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イ ネ ク ビボ ソ ハ ム シの 要 防 除 密 度 推 定 に関 す る研 究1)

I.水 田での生存曲線 と死亡要因の考察

江村 一雄 ・小嶋 昭雄

新潟県農業試験場

Threshold Density for Insecticidal Control of the Rice Leaf Beetle, Oulema oryzae KUWAYAMA 

I. An Analysis of Survivorship Curves in Relation to Mortality Factor. Kazuo EMURA and 

Akio KOJIMA (Niigata Agricultural Experiment Station, Nagakura, Nagaoka 940). Jap. J. 

appl. Ent. Zool. 22: 260•`268 (1978)

In the study of the threshold density for insecticidal control of Oulema oryzae, it is necessary 

to understand the population dynamics of the insect. Survivorship curves were therefore examined 

in 9 paddy fields. The survival rates of the 3rd instar larvae varied greatly among fields (8.7-

64.9%), but 30.7% in the average. Mortality was especially high among 1st instar larva. The 

average survival rates from eggs of pupae and adults were 15.2% and 10.2%, respectively. The 

principal mortality factor for eggs was a parasitic wasp, but its effect was insignificant. The 

larvae, especially young larvae, are very sensitive to air humidity, and this fact was experimentaly 

demonstrated. Therefore, it is thought that in the field, larval mortality is largely due to low air 

humidity. From above examination, we concluded that survival of this insect is greatly dependent 

on weather conditions. Finally, we the feasilibity of using the survivorship curve for estimation 

of the threshold density for insecticidal control of this insect is discussed.

緒 言

本邦 の比較的冷涼 な地域 で,古 くか らイネの食葉性 害

虫 と してよ く知 られた イネ クビボ ソハムシOulma ory-

zae KUWAYAMAは,1960年 頃か ら発生量が減少 してい

たが,1970年 頃か ら再び増加 しは じめ,発 生地域 も全

国的にひ ろが りは じめ てい る。本種が イネを加害す る主

な ステージは幼虫期であ るが,そ の被害 の重要 さにつ い

ては評価がわかれ,と くに最近では イネの栽培法が変化

したため,被 害 の重要 さの再検討が求め られ ている(岩

田,1975)。 一方,本 種 の防除は殺虫剤を使用すれ ば容

易であ る うえに,こ れ以外に実用的 な良い防除手段が な

い こともあ って,殺 虫剤が過剰に使用 され る傾 向があ る

ことも否めない。そ こで,殺 虫剤利用に よる防除を前提

と した この害虫の要防除密度が求め られれば,当 面それ

に基 く適度な殺虫剤の使用が可能 とな る。

本種の 生態の研究は,個 生態について 詳細な 報告

(KUWAYAMA, 1932;勝 又,1934)が あ るが,個 体群 と し

て密度の変動を体系的に取 り扱 った研究は,井 上 ・奥 山

(1975)以 外 にはほ とん どない。 筆者 らは 本種の要防除

密度を求め るため,個 体群の密度変動 とその要因を追求

し,同 時に密度変動に ともな う被害量予測の研究を1973

年 か ら新 潟県下で行 って きた。報告の順序 として,ま ず

本報 では本種 の水 田における個体 群密 度の変化 と,そ れ

に関係す る死亡要 因の働 きについて,イ ネに最 も大 きな

被害 をあたえる幼 虫期 を重点に して評価 を試 みた。 ここ

にその結果 の大要 を報告す る。

本文 に先立 ち,本 研 究の実 施 ととりま とめに多 くの御

教示を えた名古屋大学農学部 中筋房夫博士 お よび 日頃

御助言を い ただ く農林水産省北陸農業試験場 佐藤昭夫

室長,大 矢慎吾主任研究官 に厚 く謝意 を表す る。

方 法

水田での生存率の調査

イ ネクビボ ソハムシは年1回 発生 で成虫 で越冬 し,主

に幼虫が イネを加害す る。1975,1976年 に新潟県下 の

3地 域で延べ9か 所 の水 田を選び,或 る時期 に産 まれた

卵を起点 として,そ の後の生存個体数の変化を調べた。

1) 本報の一部は昭和49(札 幌)お よび51年 度(京 都)日 本応用動物昆虫学 会大会 において発 表 した.

1978年5月19日 受領.
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調査場所は刈羽郡西山町二 田(以 上西 山と記す。標高50

m程 度の小丘陵に囲 まれた常習多発地),小 千谷市岩沢

(以下小千谷 と記す。山間部寄 りの常習多発地),長 岡市

長倉(以 下長岡 と記す。年次に よってやや多発生す る周

辺 の開けた水 田地帯)と した。 なお,1975年 の長 岡で

は普通 の水 田(長 岡A,C)に 隣接 して周囲を高 さ2m

の防風網 で囲 んだ試験区(長 岡B,D)を 設 けた。 この

調査 田の面積はほぼ150m2で,イ ネは成苗 手植 に よる

慣行栽培 とした。 調査時期は6月 で,イ ネ移植 の約15

日後か ら約40日 の間である。 それ ぞれ の調査 ほ場 で,

調査開始 日に自然産卵 した イネ株 を原則 として100株 え

らび,1株 当た り1卵 塊づ つを調査対象 とした。1卵 塊

は10粒 前後 なので,1ほ 場 あた りお よそ1,000粒 を最

初 の卵数 としたこ とになる。調査株 は固定 し,そ の後産

卵 された卵 は除去 して,最 初 の1卵 塊を単 位 として営繭

まで幼 虫個体数 の消長 を令期 別に調査 した。調査間隔は

卵 のふ化時は毎 日,そ の後 は2～3日 お きとした。営繭

後はイ ネが繁茂 して見落 としがふえ るため,止 むを えず

繭を採集 して20℃ 恒温下で飼育 し,羽 化数 と死亡数 を

原因別に調査 した。なお,調 査期間 中は農薬 は全 く使用

せず,除 草作業 も行 わなかった。

生物 的死亡要 因の 調査

1. 捕食動 物の水 田内密度

イネ クビボ ソハ ムシの捕食者 とな りそ うな動物 の種類

と個体数を見 と り法で記録 した。調査はイ ネ クビボ ソハ

ムシの生存率を調べた水田で,生 存率を調査 した100株

を対象 と した。 また,こ れ らの水田以外 の状況を知 るた

め,1975～1977年 に県下の水田か ら延87か 所を選 び,

1ほ 場100～200株 を任意に選んで 同様 な調査を行 った 。

2. キバ ラコモ リグモに よる卵 ・幼虫 の捕食実験

ほ場での クモの密度は見 と り法では調べ られぬ くらい

低い密度であ ったため,こ れに よる卵お よび幼虫 の捕食

量の推定は困難であ った。そのため,ガ ラス円筒(直 径

18cm,高 さ24cm)ま たは水槽(た て28cm,よ こ59

cm,高 さ35cm)に 土塊や雑草を入れ て 水 田を模 した

状態を作 り,こ の中で クモに よる捕食 の実験を した。水

田か ら採集 したキバ ラコモ リグモ成体を2日 間絶食 させ

てか ら容器 内に放 した。イ ネクビボ ソハムシの卵 または

幼 虫は,草 丈15cm程 度のイ ネ苗に 産卵 させ るか,幼

虫を接種 してあたえた。 さらに,実 際 の水 田では クモの

捕食の対象 とな る小型昆虫が共存す ることを想定 し,水

田付近で採集 したハエ(体 長約4mm,未 同定)お よび

オ オヨコバイを一定数加えた区 も設けた。容器は イネ ク

ビボ ソハ ムシ幼虫 の 発育に適 した 状態 に お くため,20

℃,90～100%R.H.の 室にお き,48ま たは72時 間後

の供試昆虫の減少数 をかぞえ,ク モ無放飼区 と比較 して

捕食数 を求めた。

3. 寄 生蜂

寄生 蜂はつぎの方法で調査 した。卵期 にはイネ クビボ

ソハ ムシの生存率を調査 したそれぞれのほ場で,調 査区

内の番外株 か ら約50～100個 の卵塊を採集 し,こ れを1

卵塊づつ水で湿 らせた綿球 とともに ガラスチ ュー ブに入

れて飼育 し,寄 生蜂の 羽化数を調べた。 同様な 調査を

1975年 には県下3地 点5ほ 場,1976年 には5地 点8ほ

場,1977年 には3地 点10ほ 場 で行 った。 また,1975年

と1976年 にはほ場でふ化の完了 した卵塊を集め,こ れ

につい ても調査 した。

蛹寄生蜂 の寄生率 の調査方法は,イ ネ クビボ ソハムシ

の生存 曲線を調査 した ほ場 およびそ の他 のほ場か らイネ

クビボ ソハムシの繭を採集 し,こ れ をガラスチューブ中

で飼育 して大部分 の成虫が羽化 した後,残 った繭を切 り

開いて死亡原 因を調査 した。

気象的死亡要 因の調査

1. ほ場 調査

1975年 に イネ クビボ ソハ ムシの生存率 を 調査 したほ

場 の うち,長 岡のほ場 で気象条件を調査 した。温 度 と湿

度は,水 田内のイ ネの株 間の水面上20cmの ところに熱

電対式 自記温湿度 計(飯 尾電 気製)の 受感部 を設 置 して

記 録 した。 このほか,天 候,風,雨 の状態 も1時 間 ごと

に,降 水量は 日別に記 録 した。

2. 室 内実験

卵 お よび幼 虫の湿 度に対 する反応 は室内で実験 した。

実験 の温 度はす べて20℃ とした。

卵 に対 す る湿 度の実験 は,ZWOLFER法 に よ り12cm

シヤー レ中の無機塩類飽 和溶液 の種 類を変える ことに よ

った。 この シヤー レの中に台を置 き,イ ネの葉 に産卵直

後 の卵塊 をのせ て実験 した。1972年 には全卵期 間を同

じ湿度 に保 ったが,1973年 には湿度 が 胚子発育やふ化

時 に与 える影響 を知 るため,産 卵後4日 間は湿度100%

に置 き,5日 目以後 はいろいろに設定 した湿度 での実験

と,逆 に最初 の4日 間をいろいろな湿度段階 に保 ち,5

日目以後 の湿度 を100%に した実験 を行 った。20℃ で

の卵期 間は約5日(KUWAYAMA, 1932;庄 司,1972)で

あるので,5日 目に湿 度をかえた時期 は丁度ふ化直前 に

あたる。

幼 虫の場合 には,供 試 虫は湿 度40±1%,60±4%,

80±6%R.H.と した恒湿槽 内で飼育 し,餌 としてイ ネの

葉 をあたえた。なお,こ の他に湿 度90～100%R.H.(イ
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第1図 イネクビボソハ ムシの生存 曲線 長 岡B,Dは 防 風網で囲 った水田での調査.

ネ苗に ガラス円筒をかけ,上 部を ガーゼで覆 った もので,

この状態ではイ ネは葉に露を結 ぶ)の 条件 も加えた。餌

のイネは根 か ら切 り離 す と湿 度に よって餌 としての条件

が変る。 そのため,紙 カップ(径8cm)に 土を入れて育

苗 した草丈15cm程 度の苗をその ままもちいたが,供 試

時には紙 カップ部 分を ビニールで包み,こ こか らの水分

の蒸発 で湿度 が変化す る ことをで きるるだけ防いだ。供

試 虫数 は1処 理20頭 で,1実 験 は3反 覆 とした。

実験 は1令,2令 お よび3令 の初期 か らそれぞれ開始

した。供試 虫はあ らか じめ20℃,90～100%R.H.で 飼

育 し,脱 皮 に よって令 を確認 してか ら供試 した。なお,

幼 虫の接種 時には湿度を90～100%R.H.に 保 ち,正 常

な摂 食活動 を始めてか ら実験 条件に移 した。調査間隔は

3日 を原則 とし,毎回生存数 や活動 状態な どを記録 した。

これ と同種 の実験 は1974年 か ら1977年 までの間に6

回行 ったが,結 果はほぼ同 じ傾向であ ったので,本 報で

は1977年 の実験 結果のみを示 した。

結 果

水田における卵から新成虫までの生存 率の変化

第1図 に卵の数を100と した時 の成虫 までの生存 曲線

を しめ した。各調査におけ る卵期間はお よそ5～7日,

幼虫期間はお よそ11～13日 で,幼 虫は この間に4令 を

経過す る。長岡におけ る調査では,調 査 日の間隔が短 く

とられてい るので,令 期 別の個体数変化の消長がほぼ正

確に把握で きたが,4つ の個体群の生存曲線の形がかな

り違 った。すなわち,長 岡A,Bで は卵の死亡 は少な く,

幼 虫は各令期 を通 じてほ とん ど同 じ傾向で死亡 した。 こ

れ に対 して,長 岡C,Dで は1令 期 の死亡が極めて多 く,

2令 期 以降 の 死亡 は 少か った。 この 場合長岡A,Cと

B,Dは それぞれ同 じほ場で,産 卵時期が違 ってい るだ

けであったが,わ ずかな産卵時期 の違 いで幼虫の生存率

の消長 が大 き く異なった。 また,西 山や小千谷では長岡

より調査 日の間隔 が広 いので,令 別死亡率は読取 れない

が,生 存率 の消長 は西山A,BとCは 長 岡A,Bの タイ

プに,小 千 谷は長 岡C,Dの タイ プに類似 してい る。な

お,長 岡A,Bは 隣 接 したほ場 で,B区 の周囲を防風網

で囲 んだ以外 はほぼ同 じ条件 であ ったが,B区 の生 存率

はA区 より10～15%も 高 く経 過 した。同 じ傾向は長 岡

C,Dの 間に もみ とめ られた。

死亡要 因

1. 生物的死亡 要因

a. 捕食動 物の 水田内密度:第1表 は1975年 か ら

1977年 に,新 潟県内の 水田でイ ネクビボ ソハ ムシを捕

食す る と 思われ る動 物の 密度を 調査 した結果であ る。

もっとも 普通にみ られ る 種は キバ ラ コモ リグモPirata 

subpiraticusで,そ のほかの 動 物はほ とん どみ られなか

った。 この クモの密度 は,3年 間に延べ87ほ 場 につい

て調 査 した結 果では100株 当た り平均4.9±2.3頭,最

高24頭 で,イ ネ栽培期 間の中 ・後期 のそれに比較 すれ

ば(浜村,1971;小 林 ・柴 田,1973),は るかに低 い密度

である。 また,こ の調査 中にキバ ラコモ リグモがイネ ク

ビボ ソハム シの卵 や幼 虫を捕食 していた例 は観察 できな

か った。
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第1表 水田での卵および幼虫に対する捕食性動物の密度

a. 1975,1976年 の 調査

()内 の数値 はほ場 間の レンジを示す.＊100株 当た り個体数.

b. 1977年 の調査(キ バ ラコモ リグモのみ調査)

1977年 の調査 ではキバ ラコモ リグモ以外 は確認 できなか った.

()内 の数値はほ場間の レンジ を示す.＊200株 当た りの個体数.

第2表 卵 に対す るキバ ラコモ リグモ成体の捕食実験(1976)

ガラス円筒内に卵50～100粒 を入れ,ク モ,ハ エ,オ オヨ

コバイ各9頭 を放 し,72時 間後に調査 した.数 値 は3反 復

の平均値で示 した.

第3表 幼虫に対するキバラコモ リグモ成体の捕食実験

＊ ガラス円筒内に幼虫20,ハ エ,ヨ コバイ5,ク モ3頭

を放 し,72時 間後に調査.
＊＊ ガラス水槽内に幼虫20,ハ エ,ヨ コバイ,ク モ各5頭

を放 し,48時 間後に調査.

数値は3反 復 の平均値で示 した.

b. キバ ラコモ リグモ に よる 卵お よび 幼虫 の 捕食実

験:キ バ ラコモ リグモに よるイネ クビボ ソハ ムシの卵に

対す る捕食 の有無を実験に よって確めた結果を第2表 に

示 した。 この実験 では,キ バ ラ コモ リグモは たった1卵

塊を捕食 した のを確め えただけ であった。

幼虫 に対す る捕食実験 の結果は第3表 の通 りである。

幼 虫に対す る捕食は認め られ るが捕食す る量 は少 な く,

クモ1日1頭 当た りの捕食量は,3令 幼虫を与 えた実験

では1頭 程度 であった。 また,イ ネ クビボ ソハムシの幼

虫 と一緒 に小型 のハエやオオ ヨコバ イをあたえた実験 で

は,幼 虫に対 する捕食量 は約2分 の1に 低下 した。 この

実験が閉鎖的条件下 で行われ,し か も特定 の昆虫だけを

半強制的 に与 えていることを考えれば,こ の クモは野外

におい ては イネ クビボ ソハ ムシ幼虫を好んで捕食 してい

るとは思 えず,卵 はほ とん ど餌の対象に していない もの

と考 えられ る。

c. 寄生蜂:卵 寄生蜂に よる 寄生率は 第4表 に示 し

た。 この表に示す通 り卵寄生蜂の寄生率は一般に低 い。

ただ し,イ ネクビボ ソハ ムシの産卵後期 に寄生率 が上 昇

す る傾 向があ った。 イネクビボ ソハ ムシ卵のほ場でのふ

化率は,普 通90%前 後でかな り高い ことか らする と(第

5表 お よび井上 ・奥 山,1975),普 通のほ場 では 主要 な

産卵時期 におけ る卵寄生蜂に よる死亡率 は一般 に低 い も

の とみ られる。

営繭期 以降での死亡 は第6表 に示 した。 この表 に よる

と,こ の時期 での寄生蜂 に よる寄生率 は高 く,1976年 に

おける寄生 率は平均 で35.2%に も達 した。 しか し,こ

の寄 生率 は年次やほ場 の間で変動が大 きか った。

2. 気 象的要因

a. ほ場 調査:第1図 に示 したイネ クビボ ソハムシの

水田での生 存率 の消長 か ら,1975年 の長 岡B,Dの 例

について,幼 虫の死亡率 を卵 のふ化～1令 期 と2～4令

期にわけて しめす と第7表 の とお りである。長 岡Bで は

ふ化～1令 期 での死亡率 が18.2%と 低 かったのに対 し,
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第4表 野 外 採 集 卵 の 死 亡 要 因

()内 の数値はほ場間の レンジを示す.＊ 寄生蜂 は2種 羽化 したが,種 名は未同定.

第5表 野外でのふ化後卵殻の調査による死亡要因

()内 の数値 はほ場間 の レンジを示す.＊ 寄生 蜂は脱 出口の形で判 定 した.

第6表 野外採集繭の飼育による死亡要因

()内 の数値はほ場間の レンジを示す.＊ 寄生蜂はすべ て単寄生 で4種 を確認 しているが,未 同定.

第7表 ほ場での幼虫発育期別死亡率の1例(1975)

＊ イネ100株 当た り合計数の 日平均値.

長 岡Dの 場合は死亡率が75.5%に も達 した。 これ に対

し,2～4令 期 には,両 者 の関係 は全 く逆 になった。

それぞれの期 間における気象の概 況は,第8表 に しめ

した とお りであ る。 この表か ら,長 岡B,Dで の条件 の

大 きな違 いは天候 と湿度 であった。す なわち,卵 のふ化

～1令 期 には長 岡Bで は天候 は曇 りまたは雨 で湿度 は高

か った のに対 し,長 岡Dで は うす曇 りまたは晴 で湿度 は

低か った。 この関係は,2～4令 期 の時期 では逆 になっ

た。気温は発育適温帯 内(庄 司,1972)に あった とみ ら

れ,そ のほか の条件 は長岡B,Dで はほ とん ど差 がなか

った ことか ら,気 象条件 の違 いに伴 う湿度 の変化 が幼 虫

期 の死亡率 に大 きな関係 を もっている と思 われた。

第8表 第7表 に しめ した幼虫期 の気象(1975)

＊ 日中 とは8時 ～18時 を示す.
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第2図 卵の発育に対す る湿度の影響.

温度は20℃ の恒温.Aは 全卵期間(5日)同 一湿

度(1973),Bは4日 間100%R.H.,以 後ふ化 まで

(1日)各 湿度(1973).Cは4日 間各湿度,以 後ふ

化まで(1日)100%R.H.(1973).

b. 室内実験:卵 の飼育湿度をかえた時のふ化率 の変

化を第2図 に示 した。全卵期間を通 じてそれぞれ違 った

湿度においた実験Aで は,湿 度 の低い条件においた もの

ほ どふ化率が低下 し,と くに湿度が40～50%R.H.以 下

にな るとふ化率が急激に低下 した。 また,卵 期のほ とん

どを湿度100%R.H.に お き,ふ 化直前に湿度条件をい

ろいろに変えた実験Bで は,ふ 化時の湿度 とふ化率 の関

係は実験Aと ほぼ同 じ傾向 とな った。ふ化時が低い湿度

条件におかれた ことに よってふ化率が低下 した原因は,

幼 虫の卵 殻か らの脱出障害であ った。 これに対 し,ふ 化

時 だけを湿度100%R.H.に した実験Cで は,す べての

卵 はいずれ も正常 にふ化 した。

つ ぎに,幼 虫期 を違 った湿 度条件で飼育 した実験での

幼 虫の生 存率を第3図 に示 した。 まず,全 幼虫期 をいろ

いろな湿度 条件 で飼育 した場合 の幼 虫の生存率 は,湿 度

が90～100%R.H.の 場合 に もっ とも高 く,90%の 個体

が老熟幼 虫 となって営 繭 した。生存率 は低 い湿度 条件に

置 いた場合ほ ど低下 し,そ の影響 は幼 虫期 間の初期 に強

く現われた。す なわ ち,幼虫をふ化直後か ら40%R.H.で

飼育 した場合は3日 後 に,60%R.H.の 場合 でも5～6

日後にほ とん どの個体が死亡 し,老 熟幼虫 となって営繭

す るまでは生存 しなか った。令期が進むにつれ て,幼 虫

の低い湿度に対す る感受性は鈍化 したが,そ れ でも3令

幼虫を湿度40%又 は60%R.H.の 条件で飼育 した場合

に,わ ずか の個体が よ うや く老熟幼虫 となって営繭 でき

第3図 飼育 に よる幼虫期の湿度(R.H.)と 生存率 の変化

(1977).

a: 90～100%(葉 に水滴 あ り),b: 80±6%,C: 

60±4%,d: 40±1%.飼 育槽 の温度 は20±1℃.

〓 は1部 営繭,○ は全 部営繭 を示 す.

第9表 湿度を違えて飼育 した場合の幼虫期間(1977)

＊ 95%信 頼限界.

ただけであ った。

この実験におけ る幼虫期間 の長 さは,低 い湿度条件の

場合ほ ど漸次延長す ることが認め られた。第9表 は,第

3図 で示 した結果の中で蛹 まで発育 した個体数 の多 かっ

た湿度80±6%R.H.,お よび90～100%R.H.で の飼育

におけ る 幼虫期間の 長 さを 示 した ものであ る。 ふ化直

後 か ら80%R.H.で 飼育 した場合 における 幼虫期間 は

17.0±0.6日 であ ったが,90～100%R.H.で はそれが

12.0±0.2日 とな り,平均値 で約5日 も短 くなっている
。

また,後 者では個体 間の発育 のバ ラ ツキも小 さか った。

2令 または3令 か らいろいろな湿度条件 で飼育 した場合

に も,や は り同様 な傾 向がみ られ た。

以上 の結果 は,幼 虫の生存 あるいは発育 と飼育容器 内

で測定 された湿 度 との関係 である。 したがって,こ の関
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係 は実際 のほ場 での幼虫 の生存 あるいは発育 と空気湿 度

との関係 とは微妙 な違 いを持 っているか も知れ ない。 し

か し,こ の実験 でえ られた結 果か らみ るか ぎ り,幼 虫の

生存率 や発育 がそ こにおける湿度 の違 いに よって大 きな

影響 を うけている ことだけは間違 いない もの と考え られ

る。

生 命表

第1図 に示 したイネ クビボ ソハ ムシの卵か ら成虫 まで

の生存曲線か ら,こ れ までに述べたい ろい ろな死亡要因

についての調査結果を加え,5枚 の生命表を作 った。 こ

の うちか ら,成 虫 まで の総死亡率が高か った長岡Cに つ

い て得 られた ものを示す と第10表 の通 りであ る。卵期

で の死亡要因は,ほ 場調査で得 られた生理的死亡お よび

ふ化失敗 と実験室で調べ られた不受精,寄 生蜂 である。

幼虫期 の死亡要因はすべ て原因不明 の死亡 と したが,考

察 で述べ る理 由か らわか るよ うに,そ れ らの大部分 は気

象要因に よるものと思われ る。

第10表 イ ネクビボソハ ムシ生命表 の1例(1975,長 岡C*)

＊ 6月10日 産卵.
＊＊ 蛹はほ場より繭を採集 して室内で飼育.

この生命表に よると,卵 期での死亡率は低いが,幼 虫

お よび蛹期で の死亡率はかな り高い。幼虫期 の主な死亡

要因は,気 象要因以外にキバ ラコモ リグモに よる捕食が

あげ られ る。 しか し,こ のほ場での クモ密度 の低 さと,

第3表 で得た この クモに よるイ ネ クビボ ソハ ムシ幼虫に

対す る 日あた り捕食量お よび イネ クビボ ソハ ムシ幼虫期

間の長 さか らす る と,幼 虫期 間の総死亡率81.9%に 対

して,ク モの捕食 に よる推定死亡率 は4.0%と い うきわ

め て小 さな値 になる。

考 察

あ る害虫の要防除密度 とは,そ の害虫の個体群密度が

被害許容密度に達す ることが予測 され,事 前に何 らかの

防除手段を講ず る必要 のあ る害虫密度 であ り,こ の密度

水準設定が意味を もつ ため には,害 虫密度変動 の予測が

正確に行われ ることが 必要であ る(巖 ・桐谷,1973)。

また,要 防除密度は防除時期 よ りできるだけ前 に予測す

ることが実用上望 ま しい。

あ る害虫 の防除時期 における個体群密度 がその被害許

容密度に到達す るか ど うか の関係を知 る方法 として,こ

の二つ の時点 における害 虫密度 だけを とらえて も,あ る

程度 の推定 は可 能であろ う。 しか し,害 虫の個体 群密度

の変動 は,発 生場所 の環 境や寄主作 物の生育 条件や年次

な どに よって も大 き く違 って くるし,個 体群密度の変動

に影響す るお もな要 因がなんであるかに よって も要防除

密度 の予測手段 が違 って くる。 したが って,こ の 目的の

ためには,対 象 とす る害虫の個体群密度の経時的な変動

要 因を明 らかに し,そ れに基いてその害虫の密度消長の

予 測手段 を考 え,こ れを用いて要防除密度を求めれば,

より普遍 性の高い方法がえ られ ると考え られ る。

筆者 らは,こ の よ うな考え方か らイ ネクビボ ソハ ムシ

の水田におけ る生存曲線を求め,あ わせて死亡要因を明

らかに して,そ れぞれの死亡要因の重要 さの程度を調査

してみた。調査に よって9例 の生存曲線(第1図)を 得

たが,そ れ らの曲線の傾 きはそれぞれかな り異な った。

令期 別の生存率は,1令 初期では 平均を とると93.9%

とい う高い値を示 したが,そ れぞれの生存曲線の間での

変動 は大 変大 きか った。3令 初期 までの生存率は平均を

とる と30.7%で あ ったが,低 い ものでは8.3%,高 い

ものでは64.9%と かな り大 きなふれがあ った。 これは,

主 に1令 幼 虫期 の生存率に大 きな変動のあ った ことに基

づいてい る。3令 期 以降の生存率はやや安定 し,羽 化率

の平均は10.2%と な った。

発育のそれぞれの時期におけ る死亡要因を調査 した と

ころ,ま ず卵期 での死亡率は全体に低か ったが,こ の中

で寄生蜂に よる死亡が もっとも大 きか った。卵寄 生蜂の

寄 生率はイ ネクビボ ソハ ムシの産卵時期 の後期 に上昇す

る傾向があ り,井 上 ・奥山(1975)も これを認めてい る。

しか し,こ の時期はほ場全体 として産 まれ る卵の数が少

な くな ってい るので,イ ネ クビボ ソハ ムシの全発生期 間
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を通 じての密度 の変動 に及 ぼす この卵寄 生蜂の影 響は小

さい と考 え られ る。 このほか の卵 の死亡要 因を考 えてみ

る と,こ の時期 の捕食者 の密度 は きわめて低い こと,気

象条件 としての気温 は発育適温(庄 司,1972)の 範囲内

である こと,湿 度 もふ 化時に低 い場合 はふ化 を阻害す る

ことが実験的 に確 め られたが(第2図),ほ 場 では ふ化

を抑制す ることはほ とん どない とみ られ ること(江 村 ・

小嶋,1976)な どか ら,卵 の死亡に大 きな影響を及ぼす

ものは見当た らない。

つ ぎに,幼 虫期 の死 亡要 因についてみ ると気象要因,

とくに湿 度の低 下が大 きく作 用 し,死 亡に強い影 響を及

ぼす ことが考 え られた。イネ クビボ ソハ ムシの発育に好

適な気象条件 としては,従 来か ら降雨が多 い ことや,通

風が不良な環 境な どが よくあげ られている(KUWAYAMA, 

1932;関 口 ・常楽,1973)。 筆者 らは 本種が多発生 した

ほ場で フェ ーン現象に よる極端な湿 度の低下に よって,

幼虫が1日 でほ とん ど 全部死亡 した例を 観察 してい る

(江村 ・小嶋,1973)。 本種の幼虫期 の発育が湿度 と関係

の深い ことはほ場調査で も認め られ,湿 度が低い と幼虫

の死亡は多 くな った(第7,8表)。 しか し,ほ 場では こ

の関係 を量的に正確に評価 す ることは困難 であ った。そ

のため,室 内で 幼 虫に対 す る 湿度の影響を 実験 した結

果,幼 虫の生存率は湿 度条件に よって大 きく変わ り,湿

度が低 い と生存率 は急 に低 くな ったが,そ の影響 は1令

期 に もっ とも大 き くあ らわれ た。 これ 以外 の幼 虫期 にお

ける死亡要 因 としてはキバ ラコモ リグモに よる捕食 があ

げ られたが,捕 食量 は きわめて小 さい と推定 される こと

か ら,主 な死亡要 因にはな らない と考 えた。

以上 の ことか ら,イ ネ クビボ ソハム シ幼 虫期 の個体群

密度 の変動 は,感 受性 の大 きい若令期 での湿度条件 に大

きく影響 され る もの と推定 され た。 これ まで,多 くの昆

虫 におけ る密度変動 の重要 な要因 と しては,い くつか の

捕食者や寄生蜂 などの生物的要因 の働 きが あげ られ てい

るが,イ ネ クビボ ソハムシの幼虫期におけ る密度変動は,

そ うした生物的 な要因 の働 きに よっては うま く説明がで

きなか った。

一方,こ の調査で得 られた5個 の生命表を もとに し

て,MORRIS (1959)の 基本要因分析法に よって各発育 ス

テ ージの初期個体数に対す る次のス テージ(幼 虫 の場合

は令期)の 個体数の対数値 との間で,回 帰係数(b)と

相関係数の2乗(r2)を 計算 してみた。 そ の結果,1令

幼虫期にはb=-0.969,r2=0.039の 値が得 られ,卵

期 の密度 との相関はなか った。 この ことは,1令 期 の個

体群密度 の変動が生物的死亡要因の よ うな密度に依存す

る要 因に よってひき起 こされ る ものではな く,気 象要因

の ような密度 に依存 しない偶然 の要 因が強 く働 いている

ことを示 している と思 われた。なお,2令 期 以降 はbは

1に 接近 し,r2は0.435～0.963で あった ことか ら,偶

然 の要 因が作用 する機会 は1令 期 よりは小 さい もの と考

え られ,前 にのべた発育時期別 にみ た死亡要 因の考察 と

よく一致 している。

以上 の考 察か ら,イ ネ クビボ ソハム シの幼 虫期 の経時

的 な個体 群密度 の変化 を予測 しよ うとすれ ば,そ れ ぞれ

の時期 における 正確 な 湿度 条件 を 知 る必要が ある。 し

か し,現 在 の気 象予報 か ら得 られ る情報 では,幼 虫 の発

育 に及 ぼす湿度 の変化 を予測 しうる精度 の情報を,必 要

とす る時期 にあ らか じめ入手す ることは因難 であ るとい

わ ざるを得 ない。

このよ うに,イ ネ クビボ ソハムシの幼虫期 の個体群密

度 の変化 を,主 な死亡要 因である湿度 の予測値か ら推定

す る ことは現在 の ところできないが,実 際 に要防除密度

を設定 して この害 虫の防除 に活用す るため には,な ん ら

か の方法 で 密度 の 変化 をあ らか じめ 推定す る 必要があ

る。そ こで,筆 者 らはイネ クビボ ソハムシの要防除密度

を予測す る手段 として,こ の害虫 の水 田におけ る個体群

密度 の変化 をいろいろな条件 または場所で調べ,そ れに

よって得 られ る多 くの生存 曲線を うま く利用す ることを

考 えてみた。す なわ ち,あ る地域で この害虫の要防除密
り

度を求め よ うとす るとき,ま ず地形や気象条件な どに よ

って,そ の地域が イネク ビボ ソハ ムシ幼虫の発育に適 し

た環境条件 であ るか否かを経験的に判定す る。そ して,

これに似た よ うな場所で得 られてい る生存曲線 が,そ こ

の個体群 の密度変化に も当ては まると考えて,そ の地域

に最 も普遍的に現われ ると考え られ る生存率の変化傾 向

やその平均値な どを,既 知の生存曲線の どれかか ら得 ら

れ る数値で代表 させ ることであ る。

第11表 水田での卵に対する3令 初期の生存率

＊ 平均値の信頼限界は90%.



268 江村一雄 ・小嶋昭雄

さきに筆者 らは,イ ネ クビボ ソハムシの被害許 容密度

を求め るため の指標 と して,3令 期以降 の幼虫数 に よる

べ きであ ろ うと報告 した(小 嶋 ・江村,1975)。 そ こで,

第1図 か ら3令 初期 の生存率 だけ を抜 き出 して示 す と第

11表 の通 りで,9例 の平均値 は30.7%と なった。 ま

た,3令 初期 の生存率が最 も高か った例は64.9%で あ

り,最 も低か った例は8.3%で あった。 そ こで,も し3

令幼 虫による被害許容密度がわか っている場合 には,あ

る時期 の卵密度 にこれ らの生存率を乗ずれ ば,生 存率 の

最 も高い場合 と低い場合におけ る3令 幼虫密度が推定 で

きるので,そ れ らが被害許容密度 よ り高 くなるか低 くな

るかを調べれぼ,卵 の時期に要防除密度 の判定が可能 に

な る。 また,危 険率を考慮 したい場合には,例 えば新潟

県全域を対象 として考え ると,生 存率は第11表 の平均

値を用い,信 頼限界の幅を90%と すれば,あ る時期 の

卵密度に平均生存率30.7±11.7%を 乗 じた時 の最少値

が,3令 幼虫に よる被害許容密度 よ り大 き くな るか ど う

かを判定すれば よい。 したが って,こ の手法を要防除密

度 の推定に利用す るには,ど のよ うな場合に どのよ うな

生存率を用い るか とい うことや,要 防除密度 の推定 にど

の程度の精度を見込んだ らよいか とい うことも さらに検

討 しなければな らない。

摘 要

イネ クビボ ソハ ムシの要防除密度を推定す るために,

1973～1977年 に新潟県下 の水田で 生存 曲線 とそれ に 及

ぼす死亡要因を調査 した。

1) 卵を起点 として得た9個 の生存曲線は,年 次,場

所,産 卵時期 な どで大 きな変動 を示 した。

2) 主なステ ージ別の 生存率は,1令 初期では93.9

(86.8～98.9)%,3令 初期では30.7(8.7～64.9)%,

営 繭期 では15.2(4.9～29.3)%で,成 虫の 羽化率は

10.2(2.3～19.8)%で あ った。

3) 卵期 におけ る死亡要 因は,寄 生蜂が主な ものであ

ったが,寄 生 率は一般 に低 か った。幼 虫期 の死亡はかな

り多 く,か つその変動 も大 きか った。主な死亡要因は,

気象 とくに湿 度の低 い条件 であ るらしく,そ の影響は幼

虫の若令期ほ ど大 きか った。捕食者 と してはキバ ラコモ

リグモが考 え られ たが,個 体数が少 な く,こ れ に捕食 さ

れ る個体 もまた少 ない と推定 され た。営繭期以後 に起 こ

る死亡は寄生蜂に よるものが大部分 であ った。

4) 以上 のことか ら,本 種 の要防除密度推定に個体群

密度の経時変化を予測 して利用す ることは,主 な死亡要

因が気象条件であ ることか ら困難で あるが,多 くの生存

曲線を調査 して これを活用す ることによって,要 防除密

度を推定す ることが可能 になる と考 えた。
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