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短 報

ニ カ メ イ ガ モ ドキ の 寄 主 植 物 に つ い て1・2

立 石 品

中外製 薬株式会社 開発課

(1970年12月12日 受 領)

ニカメイガモ ドキChilo hyrax BLESZYNSKIは ニカメイ

ガの近縁種 として最近特に注 目され てい る 種 類 で あ る。 本種

の成虫の形態,分 布に関す る安松 ・矢野(1968),矢 野(1969)

の報告は あるが,幼 虫 と寄主植物については 全 く判明 してい な

か った。 筆者は幼虫の寄主植物 を見つ けるこ とが,本 種 の発生

経過 を明 らかにす るために先決で あると考え,1969年4月 か ら

調査 を開始 した。 立石 ・服部(1970)は その幼虫 と寄主植物 を確

認 し,幼 虫の識別点 と生態について発表,幼 虫が クサ ヨシ,ツ

ル ヨシに食入す ることを述べた。 筆者はその後 も 引 き続 き寄主

植物の調査 を行ない新知見を得たので,そ の調査結果 を と りま

とめて報告す る。

本 文にはい るに先だち,標 本の確認 をいただ き,調 査にあた

っては終始御援助 くだ さった。 農林省農業技術研究所の 服部伊

楚子 技官お よび釜野静也技官,調 査に種 々便宜 を 与 えられた,

福岡県農業試験場の高崎登美雄氏,野 田政春氏,佐 賀県農業試

験場宮原和夫氏,元 神崎地区防除所福井基彦氏に対 して,お 礼

申 し上げ る。

調 査 方 法

1969年 には本種の成虫の飛来が比較的多い 佐賀県神崎町 を調

査地点 として,幼 虫と寄主植物の発見につ とめ,幼 虫確認後は

野外におけ る寄生状 態 と寄主植物を調査 した。

1970年 には佐賀,福 岡,山 口県下において,初 夏か ら秋期ま

で,お よび越冬期の寄主 植物 と寄生状態について調査 した。

採 集 した幼虫は試験管(径1.8cm,長 さ18cm)を 用いて寄

主植物 で個体飼育 を行 ない,羽 化 した成虫に よる種名の 確認 と

羽化時 期を調査 した。 また,あ らか じめ寄主 植物 を腰高シ ャー

レ(径9cm,高 さ6cm)に 植え,硝 子 円筒(径12cm,高 さ32

cm)を かぶせ,そ の中に羽化 した雌雄 の成 虫を放飼 して産 卵 と

ふ化幼 虫の食入状況 を調査 した。

結 果 と 考 察

1. 初夏か ら秋期 までの寄主植物

1) 第1世 代幼虫の寄主植物

筆者は1969年6月13日,佐 賀県神崎町の城原川の川原におい

て,ク サ ヨシPharalis arundinacea L.の 穂軸に食入す る,

ニ カメイ ガとヨシ ツ トガに酷似 した,3令 前後の幼虫 を多数採

集 し,飼 育の結果7月15日 に羽化 した雄成虫を得て,ニ カメイ

ガモ ドキであ ることを確認 した。 クサ ヨシに6月 中,下 旬多数

寄生 していた幼虫は,7月 中,下 旬にな るとクサ ヨシでは見 ら

れな くな り,付 近に群生す るツル ヨシPhragmites japonica 

STEUDEL(第1図)の 茎内で,中,老 令幼 虫と蛹 を 認 め た。

1970年6月23日 に も同一場所において,ク サ ヨシに寄生 する多

数の幼虫 と,ツ ル ヨシの心枯茎で若令幼虫を少数なが ら採 集 し

た。そのほか 福岡県三井郡小郡 町の 川原で,オ ギMiscanthus 

sacchariflorus BENTH. et. HOOK. F.(第2図)や オギ と混

生す るクサ ヨシに第1世 代幼虫の食害茎を認 め,ま た 山 口県小

郡町上郷 において も,オ ギに寄 生す ることを確認 した。

以上 の野外観察の結果か ら,第1世 代幼虫はクサ ヨシ,ツ ル

第1図 寄 主 植 物 ツル ヨ シPhragmites japonica STEUDEL.

1  The host plants of Chilo hyrax BLESZYNSKI in Japan. By Iwao TATEISHI (Development Section Chugai 

Pharmacentical Co. Ltd. Kyobashi, Tokyo, 104).
2 昭和45年 度 日本応動昆大会講演の一部で ある。
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第2図 寄 主 植 物 オ ギMiscanthus sacchariflorus 

BENTH. et. HOOK F.。

第3図 ニ カメイ ガモ ドキの卵塊。

ヨシ,お よびオギの3種 のイネ科植物 に寄生す るこ と を 知 っ

た。 なお,第1回 成虫の発生(5月 上旬～6月 中旬)が 早い北

九州においては,5～6月 に出穂す るクサ ヨシに寄生 して若令

幼虫期 を経過,7月 上,中 旬頃か ら伸 長期のツル ヨシに移 って,

中,老 令期 を経過す るよ うで あるが,一 部には ツル ヨシに最初

か ら寄生 して,全 幼 虫期 を経過す るもの もあ った。

室内実験(1969)に よ り,ク サヨシで6月13口 に採集 した幼

虫 を6月20日 まで クサ ヨシで飼育,つ いで ツルヨシで飼育 した

幼虫が,7月15日 ～8月20日 にわた って61%羽 化 した ことか

ら,若 令期 をクサヨシで経過 した幼 虫が,中,老 令期 をツル ヨ

シで経過 して も,発 育に影響 はないと考 える。 さらに,7月19

～20日 に羽化 した雌雄の成 虫をクサヨシに 放飼 した ところ,7

月23日 に ニカメイガに似 た卵塊(第3図)を 葉 の表面に産みつ

けた。 卵 は7月29日 にふ化 し,幼 虫はただ ちに分散 して茎に食

入(第4図)す るのを認 めたことか ら,ク サ ヨシは若令幼 虫の

寄主植物 となるば か りで な く,産 卵植物 となることを 認 めた。

2) 第2世 代幼 虫の寄主植物

第2回 成 虫の羽化 出現す る7月 中旬～8月 下 旬に ツル ヨシの

群生地 にお いて,本 種 の卵塊 を調査 したが 認 める ことは できな

か った。 しか し,7月26日 お よび8月22日(1970)に ツル ヨシ

の心枯茎で,若 令幼 虫を採集 するこ とが できた。 その後秋期 ま

で ツル ヨシや オギの上葉4～5枚 が黄変 した茎 内に,中,老 令

幼 虫を認 めた,そ のほか に,福 岡,佐 賀県下 のオギの群生地に

お いて,混 生す るクサヨシに寄生 している幼 虫を認 めたが,ツ

ル ヨシと同属の ヨシや,オ ギと同属 のススキで本種 の幼 虫を 認

第4図 ニ カメイガモ ドキのふ化直 後の幼 虫の食入部位。
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め ることはで きなか った。 調査 した植物 と寄生 した 主 な幼 虫は

第1表 に示す通 りで ある。

第1表 寄主植物 とニカメイガモ ドキその他 の

幼虫の寄生状況

◎:多 い,○:普 通,o:稀,×:認 め な い 。

以上 の結果か ら第2世 代幼 虫は ツルヨシのほか にオギやクサ

ヨシにも寄生す る ことがわか ったが,オ ギやツル ヨシに 産卵 す

るか ど うかは確認 できなか った。 しか しツルヨシや オギの 節部

に生 じた芽や若 い 分枝が若令幼 虫の 食害 を うけ枯れ ている とこ

ろか ら,第2世 代幼虫は昔 令期か らオギや ツル ヨシに寄 生,全

幼 虫期 を経過す るよ うで ある。 オギに寄生 した幼 虫は福岡,佐

賀お よび山 口県 で認 めた。 本種 の幼 虫が ヨシお よびススキに寄

第5図 ニ カメイ ガモ ドキの被 害茎(寄 主 植物 ツル ヨシ)。

左は ツル ヨシ地下部の茎内で越冬中の幼虫。

生 を認めなか った理由については今後検 討 したい。

2. 越冬 期の寄主 植物

10月 上,中 旬頃まで,ツ ル ヨシ(第5図),オ ギ(第6図)お

よび クサ ヨシの被 害茎内に食入 していた 幼虫のなかで,老 令幼

虫は10月 下旬頃 か ら被 害茎 内を下 降 して地下3～10cm位 の茎

内や地下茎 内に移行 する ことを認め,11月 下 旬にな る と 地 上

部 の被 害茎 内には幼虫が認 め られな くな った。 山 口 県 小 郡 町

上郷 で10月 上 旬にオギで採集 した幼虫のなかには,す でに地下

茎 内に移行 した ものがあ った。 ツル ヨシの地下 部で 越冬 した幼

虫は3月 下 旬頃か ら地上 部に移行 し,被 害 茎内で蛹化す るよ う

で,4月2口(1970)に 地上茎 内で採集 した蛹は室温 で4月25

日に羽化 した。 オギや クサ ヨシの地下 茎内に移行 した 幼 虫の越

冬期 の調査 はまだ行 な っていないが,越 冬前 の幼 虫の 体重 は第

3表 にみるよ うに,オ ギの地下茎寄生幼虫の平均体重が78.3mg

であるのに比べ,ク サ ヨシに寄生す る幼虫の平均体重は43.1mg

で小 さいこ と,さ らに地下 部の茎 や地下 茎は細 い ことか ら,ク

サヨシの地下 部に移行 した幼 虫の越冬 は 不 可能 では ないか と思

われ る。

以上 の結 果か らツル ヨシ,オ ギおよびクサ ヨシに 寄生 した幼

虫は,北 九州 では10月 下 旬頃か ら,寒 冷地 では10月 上旬頃か

ら地下 部に移行 し,11月 下旬 になる と地上部 の被害 茎内には幼

虫が認 め られ な くな り,中,老 令幼 虫態で越冬 にはいるよ うで

ある。 なお,ツ ル ヨシに寄生 した老令幼虫の越冬は確認 したが,

中令幼 虫の越冬 は明 らか でない。また,オ ギ とクサ ヨシの地下 茎

に移行 した幼 虫の越冬期 調査 は行な っていないが,越 冬前 の 幼

第6図 ニ カメイガモ ドキの幼虫に よる被害 茎(寄 主植物

オギ)。
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第2表 寄主植物 とニカメイガモ ドキの幼虫の体重

第3表 10月 上旬か ら11月 下 旬におけ る
ニカメイガモ ドキの幼虫の地下 部移行状 況

虫の発育状態や地下茎 の状態 などか ら,オ ギの 地下 茎内での越

冬 は可能 と考 え られ る。 したが って越冬 期の 寄主植物 は調査 の

範 囲では,オ ギ とツル ヨシの2種 が考 え られ る。

3. 寄主植物 と本種 の分布

1969～1970年 の調査 によ って,本 種 の幼 虫が クサヨシ,ツ

ル ヨシお よび オギの3種 に寄生す ることを 確認 した。 ツル ヨシ

はやや低湿地 にも生育す るが,オ ギや クサヨシと共 に 水辺 の砂

地や湿地 に多 い多年生草本 である。 筆者 が佐賀,福 岡,山 口県

下で幼 虫を採集 した場所 は,い ずれ も川原の砂地 で,大 体環境

条件 は同よ うな ところであ った。3種 の植物 は,い ずれ もわが

国(北 海道,本 州,四 国,九 州)の ほか,沖 繩,朝 鮮半島,中

国,ウ ス リーに分布 している。 またニ カメイガモ ドキの分布 す

る地域 は,わ が国のほか中国北部,ウ ス リーで寄主植物 の分布

と一致 してい る。 本種の国内におけ る 分布の現在までに判明す

る地域 は,秋 田,新 潟,福 井,香 川,福 岡,佐 賀(矢 野,1969),

青森,北 海 道(服 部,未 発表)で あ り,筆 者が幼虫を上 記の植

物 で採 集 した地域は佐 賀,福 岡,山 口の3県 であ るが,寄 主植

物 の分布か ら見て他の地域において も 寄生 してい るもの と 思わ

れ る。

なお,3種 の寄主植物の なかでは,い ずれ も第1,第2世 代

幼虫期の寄主植物 となったが,越 冬期 の寄主植物 としては ツル

ヨシとオギが考 えられ る。 したが って初夏か ら 秋期お よび越冬

期 を通 じて寄生す る植物 としては ツル ヨシとオギが 挙 げられ る

が,広 い 範 囲にわ た って寄生 を認 めた植物 は オギで あることか

ら,オ ギが本種 の主 な寄主植物 と推定 され る。 またクサヨシは

第1回 成 虫の発生 の早 い 北九 州においては,初 期 の寄主植物 と

して注 目すべ きもの と考 え る。
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