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イネ ク ビホ ソハ ム シの被 害 解析
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Analysis of Damage by the Rice Leaf Beetle, Oulema oryzae KUWAYAMA (Coleoptera: Chry-

somelidae). Juro KOYAMA (Akita Agricultural Experiment Station, Akita, 010-14). Jap. J. 

appl. Ent. Zool. 22: 255•`259 (1978)

Damage by the rice leaf beetle, a rice insect pest, was studied from 1975 to 1977 in Akita, 

in northern Japan. When the percentage of leaves injured by the larvae of the rice leaf beetle 

exceeds 30%, yield loss of rice occurred in some experimental paddy fields. But in other experi-

mental paddy fields, an injury rate exceeding 30% did not cause yield loss of rice. The injury 

by the larvae tended to cause yield loss in fields in which the increase in the number of tillers was 

slow or the percentage of productive tillers was small. The yield loss of rice plants injured by 

the larvae resulted from reduction of the number of ears per hill.

緒 言

殺虫剤散布を必要最少限 に とどめ るた めに,害 虫の被

害許容限界 と要防除密度 の設定が必要 であ るが,こ れ に

は被害解析の研究が前提にな る(巖 ・桐谷,1973)。

北 日本の稲作害虫であ るイネ クビホ ソハムシOulema 

oryzae KUWAYAMAの 被害解 析については,桑 山(1944,

1954),岡 本(1951),岡 本 ・安部(1952),小 嶋 ら(1973),

小嶋 ・江村(1975),高 山(1977)等 の報告 があ る。

筆者は,秋 田県 におけ るイネ クビホ ソハムシの被害許

容限界 と要防除密度を 設定す るため,1975～1977年,

秋田市においてその被害解析をお こな った。被害許容限

界 と要 防除密度 については別に報告 す るので,本 報では

被害解析 の結果 を述べ たい。

本文 に先だ ち,イ ネ クビホ ソハムシ幼 虫の稲株 への接

種方法を御教示下 さった新潟県農業試験場 の江村一雄,

小嶋昭雄両氏に厚 くお礼申 し上げ る。 また,本 研究 の逐

行上 で貴重な御 意見 と援助を与え られた秋田県農業試験

場大潟支場長 渡辺忻悦氏,並 びに原稿作製上で御指導を

いただいた同場栽培部病虫科長 小林次郎氏に深謝す る。

方 法

試験 は1975～1977年,秋 田市 の農家ほ場 でお こなっ

た。Table1は そ のほ場条件 の概略を 示 した ものであ

る。毎年,手 植 と機械植 の2ほ 場を用いた。手植の際の

育苗は保温折衷苗代に よ り,植 付は22.5×22.5cmの 正

方形植でお こな った。 また機 械植は 稚苗に より15×30

cmの 矩形植 でお こなった。

各ほ場 において,イ ネ クビホ ソハムシ幼虫 の密度を多,

中,少 の3段 階に変 え,被 害程度が異 なる試験区を設け

た。多発生区には幼虫を接種 した。その方法は,試 験 区

外 で幼虫の寄 生 してい る稲茎を切 りとり,こ れを接種 し

ようとす る稲株 に添 えて泥 に さす ものである。切 りとら

れ た茎が しおれ る と,そ の上 にいる幼 虫は稲株 に移動す

る。中発生区では1975,1976両 年は 自然発生 にまかせ,

1977年 には幼虫接種をお こな った。少発生区にはNAC

Table 1. Field conditions
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Table 2. Injury, growth and yields in the different population level plots for each experimental paddy field

* Significantly larger or smaller than in the low population level plot by analysis of variance (P<0.05).

乳剤(カ ルバ リル有効成分15%)の1000倍 液を10a

当た り100l散 布 した。幼 虫の接種 と薬剤 散布は,必 要

に応 じて2～3回 くりかえ した。各試験 区は1区 面積を

10～20m2と し,3回 反復 の乱塊 法に よ り配置 した。イ

ネ クビホ ソハム シ幼 虫の被害 が終 る6月 末以降には,そ

の他の病 害虫に対 する薬剤散布を適宜,ほ 場全体に対 し

てお こな った。

各試験区の中か ら,20株(10株 ×2列)の 稲株 をき

め,株 ごとの茎数,生 葉数,被 害葉数を6月 上 旬～7月

中旬,1週 間 ごとに追跡調査 した。被害葉は,幼 虫に よ

る食害が少 しで も認め られ るものは これ を数 えた。9月

下旬～10月 上旬 にこれ らの稲株 を刈 りとり,自 然 乾燥 し

た のち脱穀 し,株 ご とに籾数,登 熟 籾数[比 重1.06の

食塩水 中で沈む ものを登熟籾 とす る(松 島,1960)],玄

米1000粒 重,精 玄 米重を それぞれ 測定 した。1976,

1977両 年には精玄米中の未熟粒(青 米+死 米)の 割合 も

調査 した。

結 果

Table2に 各年の手植,機 械植 のほ場におけ る,3段

階 の発生程度 の試験区につい て,最 高被害葉率,株 当た

り最高茎数,株 当た り穂数,有 効茎歩合,1穂 当た り籾

数,登 熟歩合,玄 米1000粒 重,株 当た り精玄 米重,未

熟粒率 をそれぞれ示 した。 ここで,各 試験 区の数値 は3

反復 の平均値 であ り,分 散分析に よって少発生 区 と有意

差(P<0.05)の ある ものに ＊印を付 した。

各ほ場 の各試験 区において,最 高被害葉 率は3段 階の

値 を示 してい るが,こ の うち少発生区 と比べて有意に高

い被害葉 率を示 した試験区が10区 認め られ る。 しか し

これ らの うち,株 当た り精玄米重が少発生区に比べ て有

意に少ない のは,1975年 機械植 ・多発生区,1976年 手

植 ・多発生区,1977年 手植 ・多発生区 の3試 験区だけ

であ った。

松島(1960)は,次 式 の右辺 の各項 を収量構成要素 と

呼んでい る。

収量(精 玄米重)=穂 数 ×1穂 籾数 ×登熟歩合

×玄米1000粒 重 ÷1000

この うち穂数 は(最 高茎数 ×有効茎歩 合)で あ らわす こ

とが できる。

株 当た り精玄 米重が少発生区 よ り有意に少なか った3

試験 区において,上 述の収量構 成要素 と最高茎数,有 効

茎歩 合を少発生区 とそれぞれ比較 してみ ると,次 の とお

りである。1975年 機 械植 ・多 発生区は有効茎歩合が,

1976年 手植 ・多発生区は穂数が,1977年 手植 ・多発生

区は有効茎歩合 と 穂数が,そ れぞれ 少発生区 よ り有意

に小 さい。 また,有 意性は ないが,1975年 機械植 ・多
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Fig. 1. Seasonal changes in the percentage of injured leaves in the high population 
level plots and in the number of tillers per hill in the low population level 

plots. Arrows show the times when number of productive tillers was gained.

発生 区の穂数 と1976年 手植 ・多発生 区の有効茎歩合 は,

ともに少発生区 よ り小 さい。す なわ ち,有 意 な減収 を示

した区では有効茎歩合 と穂数が小 さい といえる。 これ に

対 して,最 高茎数,1穂 籾数,登 熟歩合,玄 米1000粒

重については,減 収 した多 発生区 と少発生区の間に有意

差 は認め られない。 さらに,1976年 と1977年 に測定 し

た未熟粒率 について も同様 に有意差 がみ られなか った。

以上 の結 果か ら,イ ネ クビホ ソハ ムシ幼虫の被 害は,主

として有効茎歩合 と穂数 を減少 させ る ことに より減収 を

もた らした ものと考 え られ る。

有意な減収をみた試験区の最高被害葉率は,3区 とも

30%を こえている。 しか し,最 高被害葉率が30%を こ

えた試験区で も減収 しない場合があ る。1975年 手植 ・

多発生区,1976年 機 械植 ・多発生区,1977年 手植 ・中

発生区,1977年 機械植 ・多発生区及び 中発生区が それ

である。 この ように,同 じ被害葉率で も減収 した りしな

か った りす るのは,稲 の生育状態 のちがいに もとづ くも

のでは ないか と考 え,Fig.1に 各ほ場 の稲 の生育経過 を

示 した。 ここで,稲 の生育経過は少発生区 の株当た り茎

数の推移を もって示 し,こ れに多発生区で の被害葉率 の

推移をあわせて図示 した。

1976年 と1977年 は ともに多発生区が手植で減収 し,

機 械植では減収 しなか ったのであ るが,両 年の茎数増加

状 況をみ る と,減 収 した手植 が減収 しなか った機械植 よ

りも茎数増加が おそい。機械植 では多発生区 の被害葉率

が ピー クに達す る時期 には有効茎数(穂 数)が ほぼ確保

され てい るのに対 し,手 植 では多発生区 の被害葉率の ピ

ー ク時期 には まだ茎数は少な く
,有 効茎数が確保 され る

のは,そ の10日 ～2週 間後であ る。 この よ うに,機 械

植では有効茎数がほぼ確保 され る時期に被害を うけたた

めに穂数への影響が少な く,減 収 しなか った もの と思わ

れ,こ れに対 し,手 植では,ま だ茎数が少ない うちに被
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害を うけたので,こ れが穂数 に影響 して減収 した もの と

考え られ る。

1975年 には,多 発生区が減収 した機械植 と 減収 しな

か った手植の ちがいは,1976,1977両 年 のよ うに 明瞭

でな く,茎 数増加の経過 と有効茎確保の時期にはあ ま り

差が認め られない。ただ ここでは,Table2に 示す よ う

に,減 収 した機械植 の有効茎歩合が,減 収 しなか った手

植 の それ よりか な り低 い ことが 注 目され る。 これに よ

り,機 械植 における有効茎確保 のわ るい生育 条件が,被

害 の有 効茎歩合 や穂数 への影響 を大 きくし,減 収を もた

らした もの と考 え られる。

考 察

イネク ビホ ソハ ムシ幼虫 の被害程度 と稲 の収量 との関

係につい て,岡 本(1951)は 被害葉率約40%で も減収 し

ないことを報告 した。小嶋 ら(1973),小 嶋 ・江村(1975)

は被害葉率約50%以 上 で減収 し,減 収率Yと 最多 被

害葉率Xと の間にY=-16.612+0.340Xの 関係式が

成立つ ことを示 した。 また高山(1977)も 約50%以 上

の被害葉率で減収を認め,株 当た り玄米重Y(g)と 被

害葉率Xと の間にY=-0.0471X+23.3108の 回帰式

を得てい る。

本報の結果では,最 高被害葉率30%以 上 の場合 に有

意に減収す る試験区 のあ らわれ るほ場があ るが,別 のほ

場では30%を こえる被害葉率 でも減収 しないこ とが あ

る。 このよ うに,被 害程度 と減収 との関係が さまざまに

あ らわれ るのは,そ れ ぞれ の試験ほ場 におけ る稲 の生育

状態や被害を うけ る時期が異 なるこ とに よる もの と考 え

られ る。 したが って,本 報 においては,被 害葉率 と収量

との関係式 を求め る ことは とりやめた。 この ような事情

の下 で,イ ネ クビホ ソハ ムシの被害 許容限界を きめ るた

めには,そ の地方 の栽培 条件の下で,最 悪の場合で も減

収がお こらない よ うな被害葉率の限界を求め るのが安全

であろ う。そ こで秋田県においては,被 害許容限界を最

高被害葉率30%以 下に きめ るのが適当 と考 え られ る。

稲 の生育状態 とイネ クビホ ソハムシの被害 による減収

との関係 につ いては,桑 山(1944,1954)の 報告 がある。

桑 山は,1941年 に 冷害 がひ どかった 北海道網 走地方 で

は,イ ネ クビホ ソハ ムシの 無 防除田の 収 量は 防除田の

18%で あ ったが,冷 害が軽か った空知地方では,無 防除

田が防除田の79%の 収量をあげた と述べ てい る。 ここ

では,そ れぞれ の地方 のイネク ビホ ソハ ムシの被害葉率

が記録 され てはいないが,冷 害に よる稲 の生育不良が,

被害 による減収を助長す ることは認め てよいであろ う。

本報 の結 果で も,ほ ぼ同 じ被 害葉率であ りなが ら茎数

増 加のおそい場合や,有 効茎歩合の低い よ うな生育条件

のほ場で減収がお こ り,そ の逆 の場合には減収 していな

い ことが認め られた。 したが って,冷 害気象下や稲 の初

期生育 のわ るい条件下では,イ ネ クビホ ソハムシの被害

に よる減収がお こ りやす いといえる。 また,被 害 に よる

減収を回避す るには,稲 の初期生育 を促進す る ような栽

培法を とるこ とが有効 である と考 え られ る。

イネ クビホ ソハ ムシ幼 虫の被害 が,稲 の収量構 成要 素

に どの ように影 響 して減 収を もた らすかについては,桑

山(1944,1954),岡 本 ・安部(1952),小 嶋 ら(1973),

小 嶋 ・江村(1975),高 山(1977)の 報告があ る。 これ

らの各報告は,共 通 して被害 による穂数減少が減収 の要

因であ ると述べ てい る。1穂 重 につ いては,被 害 によっ

てほ とん ど影響を受け ない とす る報告が多 い。小嶋 ・江

村(1975)は 被害 に よる穂数 の減少 を穂 重の増加 が一部

補償す る とい う例 を報 じてい る。登熟 については,被 害

に よって出穂 がお くれ,登 熟歩合の低下や未熟粒の増加

をみている報告 と,ほ とん ど影 響を受けない とす る報告

があ るが,概 して被害葉率の高い場合に登熟への影響が

あ らわれてい るよ うであ る。

本報の結果では,減 収 した試験区の有効茎歩合 と穂数

が少な く,ま た1穂 重は測定 していないが,こ れに関係

の深い1穂 籾数,登 熟歩合,玄 米1000粒 重 の減少はみ

られ ていない。 この結果は,上 述 の各報告 と一致 してい

る。減収 した試験 区での登熟歩合 の低下 や未熟粒率 の増

加はみ られ なか ったが,こ れ は被害葉率 が最 も大 きい試

験 区で も約60%で あ って,上 述の他の報告 と比 べて比

較的 小 さい ことに よるもの と考え られ る。

松 島(1960)は,稲 の生育のいろいろな時期にその全

葉 身を切除 し,収量 とその構成要素への影響を調 らべた。

その結果,生 育初期 の切葉は穂数を減 らすが,1穂 籾数,

登熟歩合,玄 米1000粒 重 への影響はない こ とを 見出 し

てい る。 イネ クビホ ソハムシ幼虫 の被害 の稲収量 への影

響は,松 島の得 たこの結果 ともよく一致 している もの と

考え られ る。

摘 要

1975～1977年,秋 田市において,毎 年生育 条件 の異

なる2枚 の水 田で,イ ネ クビホ ソハム シ幼 虫の密度 を3

段階 に変え,被 害解 析をお こな った。

最高被害葉率 が30%を 越え る試験 区で減収す るもの

があ らわれ たが,ほ 場 に よっては30%を 越えて も減 収

しない試験区が認め られた。被害葉率が30%を 越えた
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場合,稲 の茎数増加がおそい水 田や,有 効茎歩合 の低 い

生育条件の水田で,被 害に よる減収が起 こることがみ ら

れた。

被害に よる減収は,有 効茎歩合 と穂数 の減少に よって

もた らされ,1穂 籾数,登 熟歩合,玄 米1000粒 重,未

熟粒率への被害 の影響は認め られなか った。
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