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Ecological Studies on the Local Characteristics of Development of the Rice Stem Borer, 
Chilo suppressalis WALKER. 3. Seasonal Development on the Transitional Zone from the Univol-
tine to the Bivoltine Areas in the Rice Stem Borer. Ken-ichi KISHINO (Tohoku National Agri-
cultural Experiment Station, Omagari, Akita Pref.) Jap. J. appl. Ent. Zool. 14: 182-190 (1970)

Studies were made to clarify factors controlling voltinism and the bionomics of the rice 
stem borer in the transitional zone from the univoltine to the bivoltine areas. Post-diapause 
development of the hibernated larvae, growth and photoperiodic responses of larvae from several 
transitional locations were investigated under controlled laboratory conditions of temperature 
and photoperiod. The post-diapause development and the larval growth under non-diapause 
conditions in the univoltine populations were both slower than in the bivoltine ones, and the 
univoltine populations required longer photoperiods than the bivoltine ones to enter diapause. 
Borers representing different areas differed significantly in their responses to day-length and 
temperature. Furthermore, univoltine and bivoltine populations were of different strains, which 
caused variation in their ecological characteristics, and their seasonal life cycles were accounted 
from their ecological characteristics. As development of the post-diapause larvae of the univol-
tine populations was more prolonged and added to this, as larvae in earlier stages susceptible 
to photoperiods were subjected to day-lengths shorter than the threshold length preventing 
diapause, they necessalily enter diapause. In the region between univoltine and bivoltine areas, 
individuals which had two-generations a year and one-generation a year were observed to inter-
mingle with each other. In such regions two kinds of larvae were observed in the first 

generation, namely one was able to pupate and other failed to pupate.

緒 言

ニカメイチ ュウが青森県 下で実 質的に年1回 しか発生

しないこ とは古 くか ら知 られていたが(北 山,1910;青

森農試,1912;棟 方,1912), 1回 発生 と2回 発生の境

界を明示 した報告 は見 当た らない。誘蛾灯の誘殺消長か

らはおお よそ の境界は推定 されていた ところであ るが,

最近に至 って,こ の境界付近におけ る発生生態 の解析が

進め られ(小 笠原,1957;長 谷川,1960;大 矢 ・大森,

1961;菊 地,1963;大 矢,1966, 1968)発 生 の実態が 明

らかにな りつつあ る。 これ らの報告は,境 界地帯 の発 生

様相が複雑であ ることを指摘 してお り,薬 剤に よる防除

適期の把握が困難 で,通 常 の方法 では防除 効果 が期待で

きない ことを示唆 してい る。 幸い,こ の ような地帯では

最近 まで小発生が続 き,稲 の被害 も問題 視 されなか った

が,稲 作作期が早 まるにつれてか発 生は漸増傾向を示 し

つつ あ り,緊 急 に適確 な防除対 策の樹立をせ まられてい

る。 この ような観点か ら1, 2回 発生の境界地帯付近に

おけ る発 生生態の究明に着手 した。

本報は秋田県下におけ る1, 2回 発生 の境界地帯産虫

を供試 して,休 眠や発育の生態的意義を明 らかにす ると

ともに,こ れ らの結果 と現地調査に よる発生実態 とに も

1 ニカ メイチ ュウ発生の地域性に関す る研究 第3報

2 本報告 の要 旨は昭和44年 度 日本応 用動物昆虫学会大 会(1969年,名 古屋)で 報告 した。
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とつい て,1, 2回 発生型 の発現 機構について考察 した

ものであ る。

この研究を実施す るにあた り,有 益 な助 言 と協力を受

けた 当虫害研究室腰原達雄室長 な らびに調査 に協力を得

た佐藤 テイ技官,河 部暹技官 に深謝す る。 また,農 業技

術研究所岩 田俊一博士か らは有益 な助言 と校 閲を賜 わ っ

た。あわせ て深謝す る。 なお,材 料虫 の採 集や現地調査

に 当た って多大の協 力を受けた秋 田県農業試験 場渡辺忻

悦技師,秋 田県北秋 田病害虫防除所 鈴木 武次技 師,同 山

本病害虫防除所木村清幸技師,同 仙北病害 虫防除所 栗林

久雄技師に対 して厚 くお礼 申 し上 げる。

材 料 お よ び方 法

供試虫は第1表 に示 され るそれぞれ の地域 か ら越 冬前

に採集 した ものであ る。 また,越 冬世代 虫の後休眠期発

育調査は次の二つの方法に よ って行な った。

第1表 供試虫の産地

*1 1967, 1968年は朝日町。

加温飼育:越 冬幼虫を大 曲市東北農試昆虫飼育室 の

自然温下で越冬 させた ものを,4月15日 か ら自然 日長(19

67年)あ るいは16時 間照明条件下(1968年)で25℃ に

加温 し,蛹 化状況か ら後休眠期発 育を調べ た。蛹化 調査

は毎 日行な った。 幼虫の管理は発生予察 要 綱 に 準 拠 し

た。

自然温 飼育:前 項 と同 じ管理 の幼虫を用いて越冬後

も室温条 件下 で蛹化,羽 化状況を調べた。

一方 前項 の調査で得 られた成虫の産下卵を用い稲芽 出

し飼育法に よって非休眠条件下(16時 間照 明8時 間暗黒

;25℃)で 蛹 化状況を調べ幼虫期間を算出 した。

休眠誘起 と日長 との関係を調べ るためには次の方法を

用 いた。す なわ ち越冬世代 虫の加温あ るいは 自然温飼育

に よって得 られ た成虫 の産 下卵 か ら得た幼虫を材料 とし

照 明時間 を0.25時 間間隔 に とり,25℃ 条 件下 で飼育,

そ の蛹化状況か ら休眠率 を判定 して,臨 界 日長 を もとめ

た。

休眠率 の計 算は次式 に よった。 なお中途 で死亡 した幼

虫は計算か ら除外 した。

休眠率=100-(
累 積 蛹 数 ×100/

最終生虫数(=蛹 化数+生 幼虫数))
圃場 の実態 につ いては第1世 代 虫の加 害末期 に当たる

7月 中～下 旬に加害茎 の出現状況,虫 態,虫 令 分布 等を

調べ ると ともに,一 部採集 虫を飼 育 してそ の後の経過 を

も調べ て参考 とした。実態調査 はな るべ く供試 虫を採 集

した地点で行 なった。

なお,誘 殺 消長は秋 田県病害虫発生予察年報 お よび秋

田県 仙北病害虫防除所発生予察年報 に よった。

実 験 結 果

1. 米代川流域(大 館-能 代 間)に おける発生生態

過去 の誘蛾灯 に よる誘殺結果 や長谷川(1961)に よっ

て大館 は実質的 な1回 発生地 と推定 され てお り,能 代 は

誘殺結果か ら完 全2回 発生地 と考え ら れ て いた。 しか

し,こ の中間地域 の発生 や1, 2回 発生 の境 界はつ まび

らかでなか った。

第1図 米代川流域の地形と調査地点。

米代川 は奥 羽山系 に源を発 し,日 本海 にそそ ぐ中河川

であるが大館か ら海 に注 ぐまでの約45kmの 流域 には大

館盆地,鷹 巣盆地,能 代平野が存 在す る。 まず これ らの

三 つの地域 の 代表的地点か ら材料 を採 集 して 供 試 した

が,と くに 境界 と 推定 されてい る 地域 は重点的に 調べ

た。 調査地点の地形 と場所 を示す と第1図 の とお りであ

る。

1) 大 館 と能代における誘殺消長のちがい

1回 発生 と2回 発生の代表的地点 と考え られ る大館 と

能代 の最近 におけ る誘殺消長のちがいを示 した ものが第
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第2図 能代 と大館の誘殺消長のちがい。

2図 であ る。

第2図 か ら,大 館 と能代 では誘殺 消長 がは っき りと区

別で きることがわか る。す なわ ち,大 館 は初発 期のおそ

い1山 の1回 発生型を示 してい るのに比べ て,能 代では

2化 多発傾向のあ る完全2回 発生型 を示 してい る。そ し

て,能 代では低温年であ った1965年 で も第1回 目の発

蛾 時期が遅れただけで1回 発生型 とはな っていない。 大

館 では一 部2回 発生す る個体 もあ るが,そ の発生 はわ ず

か で,実 質 的には1回 発生であ る。 したが ってこの両地

点 の中間で発 生型 の移行す ることが推定で きる。

2) 越冬世代 虫の後休眠期発育の比較

1967年 か ら1969年 までの3か 年の幼虫加温飼育結果

を示 したのが第2表 お よび第3図 である。

第3図 米代川流域産越冬世代虫の越冬後にお

ける発育のちがい(25℃)。

第2表 米代川流域産越冬世代虫の蛹化前期間

第2表 に よって,大 館,二 つ井,富 根お よび能代産虫

の発育の ちがい をほぼ 明 らか にす ることがで きたが,鷹

巣産虫は3か 年 と も中途死亡 虫が多 く判然 とした結果が

得 られなか った。 しか し,小 数例 ではあ るが,最 短蛹化

前 期間が長い ことか らして大館産虫 に近 い発 育を示す も

の と推定で きる。前記 した発育 のちがいは蛹 化の推移を

示 した第3図 に よって一層 明瞭 となる。大館産虫 の発 育

は能代 産虫に比べて非常におそ いこ とが はっ きりと示 さ

れ てい る。そ して,二 つ井,富 根産虫は両地産虫 の中間

的発 育を示 してい るが,能 代産虫に近 い傾 向を持 ってい

る し,鷹 巣産 虫は大館産虫に近い発育を示 してい る。

3) 夏世代幼 虫の発育比較

夏世代幼 虫を非休眠条件下(16L/8D; 25℃)に おい

て蛹化状況 を調査 した結果を示す と第4図 のとお りで あ

る。

誘殺 消長が1回 発 生型を示 した 大館産 虫 の 発 育 は,

1967, 1968年 の結果 とも,2回 発生型を示 した能代産虫

に比べ て明 らか におそ い。 富根産虫は1968年 には 能代

と大館産虫 のほぼ 中間か らやや能 代に近 い発育を示 して

い るが,1969年 には能代 に近 い発 育を 示 してい る。 ま

た,二 つ井,天 神産 虫 も能 代 とあ まり変わ らない速い発

育を示 している。鷹 巣産 虫は加温飼育で中途 死亡虫が多

くでたため この実験に利用 できず実験が 行なわ れなか っ

た。

4) 休眠誘起 日長 の比較

休眠の起 こる 日長 にちが いが あるか どうか を知 ろ うと

して,2)項 で得 られた成虫の産下卵 を用 いて実験 したと

ころ第5図 に示す結果を得た。
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第4図 米代川流域産虫 の幼虫 発育 のちがい(16h; 25℃)。

第5図 米代川流域産虫の休眠誘起日長のちがい。

能代 と大 館はほぼ同一 緯度上に位置 してい るが,休 眠

誘起 の臨 界 日長 は明 らかに異 な り,大 館産虫は能代産虫

に比べ て約0.5時 間長 い。 富根,二 つ井は大館 と能代産

虫 のほぼ中間的 な長 さを示 してお り,臨 界 日長が徐 々に

移 行す る らしい ことがわか る。

5) 発生 の実態

1969年7月 下 旬に,現 地で加害茎の状態 と虫令構成を

調べ る とともに,採 集虫を飼育 して蛹 化状況を調べてみ

た。

第3表 は調査時におけ る虫令構成を示 した もので,能

代か ら二つ 井にかけてはほぼ同一の虫態分布をみせ てい

るが,天 神 では若令虫の比率が高 く発育が若干遅れ てい

る ことがわか る。 鷹巣では心枯茎に3令 と5令 虫各1頭

を見付け たのみであ る。 鷹巣では2回 発生地帯 と同様 の

発 育を示 す個体 もわずかに存在す ることがわか るが,1

回発生虫 は食入前 と考 え られ,虫 態を確認す ることがで

きなか った。

調査時 の稲 の生 育 と被害状況についてみ ると,能 代～

第3表 米代川流域の実態調査における虫令構成

二つ井間 では心枯茎 が多発 していたが,天 神では心枯茎

と葉鞘変色茎が ほぼ 同程度 み られ た。鷹 巣では心枯茎は

きわめ て稀 に しか見 られなか った し,葉 鞘変色茎は全 く

見 られ なか った。 この時期 の稲はいずれ も幼穂 形成期で

あ り,す でに節間伸長 を始 めていた。

この調査で採集 した幼虫 を飼 育 してみ た ところ,調 査

時高令虫であ った ものは大部分が蛹化 したが,若 令 虫は

大部分が死亡 した り,寄 生蜂 の寄 生を受 けていた。

これ らの調査結果か ら,能 代か ら二 つ井にか けての地

域 は大部分が2回 発生 と考え られ るが,天 神 では若令 虫

がいた り,葉 鞘変色茎 もみ られ た ことか ら,1回 発生虫

の混発が考え られ る。鷹巣 では,お そ く発 生す る1回 発

生虫の存在を確認 できなか ったが,こ の調査地点では秋

の稲刈 り取 り後 の刈株か ら常 に高い密度 で成熟 した幼虫

第6図 檜木内川流域の地形 と調査地点。
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を採集 してい ることか ら考え て,わ ずか に2回 発生 虫が

混 在 した1回 発生地 と推定で きそ うであ る。

2. 檜木内川流域におけ る発生生態

檜 木内川 は大曲市において雄物川 と合流す る玉川 の一

支 流であ るが,こ の川の上流耕地に1回 発生地帯 の存在

す ることが知 られてお り,1回 発生地 と2回 発生地域 の

中間地域 では複雑な発生を示す といわれ ている(菊 地,

1963, 1965)。 しか し,そ の発生生態については不 明の

点 が多い。そ こで,こ れ らの地域におけ る1回 発生型や

混 発現象の成立要 因を明 らかに しよ うと して実験 と調査

を行な った。 調査地点を図示 す ると第6図 の とお りで あ

る。

1) 檜木内中里 と西明寺におけ る誘殺消長 のちがい

菊地(1963, 1965)に よって1回 発生地 とされ ている

檜 木内中里お よび横手盆地におけ る2回 発生 の北端 に近

い と考え られてい る西明寺の誘殺消長を比較す る と第7

図の とお りであ る。

第7図 西明寺 と檜木内中里の誘殺消長のちがい。

檜木 内中里では初発期 のおそ い1回 発生型 を示 してい

るが,西 明寺では2回 発生型 を示 し,中 里 と西 明寺 との

間には明瞭に誘殺消長に ちが いがみ られ る。檜 木内中里

は明 らかに1回 発生地 と推定で きる。

2) 越冬世代虫の後休眠期発育 の比較

加温飼育:1967年 か ら1969年 まで の3か 年間 の調査

結 果を示す と第4表 お よび第8図 のとお りで ある。

第8図 檜木内川流域産越 冬世代虫の越冬後に

おける発育のちがい(25℃)。

この実験で は 初年 目の1967年 には大 曲 と 檜木内中里

産虫を比較 した ところ,明 らか に差のあ ることがわか っ

たので,次 年 目には横 手盆 地 の北端 に 位置す る 西明寺

と,西 明寺 と檜 木内中里 の 中間地 点の 潟野産虫を加え

て,3年 目には潟野 に近接 した檜 木内山 口産 虫を加えて

比較 した ものであ る。

第4表 に よる と,蛹 化前 期間には多少の年 変動 がみ ら

れるが,大 曲,西 明寺産虫 は潟野,檜 木 内山 口,檜 木内

中里産虫に比べ ると明 らか に短 い ことがわか る。そ して,

最短蛹化前期間 も大 曲,西 明寺産虫 は短 く,檜 木 内中里

産虫は長い。そ して,潟 野,檜 木 内山 口産虫 は平均蛹化

前期間が長い割に最短蛹化前期間が短 い。蛹化 の推移 を

示した 第8図 をみ るとこれ らの 関係は一 層はっき りす

る。1968年 と1969年 の結果をみ る と,大 曲,西 明寺産

虫は両年 とも同傾向を示 してお り,ま た,檜 木 内中里 と

第4表 檜木内川流域産越冬世代虫の蛹化前期間
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第9図 檜木内川流域産虫の蛹化時期のちがい(1968年)。

檜木 内山 口産虫 も同傾 向が認 め られ る。 そ して,潟 野産

虫は両地域産虫 のほぼ 中間的 な蛹化 の推 移を示 し,蛹 化

の期間が非常に長期間 にわ たっている。

自然温飼育:自 然条 件下 の飼育室 内におかれた ものの

蛹化 の推移 を1968, 1969年 の2か 年 にわた って調査 した

結果 を示 した ものが第9図 であ る。

自然条 件下 におかれ た場 合で も大 曲 と西明寺産虫 とは

ほぼ同様 の蛹化 の推移 を示 してい るが,檜 木内中里産虫

の蛹化時期 ははるか におそい。 そ して,潟 野産虫は西明

寺産虫 と檜木 内中里産 虫の中間的な推移を示 してお り,

加温飼育 におけ る蛹化 の推移 と同 じ傾向がみ られ る。

3) 夏世代幼 虫の発育比較

夏世代幼 虫を非休眠 条件(16L/8D; 25℃)で 飼育 し

蛹化状況 を比較 した 結果 を示 す と 第10図 の とお りであ

る。

第10図 檜木内川流域産虫 の幼虫発育のちがい(16h;25℃)。

第10図 による と,檜 木 内産 虫は大曲,西 明寺産虫に比

べ て幼虫発育 はおそい ことがわか る。 潟野産虫は1968年

の結果で は大 曲,西 明寺産 虫 と檜木内中里産虫 とのほぼ

中間 に近 い発 育を示 してい るが,1969年 の結果は大曲や

西 明寺産虫 にやや近 い発育を示 してい る。 大曲 と西明寺

産虫 との発 育のちがいは少ない もの とみて よかろ う。

4) 休眠誘起 日長の比較

2)項 で得 られ た成虫 の産 下卵を用いて行な った結果を

示す と第11図 の とお りである。

第11図 檜木内川流域産虫の休眠誘起日長のちがい。

大 曲産虫 と檜木 内中里産 虫 とを比べた1967年 の 結果

につ いてみ る と,明 らかに休眠誘起 日長に差がみ られ,

檜木 内中里産虫 は大曲産 虫に比べて約0.5時 間 長 い。

1968年 の西 明寺産 虫を加えて比較 した結果では,大 曲産

と西 明寺産 虫 との間に差がみ られないが,檜 木内中里産

虫 は両地産 虫に比 べてやは り長い。

5) 発 生の実態

1969年7月 中旬に現地で加害茎の状態 と虫令構成 とを

調査 した結果を示 した ものが第5表 であ る。

大曲,西 明寺では加害茎の大部分が心枯茎であ り幼虫

も若令虫は少な く,比 較的発育 した幼虫の比率が高か っ

たのに比べて,潟 野では若令虫の比率が高 く,そ の上加

害茎の大部分は葉鞘変色茎であ り,大 曲や西 明寺 よ りも

発育の遅れてい ることがわか る。檜木 内山口では心枯茎

第5表 檜木内川流域の実態調査における虫令構成
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を1茎 観察 したのみで葉鞘 変色茎 は まった く見当た らな

か った。 しか し,同 一場所 を収穫後に調査 した ところ多

数の越冬幼虫 を採集す る ことがで きた。 この ことか ら考

え ると,こ の調査時期 には第1回 目のふ化幼虫は まだ稲

に食入 していなか った もの と推 定 され,発 生時期が非常

に おそ い ことがわか った。1969年 は5～6月 が特に低温

で経過 したため平年 に比べて一 層の遅れがみ られた のか

もわ か らない。

論 議

米代川流域におけ る発生生態を解析 してみる と,能 代

は完全な2回 発生地であ り,大 館 は実質的 な1回 発生地

であ ることが誘殺灯に よる誘殺 消長か ら容易に推定 され

るが(第2図),こ の異 なる生活史 の生ず る原因 として,

第一に,越 冬世代虫 の後休眠期発 育のちがいがあげ られ

る(第3図)。 第二に,ほ ぼ 同一緯度 上 にあ る両地の間

で休眠誘起 日長 に0.5時 間 のちがいがみ られた ことであ

る(第5図)。 第三 に,非 休眠条 件下での幼虫発育に も

明 らかに差が あ った(第4図)。 これ らのちがいが,1

回発生 と2回 発生 の生ず る 原因 とな るもの と 考え られ

る。第12図 に示 した光温 図に よって この関係を解析 して

み る と,能代 では越 冬世 代虫の後休眠期発育が速いか ら,

第1世 代 の幼 虫ふ化時 期は当然早 くな る。 この時期 の 日

長 は休眠誘起 の臨界 日長 よ り長いか ら,休 眠は まった く

起 こらず,第2回 目成虫が出現 して 産卵 す ることに な

る。 これに比 べて,大 館では,越 冬世代虫 の後休眠期発

育がおそいか ら,し たが って,第1世 代の幼虫ふ化時期

も遅 れ る。 この幼虫のふ化時期の 日長は休眠誘起 の臨 界

第12図 光 温図に よる能代 と大館 の発生 解析。 日長

時間 は可照時 間+0.75と して計算,発 育最低温度 は10℃

とした。 図中の数字は月を表わ し,× 印 と矢 印は休眠誘起

臨 界時期 を示 す。

値以下に落 ち込 んでお り,幼 虫初～中期に休眠に対す る

感受期 を持 つ本種 では(井 上 ・釜 野,1957;岸 野,1969)

第1世 代幼 虫は休 眠に入 り,そ の まま蛹化す るこ とな く

越冬 し,1回 発生に終 るもの と考え られ る。 しか し,一

部 の後休 眠期発育の速い個体は,日 長が休眠誘起 に落 ち

込む前 にふ化す るか ら,こ れ らは2回 発生す る ことにな

る。 これが 大館にみ られ る 後期発蛾 の山であ る。 しか

し,幼 虫発育は おそ いか ら,第2回 目の成虫羽化時期は

遅れ,こ れか らふ化 した幼 虫は十 分に発 育す る前に冬を

迎え ることに なるか ら,大 部分は死亡 し,実 質的には1

回発生 となるもの と考え られ る。

ほぼ 同一緯度 で平地 であ り,春 と秋には多少の ちがい

があ るが第12図 にみ られ るように稲作期間中の気温条件

には あ まり差 のない両地の間で この よ うに発生回数 の異

なる主 因は越 冬世代虫の後休眠期発育 と休眠誘起 日長 の

ちがい とい うことがで きよ う。 この後休眠期発育 や休眠

誘起 日長の産地に よるちがいは遺伝的 である と考 え られ

てい るか ら(深 谷,1960; DANILEVSKII, 1961),生 理 的

性 質の異な る系 統が両地 に生息 してい るために生 じた も

の と考 え られ る。

能 代 と大館の中間の地域で は これ らの生理 的性質は,

それぞれ一方に多少偏 しては いるが 両者 の中間的であ っ

た。 富根,二 つ井では大部分 は2回 発生す るもの と推定

され るし,鷹 巣 では大部分 は1回 発 生す るもの と推定 さ

れ る。天神は1回 発生 と2回 発生 のほぼ境界 と考え られ,

一部は2回 発生す るが一 部は1回 発生に終 るもの と推定

で きる。

檜木 内川流域耕地 におけ る 発生生態 を 解 析 してみ る

と,1回 発生型 と2回 発生型の発現機作は前述 した能代

と大館 との間でみ られたの と同様 と考え られ る。す なわ

ち,誘 殺 消長が1回 発生型を示 した地域産虫 は越冬世代

虫 の後休眠期発育がおそ く,休 眠誘起 日長 の臨 界値 も高

く,そ の上,非 休眠条件下では幼虫発育が おそい。反対

に2回 発生型を示 した地域産虫は幼虫発育 も速 く,休 眠

誘起 日長 も短か った。

檜 木内山 口と西明寺の中間位置 にある潟野産虫 は前述

した よ うな生理的性質は両地産 虫のほぼ中間に近 い値 を

示 したが,変 異 の幅が広 く(第8, 9図),両 地産虫の性

質を包含 している ようであ り,一 部は1回 発生す るが一

部は2回 発生す るいわ ゆ る混発地 と推定で きる。 この こ

とは すで に菊地(1965)も 観察 してい るところで あ る

が,混 発 の比率 についてはわか らない。

檜木 内山口 と檜木 内中里 とは耕地は不連続であ るが,

越冬世代 の後休眠 期発 育がほぼ同 じ傾向を示す ことや,
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実態調査 の結果 か らす ると同一個体群 に属す る もの と考

え て よか ろ う。

稲作期間 中の気候条 件にはあ ま り変化はないが,1回

発生か ら2回 発 生に移 行す る地域(米 代川流域)の 発生

生態 と,河 川 の上流 に行 くに したが って気候条件の変化

す る2回 発生地域 内の1回 発生現象(檜 木内川流域)に

つい て解析 してみる と,1, 2回 発生型の発現機作や生理

的性質は全 く似 ていた。つ まり,1回 発 生型は第1世 代

幼虫が,日 長が休眠誘起 の 日長以下 に落ち込んだあ とで

ふ化す るため休眠が起 こ り,そ のま ま幼 虫態 で越 冬に入

ることに よってで きあが るが,第1世 代 幼虫のふ化時期

の遅れは,越 冬世代 後休眠期 の気候条件 が原 因ではな く,

この時期の幼虫発育がおそい こ とに起 因 してい る。 もち

ろん,檜 木内川流域山間地では温度条件 もこれ に加重 さ

れてはい るが。越冬世代虫の後休眠期発育 と第1世 代 幼

虫の光周反応の二つが重要な因子で ある こと が わ か っ

た。 つ ま り休眠が深 く関与 していたわけで ある。

休眠の生態 的意義についてはLEES (1955),正 木(19

60), MASAKI (1961), DANILEVSKII (1961),正 木(19

67), BECK (1968)等 に よって 強調 され ている ように,

生活史 を季節 の周期に同調 させ る調節機構 の役割 をはた

す ものであ るといわれてい るが,ニ カメイ チ ュウも例外

ではないか ら(岸 野,1970),発 生回数に 休眠が深 く関

与 していて も不思議 はなか ったわけであ る。ただ,米 代

川流域 と檜木 内川流域 の両 地域 とも休眠が深 く関与 して

いた ことは興味深 い。

農業害虫におい て,化 性 の移 行現象については,ア メ

リカにおけ るア ワノメイガ(BECK and APPLE, 1961),

わが国ではイ ネカラバエ(田 村 ら,1959;岩 田,1960;

上 田 ら,1960;岩 田,1963)が 有 名な例であ るが,イ ネ

カラバエにつ いて,岩 田(1960)は 生態的に異な る二つ

の系統があ り,両 者 の中間地域 では 自然交雑に よる混発

現象がみ られ ることを推定 し,こ の ような混発地では混

発比率が徐 々に変化す ることを観察 してい る。 イネ カラ

バエ とニカメイチ ュウでは化性 の成 立機 構は異 な るが,

ニカメイ チュウにおい ても二つ の異 な った生態 的系統 が

存 在 し,両 者の 自然交雑に よって混発現 象が起 こってい

るもの と推定 され る。 この よ うな混発現象 は広範 囲にわ

た るもの と考え られていたが,実 質的に問題 となる よう

な混発地は意外に狭い よ うであ る。正木(1967)は 化性

の移 行地 ではい くつかの適応 上の問題が生ず ると してお

り,1化 と2化 の適応 価が年 ごとに変化す るため,両 者

の遺伝子頻度が変動 を続 けなが ら共存す る場合や,生 理

的性質 の平衝 多型現象 の ような状 態がみ られ る場合が あ

るか も しれ ないことを指摘 しているが,こ の ことについ

ては別に考察 した い。遺伝子頻度 の変動要 因 としては,

気象条件は もちろん と して,稲 作作期 の移動 や山 口 ・江

村(1964)が イ ネカ ラバ エで指摘 している ように薬 剤散

布な どが考え られ る。最近 の稲作 の早期化 は2回 発 生の

方向に,寒 冷年の連続は1回 発生 の方 向に強 く作用す る

であろ うことが推定 され る。

1化 と2化 の化性の分化 した過程に まで論議 をすす め

ることは本報の主 旨では ないが,1, 2化 の地理的分布

は過去におけ る稲作作期 の歴史 と重要 な関連が あ ったの

ではないか と考え られ る。移行地帯や混発地個体群 の生

態を追究す ることに よって これ らの問題点 の端緒 をつか

む ことがで きよ う。

摘 要

1) 1, 2回 発生の境界付近におけ る発生生態 と発生

型 の成 立機構を明 らかに しよ うと して,秋 田県 の米代川

流域 お よび檜木内川流域か ら,越 冬世代虫を採集 して飼

育 し,生 理 ・生態的性質 と発生実態の調査を行 なった。

2) 1回 発生地域 産虫は2回 発生地域産虫に比べて,

越冬世代 虫の後休眠期発育がおそ く,休 眠誘起臨界 日長

が長 か った。そ の上,非 休眠条件下での幼虫発育 もおそ

か った。

3) 1回 発生地域産 虫 と2回 発生地域 産虫 とは生態的

に別系統 に属す る もの と考 え られ る。両者の特徴点は発

生回数 のちが いではな く,上 記 した生理的性質のちがい

で ある。

4) 1回 発生 型の発 現機 作は越 冬世代虫の後休眠期発

育が おそ く,そ の上 休眠誘起 の臨界 日長が長いため,日

長感受期 にはす でに 日長 が休 眠誘起 日長以下に落ち込ん

で お り,休 眠誘 起 されてそ の まま幼虫態で越冬す ること

に よる もの と考 え られ る。

5) 1回 発 生地域 と2回 発生地域 との中間地点では,

いわゆ る混発現象 が認 め られ,一 部は2回 発生す るが,

一部は1回 発生 に終 るもの と推定 され る。
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