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Study on Methods for Estimating the Number of the Overwintering Green Rice Leafhopper, 

Nephotettix cincticeps UHLER (Hemiptera: Deltocephalidae) and their Population Dynamics.

Akira TAKAI, Keinosuke HARA and Minoru INO (Ibaraki Agricultural Experimental 

Station, Mito, Ibaraki, 311-42.) Jap. J. appl. Ent. Zool. 16: 67-74 (1972).

Fluctuation in the number of overwintering Nephotettix cincticeps was studied during a period 

of 3 years at 3 localities. For the estimation of the number of individuals, •gquadrate-suction•h 

method was used together with the removal (time-unit capture) method. In the over-winter-

ing generation, mortality of eggs and young nymphs seemed to be caused mainly be the effect 

of temperature. Death of hibernating nymphs was observed mainly during the period from 

December to the first 10 days of January in different years and localities. Survival rate of the 

4th instar nymphs in winter was usually high as compared with other the developmental stages. 

The blowing method captured 20%-50% of insects. Sampling efficiency of this method was 

lower than the •gquadrate-suction•h method, and was affected considerably by temperature. Spiders 

played an important role in reducing the number of N. cincticeps during winter.

緒 言

冬 季間におけ るツマ グロヨコバイの個体数調査方法 と

しては,捕 虫網に よるす くい取 り法お よび三 田 ・南 部

(1961)の 考案 した吹 き飛ば し法が一般に使われ ている。

しか し両者 とも採集効 率が知 られていない場合 には相対

的 な値 しか え られ ない とい う欠点があ る。

す くい取 り法 では,調 査時の条件 とくに気温,風 お よ

び植物 内における昆虫の垂直分布が採集効率に大 きく影

響す る ことが,ROMNEY (1945, 1946), OSMO and MIKKO 

(1962),高 井 ら(1965)に よって報告 されてい る。

三 田 ・南 部(1961)は 吹 き飛ば し法 とす くい取 り法 を

比較 して,冬 季 においては吹き飛ば し法の優れてい るこ

とを報告 している。 しか し採集効 率についてはわか って

いないので著 者 らは九州農 試式サ クシ ョン ・キャ ッチ ャ

ー(末 永,1959)を 使 って個体数の変動 を調査 した。 また

吹 き飛ば し法の採集効率 について も検討 した。

この報告を発表す るに当た り,有 益な助言 と校閲を し

ていただいた農業技術研究所昆虫科の伊藤嘉昭博士に厚

くお礼を申 し上げ る。 また,終 始い ろい ろご指導 をいた

だいた当場前病虫部長渡辺文吉郎博士(現 九州農 試畑作

部病害研 究室長),同 病虫部長川田惣平氏に 心か ら感謝

を申 し上 げ る。

調 査 方 法

1.場 所

調査ほ場 は,水 稲 刈取 り後の休閑田で第1表 の ような

場所 で行 な った。ほ場内においては,1回 調査に使 った

場所は避け,毎 回重な らない場所で調査 した。採集の時

刻はつねに午後1～3時 と した。

1結 果の一部は日本応用動物昆虫学会第13回 大会(1969年)で 講演 した.

2こ の研究の一部は農林省病害虫発生予察事業の特殊調査費によるものである.
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第1表 調査場所とその概況

2.調 査方法

採集器 具は九州農 試式サ クシ ョン ・キャ ッチ ャー(末

永,1959)を 改 良 した吸引,吐 出兼用の共立式背負型動

力捕 虫機SC-3を 用いた。性能は出力1馬 力,最 高回

転数 は4500/minで,そ の さいの風速は 吐出 口よ り20

cmの 距離で約20m/secで あ る。 この調査では吸引 ・吐

出管のア タ ッチ メン トはA型 を用いた。

ワク内すい取 り法:厚 さ0.2cm,高 さ45cm,幅100

cmの 透明な塩化 ビニールの板を4枚 合わせて角 を ビス

止 めに した1m2の ワ クを休 閑田において,そ の 中を1

回に4～5分 かけて捕虫機ですい取 った。すい取 るとき

のエ ンジンの回転数は,そ の ときの土壌の乾湿,雑 草の

多少な どに よって加減 し,土 砂や ワラ屑に よって採集袋

の 目がつま り吸引力の低下す るのを防いだ。

1調 査単位 は3わ くで,1わ くについて1967～68年,

1968～69年 は1日1回 のすい取 りを3～4回 行な った。

ただ し1969年3月 以降は1日 に20分 間隔で3回 のすい

取 りを行 な った。前2か 年の結 果か ら厳寒期には2回,

その他 の時 期には1回 のすい 取 りを 行 な うことに よっ

て,時 間単位採集法に よって推定 した個体数 の70%以

上が 採集 され る ことを確 かめ られたので1969～70年,

1970～71年 は1回 のすい取 りだけ とし,12月 下旬～2

月下 旬には1日 に20分 間隔で2回 のすい取 りを行 な っ

て,そ の合計値 を用 いた(第1図 上)。

吹 き飛ば し法:三 田 ・南部(1961)の 方法 で,捕 虫機の

回転数 を最高 に して吐 出 口を地面 に接 し,吐 出 口か ら風

下30cmの 位置 に捕 虫網を 改 良 した底辺40cm,高 さ27

cmの カマボコ型 口輪 の捕 虫網 の底辺 の部分 を地 面に接

し前進 しなが ら前面約30cm幅 を 吐 出 口を 左 右 しなが

ら捕虫網の 中に 吹 き込んで採集 した。 採集面積 は幅30

cm(刈 株の畦幅 と同 じ)で11mの 距離 を 行 な った。

この11mを 歩 く時間は50～60秒 とした(第1図 下)。

採集 した幼虫の選別方法:ワ ク内す い取 り法,吹 き飛

ば し法 とも乾燥 してい る場合 には 田面 にあるワ ラ屑 や土

砂 も一諸に採集 されて相 当の量 にな り後の調査の妨 げ と

な るので,採 集 物は青酸加里で殺 した後,1～2日 間風

乾 して か ら,線 虫 の シス ト分 離 に 使 われ るFenwick-

Oostenbrink浮 遊 装 置 の上 部 に2.4mm目 の ふ る い を の

せ,そ の 中 に 採集 物 を入 れ て水 を 噴入 させ,浮 び上 った

植 物 質 お よび動 物 質 を い つ 流 環 を 通 じて0.25mmの 下

ふ る い に お と し,こ れ をFenwickの 計 数 皿 に 浮 か べ て

30倍 の ビ ノキ ュ ラで 令 別 に 数 え た3。

第1図 わ く内すい取 り法(上)

お よび吹 き飛ば し法(下)。

3三 田 ・南部(1961)の 報告に もあるよ うに,採 集物 をバ ットなどに広 げて計数す るよ りも,水 に浮遊 させ て計数 した方が精度が

高か った。
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結 果 お よび考 察

1.越 冬世代卵の密度 と幼虫の初期死亡

イ ネ刈取 り後に殿里地 区の休閑 田におけるツマグ ロヨ

コバイの産卵寄主植物は,主 と して イネの ヒコバエ とス

ズ メノテ ッポ ウであ った。

ヒコバエ とスズ メノテ ッポ ウを分解 して卵密度 を調査

した結果 と,わ く内すい取 り法 によって幼虫密度 を推定

した結果 とを合わせて第2表 に示 した。

1968年 の産卵植物は総卵数の87%が ヒコバエに産下

され,ス ズ メノテ ッポウへの産卵は少 なか った。

卵期の死亡率は総卵数 に対す る死卵数で表わ され る。

調査時以後の新たな産卵は考 え られ ないので,総 卵数 は

増えない もの とす ると,死 卵率 は第2表 の産卵数調査時

の未ふ化生卵が今後 どれだ け死卵 となるかで きまるわけ

であ る。未ふ化生卵が全部ふ化す る場合 と全部死亡す る

場合 を仮定す ると死卵率は,1968年 は23～73%, 1969

年は61～74%と 推定 され る。 また,幼 虫の個体数調査

を した11月 中下旬 までの幼 虫死亡率は,死 卵率の幅 に

よって1968年 は18～71%, 1969年 は64～76%と 推

定 され る。

1968年 は69年 に くらべ卵調査 日が1か 月おそいにも

かかわ らず 既ふ化卵 に対す る 未ふ化生卵 の 率が 高か っ

た。 これは1968年 は11月 上旬か ら12月 中旬 にか けて

最高気温が1969年 よ りも約3℃ 高か ったので遅 くま

で産卵が 行 なわれた ものと 考 え られ る。 また,高 温 で

あった ことが 幼 虫の 令構成 にも 影響 を お よぼ し,1968

年は若令幼虫の率が高か った。 これ によ り遅 くまでふ化

が行 なわれた もの と推察 され る。

2.わ く内す い取 り法 による幼 虫個体数の推定

1967～68年 は1m2わ く内の幼 虫を全部す い取 る こと

を目的 と した。 しか しこの方法 による と1わ くについて

第2表 1m2あ た り卵粒数 とふ化幼 虫数

※ スズメノテ ッポウの発生が ほとん どなか ったので省略 した。

第2図 時間単位採集法による総個体数の推定。×,○,● は同一調査ほ場で
3か所調査 したのでわくごとの記号である。
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3～5回 のすい取 りを行なわな ければな らない ので1968

～69年 は調査労力 を 節約す るため 時間単位採集法(伊

藤,1963)の 利用 を試みた。その結果 の うち白畑地 区の

ものを第2図 に示す。

時間 単位採集法 においては,採 集 率が残存 個体数 に比

例す る と仮定 され る。 この仮定が みたされ る とt時 まで

に採集 され た累積個体数ntを 横軸に,t時 の新 採集個

体数Ytを 縦 軸に とる と,右 下 りの直 線が得 られ る。 こ

の場合,直 線が水平軸 を横切 るまえに調 査を打 切 って も,

水 平軸 との支 点か ら全 個体数 を推定 で きる。第2図 にみ

られ るよ うに,1月8日 の調 査以外はデー タが よく直線

にの りツマグ ロヨコバイ越冬幼 虫の個体数 調査に,時 間

単位採集法が使 える ことが わか った。

1月8日 の調査結 果は白畑ばか りでな く殿里地区で も

直 線 よ りはずれた。 その理 由は,一 つのわ くについて1

日1回 の割合 で3日 間すい取 りを く りかえ したが,わ く

を設 置 した直後 と第2, 3日 目とでは透明なわ くを設置

する ことに よ りわ く内の温度が異な ったためではな いか

と考 え られ る。そ こで,次 回調査の1月20日 には午前

10時 ごろわ くを新 調査場所に設置 し,約3時 間後 に第

1回 目のすい取 りを行 な った ところ白畑,殿 里地区 とも

よ く直 線にの った。2月7日 調査は第1日 目にく らべ て

第2, 3日 目とも高温で あったので 直線が 乱れた もの と

考 え られ る。

すい取 りを行 な う時間間隔は1日1回 と した場合 と,

1日 中に20分 お きに3回 のすい取 りを行な った場合 と

あ るが,ど ち らの場合 も時間単位採集法 を適用で きた。

採集効率をあ らわす第2図 の直線の勾配(b)は 第3表

にみ られ るように,12月 下旬か ら2月 にか けて小 さな値

とな った。 これはすい取 りに よる採集効率が低下 してい

ることを示す。

第3表 時間単位採集法の回帰直線の回帰係数(b)

第3図 は,時 間単位採集法で推定 された ワク内の総個

第3図 時間単位採集法で推定されたワク内の総個体

数に対する第1回 目のすい取 りで採集された個体数

の割合(x±S)。 ○ は白畑地区,● は殿里地区.

体数 に対す る第1回 目のすい取 りで採集 された個体数の

割合 を示 した ものであ る。

11月 か ら12月 中旬お よび翌年3月 以降は,個 体数の

多少お よび雑草密度の高低 にかかわ らず,1回 のすい取

りで 総個体数の80%以 上 が 採集 されて いる。 村松 ら

(1970)が6月 に行 なったす い 取 り効率の 調査結果 に く

らべ ると,低 温条件下で あるにもかかわ らず3倍 以上効

率が高か った ことに なる。 この原因は,単 位面積 あた り

のすい取 り時間の問題で あると考 え られ る。

厳寒期の12月 下旬か ら2月 にか けては急激 に採集効

率が低下 し,2月 上旬が もっとも低か った。 しか し,す

い取 りを2回 く り返す ことによって70%以 上が採集 さ

れた。

3.越 冬期間 にお ける個体数 の変動

わ く内す い取 り法 によ り推定 され たツマグ ロヨコバイ

越冬幼虫の個体群密度 は,第4図 に示 したよ うに,3調

査地 区,3か 年 ともに12月 上旬 か ら1月 上 旬の間に急

激 に減少 し,そ の後 はほぼ一定 とな った。越冬 中の死亡

のピークは12月 ～1月 上 旬にある と思われ る。

1968年 の12月 初 期には11月 前 半 とくらべて個体数

が増加 している。12月 下旬 まで1令 幼虫が採集 された4

ことか ら推察 する と,1で のべた ように1968年 秋 は高

温 であ ったので,ふ 化 した個体があ ったためだ と思われ

る。 この ことは,最 終世代の雌成虫あた り産卵数,卵 の

ふ化率 お よび若令幼 虫の死亡率は,温 度に大 きく支配 さ

れ ている もの と考 え られ る。

4 12月2日 の調査で,全 幼 虫に対す る1令 幼虫の割合 は白畑地 区で3%,殿 里地 区で16%で あ った(1令 幼 虫が12月 下 旬に

至 って もみ られ ることは あま り多 くない)。
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第4図 わく内すい取 り法で推定されたツマグロヨコバイ越冬世代幼虫個体数の季節的消長(x±S)。

4.吹 き飛ば し法 の採集効 率

わ く内す い取 り法 とお な じほ場 を用い,同 時 に吹 き飛

ば し法で も調査 を行 なった。 吹き飛 ば し法 で何割 の越冬

幼虫が採集 され るか を知るため,わ く内すい取 り法(時

間単位採集法併用)に よる推定個体数 に対す る吹 き飛ば

し法 による採集個体数 の比 をプ ロ ットしたのが第5図 で

あ る。

11月 には吹 き飛 ば し法 によ り約50%の 幼 虫が採集 さ

れ,そ れ以後は採集率が低下 して1月 か ら2月 にかけて

約20%と 最低 にな り,そ の後ふ たたび上 昇 した。 この

傾向は気温の変化 とほ ぼ一致す る。

第5図 では1969年 の11月 か ら12月 にかけて 白畑

地区 と飯 田(A)地 区にお いて一時採集効率 が上 昇 してい

る。 この原因は,両 地 区 とも ヒコバエの発生 が多いほ場

で,12月 上旬は ヒコバ エが枯れ る時期 にあた るので,こ

れが採集効率に影響 しているもの と考 え られ る5。

1969年1月20日 の採集効率が 白畑,殿 里地区 とも異

常 な高い値 とな っているのは,第5図 でわか るように調

査 当 日の気温が高 く,ツ マグ ロヨコバイの動 きが 活発 と

な った ことによるもので あろ う。

5.越 冬幼 虫の令構成 および死亡 率

第5図 わ く内す い取 り法 を基準 とした吹 き飛 ば し法採集

効率 の季節的 変化 。丸 印は採集効率,縦 棒 は調査 日の最

高気温,(A):'67～'68年 殿里 地区,(B):'68～'69年

● 殿里地区,○ 白畑地 区,(C):'69～'70年 白畑 地区,

(D):'69～'70年 ● 飯 田(B)地 区,○ 飯 田(A)地 区。

5ツ マグロヨコバ イが スズメ ノテ ッポウ よ りもヒコバエに多 く生息 してい ることは観察に よって知 られてい る。
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第4表 1m2あ たり令別越冬世代幼虫数および令別減少率

主 要な死亡時期前 の12月 上 旬 と死亡時期後の1月 下

旬の採集 虫の令構 成 と令 別減少率を第4表 に示 した。

令構成 は1968～69年 の ように若令幼虫の 占め る割合

が高 い年 もあ る(前 述の気温の影響)が,概 して4令 幼

虫が主体 であ り,主要 な死亡 時期を過 ぎた1月 下旬には,

12月上 旬 よ りさらに4令 幼虫の割合が高 くな った。室 内

で個体飼育 を した結果に よると12月 と1月 には脱皮す

る個体が少 ない といわれる(君 崎,1969)。 したが って

12月 上 旬か ら1月 下旬 にかけての各令個 体数の減少率

は令別死亡率 と大差 ない もの と考 え られ,こ れか ら,越

冬可能 な幼 虫は4令 が主 体である と推測 す ることがで き

る。

殿 里地 区におけ る12月 上 旬の3, 4, 5令 幼 虫密度

と1月 下旬 の3, 4, 5令 幼 虫密度 の関係 を両対 数で プ

ロッ トしたのが第7図(A)で ある。

このよ うなグ ラフにおいて,死 亡が 密度 に依存 しなけ

れ ば直線 の回帰係数bは1,密 度依存 であれば<1,密

度逆依存で あれば>1と なる(伊 藤 ・桐谷,1971)。

この図でみ られ るよ うにbは1に きわめて近いので,

調査 を行 な った地方 におけ るツマグ ロヨコバイの越 冬期

の死亡率は密度 に依存 しない独立 の要 因でお こっている

と考 え られ る。

6.捕 食性天敵 としての クモの働 き

久野(1968),川 原 ら(1969)は クモ類 とその被捕 食者

で あるウンカ ・ヨコバイ類 の増殖 力 との間には大 きな差

が あるため に,ク モ類が捕食性 天敵 としてツマグ ロヨコ

バ イの個体数変動 に影響 を与 えるのはツマグ ロヨコバイ

に対す るクモ類個体数の比率が高 い ときだけで ある こと

を報告 してい る。

クモ類の 生息密度 は 秋 に 最高 とな り(田 中 ・浜村,

1968;浜 村,1969),一 方冬季 の ツマグ ロヨコバイ個体

数 は比較的低密度で ある。 しか し冬の低温 はクモの活動

をお さえると考 えられ る。

飯田(A)地 区で,1970年11月9日 に高 さ45cmの 畦

畔 シー トで 周 囲をか こってクモの 侵入 を防 いだ500m2

の休閑田に デル ドリン粉剤 を散布 し,人 為的 にクモ類の

密度 を低めた区6と 無処理区の休閑 田とを設け,ク モ類

とツマ グロヨコバイの個体数 変動を調べた。その結果 を

6デ ル ドリン粉剤 を散布す るとクモ類 とヒメ トビウンカのみ を殺 し,ツ マグロヨ コバ イの個体数 にはほ とんど影響 をおよぼさな

い(高 井 ら,未 発表)。
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第6図 に示す。

ツマグ ロヨコバイお よびクモ類 の個体数調査 は1回 の

わ く内す い取 り(12月 下 旬～2月 下 旬は2回 のすい取 り

合計値)に よる。

クモ類 は 冬季で も 個体数が 増加 している とい う 報告

(桐谷 ら,1970)も あるが,筆 者 らの場合 は 田中 ・浜村

(1968)の 栃木県 における調査結 果 と同様に12月 上 中旬

に急激 な減少 をみ た。

デル ドリン散布 区の クモ類個体数 は 各調 査時 とも 約

1/2に 減 少 していた。

採集 され た クモ の 種類 は 田中 ・浜 村(1968),浜 村

(1969),川 原 ら(1969)の 報告 と同 じくコサ ラグモ科が

優 占種 であった。

クモ類 の捕 食性 天敵 としての影響は1月 にはい ってあ

らわれ,デ ル ドリン散 布区は無処理 区 よ りもツマ グロヨ

コバイの個体数が 多 くな った。 とくに3令 以下 の幼虫に

顕著 であ った。

第6図 デル ドリン散 布に よるツマグ ロヨコバイお よび

クモ類 の個体数 消長(わ く内すい取 り法に よる)。

↑はデル ドリン散 布時 期,黒 丸実線はデル ドリン散布

区,白 丸破 線は無 処理区。

笹波 ・川原(1970)は コサ ラグモ類が ツマグロヨコバイ

の若令幼虫を主体に捕食す ることを,ま た川原 ら(1969)

は コサ ラグモ類は冬季で も発育増殖 し低温 に対 して耐性

が強い ことを示唆 してい る。

第4表 において,3令 以下の死亡率が高か った ことは,

クモ類が ツマグロヨコバイ越冬時の死亡要因 と して大 き

く働いた結果で あると考 えられ る。以上の ことか らツマ

グロヨコバイに対す るクモ類の捕食性天敵 と しての役割

は,冬 季間において も重要で あると推察 され る。

7.越 冬幼虫密度 と夏期の増殖率 との関係

大竹(1965)は ツマグロヨコバイの予察灯での年間総

誘殺数は異常飛来のあ った回数に支配 され るところが大

きいので,個 体群変動の研究に年間総誘殺数を使用す る

ことは危険であ ると報告 してい る。殿里地区 におけ る予

察灯へ異常飛来7の あ った回数 と年間総誘殺数 との関係

は第7図(B)の ように正の直線関係が あった。一方予

察灯への飛来期間で ある6月 下旬～9月 中旬におけ るす

くい取 りに よる成虫の平均採集数8と 年間総誘殺数の関

第7図 (A)越 冬前(12月 上旬)の 幼虫数と越冬後(1月

下旬)の 幼虫数の関係。(B)予 察灯へ異常飛来のあった

回数と年間総誘殺数の関係。(C)す くい取 りによる成虫

の平均採集数と年間総誘殺数の関係。(D)越 冬後の幼虫

数と(年 間総誘殺数/越冬後の幼虫数)の関係(縦 横軸と

も対数値)。

7異 常飛来 日の検出方法は,病 害虫発生予察事業で実施しているウンカ ・ヨコバイ類の異常飛来現象の解明とい う特殊調査研究

グループに提案された 「前 日または前々日の誘殺数の10倍 をこえるもの」 とした。 ただ しこの方法では飛来初期など誘殺数

の少ないときに問題があるので上の条件をみたした上誘殺数が100以 上の日を異常飛来日とした。

8す くい取 りによる成虫の平均採集数は病害虫発生予察事業で6月 下旬～9月 中旬のあいだに行なった(9～16回)も のを単純

平均 した。
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係 も正の直線的関係が あった(第7図(C))。 この こと

は年間総誘殺数がほ場の密度 をかな り正確 に反映 してい

ることを示すのではなか ろ うか。

越冬 した幼 虫の密度 と,夏 の個体数 との関係 は どうで

あろ うか?予 察灯成績か らは世代間 の分離が 困難なの

で,越 冬幼虫の主死亡期 をす ぎた1月 下旬 の幼 虫数 と,

そ の年の夏季 における増殖率 の指標 として(年 間総誘殺

数/1月 下旬 の 幼 虫数)と の 関係 をプ ロ ットした。第7

図(D)に み られ るよ うに,こ の指数(対 数値)は 越冬

した幼虫 の密度 に反比例 して,減 少す る傾 向を示 してい

る。

久野(1968)は ツマグ ロヨコバイの発生量 の年 次変動

の幅が せ まいのは 各世代 にわ た って 個体群 の 自然調節

機構が働 いて いる結果で ある ことを確 かめた。上述 の よ

うに冬季死亡率は密度 に依存 しないが,増 殖期 である夏

季 には 越冬幼 虫密度が 低 い年 ほ ど増殖率 は 高 くな り,

個体群密度 を 安定化す る 方向 に 働 いていた と考 え られ

る。

摘 要

ツマグ ロヨコバイ越冬幼 虫個体数 の変動 とその調 査法

について検討 した。

越 冬幼 虫の個体数調査法 として ワク内すい取 り法を用

い,時 間単位採集法 を併用 した。

越冬世代の卵 およびふ化直後 の幼 虫の死亡 には,気 温

の影響が大 き く働 らいている と考 え られ る。

各年 および各調査地 区 とも越冬幼 虫の主要 な死 亡時期

は12月 か ら1月 上旬 であった。越冬後 の幼 虫の令構 成

は4令 が主体で あった。

越冬幼 虫の個体数調査法で ある吹 き飛 ば し法 の採集効

率は20～50%で,ワ ク内す い取 り法 に くらべ て採集効

率が低 く,ま た採集時 の気温が大 き く関与 していた。

冬季間 においても クモ類はツマグ ロヨコバイの捕食者

として重要 な位 置にある と推定 され た。
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