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The mature larvae of Echinocnemus squameus could not pupate and mortality increased with 

the lapse of time under flooding conditions. However, larvae transferred to the drainage condi-

tion pupated one week after the transfer. The critical soil condition related to pupation was 

about 80% water content, which corresponds to pF 0.8. When the water content of the soil was 

reduced, pupation was accelerated. There are six paired dosal hooks on the lateral side of the 

larvae. The spiracles were changed into these dosal hooks. Under flooding conditions, the 

larvae gathered around the rice roots and pressed the dosal hooks on them. They died within 

one or two days without the roots. These results suggested that the larvae obtained oxygen from 

the roots. When the soil was drained, the larvae parted from the roots and utilized gaseous oxy-

gen in the soil. In the paddy, the emergence time of adults was affected by the time of drainage 

and the amount of rainfall. The early drainage accelerated pupation and hastened the emergence 

of adults. The injury of the hullcracked rice in the latter part of the ripening stage was caused by 

the adults of this insect.

緒 言

イネゾウムシEchinocnemus squameusBILLBERGは 古

くか ら本 田初 期害虫 として知 られてお り,成 虫の食害に

よ る茎葉の損傷でイ ネの初 期生育が遅れ,そ の後,回 復

したかにみえて もしば しば減収 とな った り,被 害の甚だ

しい場合 は株 絶え とな ることが問題 とな っていた(桑 山,

1941;桜 井,1954)。 北陸地方では 従来いわゆ るマイ ナ

ー害虫であ った。 しか し,1971年 以降発生面積が 増加

傾 向を示 し,本 田初 期の被害が 目立つ ようにな り,1974

年か らは急激に発生面 積が拡大 し,注 目を集め るよ うに

な って きた(大 矢,1976)。 さらに,1974年 には玄米の

一部がえ ぐ りとられた症状の穿孔米(仮 称)が 北陸地方各

県で局地的に大発生 し,そ の発生 原因はイ ネゾウムシ新

成虫の食害に よることが明 らかにな った(大 矢 ら,1975;

石崎 ・松浦,1975)。

穿孔米 を発生 させ るイネゾ ウムシの羽化時期 は8月 中

～下旬 であ り,早 生品種の登熟後期 にあた り,割 れ 籾を

食害 して 穿孔 米を 発生 させた(大 矢 ら,1976)。 北海道

での羽化時期は9月 下旬～10月 上 旬であ り,一 部幼虫

越冬 も認め られ る(桑 山,1941;井 上 ・富岡,1954)。

兵庫県姫路地方 では幼 虫越冬 し,翌 春羽化す る(岡 本 ・

安部,1957)。 北陸地 方における 穿孔 米発生 以前の 羽化

時期の報告はな され ていないが,北 海道 に比 べる と約1

か月半早 く羽化時期 を迎 え,穿 孔米 を発生 させ た。

前報 におい て,湛 水条件下 では11月 にな っても幼 虫

が認め られ,土 壌の水分条件 によって羽化時期が変動す

る可能性のあ ることを報告 した(大 矢 ら,1976)。

本報告では土壌の水分条件 と蛹化,羽 化 との関係 を調

査 し,穿 孔米 を発生 させ る早期多発要因お よび近年の発

生面 積の拡大 について考察 したので報告す る。

稿を草す るに当た り,終 始有益な御助言 をいただいた

虫害研 究室の諸兄,土 壌の物理性 について御教示いただ

いた当場土壌 肥料第1研 究室 中野啓三主任研究官,気

門 の走査 電子顕微 鏡写真を撮影 していただいた 日立 製作

所 鈴木 叶氏,な らびに現地調査で御便宜をはか って

1) 本 報告の一部は第29,30回 北陸 病害虫研 究会において発表 した.

1978年3月25日 受領.
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いただいた新潟県上越 害病虫防除所の各位 に厚 く感謝 の

意 を表す る。

材 料 お よび 方 法

1. 蛹化 に及ぼす落水の効果

湛水条件下 では,11月 になっても 幼 虫が認 め られた

ので(大 矢 ら,1976),落 水 による 蛹化 促進効 果を 明 ら

か に しようと した。

5000分 の1 aポ ッ トにイネを植 え,1ポ ッ ト当た り越

冬成虫10頭 を1976年6月1日 から3週 間放飼 し,加

害 ・産卵 させた。越冬成虫は新潟県 中頸城郡吉川町 で採

集 した もの を用い,放 飼期間 中は成 虫の逃亡 を防 ぐため

テ トロン製の円筒網 でポ ッ トを覆 った。 ポ ッ トは栓 をぬ

き深 さ25cmの 野外の水槽 に入れ,常 に湛水状態 と して

お き,8月16日 に半数のポ ッ トを水槽か らと り出 し,

落水状態 とした。羽化成虫の逃亡 を防 ぐため,8月6日

にテ トロン製の円筒網で再び覆 った。8月6日 か ら20

日間 ごとに10月26日 まで5回,羽 化成虫お よび土壌

中の幼虫,蛹 を水で洗いなが ら調査 した。調査は3反 復

で行な った。

2. 土壌 水分含量の差違と蛹化

土壌水分 含量の差違 と蛹化 との関係を明 らかに し,蛹

化可能な限界水分含量を明 らか にしようとした。

土壌水分含量を調査期間中常 に設定条件 に保つため,

次の ような装置を用いた。長 さの異な った内径4cmの

塩化 ビニール円筒に壌土をつめ,規 定水位(深 さ5cm)

の水槽 に立 てた。水面上 の円筒の高 さを5,10,20,40

60cmと し,こ の高 さは地下水位 の深 さを示 してい る。

土壌中の水分含量はそれぞれの地下水位の深 さによって

一定 に 保たれてい る。 土壌中の 水を 飽和状態 とす るた

め,こ の装置を1時 間に3cmの 早さで水位 を上 げ水没

させた。 水没後,規 定 の水位 まで排水 し,土 壌水分含量

を設定 した。規定水位設定後,3日 目に老 熟幼 虫7頭 を

円筒上 部に放飼 した。供試幼 虫は東頸 城郡浦川原村 印内

の水 田か ら1977年8月4日 に採集 し,採 集 当 日供試 し

た。放飼1,2週 間後 に幼 虫,蛹,成 虫数 を2反 復で調

査 した。地下水位5cm区 は3,4,5,6週 間後 の調

査 区を設 けた。

放飼幼 虫は各 円筒 とも円筒上 部の5cm以 内にほ とん

ど生息 していたので,土 壌水分含量(水 分/乾 土)は 円

筒上部5cmの 土壌 を常法 によ って調 べた。 また,テ ン

シ ォメーターを円筒上部 に設 置 し,pFを 測定 した。pF

測定 は 幼 虫放飼 円筒 よ り太 い内径18cmの 円筒 を 用 い

た。

3. 幼虫の呼吸源 と しての根の役割

幼 虫は 稲株直 下の 根の 錯綜 した ところに 生息 してい

る。湛水条件 下における蛹化抑 制要因を解析す るため,

幼 虫の生存 に及ぼす根 の役割を明 らかに しよ うとした。

1) イネの根 の有無 と幼 虫の生存

湛水 条件下 でイネを植 えたイネ有 り区およびイネ無 し

区を設 け,土 壌水分 の比較 として落水 条件下 でのイネ無

し区を設 けた。直径7cm,深 さ8cmの プラスチ ック容

器 を用 い,イ ネ有 り区は種籾3粒 を播 種 し,第2本 葉展

開時 に供試 した。幼 虫10頭 を3反 復 で放飼 し,幼 虫が土

の 中に潜 ってか ら湛水 区は1時 間 に3cmの 割合 で水位

を上 げ,湛 水状態 と した 。生存 虫数 は1週 間後 に調べた 。

2) 幼虫 の寄生実態の観察

土壌 中で幼虫の寄生実態を観察す ることは不可能であ

る。そ こで,透 明な素寒天培地を用いイ ネの根への寄生

実態 を観察 した。試 験管に0.25,0.5,1.0,2.0%の 素

寒天培地をつ く り,オ ー トクレー ブで殺菌 後,種 子消毒

した種籾を1粒 播種 した。第1本 葉展 開時 に老令幼 虫2

～5頭 を5反 復で放飼 した。また素寒天培地 のみ のイネ

無 し区 と,水 のみ区を設けた。幼 虫放飼後試験管 を砂 の

中に さし込み,生 息部位 が暗 くなるよ うに配慮 した。

4. 蛹化,羽 化時 期の年 次変動

現地水 田において蛹化,羽 化時期 と穿孔 米発生 との関

係 を明 らかに しよ うとした。上越市朝 日において1976,

1977年 および 浦川原村 印内に お いて1977年 に調査 し

た。両年 とも8月4日 よ り1週 間 ごとに土壌 中の幼 虫,

蛹,成 虫数 および 稲株 中の成 虫数 を調査 した。1976年

は1時 期5株,1977年 は6株 を調べ た。 また,1976年8

月4日 の調査幼 虫187頭 を落水状態の ポ ッ トに放飼 し,

降雨 の影響 を除 き,8月21日 に羽化成虫数を調べた。

1977年 には 落水後の土壌水分状態を 調べ るため,浦 川

原村印 内の水 田にテンシ ォメーターを設置 し,pFを 測

定 した。穿孔米 の発生数は早生品種 トドロキ ワセを刈 り

取 り後,玄 米4000粒 中の穿孔米を3反 復で調査 した。

結 果

1. 蛹化に及ぼす落水の効果

落水後の幼虫,蛹,成 虫数は第1表 の とお りである。

落水区では,落 水10日 後の8月26日 に蛹が17.7頭,

成虫が0.3頭 認め られ,31日 後 の9月16日 にはすべ

て成虫 とな っていた。湛水区では,71日 後 の10月26

日にな っても蛹化 は認め られず,す べて幼 虫であ った。

この試 験は越冬成虫をポ ッ トに放飼 し産 卵させ,ふ 化 し

た幼虫をその まま用いてお り,供 試幼虫数 を正確 にそろ
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第1表 落水 と蛹化,羽 化 の関係＊

＊数値は1ポ ッ ト当た りの平値個 体数 を示 す.
＊＊8月16日 落水 .

＊＊＊8月6日 は湛水区 と同 じ.

第2表 地下水位と表土5cmの 土壌水分含量およびpF

第3表 地下水位5cm区 における蛹化率および

死亡率の経時変化

＊8月4日 幼虫放飼後毎週調査.

える ことはできなか ったが,湛 水 区では経 日的 に生息幼

虫数が減少す る傾向がみ られ,長 期 間の湛水 条件 は老熟

幼 虫の生存 に悪影響 を及ぼす ことが うかがわれた。 これ

らの結果 か ら,蛹 化は落水条件 によって起 こり,湛 水条

件下 では抑制 され ている ことが 明らかになった。

2. 土壌水分含量の差違 と蛹化

土壌水分含量お よびpFは 第2表 のとお りである。

pFは 地下 水位設定後2～3日 目から一定 の値 とな った。

蛹化,羽 化状況 は第1図,第3表 のとお りである。1週

間後 の8月11日 には60cm区 は92.8%が 蛹化 した。

地下水位が 高 くな るに したがい蛹化率は 減少 し,10cm

区 は7.7%で あ った。2週 間後 には20,40,60cm区

で成虫が認め られたが,5cm区 はすべ て幼虫であ った。

5cm区 は6週 間後 におい ても蛹化が認め られず,4週 間

後 よ り死亡幼虫が多 くな った。 この ように蛹化は土壌水

分含量が少ないほ ど早 く進み,2週 間後には羽化 した。

蛹化可能な限界水分含量は地下水位10cm区 の80.4%,

pF 0.8前 後 である と思 われる。

第1図 土壌水分含量と蛹化羽化の関係.

■:幼 虫,□:蛹,□:成 虫.

第2図 素寒 天培地 中のイネの根に おけ る幼 虫寄 生実態.

A:液 体状培地(寒 天0.25～1.0%)中 のイネの根

に集 まる幼 虫.B:固 形状培地(寒 天2%)で の潜

入孔 と土窩.

第4表 イネの根の有無 と幼虫の生存

＊幼虫放飼7日 後に調査 .

3. 幼虫の呼吸源 と しての根の役割

1) イ ネの根の有無 と幼虫の生存

放飼7日 後の生存 率は第4表 の とお りである。湛水 イネ

無 し区では,湛 水後,数 時間する と幼虫は土 の中よ り地

表面 に現 われは じめ,1～2日 後 にはすべ て地表面 には

い出 し,水 の中で死亡 した。湛 水イネ有 り区,落 水 イネ

無 し区では生存率 が100%で あった。

2) 素寒 天培地 での幼 虫の寄生実態

0.25,0.5,1.0%の 素寒天培地 は液体状であ り,2%

培地 は固形状 を呈 していた。液体状培地のイ ネ無 し区お

よび水 のみ 区は体節が延 び,放 飼2日 後 には死亡 した。

イネ有 り区では第2図Aの よ うに幼虫は根の まわ りに集
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ま り,気 門 を根 につけて生存 していた。固形 状の2%培

地 では幼 虫の潜 ったあ とに 孔道 が残 り(第2図B),イ

ネ無 し区でも死亡せず羽化 して成 虫 とな った。孔 道は幼

虫 と大気 を連絡 し,大 気 中の酸 素の利 用を可能に した も

の と思われ る。 これ らの結 果から,幼 虫は湛水条件 下で

はイネの根 を呼吸源 として利用 し,イ ネの根が無い と死

亡す る ことが明らかにな った。

4. 蛹化,羽 化時期の年次変動

上越市朝 日,浦 川原村 印内におけ る発育調査結果は第

5表 および第6表,上 越市稲 田の北 陸農試 におけ る1974

～1977年 の半旬別降水量 は第3図 の とお りである。1976

年 の上越市朝 日では8月4日 に蛹が一部み られ,成 虫は

8月18日 から認 められ たが,9月16日 にな っても幼

虫 ・蛹が認 められ,降 雪前 の11月16日 においても少

数 の幼虫 ・蛹が認め られ た。 しか し,8月4日 の調査幼

第5表 上越市朝日における発育調査＊

＊数値は1株 当たりの平均個体数を示す.

第3図 上越市における半旬別降水量.

□:平 年値より多,■:平 年値より少.

虫187頭 を落水 状態 のポ ッ トにおいた ところ,8月21

日には96.7%が 羽化 して成 虫 とな った。8月 上旬 頃の

幼 虫はほ とん ど蛹化 で きる老熟幼虫にな っていたもの と

思われ る。1976年 は第3図 の ように8月 第1半 旬 か ら

降水量 が極 めて多 く,落 水後 も水田は湿潤 であ り,蛹 化

が抑 制されたもの と思われ る。1977年 春,浦 川原村 六

日町,中 頸 城郡妙高村桶 海な どで代か き後,幼 虫が多数

水面 に浮上 した事例 を観察 してお り,蛹 化抑 制による越

冬幼 虫である と推察 され た。 上越地方 では,1977年 の

本 田初期被害は越冬成虫 の水 田侵入密度が少 なく,ほ と

ん ど問題 とならなか った。

1977年 の上越市朝 日では,1976年 に比べ幼虫生息密度

が少なか った。8月4日 に1976年 と同様蛹が一部み ら

れた。両年 とも7月 第5,6半 旬 に降雨が無 く,イ ネの

減数分裂期 までの間断灌水 によって蛹化可能な土壌水分

状態 にな ったため と思われ る。 その後,8月 第2～4半

旬は平年 よ りやや多めの降水量で あったが,8月 第5半

旬か らは降水量が極め て少なか った。幼虫は8月25日

までみ られたが,8月 第5半 旬か らの好天候 によって,

9月 中旬 にはすべ て羽化 した もの と思われ る。

1977年 の浦川原 村印内の水田は8月13日 に落水 し

た。落水後 のpFは 第7表 の とお りであ る。蛹は8月18

日か ら9月1日 まで認め られ,成 虫は9月8日 か らみ ら

第6表 浦川原村印内における発育調査*(1977年)

＊数値は株1当 た りの平均個体数を示す.

第7表 落水後のpFの 変動＊

＊浦川原村印内,1977年.
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れ,9月 中旬 にはすべ て羽化 した もの と思われ る。一方,

8月4日 にこの 調査水 田か ら 採集 した 幼 虫を 地下水位

60cmの 塩化 ビニール 円筒 に放飼す る と,第1図 のよ う

に1週 間後の8月11日 には92.8%が 蛹化 した。 しか

し,水 田内では8月13日 までの湛水条件 と8月 第4半

旬 の降雨が蛹化,羽 化時期 を遅 らせ た ことが この調査 か

らも明 らかになった。 なお,両 年 とも登 熟期の天候不 良

によって割れ 籾の発生 が極 く少な く,新 成 虫の羽 化時 期

が遅れ,穿 孔 米の発生 は認 め られ なか った。

このよ うに土壌水分 含量 に影響 を与える水管理 や気 象

条件,特 に降水 量な どによ ってイネゾ ウムシの蛹 化,羽

化時 期が変動す る ことが明 らかにな った。

考 察

イネゾウ ムシは本 田初 期の茎葉 害虫 として知 られてい

たが,北 陸地 方において1974年 に早生 品種の登熟後 期

に新成虫が割 れ籾を食害 して穿孔米を発生 させ,新 しい

加 害様式をもつ登熟後期害虫 として問題 とな ってきた。

穿孔米を発生 させ るイ ネゾウムシの羽 化時期は8月 中～

下旬であ り(大 矢 ら,1976),こ の よ うな 早期羽化の報

告はな されていなか った。

早期羽化要因 として土壌水分 と蛹化 との関係 を究明 し

た結 果,蛹 化は落水 によって起 こり,湛 水条件下 では蛹

化は全 く認め られ なか った(第1表)。 本試験 で用い た壌

土で の蛹化可能 な最大水分含量 は,地 下水位10cm区 の

80.4%,pF0.8前 後 であ り,地 下水位が低 く,水 分 含

量が少 な くなるほ ど蛹化が 促進 された(第1図)。 土壌 水

分 の状態 はpF0～1.7の 範 囲にあ り(第2表),土 壌 水

分 の形態 による分 類では重 力水 であった。重力水は土壌

に結合 力が無 く,重 力によ って排 水され る水 である(木

下,1961)。 このよ うに蛹 化は 田面 水が排 水 されて,地

下 水位 が10cm以 上 下が った状態 で可能であ ると言 え よ

う。浦 川原村 印内の水田では,落 水後3日 目に蛹化可能

なpFと な った(第7表)。 土壌水分含量が少な くな るに

したがい蛹 化率 が高 まる ことか ら(第1図),水 田におい

ても地 下水位 が低 くなるほ ど蛹化 に適 した土壌条件 とな

り,蛹 化,羽 化が促進 され るもの と思われ る。井上 ・富

岡(1954)は 水田の落水に よって蛹化が起 こると述べ,

岡本 ・安部(1957)は,春 季の羽化は湿 田よ り乾 田の方

が約1か 月早い と 述べてい る。OHTAKI (1966)は セン

チニクバエSarcoPhaga peregrina ROBINEAU-DESVOIDYの

老令幼虫は,乾 燥 によって環状腺 からエクダイ ソンが分

泌 され蛹化が起 こると述べ てい る。落水 による土壌水分

含量の減少 とイ ネゾウムシの蛹化 に関す る生理的機作 に

ついては,今 後解明 しなければな らない問題で ある。

幼虫は 稲株直下の 根 の 錯綜 した ところに 生息 してお

り,根 と何 らか の関連 をもっているもの と考 えられ てい

た。 しか し,幼 虫が根 を食害 してイネに被害 を与 えるか

否 かにつ いては定説が な く,筆 者 らの観察 では1株 に幼

虫が30頭 生息 していても,イ ネの生育 に異常 は特 に認

められ なか った。素 寒天培地 を用 いて幼 虫の寄生実態 を

観 察 した結果,液 体状 の培地 では幼虫は根 のまわ りに集

ま り,体 の側面 を根 につけて生存 してお り,根 が無 い と

死亡 した(第2図A)。 幼虫には 第2～7腹 節 側面 に突

出 した6対 の気 門が見 られ(第4図A, B),こ の気 門

を根 に接触させてい ることが観察 された。イネの根には

通気組織 があ り,根 は酸素を根のまわ りに放出 している

(YAMASAKI and SAEKI, 1976)。 幼 虫が気 門を根 にさ し

込んでいるか否かを識別す ることはで きなか ったが,イ

第4図 幼虫の気門の形態.

A:第2～7腹 節側面 にある突 出 した各1対

の気 門(右 側 頭部),B;突 出 した気門.
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ネの根を 呼吸源 と して 利用 してい る ことは 明らか であ

る。イ ネ ミズゾウムシLissorhoptrus oryzophilus KUSCHEL

は腹部背面 に 気門の 変化 した キチン質 の 鈎状突起が あ

り,ISELY and SCHWARDT (1930)は これを根 に挿入 し

て呼吸 してい るの ではないか と推論 してい る。 また イ ミ

ズ トゲ ミギ ワバエNotiphila sekiyai KOIZUMIは 気門 をイ

ネの根 に挿入 して呼吸 している(田 村 ら,1957)。 この

よ うに湛水条件下 の土壌 昆虫は根 を呼 吸源 としているも

のが多い。

イ ネゾウムシは土窩 を作 って蛹化す る(第2図B)。

幼虫は根か ら離れ,地 表面下1～2cmの 浅 い ところで

蛹化す るものが多い。湛水条件下 で根 か ら離 れる ことは

呼吸源 を断たれ る ことにな り,生 存が おびやか される。

蛹化 には,根 から土壌 中の酸 素利用へ と呼吸源の転換 が

必要 であると思われ る。土壌 は固相,液 相,気 相 よ り成

り立 ってお り,湛 水 条件下 では気 相が極めて少な く,落

水 によって気相 の割合 が多 くなる。落 水 または地下水位

の低下 によって老熟幼 虫は容 易に蛹化 する ことか ら,落

水 による気相 の増加 が呼吸源の転換 を可能に した もの と

思 われる。

上 越地方では5月 中旬に田植が行なわれ,越 冬成虫は

移植後 水田に侵 入 しは じめ,移 植2週 間後 ごろの5月 下

旬 に ピー クとな り,加 害,産 卵 し,6月 末には水 田では

み られな くな る(山 崎 ・今村,1977;佐 藤,1978)。 幼

虫はイネの株も と直下 で生 息 し,1976,1977年 とも8

月4日 に一部蛹が認め られ(第5表),ま た,こ の時期

の幼 虫を 落 水状態 にする と直 ちに 蛹化 した(第1図)。

このよ うに8月 第1半 旬の生息幼 虫は老熟幼虫 とな って

いるが,1976年 のよ うに8月 上旬以降の多雨 によって

蛹化 は抑 制 され,幼 虫越冬個体 も認め られた(第5表)。

1974年 に穿孔 米が 大発生 した吉川町 では,早 生品種は

8月 第6半 旬か ら刈 り取 りが行なわれたので,新 成虫 は

それ以前に 羽化 していたわけで ある。1975年 の同町 の

調査 では,8月 第4～5半 旬が羽化盛期であ り(大 矢 ら,

1976),割 れ籾を食害 して 穿孔米 を発生 させた。 北海道

では春か ら夏 にかけ て高温年は成虫越冬 の割合が 多 く,

低温年は幼虫越冬が多 く,低 温年 の翌春 は本 田初期 の被

害が少ない と言われ てい る(桑 山,1941;井 上 ・富岡,

1954;桜 井,1954)。 北陸地方 にお いても 気象 条件,特

に降水量 によって蛹化,羽 化時期が変動 し,1976年 の

よ うに幼 虫越冬個体 の認 められ る場合 もあ った。

一方,穿 孔米 の発生 に必須 条件 である割れ籾は,幼 穂

形成 期の 日照不 足な どに よ り光合 成作用が抑制 され,籾

殼 の大 きさが小 さく決定 され,出 穂後の好天候 によって

良好な 登熟が 行なわれた ときに 発生 しやすい(松 島,

1960)。 北陸地方では 早生品種の幼穂形成期が 梅雨あけ

の遅れ によって 日照不足 とな り,早 生品種 に割れ籾が発

生 しやすい。割れ籾が発生す るよ うな出穂後の好天候は

イ ネゾウムシの蛹化,羽 化を促進 し,穿 孔米発生条件を

整 える ことになる。第3図 か ら1974年 の ような年は穿

孔米が 発生 しやす く,1976年 の よ うな年は ほ とん ど発

生が問題 にな らない と言 えよ う。

近年水稲栽培 は中型稲作技術体 系 とな り,田 植機 によ

る移植,自 脱型 コンバイ ンや バインダーによる収穫作業

が広 く行 なわれ るよ うになってきた。北陸地 方における

自脱型 コンバインの利用面積割合は,1970年 に9%で あ

った ものが,そ の後 急激 に増加 し,1976年 には57%と

な り,バ イン ダーや普通型 コンバイ ンを含めた収穫機械

利用面 積割合 は1968年10%,1970年37%,1976年

85%と 急激 に増加 してい る(北 陸農政 局,1968～1976)。

収穫機械 を導入するには水田の地耐 力をつけなけれ ばな

らず,手 刈 りの時代に比べ水管理方法が変化 して きた。

すなわち,中 干 し後,減 数分裂期 まで間断灌水を行ない,

出穂後 も早期落水の傾向があ り,落 水後は極力灌水をひ

かえ てい る。 また,水 田の基盤整備 も進み灌排水路や暗

渠設備が整備 され,灌 排水が以前に比べ容易にで きるよ

うにな って きた。 この ような基盤整備や栽 培体系の変 化

に伴な う水管理の変 化がイ ネゾウ ムシの早期蛹化 条件 を

整え,羽 化時期を早めた大 きな要因の一つである と思わ

れ る。

以上の ように穿孔米の発生には気象条件,特 に日射量

や降水量,水 管理方法や 土質,土 地基盤の 整備な どが

関与 してい る。 これ らの条件が満た された場合,割 れ籾

の発生 と新成虫の羽化時期が合致 し,穿 孔米が発生す る

が,そ の 頻度は それほ ど 高い ものではない と 推察 され

る。 これ らの要因は穿孔米の発生のみな らず,翌 春の本

田初期被害 も含めて,発 生予察面で も興味深い現象であ

ると思われ る。

摘 要

穿孔米 を発生 させ るイ ネゾウムシは8月 中～下旬 に羽

化 し,割 れ籾 を食害す る。 この よ うな早期羽化要因を解

明す るため,蛹 化 に及ぼす落水の効果,土 壌水分含量の

差違 と蛹化,幼 虫 の生存 とイ ネの根の役割,素 寒天培地

を用い て幼虫 の寄生実態の観察お よび現地水 田におけ る

羽化時期 の年次変動 について調査 し,最 近 のイ ネゾウム

シ発生生態 の変動要因 につ いて考察 した。

1. 湛水条件下 で蛹化 は認 め られず,落 水 によって蛹
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化 した。長期の湛水条件 によって老熟幼虫は経 日的 に死

亡す る傾向が認め られた。

2. 土壌水分 含量が減少す るほ ど蛹化は促進 された。

蛹化可能な限界土壌水分条件は地下水位10cm,pF0.8,

水分 含量80%前 後 であ った。

3. 湛水条件下 では,イ ネの根が無 い と幼 虫は死亡 す

る。透 明な素寒天培地 を用 いた観察 では,幼 虫は根 の ま

わ りに集 ま り気門 を根 に接触 させ て生存 してお り,根 を

呼吸源 と して利用 していた。

4. 落水 による気相の増加は,イ ネの根か ら土壌 中の

酸素利用へ と幼 虫の呼吸源の転換を可能 に してい るもの

と思われる。

5. 上 越地方では8月 第1半 旬には蛹化で きる老熟幼

虫 とな っていたが,1976年 は8月 上 旬以降の多量の降

雨 によ って蛹化が遅れ,幼 虫越冬 も認め られた。

6. 羽化時期 は土壌 の水分含量 に影響 を与え る要因に

よって変動 した。変動要因 として落水時 期をは じめ とす

る水管理方法,8月 上旬以降 の降水量,暗 渠設備,地 下

水位 の高 さ,土 質 な どが考 えられ る。

7. 北陸地方 では1970年 ごろよ り収穫作業機械 の利

用面積が急激 に増加 し,刈 り取 り時期 に水 田の地耐 力を

つ よめ ることが稲作農家の大 きな 目標 とな った。 そのた

め早期落水 をは じめ水管理方法が変化 してきた。暗渠設

備や水管理方法の変 化が早期 に蛹化条件を整 え,羽 化時

期を早め,穿 孔米を発生 させ る大 きな要因の一 つであ る

と思われ る。
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