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ニ カメイガChilo suppressalisは 広 く稲作 の大害虫 と

して知 られ,卵 塊 で産卵 してのち中齢期までは きわめ て

強い群集性 を示 し,そ ののち個 々に分散 す るとい う特性

を持 ってい る。 また大発生年 には,分 散後 も稲茎1本 に

数頭の幼虫が食入 して大 害を与 え る。最近,害 虫の生息

密度の違いに よって体 の諸形質 にいろいろの変異が もた

らされ る事実が,多 くの研究 に よって明 らかに されてい

る。すなわ ち体色 の変化 をもたら した り(LONG, 1953;

巌,1956a;平 田,1956),休 眠個体 を生 じた りす るので

あ る(三 宅 ・藤原,1951;巌,1956b)。 そ こで本 種にお

いて もこれ に似た現象が密度 の変化 に伴 って起 こるので

はないか,ま た幼虫 の生息密度 が,幼 虫,さ な ぎお よび

成虫のおのおののス テージの生理 生態 的形質に どの よう

な変異を もた らすか をみるために実験を始めた。
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材 料 お よび 方 法

材料 として用いた ニカメイガの第2化 期の ものは三重

県津市東海近畿農業試験場(1957年)の 第1化 期の子世

代であ り,第1化 期 のものは大 阪府高 槻市京 大付 属農場

(1958年)の 水 田か ら採集 した 成 虫からの子世代を 用い

た。飼育条件は 自然温度 お よび 自然 日長下 で行ない,陸

稲(農 林17号)を 飼料 に して飼育 した。その量は飼育

容器あた り稲茎1本 とし,第1化 期 は根 を残 して20cm

に し,第2化 期 は30cmに 茎の上部を切 断 して与えた。

実験密度は単独区(1茎1頭),中 間区(1茎2～5頭)

お よび密集区(1茎10頭)の3段 階であ る。飼育には

両端開 口の直径3cm,長 さ30cmの 透明なガ ラス管 を

用い,下 端は陸稲 の根 を水 に浸 した脱 脂綿で巻 き,飼 料

のい ちょう(萎凋)を 防 いだ。一方 上端 は寒冷 しゃ(紗)で

おお ってガラス管 内の過湿 を防 ぎ通気 を も良好にす るよ

うに した。飼料 は3日 ご とに新 しいもの と取 り替えた。

なお本種は 中齢期 を境 として分散 するが,シ ャー レの中

にお いてもこの時期 になる と,幼 虫が稲 茎からはい出て

シ ャーレ中をはい回る現象 がみられ る。 そ こで第2化 期

の実験は次の2通 りの方法 を用 いて行 なつた。すなわち,

A. ふ化後分散期 までを集合飼育 し,分 散期 に各密度

区 に分離 した。

B. ふ化直後 の新幼虫 を各密度 区に分離 した。ただ し

中間区 のみ は分離後 の死亡 率がきわめて高 かつたの

で実験か ら除 くこ とに した 。

一方第1化 期 はAの 方法 に準 じて行 なつた。 ここでい う

生息密度 とは稲茎1本 あた りの個体 数であ る。

結 果

幼虫密度の幼虫 形質に及ぼす影響

発育速度 本種 においては密 度に依存 した体色の変化

は全 く認 められ ないが,発 育 日数には顕著 な差がみられ

た(第1図)。 す なわち第1化 期において分散 期に各密度

区 に分離 してか ら よう化 までの 日数をみ ると,単 独区で

最 も発育が速 く密集 区では最 もおそい。なお雌雄に よる

差 はほ とん どみられ なか った。

幼虫の体重 第1化 期 において,ふ 化後25日 目(大

部分 のものは終齢 の初 めの時期)の 幼 虫を各区か ら両性

一緒 にrandomに 取 り出 し,ト ーシ ョンバ ランスを用

い て個体別 に体 重を 測 定 した。 その結果を 第2図 に示

した。す なわち単 独区で最 も重 く,密 度の増加 に伴 い体

重 は減少す る傾 向がみられ,密 集 区で最 も軽か った。

幼虫期の死亡 率 I. 第2化 期の休眠期 までの幼虫の

死亡 率

A法 お よびB法 に よる結果をそれぞれ第3図 お よび第

4図 に示 した。なお死亡 個体の観察は3日 ごとに行 なっ

た。Aの 場合 は密 集区で高 く,単 独区で低い。一方Bで
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分散 期後の 日数

第1図 第1化 期 の幼虫密度 を異 に した場合 の

幼虫の発育 日数

幼虫の密 度

第2図 第1化 期 の幼 虫密 度を異に した場合 の

幼 虫の体重(ふ 化後25日 目)

はAと 逆 に単独 区で高 く密集 区では零であ るが,分 散期

を過 ぎる と単独 区では徐々に低 くな り,そ れ とは反対 に

密 集 区で急激 に高 くな る傾 向がみ られた。

II. 第2化 期の休 眠期間中の幼虫の死亡率

第2化 期 の幼 虫が休 眠にはい る前,す なわ ち脂肪 のち

く(蓄)積 に より体 がふ くれ てあめ色 になる時期 に,小 さ

な ガ ラスチ ュー ブにわ らを入れて幼虫 を1頭 ずつ隔離 し

て入れ,菌 の発生に よる病気の慢延 を防いだ。 この よう

に して休 眠期間中の幼虫の死亡数 を観察 し,そ の結 果を

第1表 に示 したが,幼 虫期の密度 による顕著 な影響 はほ

とん ど認め られなか った。

分散期 後の 日数

第3図 第2化 期 の分散 か ら休眠 までの期間の

幼 虫死亡率 の累積 曲線

ふ化か ら分散 まで集合飼育 し,の ち

各密度 に分離 した場 合

ふ化後の 日数

第4図 第2化 期のふ化か ら休眠 までの期 間の

幼虫死亡率 の累積 曲線

ふ化直後 に各密度 に分離 した場 合

第1表 第2化 期 の幼虫密度 を異 に した場 合の

休眠期 間中の幼 虫の死亡 率

A: ふ化か ら分散 まで集合飼育 し,の ち各

密度 に分離 した場 合
B: ふ化直後 に各密 度に分離 した場 合
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III. 第1化 期 の幼 虫の死亡 率

分散期 に各密度 区に分離 してか らよう化 までの期間,

3日 ごとに幼 虫の死亡 数を観察 したが,各 密度区 の間 で

顕著 な差 は認 められ ず,い ずれ も55～60%の 死亡率 を

示 した。 しか しこれ はほぼ第2化 期 と同じ傾向 としてよ

い。 これ は第1化 期の イネの発育状態 にもよる と思 われ

る。

第2化 期 における幼虫 の非休眠個体の出現率 第2化

期の幼虫 は普通9～10月 にかけて,日 長お よび イネの質

的条件 によ り休眠 にはい るとされてい る(三 宅 ・藤原,

1951)が,Aお よびBの 両 方法 ともに密度 に依存 してよ

う化す る個体 が現 われ た(第2表)。 すなわ ちAで は中間

区お よび密集 区にのみ,ま たBで は密集区 によ う化個体

が現われたが,単 独区にはA, Bと もに全 く現われ なか っ

た。 また現われ たよ う化個体 のほ とん どが雄であ った。

第2表 第2化 期の幼虫密度 を異 に した場合 の

非休眠個体の出現率

A: ふ化か ら分散 まで集合飼育 し,の ち各

密 度に分離 した場合

B: ふ化直後に各密度 に分離 した場合

幼虫 密度 の さなぎの形質に及ぼす影響

さなぎの 体重 第1化 期お よび第2化 期(休 眠期 間を

経 てよ う化 した もの)の よう化直後 の個体 を各密度 区か

らrandomに 取 り出 し雌雄別 に トーシ ョンバランスで

個 体別測定 を行 な った。 すなわち さな ぎの体重は単独 区

で最 も重 く,中 間 区お よび密集 区では軽い。また各区 と

もに雌の ほ うが雄 よ り重か った。 結果を世 代別にみ ると

第2化 期の さなぎの体重は第1化 期 の約2倍 も重い。 こ

れ は第2化 期 の幼虫 が休眠 からさめてのち,わ らを摂食

す るか らで ある と思 われ る。一方変異 の大 きさは第1化

期におい て 大 きか った。 このよ うに 両世 代に 差はあ る

が,密 度の変化 に伴 っては同 じよ うな傾 向がみ られた。

ここには第2化 期の結果 のみを第5図 に示 した。

さなぎの期 間 第2化 期 のさなぎの期 間は第1化 期の

約2倍 ほ ど長 いけれ ども,両 世代 とも各密度区お よび雌

雄の間 で顕著 な差 がみられ なか った。

幼 虫の密 度

第5図 第2化 期 の幼 虫密 度を異 に した場 合の

さな ぎの体重(よ う化直 後)

よ う化率および さな ぎの死亡 率 各密度 区別 に第6図

に示 した。す なわ ちよ う化 率は単 独区で高 く,幼 虫期の

密度 の増加 に伴 って次第 に低 くな る。一 方 さな ぎの死亡

率は単独 区が他 の区に比べ て低 く,そ の差は第2化 期に

おい て顕著 である。

幼虫 の密度 幼 虫の密 度

第6図 幼虫密度 を異 に した場合 のよ う化率 および

さなぎの死亡率

A1: ふ化か ら分散 まで集 合飼育 し,の ち各密度に

分離 した場 合(第1化 期)

A2: 同 上(第2化 期)

B2: ふ化直後 に各密度 に分離 した場 合(第2化 期)

幼虫 密度の成虫の形質 に及ぼす影響

成虫 の体重 羽化 した成虫 のはねが伸 びきったころに

排せつ物 を出 させ,エ ーテル で麻酔後 トーシ ョンバ ラン

ス を用いて雌雄別 に体重 を測定 した。 その結果を第7図

に示 した。 これ も幼虫お よびよ う期 と同様 に単独 区で重
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く密度 の増加 に伴 って軽 くな り,特 に雌 においては これ

が顕著 に現 われ てい る。

幼虫 の密 度

第7図 第2化 期 の幼虫密

度 を異 に した場合 の成 虫

の体重(羽 化直 後)

幼虫 の密 度

第8図 第2化 期 の幼 虫密

度 を異に した場合 の成 虫

体内 の成熟卵数

成熟卵数 羽化直後 の雌 の成虫を ブアン氏液 で固定 し

腹部 を解剖 して卵巣小管(ovariole)内 の成熟卵 数を数

え,卵 巣 の発育状態 を調 べた。その結果 を第8図 に示 し

た。す なわ ち成熟卵 数は単独区で最 も多 く,密 集 区では

少なか った。

羽化率 羽化率 は第3表 に示 した とお りであ り,単 独

区で高 く密集 区で低 か った。

第3表 第2化 期の幼虫密度 を異 に した場合 の

成虫の羽化率

A: ふ化か ら分散 まで集合飼育 し,の ち各

密 度に分離 した場合

B: ふ化直 後に各密度 に分離 した場合

考 察

ニカ メイガにおいては密 度に依存 して体 色の変化 はみ

られ なか ったが,幼 虫密度 が幼虫お よび さなぎの形質,

す なわ ち発育速度,体 重お よび死亡率 な どに影響 を及 ぼ

し,ひ いては成 虫の生理的 形質に も変異 をもた らす こ と

がわか った。 それ ぞれ のステー ジの形質 と生息密度 との

関係か らみて,生 理的活 力(physiological activity)は

単独区 で最 も高 く,分 散期 以後 は本 種におい ては この密

度が一番生理的 に好適 であろ うと思われ る。 またバ ッタ

で雌の成虫の体重が卵巣 の成熟度 に依存 してい るといわ

れ ている(PHIPPS 1950)が,本 種 において も単独区 で

の成虫体重が重 くて成熟卵 数が最 も多い ことか らバ ッタ

の場合 と同じこ とがいえる。一方 同 じニカメイガにお い

て,密度 と体重 との関係が調べ られ(深 谷 ・高野 ・中塚,

1955),密 度が増加す ると体重は減少す るといわれ,筆 者

の示 した結果 と同 じ傾 向であ った。 また第2化 期 の幼虫

の越冬期 の死亡 率は幼虫の体重が軽い ほど高い ことも示

され ている(深 谷ほか,1955)が,筆 者の行 なった実験

では単独 区の体 重の重い もの と密集区の軽い もの との間

で死亡 率にはほ とん ど差がみ られなか った。

本 実験 において幼 虫密度に対す る反応 として次 のよ う

な興味 ある事 実がみられた。すなわ ち,ま ず幼虫密度 が

幼 虫期 の死亡 率に及ぼす影響であ る。つ ま り幼虫期 の死

亡率が本種 の大発 生を解析 す るのに重要な一つの要因で

あると思 われ るので,幼 虫密度 と死亡 率 との関係 をみた。

幼 虫のふ化直後 に各密度に分離 した場合 には,分 散期 ま

で の幼虫 の死亡 率は単 独区では高いが密集区 では低 いの

で ある。 しか しい ったん分散 期を過 ぎるとこれ とは逆 に

幼 虫の死亡 率は密集区で急激 に上昇す ると同時 に単 独区

では徐 々に低下 す るのであ る。ゆ えに幼虫 のふ化か ら分

散 までを集合 状態で飼育 し,そ の後単独状態 にす る と死

亡率 はきわめて低 いが,ず っと集合飼育 をした場合 には

死亡率 は高 くなる。 この状態を模式的 に示す と第9図 の

よ うになる。 これ か ら考 えて本種 では,分 散期 を契 機 と

第9図 幼虫期の死亡率 の模式 図

ふ化直後に各密度 に

分離 した場合

ふ化か ら分散 期まで集合

飼育 し,の ち各密 度に分

離 した場合

a:単 独 区,c:集 合 区

して,そ の前後で全 く密度 に対す る反応 を異 にす る こと

がわかる。 この ことは野外での本種の行動,す なわち中

齢 期まで イネの1茎 に密集 して生息 した のち数株 のイネ

に分散 する とい う現 象 と一致す るところで あって,上 述

の死亡 率 と幼 虫密度 との関係 を反映 して分散 とい う現象

を生ぜ しめ る もの と考 えられ る。 またチ ャ ドクガEu-

proctis pseudoconopersaで はニ カメイガと同様 に卵塊

で産卵 するけれ ども分散 とい う現象はみ られず,終 齢 ま

できわめて強い群集性 を示 すが,ふ 化直後に分離 して単

独飼育 す ると 全 く生 育で きず,死 亡 率は 数 日の うちに
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100%に まで達す る といわれ ている(細 谷,1956)。 本 種

におい ては このよ うな高 い死亡 率はみられ なか った けれ

ども,チ ャ ドクガ と同様 に低 い密度 で高い死亡 率が現わ

れ ることが明 らかで ある。 ただ し第1化 期の場合は幼虫

の密度 によって顕著 な差が みられ なか ったが,こ れは イ

ネの生育状態 に原因す る ところであ り,密 度のほかに イ

ネの条件 をあわせ考 えね ばならない と思われ る(深 谷,

1950)。

次に第2化 期 にお いて幼 虫密度 に依存 して非休眠個体

の現われた ことである。す なわち一 般には第2化 期の幼

虫は,短 日お よびイネの成熟成長 とい う要因に よって9

～10月 にか けて休眠 にはいるのであ る(三宅 ・藤原,1951)

が,筆 者が 同条件下 で密度 を変 えて飼育 した ところ,こ

の時期 に集合飼育 区にのみ よう化個 体が現われた。 これ

につ ていは,す でにフ タオ ビコヤガNaranga aenescens

(巌,1956b)お よび ノシメコクガPlodia interpunctella

(辻,1959)に おいて幼 虫密 度が休 眠を誘起す ることが報

告 され ている。 しか しこれ らの場 合は,そ れ らの種が一

般 に休眠 しない状態 において密度を高 くす ると休眠個体

が現 われ るのであ って,こ れは密度が休眠誘起 を促進す

る ように働 いてい ると思われ るが,筆 者の場合 はこれ と

は逆 に,休 眠 す る状態において密度 を高 くす る と非休眠

個体 が現 われ るのであ る。 これか ら考 えて,高 い密度が

休眠誘起 を促進 す るばか りでな く,場 合 によっては抑制

す る方 向にも働 くとも考 え られ る。 また更 に興味深 いこ

とは,非 休眠個体 のほ とん どが雄 であ った ことで ある。

総 括

ニカ メイガの幼 虫を 自然温度お よび 自然 日長 のも とで

密度 をいろいろ変えて飼育 した ところ,幼 虫,さ なぎお

よび成 虫にそれ ぞれ 密度の変化に伴 ってい くらか の変異

が みられ た。

1) 幼 虫期 の発育 速度は単独区で最 も速 く,密 集 区で

お そい。

2) 幼 虫の体重は単独区で最 も重 く,密 集区で軽い。

3) 第2化 期の幼 虫において集合飼育区 にのみ非休眠

個体 が現 われ る。

4) 幼 虫の死亡 率は,ふ 化が ら分散 まででは密集区が

低 く,単 独区で高いが,分 散期以後では逆 に単独区で低

く,密 集 区で高い。

5) さな ぎの死亡 率は単独区で低 く,密 集区 で高 い。

6) さな ぎの体重は単独区で重 く,密 集 区で軽 い。

7) よう化 率は単独区で高 く,密 集区で低い。

8) 成 虫の体重は単独区で重 く,密 集区で軽い。

9) 雌 成虫の体内の成熟卵数は単独区で多 く,密 集区

で少 ない。

10) 羽化 率は単独区で高 く,密 集区で低 い。

11) さな ぎの期間には顕著 な差はみ られ ない。

以上 の結 果 より,幼 虫がふ化 してか ら分散 までは密集

区が生存 に好 適であ り,ま た分散期以後では単独 区が生

理 的に好適 であ ると考 え られ る。分散期 を契機 として生

息密度 に対す る反応を変え ることは興味深い。 また本種

においては,第2化 期の幼虫の休眠 に対 して高 い密度が

抑制 的作用を持 ってい ると考 えられ る。
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Summary

Effect of Density of Larval Population on Some Characters of Larva, 

Pupa and Adult in the Rice Stem Borer, Chilo suppressalis

By Naotake MORIMOTO

Entomological Laboratory, College of Agriculture, Kyoto University, Kyoto

The effect of population density on some charac-

ters of larva, pupa and adult in the rice stem 

borer, Chilo suppressalis, has been examined. The 

experiment was carried out under laboratory 

condition.

The results obtained are summarized as fol-

lows: 

From these results, it is concluded that the 

crowded life may be favourable for larvae prior 

to the dispersion period, while after the dis-

persion period the relation is reversed.


