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害虫の分布を取 り上げ る とき,そ こに害虫が い るかい

ないかが問題 とな ると同時に どれだけ いるか,ま たは ど

の ように分布 してい るかの量や分布型 の問題を等 閑に付

す ことが で きない。一つのほ場 内におけ る害虫 の分布様

相 につ いては,ニ カメ イチ ュウの場 合,農 林省農業技術

研究所 ・静岡農試(ニ カメイチ ュウ防除成績書(1951,

と う写)に よる),井 伊 ら(1951 a. b),河 野 ら(1952,

1953,1958)初 め多 くの人 々に よ って詳 しく研究 され て

い るが,単 一作物が大 面積に半ば人為 的に栽 培され てい

るほ場集 団を対象 とした ものは,水 稲 の害虫にか ぎ らず

他 の作 物の害虫について もほ とん ど見 当た らない。 しか

しわれ われ は多 くの病害虫についてその量的分布は決 し

て機会 的な ものでな く,た とえば,年 に よ り,場 所に よ

り被 害の著 しく高い場所が存 在す ることを経験的に知 っ

ている。 これ らの場 所が かな り定 常的に存在す るとき,

われ われ は これを 常習発生 地 とか,行 政的には要防除地

帯 など と呼ぶ 。 この ような場所の存在は クロカメムシや

稲 い(萎)縮 病 につ いては よく見かけ るが,ニ カメイチ

ュウにつ いては これ まであま り問題に された こ と が な

い。

著者 らは発生予察事業 の特殊調 査 として,ニ カメイチ

ュウの第1化 期 に集団防除 を行 なえば 第2化 期は ど うな

るか のテー マの下 に広範 なほ場群 を調 査す る過程 におい

て,通 常 の防除を行 な って も毎 年第2化 期には被害の多

い,い わゆ る常 習発生地 と見 られ る場所の存在す ること

を確かめ たので,こ こに報 告す る。

なお この研究は著者 らのみ の力によ ってな しえた もの

でな く,著 者 の所属す る研究室 の各位 お よび病 害虫予察

員の共同の努力に よるもので ある。また現植物 防疫課長

石倉秀次博士には4年 間を通 じ懇切 なる ご指 導をいただ

いた。更に農業技術研究所深谷 昌次博 士にはご指 導 とご

校閲の労を賜わ った。ここに明記 し厚 くお 礼申 し上げ る。

調 査 方 法

(1) 1957～1958年 の調査(局 所調査)

日高病害虫 防除所 矢田観察所 の予察燈を中心 として半

径300mの 円周内(約28ha)水 田を平板測量 しこの地図

上で25×25m方 眼に区分 した各交点 を調 査点 とした。

1調 査点か らは50株 を系統抽出 したが,抽 出方法は河

野(1958),高 木 ら(1957)の 報告を もととして,正 方形

植 では横4株 ごとに5条,縦3株 ごとに10株,並 木植の

場合 は横3条 ごとに5条,縦4株 ごとに10株 の各600株

中か ら50株 を抽 出 した。

調査時期は第1化 期被害盛期(7月 中旬),第1化 期末

期(8月 中旬),第2化 期幼虫分散後(10月 上旬)の3回,

調査項 目は被害株数,茎 数お よび生死 虫数(た だ し被害

30茎 中)と した。

(2) 1959年 の調査(広 地域調査)

和歌山県 日高郡 日高川下 流平 野の内西岸1500haの 水

田地帯 を調査 地に選んだ。

調査 地点 は建 設省地理調査 所作製の10,000分 の1航 空

写真 上で これ を1cm2(100×100m)の 方眼に区分 し,各

交点 の筆 を調査点 とした。

1調 査 点か らの株の抽出方法お よび調査時期は前項(1)

局 所調査 と同一であ るが,調 査 項 目は被害株数 のみ と し

た。

(3) 1960年 の調査

1959年 の調査 で多発部 と少発部の境界 と目された内原

地区大 字萩原,荊 木地帯お よび湯川地区大字下富安,藤

田地区大 字北吉 田,矢 田地区大 字鐘巻地帯な どにおいて

1959年 と同様 の方法 で調査 した。

このほか,紀 の川下 流水田地帯 の和歌 山市紀伊地区に

お いて,農 家の申告に よる多発地2ヵ 所,少 発地2ヵ 所

を選 び,各 箇所 より20筆 を ランダム抽 出 して調査 した。

抽 出方法,調 査 時期 お よび調査 項 目は(1)局所調査 の場

合 と同 じで ある。

調 査 結 果

(1) 1957～1958年(局 所調 査)の 調 査結 果

田植は6月14～15日 を中心 として前後2～3日 の間に

(1961年1月22日 受 領)
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第1図 1957～8年 局所調査の ニカメイチュウ幼 虫数 の分布 図

(注)(1) 太 線によ る区切 りは道路,鉄 道線路,水 路な どによ る地形区分を示 し,1～7は 区分 した場所の番号

(2) 単 位 白丸 は零,小 黒丸は生幼 虫10頭,大 黒丸 は同50頭,黒 四角は200頭 以上を示す。

(3) 予察灯は図の中心に点灯す。1区 と4区 の間の空白は山林(4) 各調査地点の間隔 は25×25m
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行 なわれ,品 種は早稲70%,中 稲25%,晩 稲 の割合5%

で栽 培 されてい る。ニ カメイチュ ウ発蛾 最盛期は第1化

期が6月25日 前後,第2化 期が8月5半 旬 で,第1化 期

に パ ラチ オン乳剤が2回(7月 上旬 と中旬),第2化 期に

ウ ンカ防除を主体 としてDDT乳 剤(大 部 分)ま たはB

HC粉 剤(1部 分)が 散布 され てい る。

第1図 の太線 区分は道 路 ・鉄道線路お よび水路 な どで

地形 区分 した ものであ るが,1～7に 区分 した場所 間で

は栽培 慣行や 防除法 に著 しい差や特徴は認 められ ない。

第1化 期薬剤散布前 におけ る幼 虫密度は3ヵ 年を通 じ

(1959年 は調査 点数 が少な く精度 は劣 るが)5～6区 は

明 らかに少ないが,最 多 ・最少の区間差 もせいぜい2～3

倍程 度であ る(第1図,第1表)。8月 中旬すなわち1化

期末期の調査では2回 にわた る薬剤散布 と7月 下旬～8

月上旬の環境抵抗お よび薬剤散布後 の後期発蛾 の加 わ っ

たのちの状況がそ こに現われてい る。 この時期には4区

のみ例外 な く密度が高 いが,他 の区は年に よ り不同で,一

定 の傾 向は認め られない。 しか し第2化 期幼 虫分散後 と

第1表 局所 的場所 におけ る幼 虫数 の時期 ・年度別推移

(註) Nは 調査 ヵ所数,Xは 平均生幼 虫数(頭),2Sxは95%信 頼 巾(頭),50株 あた り虫数で示す

な る と常 に4区 が異常

に多 く,次 いで3区 ま

たは3区 と小 道をは さ

んで相隣接す る7区 が

多 く,1～2お よび5～

6区 は1化 期末期 の多

少に関 係な く毎 年少 な

い。

なお1958年 には4区

のみ薬剤散布の不 十分

さを 予想 して3回 の散

布を実施 さ せ て い る

が,1化 期末期には7

月中旬 の薬剤散布後の

状況 に比べ 幼虫数 はか

な り増加 している。

第2図 1959年 広地域調査 の地形別区 分 図
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第3図 1959年 広地域調査のニ カメイチ ュウ被害株数の分布(1)

(註)(1) 太線 による区分 は旧町村別,細 線 によち区分 は大字別境界 を示 す

(2) 各 調査地点の間隔 は100×100m(1ha)

(3) 単位 はいず れ も50株 あた り株数,し たが って2倍 したものが株率 とな る
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第3図 1959年 広地域調査 のニカメイチュウ被害株数 の分布(2)

(2) 1959年(広 地域調査)の 調 査結果

1957～8年 の調査 の結果認 め られた第2化 期の塊状集

中化 した多発 地が,も っと広 い場所を対象 として見た場

合 ど うな っているかを 知るため調査 した ものであ る。地

形区分は第2図,行 政 区分 は第3図(そ の1～3)に 示 し

た とお りである。栽培慣行 は第2図 に示 した早期栽 培群

(約80ha田 植期5月15～20日)を 除 き大差な く,薬剤散布

はいずれ もホ リドー ル乳剤 で7月1～5日 に第1回,7

月15～20日 に第2回 の散布が行なわれ てい

る(た だ し矢田大字入 野 と若野は夏橙病害

虫防除作業の都合 か ら約1週 間遅延 した)。

第1化 期被害盛期の調査では第3図(そ の

1)に 示 した とお り,前 項の局所調査 では

不 めい りょうであ った場所間差が数百ha

とい う大 きな場 を単位 として認め られ,行

政区分 よ りも地形 区分に適合 して,傾 斜地

や谷間,丘 陵地に多 く,平 坦 地に少 ない傾

向が明 らかに認 められ た。平均被害株 率は

22.76%で あ ったが,大 字間では6～9倍

の密度差が認め られ る(第4図)。

1化 期末期(第3図 その2)に は被害株

(心枯茎)の 出現率はほぼ10分 の1に 低下

す る。 しか しこれを7月 中旬 と対比する と

ほ とんど例 外な く7月 中旬 に多か った とこ

ろは8月 中旬 も多 く,パ ラチオ ンの2回 散

布では容易に7月 中旬 の密度差 をな くす ま

でに至 らぬ ことを示 してい る。

10月 上旬の第2化 期幼虫分散後では8月 中旬被害株 率

の高 か った萩原,荊 木,上 富安,下 富安,北 吉 田,入 野

な どが相 変 らず 被害が多 く,1化 期末期の密度差が相 当

強 く影響 してい ることが うかがえ るが,半 面,鐘 巻 あるい

は吉原の ように1化 期末期は決 して多 くないに もかか わ

らず2化 期に著 しく多い ところ もあ り,第3図 そ の3お

よび第4図 の分布図か ら見る ときは,1化 期末期の密度 も

第4図 広地域調査 における行政区分別被害株率の推移(1959)
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さる ことなが ら萩原-荊 木-上 富安-下 富安-北 吉 田-

鐘巻 と相隣接す る一連 の地帯 お よび和 田-吉 原,谷 口-

小池 と続 く地帯 に多発地が存在す る と考 え られ,こ れ は

予 備的に一般農家か ら聞 き取 った"ど んなに防除 して も

第2化 期には毎年被害が多 い"と い う地帯 と合致 してい

る。なお1957～8年 調査 の4区 は萩原-鐘 巻 と続 く多発

地の東端を調べ てい たにす ぎない と考 え られ る。

(3) 1960年 の調査結果

1957～9年 の局所お よび広 地域調査 の結果か ら第2化

期には異常に 多発生す る場 所が存 在す る ことが 明 らか と

な った ので,こ のよ うな場所 は年次 にかかわ りな く存 在

す る ものか,ま た他 の地方で もこの種 の例が存 在す るか

を確か めるため行 な った ものである。

第5図 多発 地 と少発地を区別 した場 合の被害株率 の推移(1960)

第5図 に示 した とお りいずれ の場所にお いて も第2化

期には少発地あ るいは多発地 と見 られた場所間で有意 な

差 が認め られた。 また農家お よび普及員 の申告を も とと

して行な った紀の川平野の紀伊におけ る調査では,少 発

地 と多発 地 との間では被害株率で6.5倍,被 害茎数では前

者 の50株 あた り18.4・16.6茎 に対 し後者の269.8・284.0

茎,す なわち倍 率に して15～17倍 とい う大 差 が 示 さ れ

た。多 発地 として一般が識別 しうるような所は実際に調

べ てみ ると一 きわ高い多発地であ るとい うことにあ る。

また1960年 の内原 においては1化 期末期に少発地 の方

が被害株率,被 害茎数 あるいは幼虫数のいずれ も多発地

よ り多か ったが,第2化 期には多発 地の方が有 意に多 く

な ってお り,場 所 に働 くなん らかの強 い要 因のあ ること

を示唆 してい る。

考 察

和歌 山県下 では1953年 以来 パ ラチオ ン乳 剤の第1化 期

集団防除が行 なわれ,主 水 田地帯では7月 上旬 と中旬 の

2回 にわた って散布す るのが慣行 とな ってい る。本調査

は この よ うな防除慣 行が できてか ら5年 後の1957年 か ら

実 施 され た ものであ る。 したが って滝 口お よ び 末 永 ら

(1955)が 指 摘 しているよ うに2化 期 には相 当な被害を受

け るべ ぎ ところが1化 期 の防除 に より少発生 に とどま っ

ている場合 もあるが も知れない。 しか し今 日では無 散布

の条 件下におけ る比較は求 め うべ くもない状 況にあるの

で,こ こで報告す るのは第1化 期に慣行 的にパ ラチオ ン

の2回 散布が行 なわれ るよ うな ところでの実 態 とい うこ

とにな る。

1957年 に予察燈を 中心 とす る半径300mと い う比較 的

小 さい場所にお いて調べ た結果,地 形 で区分 され る部 分

的な場所(第1図)す なわ ち4区 お よび3区 で第2化 期

の異常な集 中的塊状 の被害部分を生ず る事実を認 めたの

で,1958～9年 の両年にわた ってこれを調査 した結果,

これ らの場所は年に よ って も変 らない ことを確 かめた。

更 に1959年 には1957～8年 の調 査地を含む

もっと広 い場所(1500ha)を 対象 として調

べ,一 連の相隣接す る地帯に集 中塊状化 し

た多発部の存在す ることを確か め,こ れ ら

が農家のい う2化 期多発地帯 と合致す るこ

とを知 った。 また局所調査の結果明 らか と

な った例年の多発部4区 は萩原-北 吉 田-

鐘巻 と続 く常習多発地の東端にあた ること

が明 らかに された。

1960年 の調査で も1959年 の多発地は年に

よ って変 らない ことを確かめた。更に この種 例が他の地

方で も存在す るか ど うかを知 るため紀の川下流平野の紀

伊 地区で農家の 申告を もととして調査を したが,農 家の

申告に よる場合 は調査の結果 判明す るよ うないわゆ る多

発部 分をは るかに上 まわ る被害地であ るこ と が わ か っ

た。

この よ うな集 中塊状部分と品種 の関係を1958年 の資料

か ら検討 した結果は第2表 の とお りであ る。

この表の示す ところは,す でに個体生態学的研究の結

果 か ら多 くの人 々が報告 してい る品種 とメイチュウの関

係 以上に場 所間の差の著 しい ことを示 してお り,場 所に

働 くなん らかの要 因の存在 してい ることを示 唆 し て い

る。

また1960年 は和歌山県下で はニカメイチ ュウの部 分的

多発年で あ ったが,幸 か不幸 か供 米補 正の対象 としてニ

カメ イチ ュウの被害が 問題 とな り,異 常多発 地が浮 き彫

りされ て来 た。筆者 らは これ らの申告 され た地帯 を視察

し,い ずれ もこの年 のみ異常発生 した もので はな く,紀

伊におけ る調査(第5図)と 同様 ある一定 の場所が毎年

他に比べ て被害が多 く,た また ま1960年 は異常に被害が

多か ったため問 題 とな ったにす ぎない ことを確か めた。
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第2表 2化 期幼 虫分散後 におけ る被 害茎数 と品種 ・場所 の関係(1958矢 田)

(註) 被害茎 は50株 あた り被害茎数 の筆平均を示す

深谷(私 信に よる)は 第1化 期発蛾 量 と前年2化 期発

蛾量 の相関を求 め,わ ず か6kmし か隔 てていない隣接

した場所間で も相関 々係が異な る ことか らニ カメ イチ ュ

ウの発生に は小 さな地域 的農 業条件が 関与 してい ること

を示唆 し,石 倉(1954)は80haに けい光誘蛾燈を等距離

に点燈 し,誘 殺蛾数 は場 所に よ り相 当差のあ ることを指

摘 している。 しか しいず れ もほ場の分布実態を調査 した

ものでないため,こ の間の状況 が明 らかでないが,少 な

くとも小地域 間で密度 に相 当の差があ ることは うかがえ

る と思 う。 また全 国指 導農協連編(1953)の 多 くの県に

おけ る報告 は調査 場所(町 村,大 字な ど)に よ って ホ リ

ドー ル散布 に関係 な く,著 しい密度差のあ ることを示 し

てい る。

以上の ことか ら ニカメ イチ ュウの 自然集団(natural 

population)と も見 られ る一つ の地域 内におけ る分布構

造 は,決 して機会的に決定 され る もので はな く,あ る特

定 の場所(数 十～数百 ほ場)に 集 中塊状 化 した多発部が

存 在 し,か つ これ らの中に は年 に よって変 るもの もあろ

うが,高 い確率の もとに年に よ って変 らないいわゆ る常

習発生地あ るいは2化 期要防除地帯 と見 られ る場 所の存

在す る ことが明 らかに された。

おそ ら くこの よ うな例は本 県のみ に見 られ る特殊の例

外ではな く,原 因 は多々あるに して も,全 国各地に見 ら

れ る もの と思推 され る。将来 この ような現象 の よってお

こる原 因が解 析 され るとともに各地で この種 の実例が数

多 く発見 され る ことを期待す る。

摘 要

ほ場 群を対象 としてみた場合のニ カメイチ ュウ被害 の

分布実態を知 るた め,1957～8年 には予察燈を 中心 とす

る半径300mの 円周内水 田,1959年 に は和歌山県 日高 川

下 流平 野1500ha,1960年 には紀の川下流紀伊地区に おい

て,ニ カ メイチュウ第1化 期被害盛期(7月 中旬),第1

化 期末期(8月 中旬)お よび第2化 期幼虫分散後(10月

中旬)の 被害株,被 害茎 または幼虫数を調査 した。

1) 第1化 期被害盛期においては第2化 期の場合ほ ど場

所 間におけ る密度差は著 し くないが,広 い地域を対象 と

して見 るときは数百haと い う大 きな場所を単位 として

被 害株率で6～9倍 の密度差が認 められた。1959年 の調

査 では概 して平坦 広遠地に少な く,傾 斜地な ど地形 の複

雑 な ところに多い。

2) 第1化 期末期におい てはパラチオ ン剤の散布 と環 境

抵抗に より著 しく密度 は低下す るが,パ ラチオ ンの2回

散布 も第1化 期被 害盛期 の密度差 を破壞す るほ ど強力に

働か ない場合が多 い。

3) 第2化 期 においては必ず しも第1化 期末期の密度差

がそ のまま再現 され ないで,こ の時期 独特の分布が見 ら

れ,毎 年定 まった場 所に集 中塊状化 した分布が示 された。
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Summary

Study on the Distribution Structure of Rice Stem Borer (Chilo 

suppressalis WALKER) Larvae and the Injury

By Junji KOBAYASHI and Hiroshi HIRAMATU

(Wakayama Agricaltural Experiment Station, Ota Wakayama Pref.)

This investigation was conducted to know the 

distribution structure of rice stem borer larvae as 

well as the injury in the area which is divided into 

several parts that the administrative (such as district, 

aza or village, town, and city etc.) or geographical 

divisions were considered as the units of their eco-

logical fields. In 1957 and 1958, the paddy field hav-

ing a radius of 300 metres with a forecasting light-

trap in its center, at the Yata-district; in 1959, the 

lower plain (1500ha) along the Hidaka River, 

Hidaka Gun, Wakayama Prefecture; in 1960, the 

lower plain of the Kinokawa-River in Ku-district, 

Wakayama-City were respectively singled out for this 

investigation.

The numbers of the infested plants and stems and 

the larvae found in them were counted at the 

utmost-infested of the first brood (the middle of 

July), at the end period of the first brood (the middle 

of August) and after the larvae of the second brood 

were all scattered away (the middle of October), 

respectively.

The results obtained in this invetigation can be 

summarized as follows:

1. In the case of the utmost-infested period, the 

intensity of injury differs by location though it was 

not so remarkable as in the case of the second brood.

Especially in the case of the larger area as much as 

1500ha, the percentage of infested plant in one 

district was found to be six to nine times as much 

as the one of another. In the case of 1959, the 

percentages of infested plant in the plain districts 

were smaller than the sloped districts.

2. In the case of the end period of the first brood, 

the infested stem or larvae density was observed 

to be remarkably lowered by the environmental 

resistances. But also in this period high densities 

were equally found in the districts where an abundant 

population density was observed in the previous 

period, and in most of the districts, the popula-

tion densities were not decreased equally by effects 

of parathion.

3. In the case of the second brood, the differences of 

densities between the districts were not always 

corresponded with the first. And the aggregated 

distribution was found peculiarly in district location. 

This tendency of aggregation in this period was far 

more remarkable than in the first brood period and 

the number of infested stems reached ten times as 

much as in the first brood period. And the locations 

where high injuries observed were constantly the 

same place all through this four years investigation.


