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緒 言

ニカ メイチ ュウに対す る黄 きょう病菌の天 敵 としての

役割 については,吉 田(1919)が 最初にその寄生 を観察

してか ら,多 くの研究が 報告され てい る。深 谷(1950)

は越冬期 以降の本菌に よる り病 率が高 く,特 に蛹化 期直

前に最高 の り病率 を示す こ とを指摘 している。 また,こ

れに関連 して種 々の実験がな され てお り,特 に 発 病 と

温湿度の関係について も詳細な研究 が あ る(釜 野 ら,

1955;立 石 ら,1951,1952,1954,1955;和 田,1957)。

著者 らは春期以降の り病率の上昇は,温 湿度は ともか

くとして,ニ カメ イチ ュウ自体の抵抗性の低下に も関係

が あ るのではないか と考えた。 この抵抗性の低下 が越冬

幼 虫の生 理的変化に基づ くとす るな らば,い ろいろな発

育段階の幼虫体液内におけ る黄 きょ う病菌分生胞子の発
2

芽管の伸長速度は,か な り変化す るもの と予測 され る。

そ こで この点 を追及 し,ニ カメ イチ ュウお よび サンカメ

イチ ュウ発生 量の予察に多少 とも役 立たせ よ うとす る意

図の もとに一連 の実験 を施行 した。 まだ不 十分な点 もあ

るが 一応の傾 向が 認め られたので報 告す る。

なお実験 にあた って,菌 の分譲,同 定な どの ご指導を

仰 いだ青木清博 士に,ま た実験 に協 力 して下 さ った和歌

山県農業 試験場 朝来試験 地の桐谷圭治,榎 本新一両氏に

心 か らの謝意を表す る。

材 料 お よび 方 法

実験は点滴法 と注入法 に よって行 な った。す なわち点

滴法で は無作為 に選んだ幼 虫5個 体 か ら体液 を採 集,こ

れ を混合 してほ うろ うガラス上に滴下 し,こ れ に胞子形

成1ヵ 月以内の黄 きょう病菌 分生 胞子を針先 で接種混 和

した。混 和液 は これを飽 和湿度 に保 った大型 シ ャー レー

内に入れ,25℃ の定温器の 中に20時 間置き,こ れを検

鏡 して発芽 した分生胞子 の管 長をラ ンダムに50個 測定 し

た。予備 試験 で点滴にペニシ リンを混入す る ことに よっ

て,細 菌 の繁殖 を防止 して好結果を得たので,1960年 の

試験 には これを用いた。

注入法 では生理 的食 塩水1ccに 黄 き ょう病菌分生胞子

1白 金耳量を希釈,こ れを ガラス管針 の注入器で1点 滴

量を注入,幼 虫体 ごと25℃ に20時 間保温 してか ら体液

を採集 して,前 試験 と同様に分生胞子の発芽管長を測定

した。

越冬幼虫の成熟度 と黄 き ょう病菌分生胞子 の発芽伸長

速度 の関係 を調べ るためには,点 滴法(1960)と 注入法

(1959)を 用いた。 材料 とした 越 冬期 ニカメ イチ ュウは

いずれ も朝来 試験 地附近 の特定 のわ ら積か ら,調 査 ごと

に採集 した ものである。幼 虫は これ を雌雄別 に分けて点

滴法で は2月29日 か ら5月15日 まで半 月 ごとに6回 調 査

した。 注入 法では1月22日 より5月7日 まで7回 調 査

し,体 液採集後雄 は解 剖 して精巣,精 細 胞を測定 した。

なお材料 としたサ ンカメ イチ ュウは和歌 山県 日高郡川辺

町の被 害株 より採 集 した もので,調 査方法は点滴法のみ

を用いた。

越 冬幼虫の体重 と分生 胞子の発 芽伸長速 度の測定 は,

点滴法 で行 な った。 ニカメイチ ュウは川辺町 より採集 し

た越 冬幼 虫を用 いて,体 重の軽 重に より9階 層に分け,

おのおのの階層 に属す る幼 虫の体液 内の黄 きょう病菌の

分生胞子 の発芽伸 長速度 を測定 した。 サ ンカメ イチ ュウ

は前 試験 と同 じ材料 を用 い,4階 層に分けて調 査 した。

体液採集後雄幼 虫は解 剖 して,精 細 胞 と精 巣の長径を測

定 した。

ニカメイチュウ1化 期幼 虫の体液 と各種硬化病菌 の分

生胞子発芽伸長速度 の測定に は,点 滴法 を用 いた。材料

に用いた幼虫は,早 期栽培水稲 トモエマサ リで試験管飼

育 した2～5令 の幼 虫を用 いた。各硬化病菌 は農林省 蚕

糸試験場 よ り分譲を受け た。実験温度は外温 を考慮 して

30℃ とした。

1  現在
,長 崎県農業試験場勤務

2 後 述す るが
,一 定温度下,一 定時間 に伸長 した発芽管 の長 さを指標 とした。

(1961年1月22日 受領)
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実 験 結 果

1. 越冬幼虫の体液内におけ る黄き ょう病 菌分生胞

子 の発芽管の伸長速度

a 幼 虫の成熟度 と 分生胞子の発芽 点滴法 を用い

たニ カメイチュウ越 冬幼虫の調査は,1959年 には4月

24日,5月7日,5月23日 の3回 にわ た って実施 した

が,黄 き ょう病菌分生胞子 の発芽管伸 長速度 は,蛹 化

期の近づ くにつれ て長 くな るが,雌 雄 の間には有意差

は認 められなか った。そ こで1960年 には2月28日 越年

直後 よ り5月14日 蛹化前 まで,15日 ごとに6回 同様 の

実験を行 な ったが,結 果 は第1図 に示す とお りであ る。

第1図 越 冬後蛹 化期 までのニカ メイチ ュウ幼虫体液中

におけ る黄 き ょう病 菌分 生胞子に見 られ る発芽能

力および精細 胞長径の変化

● 雄 の体 液中の黄 きょう病菌分生胞子の発芽
管長(立 棒 は信頼限界)

○ 雌 の体 液中の黄 きょう病菌分生胞子の発芽

管 長
◎ 精細 胞長径

第2図 越 冬後蛹化期 までのサ ンカメイチ ュウ幼虫体液

中における黄 き ょう病菌分生 胞子に見 られ る発 芽

能力 および精細胞長径の変化

● 幼 虫の体液 中の黄 き ょう病菌分生 胞子 の発
芽管長(立 棒 は信頼 限界)

◎ 精細胞長径

第3図 越 冬後蛹化期までのニ カメイチ ュウ幼虫体内に

おけ る黄 きょう病菌分生 胞子の発芽能 力および精

細 胞長径の変化

● 幼 虫体内の黄 きょう病菌分生胞子の発芽管

長

◎ 精細 胞長径

前年 の結果 と同様 に,蛹 化 時期 が近 づ くにつれて発芽伸

長速度 は早 くな り,特 に第3回,す なわち3月25日 の調

査か らはそ の発芽管長 は有意 的に伸長 した。スパマ トシ

ス トの大 きさについては第5回 の調 査 まで,す なわち4

月30日 まで有意 差は認め られ なか った。

サ ンカメイチ ュウでは,4月14日 の第4回 調 査か ら分

生胞子 の発芽管長に有意 差が認め られたが,ス パマ トシ

ス トは それ より遅れ て4月30日 か ら有意 的に 伸 長 した

(第2図)。

越 冬期 ニカメイチ ュウに対 し注入法で 得られ た結果は

第4図 体重の異な るニ カメイチュウ越冬幼 虫体液中の

黄 きょう病菌分生胞子の発芽管長 と雄の精巣,精

細胞長径の変化
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第3図 に示す とお りで ある。すなわち幼虫体 内で の黄 き

ょう病菌分生胞子 の発芽管の伸長速度は,2月 下旬頃 ま

で変化 しないが,3月 上旬か ら蛹 化期が近づ くにつれ て

早 くな る傾向を示 した。 しか も時期的に見てその伸長速

度 の変化は,精 細胞 のそれ よ り早 く見 られ るよ うであ る。

しか し注入法では点滴法に比べ発芽管の伸長速度は一般

に低 い傾 向が ある。

これ らの実験結果か ら見て,寄 主体液 中に接種 された

黄 き ょう病菌分生胞子の発芽管の伸長速度は,蛹 化期が

近 づ くにつれて急激に大 き くな ると言え る。

b 幼虫の体重 と分生胞 子の発芽 ニ カメイチュウを

用いた実験結果は第4図 に示す とお りであ る。すなわち

同一時期におけ る体重の異な る越冬幼虫の体液 中におけ

る黄 きょ う病菌分生胞子の発芽伸長速度は,体 重に比例

して大 とな り,相 互間に直線的な関係が認め られたが,

更にそれは精細胞,あ るいは精巣の長径 とも平行的な関

係 を示 した。

第5図 体重の異な るサ ンカメイチ ュウ越冬幼虫の体液

中の黄 きょう病菌分生胞子の発芽管長 と精細胞長

径の変化

○ 体液中の黄 きょう病菌分生胞子の発芽管長

◎ 精細 胞長径

越冬期サ ンカメ イチ ュウについて言 えば,体 液中にお

け る黄 きょう病菌分生 胞子 の発芽 管の伸長速度 は,ニ カ

メ イチ ュウとは逆に体重に反比例 し,軽 い ものほ ど早 い

が,精 細 胞,精 巣 の長径 とは平行 的な関係が認 め られ た

(第5図)。

2. ニカメイチ ュウ1化 期幼虫の体 液におけ る各種硬

化病 菌分生胞子の発芽 伸長速度

1化 期幼 虫の体液に おけ る各種硬化病菌分生胞子 の発

芽伸 長速度 は第6図 に示す とお りで ある。す なわち黄 き

ょう病菌 と白 きょう病菌 では3令 までの変化 は少 ないが,

高令 になるに したが って発芽管 の伸長速度は 早ま った。

第6図 ニカメイチュウ1化 期幼 虫の2令 よ り5令 まで
の幼 虫の体液中の黄 き ょう病菌分生胞子 の発芽管

長

その他 の病菌 も ほぼ同様の傾向を示 した(第1表)。 黄

きょう病菌を用いての調 査はいろいろの点で容易な こと

がわか った。

考 察

ニ カメイチュウ とサンカメイチ ュウの越冬幼 虫の体液

は,蛹 化期が近づ くにつれ,黄 き ょう病菌 の分生胞子 の

発芽伸長に 都合 の良い ような 状態 に なる ことが わ か っ

た。 この体液の変化はニ カメイチュウでは3月 下旬頃か

ら,サ ンカメイチュウで は4月 上旬か ら起 こるよ うで あ

る。 しか もこの変化 はスパマ トシス トの形状 の変化 よ り

早期に起 こ り始め る。1化 期の幼虫では高令 とな るに し

たが って越冬幼虫 と同様に分生胞子 の発芽管伸長速度が

早 くな る傾 向を示 した。 この原因につ いては体液 の生化

学的研究に まつ よ りほか ない。

第1表 ニ カメイチュウ1化 期幼 虫の令別体液 における各種硬化病菌分生 胞子 の発芽管 長(μ)と

その信頼限界
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幼 虫体液 内におけ る黄 きょう病菌の発芽管 の伸長速度

は,ニ カメ イチ ュウお よびサ ンカメイチュウの り病率 の

強弱,す なわち抵抗性の強弱を示す もの と考え られ る。

したが って将 来 これを両種 の量的予察に利用す る道が開

かれ るか も知れない。

要 約

ニ カメイチュウお よびサ ンカメ イチ ュウの体液 と黄 き

ょう病菌分生胞子発芽管 の伸長速度 との関係は点滴法 と

体 内注入法を用 いて調査 した。その結果,両 種 ともその

蛹化期が近づ くにつれ て黄 き ょう病 菌の発芽 管の伸長速

度は大 とな り,3月 頃か ら有意 的に伸び るが,そ れは精

細胞 の形状 の変化 よ り早 めに現 われた。

越 冬幼 虫の体 重 と黄 き ょう病菌の発芽管長 の関係を点

滴法を用 いて調査 した結果,ニ カメ イチ ュウでは体重 と

黄 き ょう病菌分生胞子 の発芽管 長は正比例 し,精 細胞お

よび精巣 の長 径 とも平 行的な関係を示す ことが認め られ

た。 サ ンカメ イチ ュウで も同様の傾 向が認め られたが,

ニ カメイチ ュウとは逆に体重の小 さい ものほ ど発芽管 の

伸長速度 は大 きか ったが,発 芽管長 と精細胞長径 との間

に は平行的 な関係が示 され た。

ニ カメイチ ュウ1化 期では高令 にな るに したが って発

芽管 の伸長速度は早 くな り,令 が進 むにつれてその体液

は,黄 き ょう病菌分生胞子 の発芽管 伸長に都合 の よい よ

うに変化す る ことが認 め られ た。各種 硬化病菌を用いた

結果で も黄 き ょう病菌 と同様 の傾 向を示 したが,黄 きょ

う病菌を用いての調査は,い ろい ろの点で容易な ことが

わか った。

以上の結 果か ら,蛹 化前期の硬化病菌に よる高い り病

率は温湿度の影響のほかに,メ イチュウ自体 の体液 の変

化に よる抵抗性の低下に も関係が あるのではないか との

示唆を得た。 したが って幼 虫の体液 と黄 き ょう病菌分生

胞子 の発芽管伸長速度 との関係を 累年観 察す るな らば,

これ らの成績 を もとに して,ニ カメ イチ ュウお よびサ ン

カメイチ ュウの発生 量を予 察す る とい う可 能性 も生ず る

わけ であ る。
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Summary

Investigations on the Yellow Muscardine Disease of the Paddy Borers (Chilo suppressalis 

and Schoenobius incertelus) in Relation to Forecasting

By Nobuhiko OHO, Sohei YASUDA and Masatsugu FUKAYA

(National institute of Agricultural Sciences; Asso Research Station, Wakayama Agric. Expt. Sta.)

Experiments were made to know the relation 

between the body fluid of the paddy borers 

and the yellow muscardine fungus. Overwintered 

larvae of the rice stem borer and paddy borer 

were infected with spores of the yellow mus-

c ardine fungus by means of inoculation and injection 

and the hyphal growth was observed 20 hours after 

infection at 25•Ž. The hypha growth was hastened 

as the larvae near to pupation, and the length of 

hypha grew significantly longer after March, although 

the diameter of the spermatocyst did not change 

until May. Further the hyphal growth in relation 

to the weight of the overwintered larvae was also 

examined. It was observed in case of rice stem 

borer that the heavier the weight of the larvae, and 

in case of paddy borer the lighter the body weight, 

the longer the hypha and the larger the spermatocyst 

as well as the testis.

It was also confirmed in the first generation larvae 

of both species that the hyphal growth of the yellow 
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muscardine fungus became faster as the larval inster 

advanced. A comparative test with various mus-

cardine fungi other than the yellow muscardine did 

not reveal such definite results.

These results seem to show that the high suscepti-

bility of overwintered larvae to the fungus near to 

pupation is controlled mainly by their humoral 

condition.

The authors believe that the number of moths 

in the first generation which is much controlled by 

the yellow mascardine fungus, is possibly forecasted 

by measuring the susceptibility of the overwintered 

larvae to this fungus.


