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The relation between the damage caused by rice stem borer, Chilo suppressalis WALKER, 
was studied to minimumize the insecticide application. The experiments of 1970 and 1971 in 
Akita revealed that the damage caused by the second-generation rice stem borer decreased the 

yield and lowered the quality of rice, while the damage of the first-generation rice stem borer 
did not. From these results it seemed possible to dispense with the insecticide application to the 
first-generation rice stem borer under the condition of experimental fields, in which the proportion 
of injured stems was 2-3% in the first generation, and 8-18% in the second generation. It 
was necessary to carry out experiments under various conditions, and to find the injury level 
in which the insecticide had to be applied.

緒 言

作物害 虫に対す る殺 虫剤 の散布 は,農 業 生産の向上 に

貢献 して来 たが,そ の反面,散 布作業従 事者 な どに対 す

る毒性や,有 用動植物 と天敵 の減少 をまね き,さ らに食

品へ の残留毒性 な ど環境 の汚染 問題 をお こしてい る。 こ

のよ うな とき,害 虫による被害 が作 物の収量,品 質 に ど

のよ うな影響 を与 えるかをあき らかに し,減 収や品質低

下 をもた らさない程度の被害 に対 しては殺 虫剤散布 をや

め ることに よって,殺 虫剤の使用 を最少限 に とどめる こ

とが必要であ ろう。

ニ カメイチ ュウの被害 と収量 との関係 につい ては,河

田(1949, 1950 a, b),河 田ら(1950, 1954),岡 崎

(1951)が 稲 の茎 ごとに詳 しい研究をお こな った。 また,

井 伊 ・斉藤(1951),井 伊 ・生 熊(1951),布 施(1959)

は,圃 場の稲の 株 ごとに 被害 と収量 との 関係 を 追跡 し

た。石 倉 ら(1953),筒 井(1954 a),平 尾(1958, 1959),

菊地(1959),布 施 ら(1969)は 多肥や 早植栽培条件で

のニ カメイチ ュウ第1世 代の被 害増加 と収量 との関係 に

ついて報告 している。さ らに,筒 井(1954 a, b, 1959),

筒井 ら(1955 a, b, 1960),西 野(1959),小 林 ら(1971)

は,数 年または数 地点でのニ カメイチ ュウの被害 と収量

との関係か ら,被 害査定や,殺 虫剤散布必要度合 の推定

を試みてい る。

これ ら一連の研究 を概観す ると,ニ カメイチ ュウ第1

世代の被害は,稲 の補償作用が働 くために,収 量への影

響が第2世 代の被害 よ りも少 ない傾向が あるように思わ

れ,第1世 代 にお ける殺虫剤散布軽減の可能性が考 えら

れ る。著者は この点に注 目 し,秋 田県におけ る現在の栽

培 条件 の下 で,あ らためてニ カメイチ ュウの被 害 と収量

との関係 を調査 した。その結 果,上 述 の各研究結 果 とほ

ぼ同様 な結 論を得 たので,こ こに報告 したい。

本 文に先 だち,本 研究 の機会を与え られた秋田県農業

試験 場本谷耕 一場長,並 びに研 究をす すめ るにあた って

貴 重な助言 と御 援助 をいただいた同場栽培部 病虫科渡 辺

忻悦主任専 門研究 員は じめ同科の諸氏に厚 くお礼申 し上

げる。

方 法 お よ び 結 果

1. 株 ごとの被害 茎数の追跡 と収量

1970年 に圃場 の稲 における ニカ メイチ ュウ の被害茎

数 の推 移を株 ごとに追跡 し,こ れ と株 ごとの収量 との関

-147-



148 小 山 重 郎

係 を調べ た。

方 法:

秋 田市仁井 田,秋 田県農業試験 場圃場において,水 稲

品種 ヨネシ ロを4月11日 に ビニール畑 苗代に播種 し,

5月19日 に株 間22.5cm,畦 間22.5cmで1株3本 植

をお こな った。元 肥をN・P2O5・K2O各 成分8kg/10a,

追肥を6月24日 にN成 分2kg/10aそ れぞれ施 肥 し

た。その他 の栽培法 は秋 田県農試 の慣行 に よった。殺 虫

剤 の散 布は一切 お こなわず,殺 菌剤 は紋 枯病に対 してネ

オアソジン粉剤1回,い もち病 に対 してカス ミン粉剤1

回,両 病 に対 しカスモン粉剤1回,そ れ ぞれ散 布 した。

約2aの 圃場 の中央部 に20株 の列 を,間 を7株 づつ

あけて5列 とり,計100株 をきめ,田 植後 か らほぼ5日

ごとに計23回,株 ごとに被害茎数 を調査 した。第1世

代 は,葉 鞘変色茎 と心枯茎 を区別 し,第2世 代 は出す く

み茎,白 穂,変 色茎 を一括 して被害茎 とした。各調査時

に別にきめた20株 の稲 について,草 丈,茎 数,出 穂後

は穂数 を調査 した。

9月25日 に この100株 の稲 を印 をつ けて刈取 り,乾

燥後,株 ごとに脱穀 し,籾 数,登 熟粒数(比 重1.06の

硫安水溶液 に沈む籾 を登熟粒 とした),1000粒 重,精 玄

米重 をそれぞれ株 ごとに調査 した。 また株 ご との穂数 も

数 えた。

結 果:

第1図 は稲の生育の状況 と,ニ カメイチ ュウの被害茎

数の推移を示 した ものであ る。

第1世 代においては,6月 上旬,ま ず葉鞘変色茎が あ

らわれ,こ れが増加 して ピークに近ず く6月 末 に心枯茎

第1図 稲の生育 とニカメイチュウ被害茎数 の推移 。

第2図 調査 日ごとの被害茎数 と収量お よびその構

成 要素 との相関。

○:1%有 意,○:5%有 意,○:10%有 意。

があ らわれ る。葉鞘変色茎は稲 の茎数が最高 になる7月

上旬以降減少す るが,こ れは変色 した下位葉鞘が枯れ る

ことに よ り,見 わけがつか なくなるためで ある。心枯 茎

は なお増 えつづ け,7月 下旬 に ピークに達 し,そ れ以後,

稲の無効茎が枯れ ていく と同時 に区別が つか なくなって

減少 してい くが,完 全 にな くなるのは稲が 出穂 を完了す

る8月 中旬で ある。

第2世 代の被害茎は8月 上旬か らあ らわれ るが,は じ

めはその増加がゆ るやかで あ り,8月 下旬以降,刈 取期

の9月 下旬 にか けて急激 に増加す る。

この よ うに秋 田市 におい ては,第1世 代 の被害は稲 の

出穂前の栄養生長期 にあらわれ,第2世 代は稲 の出穂後

の登熟期 に被害 をもた らしている。

以上は100株 の稲全体の被害茎数 の推移 をみた もので

あ るが,株 ごとにみ る と被害茎数 の うごきは さまざまな

経過をた どってい る。そ こで各調査 日ご とに,株 ご との

被害茎数 と,こ れ と対応す る株の収量お よびそ の構成 要

素 との間で相関係数 を計算 してみ た。

ここで被害茎数は8月5日 以前は第1世 代の葉鞘変色

茎数 と心枯茎数 との合計,8月10日 以降は第2世 代の

被害茎数 と した。 また収量構成要素 とは松島(1960)に

従い,次 式の右辺の各要素 をさす。

精 玄米 重(収 量)=穂 数 ×1穂 籾数 ×登熟歩合 ×1000
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粒 重÷1000

各調査 日ごとの被害 茎数 と収量 およびその構成要素 と

の相 関をみれ ば,ど の時期 の被害 が各 収量構 成要素に ど

のよ うに影響 し,結 果的 に収量 に どんな影 響をお よぼす

かがあ きらかにな るであろ う。

第2図 はその結 果を図示 した ものであ る。全体的にみ

れば,第1世 代の被害茎数 と穂数 は負の,ま た1穂 籾数,

発 熟歩合,1000粒 重,精 玄米 重はそれぞれ正の相関関係

がみ られ,第2世 代 の被害茎数 と登熟歩合,1000粒 重,

精 玄米 重はそれぞれ負の相関を しめ してい る。相関係数

の値は低 いが,統 計的には有 意性が認め られ る。

これは,第1世 代の被害株では穂数が減少す るが,1

穂籾数,登 熟 歩合,1000粒 重の増加 によ り,結 果的 には

精玄米重が大 きくなる傾向 のある ことを しめ し,ま た第

2世 代の被害株は登熟歩合 と1000粒 重 の低下 によ って,

精玄米重が減少す る傾向の ある ことを しめす もの と考 え

られ る。 しか し,も し幼 虫が稲 の株か ら株へ分散移動す

る際 に,特 定の生育状態 の株 を選択す る とい う傾向 があ

るとすれば,こ の よ うな株 ごとの相関 関係 か らただちに

上述の結論 をみ ちびきだす ことは危険 である。そ こで次

に述べ るよ うな試験 をお こなった。

2. 世代別殺虫剤散布 と収量

1971年 には,各 世代 ごとに薬剤散布 をや った りや らな

か った りして,ニ カメイチュウの被害程度 を世代別 に変

え,こ れが収量 にどの よ うに影響す るかを しらべた。

方 法:

秋 田県農試圃場 におい て,水 稲 品種 ヨネシ ロを4月7

日にビニール畑苗代 に播種 し,5月17日 に 株 間22.5

cm,畦 間22.5cmで1株3本 植 した。施 肥は,元 肥を

N・P2O5・K2O各 成分で8kg/10a,追 肥を6月7日 に

N・P2O5・K2O各 成分2kg/10a,そ れぞれお こな った。

殺 虫剤散布 につ いては,第1表 に しめ したよ うに,第

第1表 試 験 区 の 構 成

1世 代散布 の有無 と第2世 代散 布の有無 を組 合わせた4

区をつ くり,1区 の面積 を67m2と して3回(第4区 は

生育 の異 なる区をはず したため2回)く りかえ しをお こ

な った。

殺 虫剤 はス ミチオン乳剤1000倍 液 を もちい,第1世

代は6月24日 に100l/10a,第2世 代は8月14日 に

150l/10a,そ れぞれ手 動肩掛噴霧機で散布 した。 殺 菌

剤 は全 区に対 して,紋 枯病のためにネオ アソジン粉剤3

回,ポ リオキシン粉剤1回,い もち病のために カス ミン

粉剤4回 をそれぞれ散布 した。その他の栽培法は慣行に

よってお こな った。

生 育調査は,各 区の中央に20株 を きめ,草 丈を3回,

茎数 と出穂後は穂数 を6回,そ れぞれ調査 した。

ニ カメイチ ュウ被害茎調査は,各 区に,25株 の列を2

列,計50株 をきめ,第1世 代5回,第2世 代2回 それ

ぞれお こなった。被害茎は,第1世 代は葉鞘変色茎 と心

枯茎 を区別 し,第2世 代は出す くみ茎,白 穂,変 色茎を

一括 して数 えた
。

9月27～29日 に刈取調査をお こな った。 この場合,

被害調査 をお こなってい る50株 の他 にさらに25株 の

列 を2列,合 計100株 を刈取 り,乾 燥後,秋 田県農試の

常法 によって脱穀調整 し,わ らを含む全重,精 籾重,精

玄米重 を測定 した。 また精玄米の うち一部 を均分器 によ

って とり,農 林省統計調査事務所 の常法 によって段ぶ る

いをお こない,玄 米 の粒厚別粒数分布 を しらべ た。 さ ら

に,こ の うち粒厚1.7mm以 上 の玄米 の一部 を均分器 に

よ って とり,農林省食糧事務所 の基準 に したが って整粒,

未熟粒,活 青米,青 死米,白 死米 の粒数 を数 えた。 なお

刈取 り調査 の際 には,ニ カ メイチ ュウによる被害茎数 も

調査 した。

病害 の発生 が多か ったので,ニ カ メイチ ュウの被害調

査 をお こな っている50株 について,9月14～16日 に

紋枯病 といもち病 の罹病程度 を しらべ た。紋枯病 は各茎

の止 葉 と次葉の葉鞘におけ る病 斑の有無 を調査 し,次 の

式によ って被害度 を算 出 した。

紋枯病被 害度=100

A:止 葉々鞘 に病斑 の有 る茎数

B:次 葉々鞘 に病斑 の有 る茎数

N:全 茎数

いもち病 は穂の1/3以 上 の籾が枯れ ているものを罹病穂

として,罹 病穂率 を算 出 した。

ニカ メイチ ュウ以外 の害 虫の発生は少 な く,収 量 に対

す る影響 は無視 できるもの と判断 された。

結 果:

第2表 に生育 調査の結 果を しめ したが,各 試験 区 とも

大差 がなか った。

第3図 はニ カメイチ ュウの被 害茎率 の推移である。第

1世 代に薬剤散布をお こな った第1区,第2区 では,第

1世 代の被害茎率が低 く,第2世 代に散布をお こな った

第1区,第3区 では第2世 代の被 害茎率 が低 いので,ス
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第2表 生 育 調 査 結 果

3区平均値±60%信 頼区間

第3図 各試験区におけるニカメイチュウ被害茎率の推移。

縦実線は60%信 頼区間。

ミチオン散布 の効 果は認 め られる。第3図 で第4区 の第

1世 代の被害 茎率 について信 頼区間の幅が広 いのは,前

述 のよ うに試 験区の くりかえ しが2回(他 の区は3回)

であるためで,平 均値 にお いては,第1世 代無散 布の第

3区 とほぼ似 た値 を とってお り,第1世 代散 布区であ る

第1区,第2区 よ りは高 い被害茎率 である と考 えて よい

であろ う。

第4図 は紋 枯病 とい もち病 の罹 病程度 を比較 した もの

であ るが,各 試験 区の間に大差 がない。 したが って病害

第4図 各試験区における紋枯病といもち病の発生

程度の比較。縦実線は60%信 頼区間。

に よる収量へ の影響は,各 試験区で大差が なか った もの

と考 え られる。

第5図 は,収 量 調査の結 果を比較 した ものであ る。 こ

れ をみる と,第2世 代に散布をお こな った,第1区,第

3区 が無散布 の第2区,第4区 に くらべて,全 重,精 籾

重,精 玄米 重 ともに重い傾向を しめ してい る。 ところが

第1世 代散 布をお こな った第1区 と第2区 を,そ れぞれ

無散布 の第3区,第4区 とくらべ ても,そ れ らの間に大

きい差 は認 め られ ない。

同様 の ことは,精 玄米 の品質 を比較 した第6図 にお い

てもみ られ る。す なわ ち第2世 代散 布をお こな った第1

区,第3区 で は無散布 の第2区,第4区 よ り1000粒 重

が重 く,白 死米歩合が低 い。 しか し,第1世 代散布の有
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第5図 各試験区における収量の比較。

縦実線は60%信 頼区間。

第3表 玄米の粒厚別粒数分布

無に よるちがいを,第1区 と第3区,第2区 と第4区 の

間で くらべて も大差が認め られ ない。整粒歩合,活 青米

歩合,青 死米 歩合 については,各 試験区 によるちが いが

認め られなか った。

第3表 に しめ した玄米 の粒厚別粒数分布 において も,

第2世 代散布をお こな った第1区 と第3区 において粒厚

の厚い玄米 の割合が大 きい傾向がみ られ る。

以上 の結果か ら,こ の試験圃場においては,ニ カメイ

チ ュウ第1世 代の被害は稲の収量お よび玄米の品質 に影

響を与えず,第2世 代の被害に よって収量 と品質の低下

がもた らされた もの と考 え られ る。

考 察

以上,2ヵ 年の結 果か ら,試 験のお こなわれた圃場で

は,ニ カメイチ ュウ第1世 代の被害は,稲 の栄 養生長期

第6図 各試験区における玄米品質の比較。

縦実線は60%信 頼区間。

にあ らわれ るが,減 収や玄米 の品質低下 をもた らす こと

が な く,第2世 代 の被害は,出 穂後 の登熟期 にあ らわれ

て,減 収 あるいは玄米の品質低下 をもた らす ことがあ き

らか になった。1970年 にお こなった株 ごとの調査では,

第1世 代 の被害株でむ しろ増収す る傾向がみ られたが,

これは幼 虫が収量の高 くなる株 を選択す るとい う可能性

もあるので さらに検討 を要す る。

河 田(1949, 1950 a, 1950 b),河 田 ら(1950, 1954)は

鉢栽培の稲 に 卵接種 を お こな う方法 によって,第1世

代 の被害株 にお いては,高 位分 けつが有効化 して,被 害

の少 ない時 にはむ しろ株 としては増収す る場合が あるの

に対 し,第2世 代の被害 を うけた稲 には補償力が なく,

減収す ると述べてい る。同様の ことは岡崎(1951)も 述
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べてい る。

井伊 ・斉藤(1951),井 伊 ・生 熊(1951)は 圃場 にお け

る株 ごとの調査で,茎 数が12～13本 以下 の弱少株 にお

いては,第1世 代の被害に よる減収がお こるが,12～13

本以上の株では被害 と収量 との間に関係がない ことをみ

てい る。 しか し,第2世 代の被害を うけ ると12～13本

以上の株 で も減 収す るとい う。布施(1959)も 株 ごとに

第2世 代の被害 と収量 構成要素 との相関をみ ると負の相

関係数 がえ られ ることか ら,第2世 代の被 害は減収を も

た らす と述 べている。

この ように,第1世 代 の被害 が稲 の補償作 用によ って

減収を もた らさず,第2世 代の被害 に よって減 収す ると

い うことは,本 研究 の結 果 と一致す る ものであ る。

石 倉 ら(1951)は 多肥栽培 に よってニ カメイチ ュウの

被害 はふ え るが,稲 の収量 もます か ら,ニ カ メイチ ュウ

の発生が 少ない ときにはマイナスにはな らない と述べて

いる。筒井(1954 a),平 尾(1958, 1959),菊 地(1959)

はいずれ も稲 の早植栽培 によ ってニカ メイチ ュウ第1世

代 の被害 が 増加す るが,稲 の 補償 力も ます ことによ っ

て,必 ず しも減 収にな らない ことを報 じてお り,布 施 ら

(1969)も,第1世 代 の心枯茎率が5%前 後 の条件 で

は,収 量 に対す る影響 はほ とん どない と述 べてい る。ま

た高 野 ら(1960)は,第1世 代の薬剤散 布に よる増収効

果はな く,第2世 代の被害 の多い場合 にのみ散 布が増収

効 果をもた らした例 をあげている。

このよ うに多肥や早植栽培 においては,第1世 代の被

害が増加 す るが,そ の割合 には減 収 していない例 が多い。

秋田県では1955年 頃 か ら多肥,早 植栽培 が急速に普及

し,本 研 究 も同 じ条件下 でお こなわれた ものであ るが,

その結 果は上述 の各研究結 果 と一致 してい る。 したが っ

て,減 収を防止す るとい う立場 か らす ると,一 般 的にい

って,第1世 代 の殺 虫剤 散布は必要 がない場合 が多い と

考 え られ る。 しか し第2世 代の被 害は減 収を もた らす こ

とが多いので,殺 虫剤 散布の必要性は高い もの と思われ

る。

ただ,こ こで注意 しなければな らないのは,本 研究が

ニ カメイチ ュウ第1世 代の心枯茎率 が1970年 は約3%,

1971年 は約2%と い う比較的低 い条件 の もとでお こな

われてい ることであ る。秋田県では現在 この程度の被害

が一般的であ るが,よ り高い被害程度の場合には第1世

代の被害 によって も減収す る可能性が ある。 また,第2

世代末期の被害茎率は,1970年 に約18%, 1971年 には

約8%で あったが,よ り低い被害程度の場合 には収量 に

影響 しない ことも当然あ りうることであ る。

す でに筒井(1954 a, b, 1959),筒 井 ら(1955 a, b, 

1960),西 野(1959),小 林 ら(1971)は,数 年 または数

地点の 被害程度の ことなる 場合の 収量 を しらべ,被 害

程度か ら減収量 を査定 した り,殺 虫剤散布の必要度合 を

推定 しようと試みてい る。 しか し,こ れ らの研究がお こ

なわれた地域や時期は,現 在の秋 田県の条件 とは異な る

もの と考 え られ るので,今 後 さまざまの被害程度におけ

る被害 と収量 との関係をあ きらかに し,殺 虫剤散布を必

要 とす る被害水準 をみいだす ことが必要 と思われ る。そ

して,こ の水準以下の被害に対 しては殺虫剤散布をやめ

る ことに より,散 布の軽減をはか ることがで きると考 え

られ る。

摘 要

ニ カメイチ ュウに対 す る殺虫剤の散布を必要最少限に

とどめ るため,ニ カメイチ ュウの被害 と収量 との関係を

み いだそ うとした。

1970年 には,圃 場の100株 の稲 株において,全 生育

期 間にわた り,被 害茎数 を株 ごとに追跡 し,各 時 期 ごと

の被害 茎数 とそれぞれ対応す る株の収量お よびその構成

要 素 との間の相 関係数 を算出 した。その結果,第1世 代

の被害 茎数 の 多い 株 ほ ど,穂 数 は少ないが,1穂 籾数,

登 熟歩合,1000粒 重,精 玄米 重が大 きい傾向がみ られ,

また第2世 代の被害茎数 の多い株 ほ ど,登 熟歩合,1000

粒 重,精 玄米 重が小 さい傾 向がみ られた。

1971年 には,世 代 ごとに殺虫剤散布をや った り,や ら

なか った りす ることに よって,ニ カメイチ ュウの被害茎

率 をかえた試験区を圃場につ く り,収 量お よび玄米 の品

質 を調 査 した。その結果,第1世 代の殺虫剤散布に よっ

て被害茎率は低下 す るが,全 重,精 籾重,精 玄米 重は無

散 布の場 合 と差 がな く,第2世 代の散布に よって被害茎

率 が低下 した試験区においては全重,精 籾重,精 玄米 重

の増加傾 向がみ られた。1000粒 重,玄 米の粒厚,白 死米

歩合について もこれ と同様に,第1世 代散布の有 無によ

る差は認め られず,第2世 代散布区において1000粒 重

が大 きく,粒 厚 が厚 く,白 死米 歩合が低下す る傾向がみ

られた。

以上2ヵ 年 の結果は,第1世 代心枯茎率2～3%,第

2世 代末 期被害茎率8～18%と い う被害程度の下 でえ

られた もので,こ の ような条件では第1世 代の薬剤散 布

は不要であ るとい えるが,第1世 代の被害が よ り多い場

合には減収や品質低下を もた らす可能性 もあ るので,今

後 さまざ まの被害程度の場合 に,被 害 と収量 との関係を

検討 し,殺 虫剤散布 を必要 とす る被害水準を世代 ごとに
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み い だ す こ とが 必 要 で あ ろ う。
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