 を進 める

べ き ことを指摘 した。PAINTER(1951)も 作物の こん虫

抵抗性 に関与す る条件 として害虫の選好性,生 育阻害性

お よび作物 の耐性 の3点 を取 り上 げてい る。

筆者 は数年来 ケイ酸肥料 の施用 に よるニカ メイチ ュウ

害 の軽減 につい て研究 を行 なっているが,窒 素肥料 の多

少に よる被害発現 の増減 の機構 を知 る ことは,ケ イ酸 と

虫害 との関係を明 らか にす る上で重要 な手がか りになる

と考 えるに至 った。そ こで本実験で は窒素施用量 の異 な

る水稲 茎あるいはそのアル コール抽出物 に対す る幼虫の

選好行動 を調 査 した。その結 果をみ ると,ニ カメイチ ュ

ウ幼虫は常 に窒素施用量 の多い水稲 を選 好 した。幼 虫の

食物選好 に関与す る物質は窒素肥料 の多用 によって増加

す るもの と考 えられ る。更 に同数 の幼 虫を放 った試験 管

内壁 の ろ紙上の食 こんか らみ て,窒 素 多用 区水稲茎 のア

ル コール抽出物は,幼 虫の摂食を促進す る作用 のある物

質 をよ り多 く含有 す るもの と考 え られ る。水稲体 に存在

す るニカ メイチ ュウ 幼 虫を 誘 引する 物質,oryzanone

(宗像 ら,1959)や,生 育 阻害物質(石 井 ら,未 発表)

の生成 と窒素施肥量 とが どのよ うな関係を持 つかは興味

ある問題で ある。

水稲葉の灰化像の観察や,幼 虫の大 あ ご外縁部 の摩滅

程 度か ら,窒 素施用量の 多い水稲体 の組織は 少窒素 区水

稲 のそれ よ りも軟弱であ ると推定 された。 しか し組織 の

じ ゅう(柔)剛 性が,こ れ を摂食す る幼虫 に対 しどの よう

な影響を与 え,更 に被害 の多少 とどの ような関係にあ る

かを具 体的 に 解明 しうる 資料 は 現在 まで 得 られ ていな

い。

肥料 と水稲 病害 との関係 につい ては従来多 くの研究が

なされ ているが,虫 害 との関係 についてはまだ完全な資

料 に乏 しい(平 野,1959)。 水稲増収に不可欠な窒素肥

料 とニカメイチュウ害 との関係についても,更 にい ろい

ろの角度か ら検討 されねば な らないであろ う。

摘 要

窒 素施用 量の異な るポ ッ トに水稲 を栽培 し,水 稲茎 に
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対す るニカメイチュウ幼 虫の選 択行動 を調べた。各区水

稲茎が窒素施用量 の多少 によって影響 を受けてい ること

は,幼 虫の飼育結果か ら明 らか である。

窒素施用量の異な る水稲茎葉 を幼 虫に選 択させた とこ

ろ,幼 虫は常 に多窒素 区に多 く食入 した。また水稲茎の

アル コール抽出物 に関す る実験で も,幼 虫は多窒素区を

選 好 した。以上 よ り窒素肥料 は,す でに明 らか にされ て

い る栄養上の関係だ けで な く,幼 虫の選 択行 動に関与す

る物質の生成 にも関係 を持つ もの と考 え られ る。また ア

ル コール抽出物 を含有す るろ紙上 の食 こんか らみて,多

窒素区水稲茎は少窒素区 に比べ て摂 食促進 作用を持つ物

質 を多量に含む可能性 も考 えられ る。
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Summary

Studies on the Relation between the Silica Content 

in the Rice Plant and Insect Pests

VIII. Feeding Preference of the Rice Stem Borer 

Larvae for the Rice Plants Cultured in Soils of 

Different Nitrogen Levels

By Kaoru SASAMOTO

Laboratory of Applied Entomology, Faculty of Liberal Arts and 

Education, Yamanashi University, Kofu, Yamanashi Pref. 

Previously the author has reported in a series 

of papers that damages of the rice plant caused 

by the larvae of the rice stem borer, Chilo sup-

pressalis WALKER, were reduced with increasing 

silica content in the rice plant by suppling silicate 

fertilizer into soils. This response seemed to be 

due to not only hardening of the plant tissue by 

absorption of silica but also feeding preference 

of the larvae between high and low contents of 

silica in the rice plants.

The present paper deals with the feeding pre-

ference of the larvae for rice plants grown in 

soils supplied with different levels of nitrogen. 

The method employed was of a two-choice design, 

in which the larvae were allowed to choose pieces 

of the rice plant stems, and also alcohol extracts 

of the rice plants absorbed in filter papers.

The larvae preferred singnificantly the high 

nitrogen plants to the low nitrogen ones. Similar 

preference was observed for alcohol extracts 

between two kinds of the rice plants; the extract 

of high nitrogen plant was more attractive than 

that of low nitrogen plant for the larvae.

It is a well-known fact that the plant containing 

high level of protein in injured severely by the 

larvae. The present experimental results may 

indicate that nitrogen fertilizer affects not only 

nutritional aspects, but also synthesis of attrac-

tive substances, both olfactory and gustatory, 

for the larvae.


