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ニカ メイチ ュウの水稲茎 内におけ る生息部位 につい て

は,中 川(1904)が 収穫時の 稲 につい て 調査 してい る

が,生 育 期に調 べた ものは,ほ とん ど見 あた らない。筆

者は1962～1963年,当 場内の圃場において第2回 成 虫

の産卵 部位 を調 べ るとともに,幼 虫の生息部位,お よび

その時期的 な推移 な どについて一連の調査 を行な った。

この調 査は,ニ カ メイチ ュウの防除に,殺 虫剤 を水面施

用 した場合,幼 虫が茎 内の どの高 さに生息 してい るかが

問題 にな るであろ うとい う観点か ら始め られた もので あ

るが,地 上部 に対 す る薬剤散布の場合において も,防 除

効 果は幼 虫の茎 内におけ る生息 部位 と無関係ではない と

思 われ る。

産 卵 部 位 と幼 虫 の 食 入 部位 の 関 係

成 虫が 野外で,水 稲 の どの部分に産卵す るか をみ るた

めに,9月 上 ・中旬 に 当場 内の 圃場で 産卵状態 を調べ

た。品種 は埼 玉 モチ10号,普 通植 で,出 穂期は8月23

日であった。 この年(1963)の 産卵最 盛期は,成 虫の発

生消長か らみて,ほ ぼ8月 の第5半 旬 にあ ると考 え られ

る。 したが って,こ の ころには,水 稲 の伸 長はすで に終

了 していた と推定 され る。 調査 水稲 の草 丈は 平均112

cmで,こ の品種 としては標 準的な生育状態 であ った。

調査結果 は第1表 に示 す ように,葉 位 か らみ ると,第

3葉 に産卵す るものが最 も多 く,全 体 の約半数近 くを 占

める。第2葉,第4葉 は これ に次いで多 く,20%近 くの

産卵が見 られ たが,止 葉 や第5葉 には少なか った。 この

水稲 の8月 下旬 におけ る葉数は大体4～5葉 であ るが,

最下位 の第5葉 はすでに枯 死消失 してい る場合が少な く

なか った。葉鞘部 の産卵 は10.7%で 予想 していた より

第1表 第2回 成 虫の水稲におけ る産卵部 位

少なか った。産卵位置 を田面か らの高 さでみる と,止 葉

では平均68.5cm,第2葉47.2cm,第3葉38.0cm,

第4葉28.4cmで あった。 葉鞘 は20.8cmで 第3葉

鞘が多か った 。

全卵塊 の平均 の高 さは34.5cmで,大 体第3葉 の産

卵位 置 と一致 し,草 丈か らみ ると,1/3位 の高 さに産卵

が多い とい うこ とが できる。なお産卵 は大部分(76%)

が葉舌 に近い葉裏 に行 なわれ,卵 塊か ら葉舌 までの平均

距離は9cmで あった。

以上 と平行 して,産 卵葉位 と幼 虫の食入部位 との関係

をみ るため に,同 一圃場 におい て,出 穂前5日 の穂孕 期

(8月18日)と,出 穂5日 後(8月28日)の2回,

卵塊を止葉か ら第4葉 まで の各葉 に接種 し,一 定期間後

に幼虫の生息部位 を調査 した。供試卵塊 は大型飼育箱 内

で水稲 に産卵 させた ものの中か ら,で きるだけ均 一な大

きさの ものを用い,各 接種卵粒数 に大差 のないよ うにつ

とめた。1株 に1卵 塊ずつ10株 に接種 した。接種部位

は,前 述の調査結果か ら,葉 舌 よ り10cmの 距離 の葉

裏 に,卵 塊の付着 している葉片 をセ ロテープで軽 く貼 布

した。接種卵塊は ほぼふ化前 日のものを用 い,調 査 は接

種後12日 目,ふ 化食入後11日 目に接種株 を田面か ら

刈 り取 り,た だ ちに室 内におい て 分解調査 して,2cm

ごとの高 さに虫数 を数えた。 なお接種株お よびそ の隣接

株 については,自 然産卵 の有無 を確か めなが ら試験 を進

めた。

調 査結果を第1図 に示す。 まず 出穂前 に接種 した もの

について見 ると,止 葉 に接種 した場合は,40～60cmに

食入 してい るものが多 く,45cmと60cmの 前後 に特

に多か った。第2葉 では,こ れ よ りは るか に低い位置 に

食入 し,15～55cm,と くに30cm前 後の ところに最大

の山がみ られた。 第3葉 では さ らに 第2葉 より低 目で

15～50cmに 食入 し,20～25cmに 集 中的に多か った。

ところが第4葉 ではむ しろ第3葉 よ り高い ところに食入

し,35～50cmに 多い傾 向があ った。

出穂後 接種 のものについてみ ると,第2葉 接種 の も

のは出穂前 より高 い ところに食入 す るが,止 葉 ではかえ

って低 い ところに食入 す る傾向がみ られた。 しか し第3

(1963年12月12日 受 領)
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第1図 卵塊の接種部位 と幼虫の食入生息部位の関係

三角印は卵塊接種位 置(高 さ)▲ 出穂前 △ 出穂後

丸印は幼虫数 ●-● 出穂前,○-○ 出穂後

葉 と第4葉 は前回 と大体同様 であった。

このように,止 葉 と第2葉 に接種 した場 合は,出 穂前

と,出 穂後で食入部位が異 なるが,こ こで考 えに入 れて

おかねば ならない こ とは,卵 塊 の接種 葉位 が同 じであ っ

て も,出 穂 後のほうが止葉 で約15cm,第2葉 で13cm,

第3葉 で4cmそ れぞれ高 く,ま た出穂前接種 でけ 幼

第2表 卵塊 を出穂前 と出穂後 に接種 した場合 の,

ふ化食入11日 後 におけ る幼虫生存数の比較

註 各 接種葉位 にお ける卵塊数 は10個,卵 粒数 は

約2000内 外.

虫の 食入加害 に よって,出 穂の際の 伸 長が十

分 に遂 げ られず にい るものが多い とい うことで

ある。 したがって,同 一部位 に食入す るもので

あれ ば,当 然出穂後 のほ うが高い位 置を示すは

ず であ る。かえ って止葉接種の ものが低い とこ

ろに食入 してい るのは,出 穂後では止葉葉鞘 に

食入 す るものは きわめて少な く,2葉 以下の葉

鞘 に食入 す るため と考 え られ る。第1図 におい

て,第2葉 接種 の ものが比較的高 い位 置にあ る

のは,第2葉 葉鞘 に食入 した幼 虫の多 くが,さ

らに第2節 付 近か ら茎 内にはい り,茎 内を上 方

に移動 した もので,止 葉葉鞘 に食入 した もので

はない。第4葉 接種 の場合が,こ れ より上位 に

ある第3葉 に接種 した もの より高 い位 置に食入

す るのは,第4葉 の 葉鞘 が20cm以 下 の とこ

ろにあって,す でに老化 してい るものや,紋 枯

病 な どに よって変質 してい るものが多いた め,

幼 虫が この部 分への食入 を回避 す るのでは ない

か と思われ る。

出穂前接種 に比 べて,出 穂後 接種 のものは,

いずれ も多 くの死幼 虫が発 見され,生 存 虫数 は

少 なか った。 これ は明 らか に食入幼虫 の死亡率

が,出 穂後 において高 い ことを示 している と思

われ る。第2表 は調査時 における生存数 を示 し

た もの で,出 穂後 の区では幼 虫数が大体半減 し

てい る。 ニカ メイチ ュウ第2世 代 にお いては,

食入時期がおそ いほ ど幼 虫の生育歩止 りが悪 く

なるこ とはす でに古 くか ら認 められ てい る。た

とえば金野(1924)は8月 中旬,下 旬,9月 上旬 にそれ

ぞれ幼虫 を水稲 に接種 して観察 した結果,い ずれ も後期

にな るほど幼虫の歩止 りが悪 く,8月 中旬 と下旬では後

者の生存数が半減 してい るこ とを報告 してお り,こ れは

上述の調査結果 ともよ く一致 してい る。深谷(1950)は

この ような現象は,水 稲の抵抗力の増大 と気温の低 下が

関連 してい るようだ と述べてい る。

食 入 後 の 経 過 に伴 う生 息 部 位 の 推 移

当場内の水 田において,1962年 の8月31日 に,第

2葉 の葉鞘部に,ふ 化間近い均一な大 きさの卵塊を,1

株 に1ヶ 宛接種 した。 卵塊の接種位 置は田面か ら35～

45cm,平 均39cmの 高 さとした。供 試水稲は農 林29

号普通植 で,接 種時には出穂がほぼ完了 していた。接種

の1, 2, 3, 5週 間後に,そ れぞれ10株 について田

面 か ら刈 り取 り,分 解調査 を行 な って,高 さ2cmご と
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第2図 ふ化 食入後の経過 にと もな うニカ メイチ ュウの生 息部位 の推移

に生息 虫数 を数 えた。5令 幼 虫では分解調査の際,茎 内

を移動 す ることがあ るが,こ の ような場合 は,最 初 に発

見 した幼 虫体の中央の位 置 をもって生息位置 とした。な

お接種株 お よびその近接株 におけ る自然産卵 の有無 に注

意 し,万 一産 卵のあ った場合は,そ の株 を調査か ら除外

するよ うに した。

調査結 果は第2図 に示す ように,接 種1週 間後す なわ

ちふ化食入 の約1週 間後においては,幼 虫は1～2令 で,

生息部位 は比較的高 く,50～60cmの ところに 最 も多

か った。2週 間後では3令 が主で40～55cmの あた り

に多 く,前 期 より幾分降下 してい る傾向がみ られ るが,

依然 として生息部位 は高 く,食 入位 置か らの移動はわず

か で,他 茎 への脱 出分散はほ とん どみ られない。 ところ

が3週 間後 になる と,過 半数が4令 に進 み,生 息部位 は

い ち じる しく低下 し,20～30cmの ところ に多か った。

また個体数 の減 少が顕著 で,し か も被 害茎は増大 してい

るので,こ の間 に幼 虫の分散が盛 んに行 なわれた ことが

うかが われ る。三原(1929)は 第2世 代幼虫の分散につ

いて調査 した結 果,中 期 以後 に分散活動がみ られ,と く

に中期が盛 んであ ることを報告 してい る。5週 間後 には

大部 分が5令 に達 し,生 息部位 はさ らに低下 し,10cm

近 くの ところに最 も多か った。5令 に達 してか ら分散 し

たものは,比 較的茎 の下部 すなわち田面か らあま り離れ

ていない ところか ら食入 し,ち ょうど節 のす ぐ下 に生息

しているものが 多い。品種 に よって多少異な るが,10月

以後 では大体 田面か ら10cm前 後 にあ る節 のす ぐ下,

すなわち8～9cmの 高 さに 生息 してい るものが多い。

5週 以後 は,生 息部位 はあま り変 らない ようであ る。別

に行 なった収穫時 における生息部位 の調 査でも,5週 間

後 と大体同 じ傾向 を示 し,ま た中川(1904)が 行 なった

収穫時の膨大な調査資料 も,こ れ とほぼ 同様 であ った。

ただ し中川(1904)の 場合 は,根 の発生 してい る ところ

か らの高 さで示 してあ るので,5～6cm差 し引 いて,

田面 か らの高 さに修正 して見 る必要が ある。いずれ にし

ても,生 息部位 は若令幼虫 の時代 は比較的高い位置 に生

息 してい るが,時 日の経過 と ともに漸次下降 し,老 令 に

達 した ころ最下位 にな る。 このような生息部位 の下降 は

一定 の速度 で進 行す るのではな く
,分 散時 に最 も顕著 で

ある とい うことがで きよう。

水 稲 の生 育 状 態 と生 息 部位 の 関 係

幼 虫の生 息部位 が,水 稲の生育状態 によってどのよう

に異 な るかをみ るため,栽 植時期の異な る水稲 につい て

次 の ような調 査を行な った。すなわ ち近接 した2つ の圃

場 に,同 一品種 を早植 お よび普通植 にしてい る水 田を選

び,9月7日 と21日 の2回,そ れぞれ被害株30株 を

田面か ら刈 り取 り,前 項 の調査 と同様 に幼虫 の生息部位

を調 べ,同 時 に頭 巾に よって令 期 を判 定 した。

調査結 果を 第3図 に示 す。9月7日 の調査 において

は,普 通植 の場合 は比較的生息部位 が高 く,40～60cm

のあた りに多かった。幼 虫の令 期は3令 以下 で,若 令虫

が主体 をな し,1本 の茎 に集 団的に生 息 し,分 散期には

いっていない場 合が多か った。 これに反 して早植 の水稲

では,か な り生息 部位 が低下 してお り,20～50cmの 高

さに多 く,ま た幼 虫の令構 成はかな り進 んでいて4令 以

上が半数 を占め,既 に活発な分散移動 期にはい ってい る
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第3図 早植普通植水稲 におけるニカメイチ ュウの

生息部位 およびその齢構成

丸印 は幼虫数

●-●9月7日 調査,○-○9月21日 調査

棒 グラフは齢期別幼虫数

■9月7日 調査,□9月21日 調査

ようであ った。9月21日 の調査では,早 植,普 通植 と

も生息 部位 は一段 と低下 し,令 構成 も中老令幼虫が主体

にな るが,早 植 のほ うが より生息部位 が低 く,よ り老令

幼 虫が多い傾向は変 らなか った。なお個体数は9月7日

の調 査に比べて大幅 に減少 してい る。

これを食入後の経過に ともな った生息部位 の推移か ら

み ると,幼 虫の令構成や生息部位か ら推測 して,普 通植

で はふ化後約2週 間,早 植では2～3週 間後の幼虫が多

く,総 体的 にみて,早 植 では幼虫の令構成が 日数 にして

4, 5日 進 んでい るとみ ることがで きる。一方早植は普通

植 より出穂期が4日 早いので,幼 虫の令構 成 と出穂期の

早晩 とは密 接な関係が ある と思われ る。 この ような現 象

は一般 にもある程度 知 られ ていた ことであるが,同 一時

期 においては,一 般的 に熟期 の早いものほ ど幼 虫の令構

成 が進 んでお り,生 息部位が低 い とい うことがで きる よ

うであ る。何故水稲 の生育状態 によって幼虫 の大 きさが

異な ってくるか につい ては,一 つ は成虫 の産卵選択性 と

出穂期以後では食入 した若令幼虫の死亡率が高い ことな

どが影響 してい るように思われ る。また平野(1964)の

実験か ら,水 稲 の生育状態 のちがいに よる幼虫の生育の

遅 速 も関係があ るように思われ る。

稿 を終 るにあた って,こ の試験 の遂行 にいろいろの便

宜をはか って頂 いた当場害 虫第 一研 究室長正木 十二郎博

士 にお 礼申 し上 げる。

摘 要

1. ニカメイチュウ第2回 成虫 の産卵は,主 として葉

舌 に近 い葉裏 に行 なわれ るが,一 部 は葉 の表や葉鞘 にも

行 なわれ る。葉位別 にみ る と第3葉 は最 も多 く,第2葉

と第4葉 が これ に次 ぎ,止 葉 と第5葉 には少 ない。

2. 一般 に上位の葉 に産卵 された ものは,茎 内へのふ

化 幼虫の食入部位が高 く,下 位の葉では低い傾向 を示す

が,第4葉 の場合はむ しろ第3葉 の場合 よ り食入部位が

高 い。

3. 幼 虫の茎 内におけ る生息 部位 は,ふ 化 食入後 の時

間 の経 過,す なわち幼 虫の生育 に ともな って徐々に降下

し,最 終令期 には最 も低 い位 置を占め る。生息部位 の低

下 は,幼 虫の分散期 に顕著 にみ られ る。

4. 圃場 にお ける幼 虫の令構成 お よび生息部位 と,水

稲 の熟期 とは密接 な関係が あ り,熟 期 の早い ものはおそ

いものよ り令構成が進 んでいて,生 息部位が低 い。 この

こ とは,成 虫 の産卵選択性 と,出 穂以後 に食入 した若令

幼 虫の死亡率が高 い こと,お よび幼 虫の生育 の速 さのち

がい な どが関係 してい るよ うに思われ る。
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Vertical Inhabiting Distribution of Second Generation Larvae of the Rice 

Stem Borer, Chilo suppressalis WALKER in the Stem of Rice Plant

By Atsushi NAITO

The Central Agricultural Experiment Station, Konosu, Saitama

1. The egg masses of the rice stem borer 

moth in the second generation are laied frequently 

on the under side of rice leaves, as compared 

with on the upper side of leaves or the leaf 

sheaths. The frequency of laying the egg masses 

is the highest on the 3rd leaf and the least on 

the top and 5th (the lowest) leaves.

2. The newly-hatched larvae from eggs deposit-

ed on a leaf, bore into the stem at parts around 

leaf attachment of respective leaf, particularly 

of top, 2nd and 3rd leaves. In the case in 

which larvae hatched on the 4th leaf, however, 

many larvae enter the stem at the higher posi-

tion.

3. The borers in the rice stems move gradually 

downwards. The most active downward move-

ment of the borers occurs with the disparsion 

and the most larvae matured live in the lowest 

position of the stem.

4. There are the close relationships between 

the developmental stages of rice plant and the 

age distribution of larvae, as well as the in-

habiting position of larvae in the stem. In the 

early-ripening rice plants, the growth stage of 

larvae advances, and inhabiting position of 

them is lower in the stem, as compared with those 

in the late-ripening ones. It is possible to ex-

plain the above-mentioned facts by the oviposi-

tion preference of the moth and by the higher 

mortality of larvae which have bored in the 

stem after the heading.


