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Sampling Efficiency of Methods to Estimate the Number of Nephotettix cincticeps 
UHLER in the Resting Paddy Field. Yoshiji MURAMATSU, Tamaji SUCINO (Shizuoka Agricultural 
Experiment Station, Shizuoka) and Kazuo NAKAMURA (National Institute of Agricultural 
Sciences, Kita-ku, Tokyo) Jap. J. appl. Ent. Zool. 14: 19-24 (1970)

Numbers of adults and fifth instar nymphs of the green rice leafhopper, Nephotettix 
cincticeps UHLER were estimated by the release-and-recapture method in early June in resting 

paddy fields, where gramineous and leguminous weeds grew. A field, 424.8m2 in area, was 
divided into 24 sub-areas and capture with sweep-net, marking and release were repeated for 
three consecutive days at each of the 14 sub-areas. The number of adults in this paddy field 
was estimated as about 32per 1m2, using BAILEY'S triple-catch equation. Dividing the num-
ber of leafhoppers in the field captured by 10 strokes of the sweep-net by the number of 
leafhoppers estimated by release-and-recapture method, the sampling efficiency (the rate of 
capture) of the sweep-net method was obtained as about 0.10, and its variance seemed to be 
relatively small. The sampling efficiency of the sweep-net method was lower for female 
adults than for male adults, and that for fifth instar nymphs was lower than for adults. 
Concurrently, leafhoppers were also collected with a suction machine to cover 1m2 at each 
of 10 sub-areas, where release of insects was not conducted, and its sampling efficiency was 
calculated as did for the sweep-net method with the result that the suction machine could 
capture adult so both sexes with almost the same rate, and capture relatively large number 
of fifth instar nymphs compared with the sweep-net method.

は じ め に

近年,ウ ンカ ・ヨコバイ類の発生量が増加 し,こ れに

と もないイネ萎縮病 や縞 葉枯病な どのイネ ウイル ス病 の

発生 ・被害が問題 となっている。 イネ ウイルス病の発生

を予察 し,あ るいは防除計画 を立 てる とき,こ れ らウイ

ルス病の媒介者であ るウ ンカ ・ヨコバイ類 の密 度を知 る

ことは きわめて重要な問題 であ る。 ウンカ ・ヨコバイ類

の個体数 調査法 にはい くつかあ るが,こ の うちす くい と

り法 は操作 が簡単 で しか も器具の持ちは こびが容易で,

短時 間に数 多い地 点での調査がで きることか ら,病 害虫

発生予察 事業 な どで地域を対 象に した生息密度を推定す

る場合 などに広 く使われ ている。す くい と り法の一般 的

な利点,欠 点は伊藤(1962, 1963)に よって指摘 され,ツ

マ グロヨコバイについ ては高井 ら(1965)に より水稲 生育

後期の水田におけ るす くいと りの捕獲 率が示 され,ま た
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NAKAMURAら(1967)に よって休閑田でのす くい と りの

捕獲率が検討 され ているが,基 礎的な検討が まだ十分 と

はいえない。

また,サ クションキ ャ ッチ ャーは,扱 う者に よる個人

差が少 ないために,小 範 囲の個体数調査には しば しば使

われ てい るが,捕 獲率 を明 らかに した報告は まだない。

そ こで,予 察事業 におけ る広地域の個体数調査法 につ

い て検討 するため,田 植前の休閑田におけ るツマグ ロヨ

コバイを対象 に,マ ーキ ング法に よ り生息個体数 を推定

し,す くい とりな らびにサ クシ ョンキ ャ ッチャーに よる

捕獲率 を求 め,こ れ らの調査法の基礎づけ のための資料

を得 ようとした。 なお,マ ーキ ング法 の調査結果か ら,

ツマグ ロヨコバイの移動 について も検討を加えた。

この調査 を行 な うにあた っては,農 林省農業技術研究

所昆虫科高木 信一 博士,伊 藤 嘉昭博士か ら種 々ご指導 を

いただいた。 また,静 岡県農業試験場森喜 作部長には種

々 ご配慮 をた まわ り,深 沢永光,上 山好幸,福 井靖 之の

各 技師には調査に協 力 していただ いた。本文 にはいるに

先だち,以 上 の方 々のご厚意 に厚 くお礼申 し上 げ る。

方 法

1967年6月7日 ～10日,静 岡市沓谷 の未耕起休閑田で

調査を行な った。調査地 は第1図 に示 す よ うに,17.7m

×24mの ほ場が6枚 な らび,そ の うち西側の4枚 は未耕

起で レンゲ,ス ズメノテ ッポ ウ,カ ズノコグサな どが密

生 し,東 側 の2枚 は耕起ず みで カズ ノコグサが まば らに

生え ていた。南東 側は用水 路をへだてて道路 とな る。お

のおののほ場には 図の ようにIか らIVま での番号を付 し

た。

調査 日の気象は第1表 の よ うであ った。

第1図 調査ほ場ならびに調査区の配置図。○印は放虫小区画,数 字は調査区画の番号を示す。
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第1表 調査当日の気象

備考 天候,風 力は調査地における調査時の状態で,最 高

気温,最 低気温は静岡気象台の観測値を示 した。

1. マーキ ング法

ほ場Iに3m×5.9m(直 径37cmの ス プ リング式捕

虫網10回 ふ りでおおむ ね全面 がおおえ る大 きさ)の 小区

画24区 を設け,そ の うち第1図 の○印で示 した14区 画に

つい て,10回 ふ りのす くい と りで採集 した ツマグロヨ コ

バイを ポ リエ チ レン袋 に移 し,マ ー ク終 了時に麻酔が切

れ る程度に炭酸 ガスで麻酔 して,成 虫の前翅お よび5令

幼虫 の前胸背 にマ ジ ックイ ンキでマー ク した。 マーク虫

は雌雄別成虫数 と5令 幼虫数 をそれ ぞれ計数 しなが ら吸

虫管に集め て,も との小区 画にほぼ均一 にな るよ う放虫

した。

マー クは6月7日 と8日 の両 日に行ない,日 に よって

マジ ックイ ンキの色をかえた。 回収は6月8日,9日,

10日 に10回 ふ りのす くい と りで行な った。マ ー ク,放 虫

は6名 で,回 収 だけ の 日は3名 で行ない,午 前9時 か ら

午後3時 まで費 や した。

2. す くいと り法

す くい と り法 は普通 作物病 害虫発生予察事業実施要領

に よる直径37cmの ス プ リング式捕虫網を用いたが,柄

はつけ ないで捕 虫網の柄をつけ る金具 の部分 を もって腕

をのば し,体 の真横か ら真横 までの半円形に捕虫網 をふ

りなが ら,約7.2～8.3m2が10～12秒,平 均11秒 です く

い とれ る速 さで前進 し,捕 虫網 の先端 が田面をする くら

いに力をいれ て10回 ふ った。

3. サ クシ ョンキ ャッチ ャー による方法

6月9日,ほ 場I(第1図)の マー ク虫 を放 さなか っ

た10の 小区画について,1小 区画につ き1点,1m×1m

の範 囲をサ クシ ョンキ ャ ッチャーに より吸 引採集 した。

使用 したサ クシ ョンキ ャ ッチ ャーは共立製 の もので,毎

分4,200～4,250回 転で使用 した。

結 果 お よ び 考 察

1. マーキング法に よる個体数の推定

放虫 した 日をr日(r=0, 1),回 収 した 日をt日(t

=1 , 2, 3)と した場 合の各t日 におけ る放 虫数Rr,捕

獲虫数Ct,再 捕 虫数krtを 第2表 に示 した。 ここでは

放虫 した14区 画(以 下,放 虫区 画)と 放 虫 しなか った10

区画(非 放虫区画)を それぞれ ま とめて示 した。 この表

か ら明 らかな よ うに,5令 幼虫 は再捕 虫数 が非常 に少な

か った。5令 幼虫は羽化 によってマー クを消失す る個体

が多い こと以外に,マ ーキ ングの方法 も適当 と は い え

ず,今 後回収率を高め るため の検討が必要 である。

前述の よ うに,放 虫区画 と非放虫区 画を一つ のほ場の

中で互 い違いに設置 した ので,ほ 場全体 の個体群 を推定

す るのに,放 虫区画 のデータに非放虫 区画のデー タを加

えてほ場全体 と して扱 って も良い ものか どうか検討を要

す る。そのためには,放 虫区画 と非放 虫区画についてそ

れぞれ個体数 を求 めて比較す るのが望 ま しいが,非 放 虫

区の再捕虫数は0の ものが多 く(第2表),個 体数 の推

定 を行 な うこ とが できないので,放 虫区画か らの推定 値

と,放 虫区画 に非放 虫区 画を加 えたほ場全体 か らの推定

値を比較 した。

第2表 マーキング法の集計結果

備考 調査 日は6月7日(t=0)～10日(t=3)。Rrばr日 の放虫 数,Ctはt日 の捕 獲数,krtはr日 に放 虫 した もののt日 に

おけ る再捕 虫数を示す。ほ場II, III, IVでの再捕虫 はほ場IIとIIIの 雄成虫 でそれぞれk13=1を 得 ただけであ った。
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第3表 ほ場Iの マ ーキ ング法 ならび にす くい と り法に よるツマグ ロヨコバイ個 体数の推定 と

す くい と り法 の捕獲効 率(6月8日)

備考 放虫区画の面積 は247.8m2,す くい と りは14区 画。ほ場 全体(放 虫区画+非 放 虫区画)の 面積は424.8m2,す くい と り

は24区 画。 マーキング法 の成虫全体 の推定値は雌雄 のデー ターを こみに して求 めたもの。

個 体 数 の推 定 はBAILEYの3回 捕 獲 法(BAILEY, 1951)

の 式 に よ り,6月8日 の個 体 数xを 求 め,標 準 偏 差 と合

わ せ て第3表 に 示 した。 また,同 じ く3回 捕 獲 法 の式 か

ら瞬間消失率r,瞬 間加入率 β を求め,第3表 に示 し

た。それぞれ の式は次 の通 りである。

xの 分散V(x)は

ただ し,t1, t2は,そ れ ぞれt=0～1, 1～2の 間の時

間(こ の場合は 日数)で ある。

5令 幼 虫では回収率 が低 く,k12の 価が0で あ ったた

め,3日 目を除 いて4日 目(6月10日)をt=3と して

計算 した。

得 られた個体数 を面積 で除 して,1m2あ た りの個体

数に換算 し,放 虫区 画 とほ場全体 とを比べてみ ると,5

令幼虫 を除 きいずれ もほぼ 等 しい価を示 してい る。 した

が って,放 虫区画 のデー タと非放 虫区画の データを合わ

せ てほ場全体 と して扱 って も,そ れほ ど大 きな誤差は と

もなわない と考え られ る。 しか し,5令 幼虫では,非 放

虫区画 で再捕虫が得 られ なか ったため,放 虫区画の1m2

あた りの個体数 とほ場全体 のそれ との間には大 きいへだ

た りが生 じた。

加入率,消 失率 をみる と,雌 成 虫の消失率が負 となっ

ている。 これ は再捕 虫数 が少ないために生 じた誤差に よ

るものと考 え られ る。放 虫区画 とほ場全体 の間 でやや価

は異 なるが,5令 幼虫の消失率が高い こと,成 虫 の加入

率,特 に雄 の加入率 が高い ことは,こ の時期が羽化期に

あた っていた ことを示 す もの と思われ る。

1m2あ た りの個体数は,放 虫区画では,雌 約13匹,

雄20匹,成 虫全 体で32匹 と推定 され,ま た ほ場全体 で

は,雌 約14匹,雄23匹,成 虫全体で35匹 と推定 された。

雌雄 のデータを合わせて成虫全体の推定を行 な う場合,

MACLEOD (1958)やNAKAMURAら(1967)に よって指

摘 され ている ように,雌 雄に よって捕獲 効率に差があ る

と,成 虫全 体の推定値 は真の価か らへだた った価が得 ら

れ て しま う。 しか し,雌 雄それぞれの個体数を加え て成

虫数を求め る と,放 虫区画では1m2あ た り約33匹 であ

り,ほ 場全体 では約37匹 とな る。 この値は,は じめか ら

成虫全体 と して推定 され た値 とそ れ ほ ど大 き な差 は な

く,雌 雄 によるす くい とりの捕獲率の違いは さほ ど推定

値に大 きな影響を与 えていない といえ る。

マーキ ング法に よる推定個体数か ら成虫の雌雄比を求

め る と,雌:雄=0.38～0.40:0.60～0.62で あ った。

つ ぎに放 虫 した個 々の小区画につい て,そ れぞれ の小

区画 の移 出率 と移入率は等 しい と仮定 して成 虫個体 数の

推定を行 なった。 ただ し,再 捕虫数が1以 下 の小区画 は

除外 し,BAILEYの3回 捕獲 法に よる小標 本の場合 の推

定式 で算 出 した。す なわち,個 体数xは,

xの 分散V(x)は

結果 は第4表 の とお りであ る。
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第4表 放虫小 区画 ごとのマーキ ング法に よるツマグ ロヨ
コバイ推定 成虫数 とす くい と り法 の捕獲 効率

備考 1小 区画の面積は17.7m2,各 小 区画で10回 ふ りす

くい とりを1回 行 なった。 す くいと り法 の効 率の平

均値 は95%信 頼限界 で示 す。

小区 画間の個体数の差 は大 き く,1m2あ た りの推定

成虫数は9～78匹 で平均約37匹 であ った。 この平均個体

数は先に求め た 放虫区 画 お よびほ場全体の場合の1m2

あた り成虫数 とほぼ一致 する。

2. す くい と り法(10回 ふ り)の捕 獲効率

マーキ ング法 に よる捕 獲 はす くい と り法 に よったか

ら,マ ーキ ング法 に よる推定個 体数がその場所の個体数

の絶対値を表わす と考 える と,推 定 個体数xtに 対す る

t日 の捕獲虫数Ctの 比率Ct/xtは,す くい と りの捕獲

率(以 下,効 率 とい う)を 示す。

放虫区画 とほ場全体 におけ るす くい と り効率は,第3

表 のよ うであ った。Ct, xtと も標 準偏差は求め られ て

いるが,そ の分 布 は正 規 分 布に従 わない と考え られ る

ので,す くい と り効率の信頼 限界は簡単に求め ることは

できない。そ こで,以 下 ここで得 られた推定値だけにつ

い てみ ると,5令 幼 虫のす くい と り効率は約5%で 雌成

虫 よ りやや低 い価 を示 した。成 虫では雄のす くいと り効

率(13%)が 雌 の効率(6～7%)の ほぼ2倍 を示 した。 し

たが って,す くい とり法 に よる捕獲成虫の雌雄比は,放

虫区画 の場合0.24:0.76,ほ 場 全体の 場合では0.25:

0.75と なって,マ ーキ ング法に よる雌雄比に比べ て雄が

多い傾 向を示 した。 この ことか ら,す くい と り法は ツマ

グロヨ コバ イの活動性 の影響 を受け,活 動性の高い雄成

虫が活動性 の低 い雌成 虫 よ り多 くす くい とられ るといえ

る。成虫全 体でみる と,す くい と り法の効率は0.104(放

虫区画),0.114(ほ 場全体)で,未 耕起 田に生息す るツ

マグロ ヨコバイ成 虫の約10%を す くい とってい ることに

なる。

次に個 々の放虫小区画 におけ る成 虫のす くい と り効率

を求め て,第4表 に示 した。個 々の小区画で のす くい と

り効率 のふれ は大 きく,0.071～0.227に わた り,平 均値

は0.128で あ った。す くい と り効率のふれが大 きい こと

は,区 画 による植 生の違 いな ども関係 してい よ うが,む

しろ再捕虫数 が少ない ことに よる誤差 と,区 画間の移入

率 と移 出率 は等 しい との仮定 が必ず しも満た されてい な

い ことに よって,マ ーキ ング法に よる推定個体数の誤差

が大 きいため と考 え られ る。 したが って,こ こで得 られ

た個 々の価 がそれ ぞれ分 散を もってい るはずであ るが,

今,す くいと り効率が正規分 布に したが うと仮定 して平

均値 の95%信 頼限 界を求 めた ところ,0.128±0.048で あ

った。

高井 ら(1965)は イネの熟 期の異な るい くつかの水田で

同様 な調査 を し,す くい と り効率は10～30%の 間であ る

こ とを示 し,ま たNAKAMURAら(1967)は す くい と り効

率は気象条件,特 に気温 と風 力に よって大 き く変わ るが,

同一 の気象条件下 ではほぼ等 しい価 を と る こ とを示 し

た。 これ らの ことか ら,こ の時期の10回 ふ りのす くい と

り法 による平均す くい と り効率は,成 虫で10%前 後 と推

定 され るが,す くい と り効率は比較的安定 してお り,雨

天,寒 冷,強 風 な どの ときを除けば,10回 ふ りのす くい

とりを数 回 く り返す ことで,比 較的精度 の高い個体数 の

推定 を行な うことがで きると考え られ る。

3. サ クシ ョンキ ャッチ ャーによる捕獲効率

6月9日,放 虫を行なわなか った小区画において,1

小区 画1m2ず つ をサ クシ ョンキ ャ ッチ ャーに よ り吸虫

し,ほ 場 全体(424.8m2)の 個体数を推定 し,マ ーキ ング

法 に よ るほ 場 全 体 の推定個体数に対す る比率を求め,

サ クシ ョンキ ャ ッチ ャーの捕獲効率 とした。 マーキ ング

法 に よる個 体数 は,6月8日 の個体数x1と 瞬間加入率

β,瞬 間 消失 率rか ら,6月9日 の 個 体 数x2を 求 め た 。

す な わ ち,

x2=x1eβ-γ

た だ し,5令 幼 虫 に つ い て は 放 虫 区 画 の 個 体 数 に 面 積

第5表 ほ場Iに おけ るサ クシ ョンキ ャッチ ャーの

捕 獲効率(6月9日)

備考 マ ーキング法 による個体数 は第3表 に示 した6月8

日の個体数 と加入率,消 失率 を使 って求め た。サ ク

シ ョンキャ ッチ ャーの個体数 は1m2か ら捕獲 した

個体数の平均値 にほ場全 体の面 積をかけ て求め た。



24 村 松 義 司 ほ か

の比率をかけ て,ほ 場全体の個体数を求 め,こ れ をx1

と した。結果は第5表 に示 した。

マーキ ング法に よる推定 個体 数は,加 入率 β,消 失率

rの もつ大 きな分散 のために,大 きな分散を もつ ことに

な り,こ のため サ クシ ョンキ ャ ッチ ャーの捕獲効率 の分

散 も大 きい ことが予想 され るが,こ こで得 られた推定値

でみてみ ると,5令 幼虫では24%と 成虫 の効率 よりもは

るかに高い価を示 した。 雌成虫 と雄成虫 の間では,雌 の

方 が雄 よ りも高 く,す くい と り法 の効率 とは逆 の結果 と

な った。雌雄比は雌:雄=0.42:0.58で あるが,マ ーキ

ング法に よる推定個体数 の雌雄比 は0.33:0.67で,雌 が

雄 よ りもやや高い率 で捕獲 され る といえる。

このことか ら,サ クションキ ャ ッチ ャーに よる調査法

は,調 査 の準備 に も調査 に も時間を要 し,つ ぎの調査点

までの移動 な ど容 易にはで きない欠点 をもつが,す くい

とり法 では捕 獲 しに くい幼虫や雌成虫 も割合 よ く捕 獲

し,個 体群 の令構成 の実態を比較的 よ く反映 している と

いえ る。 この時期の成虫の平均捕獲効率は7～10%で,

その変動については今後 の検討が必要 であるが,そ れ ほ

ど大 き く変動す ることはない のではないか と 予 想 され

る。

4. 移 動

この時期 のツマ グロヨコバイの移動を明 らかにす るた

め,放 虫小区画 をほ場I内 に分散配置 した他,ほ 場Iに

隣接す るほ場II, IIIに3m×3mの 小区画を5か 所,ほ

場IVに3m×5.9mの 小 区画を2か 所設置 した(第1図)。

そ して これ らの小区画で10回 ふ りに よるす くい と りを行

な って移 動の様 相 を知ろ うとした。各ほ場に おけ る放 虫

数,捕 獲虫数,再 捕虫数は第2表 に示 した。

5令 幼虫の マーク虫は,す でに述べ た よ うにほ場I以

外では もち ろん,放 虫 区 画 外 で も回収 され ていないの

で,移 動は非常に少 ない もの と考え られ る。 成虫はほ場

Iの 非放虫区画 でマー ク虫を放 した翌 日か らマーク虫が

回収 され,ほ 場 内の小区 画間では相 当量 の成虫が交流 し

てい る もの と推察 され た。一方,ほ 場I以 外 でのマー ク

虫 の回収 はほ とん どな く,6月10日 にほ場IIとIIIで雄 の

マー ク虫1頭 ずつが回収 されたのみで,こ の時期 はほ場

外 への移動は少ない よ うであ る。

この調査は マーク虫 の放虫 と回収 によ っているので,

このため 作 業 員 が ほ 場 内へふみ込む な どの作為 が 加わ

り,ツ マグ ロヨコバ イの本質的 な移動 を表 わ してい ると

はいい切れ ない面が あるが,こ の時期 は雑草の枯れあが

りや田植 のための耕起 な どが行なわれない限 り,ツ マグ

ロヨコバイの生息場所 の環 境に変化が少な く,ツ マグロ

ヨコバイ第2回 成虫の移動の範 囲は狭い もの と推察 され

る。

摘 要

6月 上旬,田 植前の休閑 田でツマグ ロヨコバ イの5令

幼 虫,雌 成虫,雄 成虫 の個体数 をマーキ ング法 に よ り推

定 し,す くい と り法お よび サ クシ ョンキ ャ ッチ ャーに よ

る個体数調査法 の効率 を検討 した。 またマー ク虫を使 っ

て ツマグ ロヨコバイの移動 の様 相を調べた。 その結果,

1) 6月8日 の休閑田の調査ほ場におけ るツマグ ロヨ

コバイの成 虫個体数は,マ ーキ ング法に よって1m2あ

た り約32匹 と推定 された。

2) す くい と り法は雌成虫に くらべ て雄成虫 を多 くす

くい とる傾向がみ られ るが,成 虫全体 の捕獲効率 は約10

%前 後で,比 較的安定 してい るこ とが うか がわれ た。

3) 5令 幼虫 の場合,す くい と り法 の捕 獲効率は成虫

に くらべ て低 く,マ ーキ ング法 に よる5令 幼虫の個体数

推定は さ らに検討 を要す る。

4) サ クションキ ャ ッチ ャーに よる個体数調査法は,

す くい と り法 に くらべ て5令 幼虫を高い率で捕獲 し,幼

虫 の調査 に適 している ことが示 された。 また,成 虫 の雌

雄 に よる捕獲 効率のちがいは,す くい と り法 の場合ほ ど

大 きな差 はみ られ なか った。

5) この時期のほ場外へ のツマグ ロヨコバ イ の 移 動

は,概 して少 なか った。
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