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Insect Resistance of the Rice Plant to the Green Rice Leafhopper Nephotettix cincticeps UHLER. 

1. Laboratory Technique for Testing the Antibiosis. Ken-ichi KISHINO and Yukio ANDO (Tohoku 

National Agricultural Experiment Station, Omagari, Akita 014-01, Japan) Jap. J. appl. Ent. 

Zool. 22: 169•`177 (1978)

In order to establish simple and rapid testing methods for antibiosis of the rice plant to the 

green rice leafhopper, three testing methods, germinated seedling, young seedling and leaf blade 

method were studied. A germinated seedling in a test tube was used for the first method. A 

young seedling in a plastic cylinder was used for the second method. A cut leaf blade in a test 

tube was used for the third method. The survival ratio of the nymphs fed on test plants was exa-

mined in these tests. Although it fluctuated largely, it was shown that resistant varieties can be 

distinguished from susceptible varieties. Both testing methods using the seedlings seemed to be 

suitable for the screenig of resistant varieties in any season, but unsuitable for the selection of cros-s 

ing progeny because it was difficult to use the rice seedling for supplementary examination or 

breeding after testing. The leaf blade testing method could be used for various tests with atten-

tion to the survival ratio fluctuation, namely, screening of varieties, selection of crossing progeny. 

Consideration of the merits and demerits of each method is necessary for effective testing.

緒 言

ツ マグロヨコバイNephotettix cincticepsは,稲 か らの直

接吸汁害に加 えて,各 種 ウイルス病の媒介昆虫 と して稲

作 の重要害 虫の一種にあげ られてい る。 この虫の防除は

ほ とん ど殺虫剤 に依存 してきたため,生 態系の攪乱に よ

る殺 虫剤 多用 の悪循環,環 境 汚染 や殺 虫剤抵抗 性虫の出

現な ど多 くの問題が持 ちあが り,殺 虫剤 依存 による防除

体系は,再 検討 をせ まられ ている。殺 虫剤へ の依存度 を

軽減 し,生 態的 防除法 を加味 した いわ ゆる総合防除法 の

確立 が,現 在の急務 とされてい る。

最近,水 稲品種の中でツ マグロヨコバイ に対 して耐虫

性 を持 つ 品種の存在が 指摘 され(井 上,1966),そ の利

用に ついて 引続 き研 究が 行 われて きた(腰 原,1970,

1974; KOSHIHARA, 1971)。 その後,ウ ンカ,ヨ コバイ

類 に対 する耐 虫性研究 は,九 州地 方に発生 したイネわい

化病が ツマグ ロヨコバイによって媒介 され る ことが確 認

された ことを契機 と して共同研究体制が組織 され,本 格

的 研究が開始 された。

筆 者 らは,ツ マグロヨコバイ に対す る耐虫性利用の防

除技術 を個体群密度制御技術の一環 と して とらえ,耐 虫

性 の一要因 である抗生作用(PAINTER, 1951)を 主 とし

て利用す る技術 の開癸 に目標 を置いて研 究を進 め,そ の

第一段 階 として,耐 虫性遺伝 子源の検 索,遺 伝 機構 の解

明,耐 虫性 中間母本 の作 出過程 における選抜等 に必要 な

簡易検定法 を確立す るため,室 内検定法 につ いて検討 し

た。

ここでは,室 内検定法において指標 となる生存 虫率の

変動要因を明 らかにす るとともに,そ れぞれの検 定法 の

特徴 や問題 点を指 摘 した。

この研究 を推進す るに当た り,多 くの有益 な示唆 を与

えられた 農林水産省 野菜試験場 腰原達雄技官 並びに

種 々の協力 を受けた当場の河部 暹技官,佐 藤 テイ技官

に対 して深謝の意 を表す る。

材 料 お よび 方法

供 試 虫

1972年 に秋田県金浦町 よ り採集 した成虫を,幼 苗(品

1) この報告 の一部 は応動昆学会第19回(東 京),第20回(京 都),第21回(東 京)大 会において報告 した.

1978年2月6日 受領.
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種 トワダ)を 用 いて室 内で継代飼育 したものである。

供試虫の令期

特記す る他は,ふ 化直後1～3日 後(1～2令)の 幼

虫を用 いた。

検 定 法

3種 の検定法 につ いて検討 した。

1) 芽 出 し苗検定法:試 験管(1.8×18cm)に 深 さ1

cm程 度 に水 を張 り,第1葉 展開直前 の稚苗を1本 入れ

数頭 の幼 虫を放飼 して綿栓 し,生 存 率か ら抗生 作用の強

さを判定 する。

2) 幼 苗検定法:直 径8cm,深 さ5cmの 塩 ビ製容器

に蒸気殺菌 した土を深 さ3cm程 入れ,催 芽 しておいた

籾 を播種 し,第1葉 展開後の苗 に,上 部 と側面 にテ トロ

ンゴース を張 った塩 ビ円筒 をかぶせ,そ の 中に1茎 当た

り数頭の幼虫 を放飼 して,生 存率か ら抗生作用の強 さを

第1表 供試品種の耐虫性程度

＊ 図 中 で はLepedumaiはLep .,ユ ー ゴス ラ ビアAは ユ ー

ゴAと 略 称 した.

判定す る。

3) 葉検定法:1cm程 度水 を張 った試験管(1.8×18

cm)に ほ場 で栽培 中の稲葉 を適 当な長 さに切 って入れ,

その 中に8頭 前後の幼 虫を放飼 して綿栓 し,生 存率 から

抗生作用の強 さを判定す る。

検定室の条件

1974,1975年 は,上 部に10W螢 光 灯を1本 設 置 した

小型定温 器(30lux)を,1976年 以降 は 大形飼育装 置

(コイ トトロンEA18型,430lux)を 用いた。そ して,

特記 する以 外は25.0℃,16時 間照明下で実験を行 った。

供試 品種の耐虫性程度

各種の検定結 果か ら,第1表 に示す判定が得 られ てい

る。

実 験 結 果

芽出 し苗検定法

この検定法 は,従 来 か ら行 われて きた耐虫性検定法の

一 種であるが,変 動 要因についての詳 しい解析は見当た

らない。 そ こで,2,3の 要因が生存率 に及ぼす影響に

ついて調 査 した。

1. 供試 虫数 の違いに よる生存率の変化

耐虫性 程度の異な る6品 種 を供試 し,試 験管当た りの

虫数 を2頭 か ら10頭 の範囲 で変化 させ,2,4,6日

後 の生存 率 を調査 した。 その結 果を示す と第1図 の とお

りであ る。

この図をみ ると,各 品種 とも,虫 数が増加す るに従 っ

て生存 率は徐 々に低下す る傾向のあ ることがわか る。 し

第1図 芽出し苗検定における生息密度による幼虫生存率の変化.

図中の数字は放飼後日数を示す.1区 は試験管8～20本 使用.
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第2図 芽 出 し苗検定 における飼料交換 日数による幼 虫生存率 の変化(I).

図中の数字 は飼料交換間隔で,飼 育密度 は1本 当た り4～6頭 放飼,

1区20本 使用.

第3図 芽出 し苗検定におけ る飼料交換 日数に よる幼 虫生存率 の変化(II).

図中の数字 は飼料交換 間隔で,飼 育密度は1本 当た り9～11頭,1

区10本 使用.

か し,耐 虫性極強品種 と感受性品種 は,耐 虫性強～ 弱品

種に比べ て虫数の違いに よる生存率の差が小 さい。 また

耐虫性極 強お よび強品種では,放 飼後 日数が経過す る と

生存 率が低下 して くるが,感 受性品種では生存率は ほ と

ん ど低下 していない。

2. 飼料 の交換時期に よる生存率の変化

試験管 当た りの虫数 を5頭 前後 とした区 と10頭 前後

とした区の2区 を設け,飼 料を3,4,5日 毎に交換 し

た場合 および全 く交換 しなか った場合 について生 存率 を

調 査 した結 果は第2,3図 の とお りである。

1試 験管 当た り5頭 前後(4～6頭)放 飼 した第2図

をみ る と,い ずれ の品 種も,飼 料 の交換 間隔が短 いほ ど

生存率 は高 い傾向 を示 している。 そ して,耐 虫性品種 で

は経時的 に生存率 は低下 しているが,感 受性品種 では飼

料無交換 区を除 いて,生 存率 はあま り低下 しない。

試験管当た り10頭 前後 を放飼 した第3図 をみ ると,

全般的 には第2図 と同傾向 を示 してい るが,途 中の経過

では,飼 料の交換間隔の長短に よる一定 の傾向は認め難
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い。そ して,10頭 前後放飼区 では,5頭 前後放飼 区に

比べ て生存率低下 の度合が大 きい ことがわ かる。

幼苗検定法

新 しく開発 した検定法 で,供 試 虫数や栽植本数,供 試

虫の発育程度 な どが抗生作用 の指標 となる生存率 に及 ぼ

す影響 につい て検討 した。

1. 幼 虫生存率 の経時変化

耐 虫性程度の異 なる6品 種 を供試 して,途 中飼料 の交

換 を全 くせず,生 存率 を調査 した結 果が第4図 である。

第4図 幼苗検定に おける幼 虫生存 率の経時変化(I).

1円 筒6本 植,1本 当た り5頭 放 飼,6～7円 筒 使用.

同 じ方法で途 中ほぼ5日 お きに飼料 の交換 を行ない,交

換時 に生 存率を調べた結果が第5図 であ る。

第4図 をみる と,耐 虫性極強お よび強品種では放飼2

日後 まで に急激 に生存率が低下 してい るが,5～6日 以

降はほ とん ど生存率は変化 していない。 これ に比べ て感

受性品種では急激な生存率の変化はみ られ ないが,徐 々

に低下 して行 くことがわか る。

第5図 をみ ると,耐 虫性極強品種 では第1回 の飼料交

換時 まで に生 存率は零 を示 し,耐 虫性強品種 では第1回

飼料 交換 時までに生存 率が急激 に低下す るが,そ

の後 はそれ ほ ど変化 していない。耐 虫性 中～感 受

性 品種では生存 率が徐々に低 下 してお り,1本 当

た り3頭 放飼では,老 令にな ると頭数が多す ぎる

ことを示唆 しているよ うにみえ る。

次に,若 令 虫を用いて,短 期間検定を実 施す る

場 合の放飼密度 と生存 率の変化 を調べ てみた。そ

の結果が第6図 であ る。

この図に よると,感 受性品種 では頭数が増加す

るに従 って生存率はわずか に低下す る傾向がみ ら

れ るが,耐 虫性極強,強,中 品種 では,放 飼密度

と生存率の間 に明瞭 な関係 はないよ うである。

2. 放飼密度 と栽植本数が生存率 に及 ぼす影響

耐虫性の異 なる6品 種を1円 筒 当た り,6,12

24本 植 と し,1本 当た り3頭 のふ化幼 虫を放飼す

る密度 一定 区 と,栽 植本数 にかかわ りな く,1円

筒 当た り40頭 の幼 虫を放飼 する頭数 一定 区 とを

設 けて,5,6日 後 に生存率 を調査 した。結 果は

第5図 幼苗検 定におけ る幼 虫生存 率の経 時変化.

1円 筒6本 植,1本 当た り3頭 放飼,1区4～5円 筒使用.
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第6図 幼苗検定における供試頭数の違いによる幼虫生存率の変化.

図中の数字は放飼後日数を示す.1円 筒6本 植.

第7図 幼苗検定にお ける栽植本数 と飼育密度 の違いに よる幼虫生存率 の変化.

Aは 放飼頭数 を変 えて,生 息密度 を一定に した 区.1区6円 筒,5日 後

調査.Bは 放飼頭数 を一定 に し,飼 育密度 を変 えた区.1区4円 筒,6

日後調査.()内 は1本 当た り頭 数を示 す.

第7図 の とお りであ る。

密度一定区であ るAを み ると,耐 虫性極強お よび感受

性品種では,栽 植密度 にあま り関係 な く生存率 はそれ ぞ

れ 同程度で あるが,耐 虫性強の清流,中 程度 の鳥穀仔A

の両品種 は,24本 植 では 生存率が高 くな っている。 耐

虫性 中程度 の三 又棋 は変化がみ られ ない。 これ に比 べて

放飼頭数 を一定 に したB区 では,耐 虫性極強 品種 と感 受

性 品種 とも,密 度 一定 区 と同様 に生存率 の変化 はほ とん

どみ られ ないが,耐 虫性強～ 中品種は栽植本数が 多 くな

るに従 って生存率が,高 くなる傾 向が は っき りとみ られ

る。

3. 供試 虫の発育段 階による生存率 の変化

1円 筒 当た りの植付本数 を6本 植 とし,1本 当た り1

～4令 虫は3頭,5令 虫は2頭,成 虫は1.5頭 放飼 し,
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第8図 幼苗検定におけ る供試虫の発育段階 と抵抗性 の変化.

図中の数字 は放飼後 日数を示す.1区6円 筒,6本 植.1本 当た り

1～4令 虫は3頭,5令 虫は2頭,成 虫 は1.5頭 放飼.

第9図 葉検定 における葉位 による幼 虫生存率 の変化.

図中の数字は放飼後 日数 を示す.Tは 止葉 を,-1は 止葉下

第1葉 を示す.1区5本 使用.

6日 後 までの生存 率を調査 した。その結果 を示す と第8

図の とお りであ る。

感受性品種では,6日 後 までの生存率 に発育段階 によ

る変化が ほ とん どみ られないが,耐 虫性品種 では,各 発

育段階 とも放飼後の 日数が経過す るにつれ て生存率は大

きく低下 し,抗 生作用の強 さが示 され てい る。発育段階

による生存率の差は放飼2日 後が最 も顕著で あ り,6日

後 では差がは っき りと しない。供試虫の発育段階 による

抵抗 力の差 は放飼初期 では大 き く,徐 々に小 さ くなって

行 くよ うに思われ る。

葉 検 定 法

この検定法は ほ場 に生育 中の稲 を利用す るため,採 集

葉 の葉位や部位,分 蘗位 置な どによって検定結 果に差異

が現われ るか どうかを予 め検定 してお く必要が あった。

1. 検定葉 の採集葉位 による生存率 の変化

各株の主稈 あるいは第1次 分蘗 と推定 され る茎の止葉
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(以下Tで 示す)と その下3枚 の葉 をほ場 か ら摘 採 し,

葉身下部 を供試 して2,3,5,10日 後 の 生存率 を調

査 した。 その結 果を示す と第9図 の とお りである。

耐 虫性極強 品種 と感 受性 品種 では,葉 位 による変化 は

ほ とん どないが,耐 虫性強～ 中品種では,葉 位 による生

存率の差が明 らか にみ られ る。すなわち,鳥 穀仔Aと 求

仔 白では下位葉 ほ ど生存率 は,高 くなる傾向が み られる

し,打 鉄 崙Bと 紅稲 では止 葉の下第1葉(以 下T-1で

示す)位 での生存率 が低い傾向を示 している。 これ らの

ことか ら,抗 生作用 の強 さは葉位 によ って変化 す ること

が うかが える。

2. 葉 の部位 による生存率 の変化

主稈 あるいは第1次 分蘗 と推定 され る茎 か らT-1葉

を摘採 し,葉 身 を上(先 端),中,下 に3分 割 し,葉 の部

位 による生存率の差異 につ いて調査 した。葉鞘 は比較 と

して用 いた。 その結果 を示す と,第10図 の とお りで あ

る。

この 図をみ る と,耐 虫性品種 では,下 部 に比べ て上,

中部の生存率が高 く,下 部ほ ど抗生 作用が強い ことが示

されている。感受性 品種では,3日 後調査では生存率に

ほ とん ど変化 がみ られないが,5日 後調査で生 存率が上

部ほ ど低 く現 われてい る。比較 として用いた葉鞘は,葉

身下部 と同程度かやや強い抗生作用 を示す もの と考 えら

れ る。 これ らの ことから,葉 の部位 によっても明 らか に

抗生作 用が異 な ることがわか る。

3. 検定 葉の分蘗位 置による生存率 の変化

検定葉 を摘採 する茎の分蘗位 置によ って抗生 作用が変

化す るか どうかを明 らかに しようとして,耐 虫性品種を

供試 し,摘 採葉の分 蘗位 置を確 認 したのち,T-1葉 を

切取 り,そ の葉身下部を用いて生存率を調査 した。その

結 果は第11図 の とお りである。

生存率 は品種間では明瞭 な差異を示 してい るが,分 け

つ位 置間では多少 の変動 はみ られる ものの,特 に一定の

傾 向は認 め られない。 したが って,分 けつ間での抗生作

用 の強 さの差異 はほ とん どないもの と考 えられ る。

4. 株 間における生存率 の変動

耐 虫性程度 の異 なる3品 種について,ほ 場で適当な株

を選定 し,各 株 の主稈 あるいは第1次 分 けつ と思 われ る

茎 か ら5葉(n-1葉)を 摘採 して,そ の葉 身下 部を供

試 して生存率 を調査 した結 果は第2表 の とお りである。

生存率 は抗生作用 の強 さに応 じて示 され ているが,生

存率 の変動幅 は耐 虫性 中程度 の三 又棋が最 も大 きい。分

散 でも,三 又棋 が最 も大 きく現 われている。品種間では

分散 の最 も大 きい 日数が異 な っている。

第10図 葉検定における葉身部位による幼虫生存率の変化

図中の数字は放飼後日数を示す.1区5本 使用.

第11図 葉検定における採集葉の茎の分けつ位置による幼虫

生存率の変化.

図中の数字は放飼後日数を示す.1区5本 使用.

考 察

芽出 し苗検定法 と幼苗検定法 とは,い ずれも発芽間も

ない稲 を使 用する とい う点では同 じであるが,芽 出 し苗
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第2表 株間における抗生作用の変動

検定法 では根 につい てい る土壤 を洗 い流 して しま うが,

幼苗検定法 では土壤 か ら発芽 した ままの状態 で使用す る

とい う点や,放 飼空間の広 さとい うことでは異 なる。発

芽間 もない稲 を用い る両検定法 では稲の生育段階 による

抗生作用の変動は考慮 しな くてよいが,飼 料 とな る稲が

小 さいか ら放飼虫数や途中での飼料の交換時期な どが問

題 とな る。 途中で飼料の 交換 をせず,10日 前後 まで生

存 率を調べてみ ると,芽 出 し苗検定法では,感 受性品種

でも 日時 が経過 す るに従 って徐々に低下 して きた(第1

図)。この現 象は幼苗検定法 でも同様 であ った第(6図)。

途 中で飼料 の交換 をす る と,当 然なが ら交換 回数 が短い

ほ ど生存率 は高 くなる傾向が み られ る。飼料 の交換 な し

で感 受性 品種 での生存率が80%以 上 を維持 する期間は,

放飼後5～6日 である。 また,耐 虫性,感 受性 品種間で

生存率 に明瞭 な差異 の現われ る時期 も,両 検定法 とも,

放飼後5日 頃 とみ られ る。 そ して,耐 虫性極強 品種 とみ

られ ているLepcdumaiで,生 存率が零に近づ く時期 も

放飼後4～5日 頃 とみられ た。

次に供試 頭数 についてみる と,耐 虫性,感 受性 品種 と

も,頭 数 が少 ないほ ど生存率 は高 くな る傾 向があるが,

耐虫性 品種では,放 飼 後間もな く急激 な生存率 の低下 を

招 くのに比べて,感 受性 品種では徐々に しか生存 率は低

下 しないか ら,耐 虫性,感 受性 品種間での頭数 の問題 は

同列で論ず ることはで きない。 しか し,実 際の応用 場面

では,耐 虫性 程度が未知の品種,系 統を検定 する ことに

な るか ら,すべて一定 条件下 で検定 を実 施する しかない。

芽出 し苗検定法 の場合,2～10頭 の 範囲では,頭 数

が多 くなるに従 って,生 存率 は低下 する傾 向が み られた

が幼苗検定法 の場合 は,2～8頭 の範囲ではそれ ほ ど大

きな差異 はみ られないよ うであ った(第1図 および第6

図)。 これは放飼空間の広 さや 稲の活力 に関連す る問題

と思われ る。

幼苗検定法におけ る栽植本数 と供試頭数 との関係 につ

いてみ ると,耐 虫性極 強お よび感受性品種ではほ とん ど

差 異が現われないの に比べ て,耐 虫性強中品種 では本数

や密度 によって生 存率が多少異な ってい る。 しか し,い

ずれの区で も,抗 生作用の品種間差異は明瞭 に現われ て

い る(第7図)。

また,供 試虫は令期が進むに したが って抵抗力を増す

傾 向があ るが,1～3令 期 にかけてはそれほ ど大 きな差

異 は認め られない(第8図)。

これ らの ことか ら,簡 易検定法 と して芽出 し苗,幼 苗

検定法 を応 用する場合 には試 料稲は無交換 とし,検 定 日

数 は5日 前後,放 飼虫は若令 虫を用い,1本 当た り4～

5頭 が適 当 と考 え られる。両検定 法は一般飼育 法 として

も利用 され ているが,こ の場合 は供試頭数 を少 な くする

とか,飼 料 の交換 を頻繁 に行 な う必要 がある。

葉検定法 では,生 育初期 の葉 はあま り対 象 とせ ず,分

けつ盛期か ら出穂期 にか けての葉が主 な対 象 となる。 こ

の時期の葉身はか な り長 いか ら,供 試部位 について,ま

た,採 集葉位 による変動 につ いて検討 した。放飼 虫数 に

つい ての検討は行わ なか った。 この検定法 では,供 試葉

の葉位 や部位 によって生存率は変動 した。すなわ ち,止葉

下 第1葉 で生存 率は低 くな る傾向 を示 した し(第9図),

葉身の上 部(先 端部)よ りも基部 で生存率は低 く現われ

た(第10図)。 しか し,葉 を採集す る茎の分 けつ位置

による変化 はほ とん どみ られなか った。 これ らの結 果か

ら,こ の検定法では供試葉の葉位や部位 は一定 にす る必

要があ るが,葉 を採集す る茎の選択は あま り配慮 しな く

て もよさそ うであ る。

簡易検定法 と して葉検定法を利用す る場合 には,試 料

稲 を無交換 とし,止 葉抽出時期 に主稈 あるいは第1次 分

けつ茎の止葉下第1葉 を摘採 し,そ の葉身下部 を用い て

8頭 前後のふ化幼虫を放飼 して,3～5日 後 に生存率 を

調 査す るとい う方法が適 当と考 えられ る。 この検定法で

は,稲 の生育 段階 によって抗生作用は変動す ることが知

られているか ら(岸 野,1976),検 定時期 には 十分な配

慮 が必要であ る。 この検定法 も,飼 料の交換や虫の令期

の違いに よる供 試頭数の調節 を配慮す ることによって一

般 調査法 として利用する ことがで きよ う。

従来 は ヒメ トビウンカ(岡 本 ・井上,1967)や ツマグ

ロヨコバイ(井 上,1966; KOSHIHARA, 1971)の 耐虫性

検定 に当た って主 として,芽 出 し苗検定法 が用 いられ て

きた。芽 出 し苗検定法 や幼苗検定法 は,品 種の検索や固
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定系統の選抜 には利用で きるが,交 配後代 の個体選抜 に

は不適当 と思われ る。葉検定法は1株 内での検定 の反 復

が可能であ り,交 配後代の個体選抜 には有利 である。 品

種の検索や系統選抜 にも勿論利用で きる。幼苗 を用 いる

検定法は周年検定が可能なの に比べ て,葉 検定法 は時期

的 な制約やほ場やポ ッ トを用い るとい う繁雑 さが ある。

トビイ ロウンカの耐虫性検定には,幼 苗 を条播 し,虫

を放飼 して稲 の萎凋や枯死 を指標 とす る検定法が広 く用

い られ ているが(PATHAK, 1971;金 田,1975),こ の場

合 には非選択性,抗 生作 用や耐性の区別がで きに くい欠

点が ある し,そ の うえツマグ ロヨコバイは,ト ビイ ロウ

ンカに比べ て稲 の生育 障害 を起 こしに くいか ら,こ の方

法 はあま り適 当 とは思われ ない。

3 種の検定法 によって示 され る抗生作用 の強 さは,耐

虫性 中程度の品種間では各種要因によ って多少の変 動は

み られるものの,耐 虫性極強 品種や感 受性 品種では,ほ

とん ど変 化せず抗生作用 の強 さの序 列が逆転 するよ うな

ことはない。抗生作用 の強 さは検定法 間ではほぼ平行 関

係 を示 し,生 存率 で比較 してみ る と,幼 苗>芽 出 し>葉

検定 の順 となるが強弱 は各検定法 における標準 品種 との

相対関係で比較すべ きで あろう。

3 種の検定法 にはそれぞれ特徴が あ り,そ れぞれ の特

徴 を十分 に考慮 して利用すれば,簡 易検定法 と して効 力

を発揮で きるもの と考 えられ る。

摘 要

水稲の ツマグロヨコバイ耐虫性の要因 とな ってい る抗

生作用の簡易検定法 を確立す ることを目的 と して,生 存

虫率を指標 とす る芽出 し苗,幼 苗,葉 検定法 につい て検

討 した。

1. 各検定法 にはそれぞれ特徴があ り,各 種の要因 に

よ って指標 とした生存率 は変動す るが,耐 虫性強品種 と

感受性品種は明確 に区別す る ことがで きる。

2. 幼苗を用い る芽出 し苗,幼 苗検定法は周年検定が

可能であ り,耐 虫性品種の検索 には適す るが,交 配後代

の個体選抜 には不適 当であ る。

3. 葉検定法は検定時期に制約があ り,周 年検定には

問題があ るが,耐 虫性品種の検索や遺伝的研 究,交 配後

代の個体 選抜な ど各種の検定に適す る。

4. これ ら3種 の検定法 の特徴を 考慮 して 利用すれ

ば,そ れ ぞれ簡 易検定法 として利用で きる。

引 用 文 献

井上 斉(1966)日 本稲および外国稲におけるウンカ ・ヨコバ

イ類生育の品種間差異.応 動昆中国支会報 8: 17～19.

金田忠吉(1975)水 稲の トビイロウンカ耐虫性簡易検定法 と育

種への応用.農 及園 50: 14～19.

岸野賢一(1976)ツ マグロヨコバイに対するイネの耐虫性.植

物防疫 30: 351～355.

腰原達雄(1970)稲 品種におけるツマグロヨコバイ抵抗性.応

動昆講要.

KOSHIHARA, T. (1971) Resistance of Rice Varieties 

Against Green Leafhopper. Symposium on Rice 

Insects. Tropical agric. Res. Series 5: 221•`225.

腰原 達雄(1974)ウ ンカヨコバ イ類に対す る抵抗性 イネ品種の

利用.植 物防疫 28: 404～408.

岡 本大二郎 ・井上 斉(1967)イ ネ縞葉枯病媒介虫 としての ヒ

メ トビウンカに関す る研究(第2報).中 国農試研報 E1: 

115～136.

PAINTER, R.H. (1951) Insect Resistance in Crop Plants. 

The Univ. Press of Kansas, Lawrence, 520 pp.

PATHAK, M.D. (1971) Resistance to Leafhoppers and 

Planthoppers in Rice Varieties . Symposium on Rice 

Insects. Tropical agric. Res. Series 5: 179•`193 .


