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In Niigata Prefecture, larvae of the rice leaf beetle injured rice leaves from the beginning 

to the end of June, and reduced the yield of rice. The best time for controlling this pest with 

insecticides was when hatching of the larvae was at its peak, which corresponded to the 4th-5th 

day after the peak of oviposition. On the basis of the relationship between the damage caused 

by the 3rd and 4th instar larvae and the survival rates from egg to the 3rd instar, the control thresh-

old density, as determined by the peak egg density at the beginning of June, was about 8 eggs 

per hill. The eggs were laid in masses on rice leaves, and the masses were distributed randomly 

in a paddy field. The practical sample size required for determining the control threshold of 

eggs, with a reasonable precision was 36 hills per paddy field (18 points•~2 hills). On the other 

hand, the control threshold in terms of the peak density of immigrated adults in the paddy field 

was estimated at about 0.1 beetles per hill. The best time for insecticide application coincided 

with the 10th day of peak adult density. But, this control threshold value was less precise as 

compared with that obtained for the eggs. The distribution of the adults in the paddy field was 

aggregated. The sample size required for making a decision on insecticide application was 100 

hills (4 points•~25 hills) per paddy field for adults.

緒 言

あ る害虫の要防除密度を設定 し,そ れが実際 の防除に

活用 され る ためには,少 な くとも 次の条件が 要求 され

る。即ち,先 ずその害虫に対 して有効な防除法が確立 さ

れてお り,次 に その害虫の 被害許容密度が 明 らかに さ

れ,防 除の要否を決定 す る時期 に,被 害許容密度に到達

す るか否 かの,個 体 群密 度の変化が予測で きることが必

要 であ る。 さらに,設 定 された要防除密度を活用す るた

めには,活 用す る時に一 定の精度で容易に調査で ぎるサ

ンプ リング法が決め られてい ることが望 まれ る(岩 田,

1978;中 筋,1978)。

筆者 らは,新潟県 においてイ ネクビボ ソハ ムシOulema 

oryzae KUWAYAMAの 要 防除密 度を求め るために研究を

行 ない,本 研 究の第1報 では本種 の個 体群密 度変動 とそ

の要 因を明 らかに し(江 村 ・小嶋,1978),第2報 では,

幼虫加害に よる イネの 被害許容密度に つい て 報告 した

(小嶋 ・江村,1979)。 本報では,そ れ らの結果か ら本種

の要防除密度を推定 し,さ らに これを活用 して防除の要

否を決め る場合に必要な個体群密度 の調査法について も

検討を加え る。

なお,要 防除密度(control threshold density)の 定

義については,防 除 の適期 も しくはそれ以前に,防 除の

要 否を予測す るための害虫密度(巖 ・桐谷,1973)を 表

わす もの として用いた。

この研究に当 って,東 京都立大学理学部 宮下和喜博士

及 び 農林水産省農業技術研究所 中村和雄博士 には 御 指

導 と本報の校閲をいただ き,京 都大学農学部 中筋房夫 博

士,農 林水産 省北陸農業試験場 佐藤昭夫室長,同 九州 農

業試験場 大矢慎吾主任 研究官には,多 くの御 助言をいた

だいた。 ここに厚 く謝意を表す る。
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材 料 及 び 方 法

1. 卵粒数 による要防 除密度の 推定

水田で卵 粒密度 が最高にな る時期(以 下,産 卵最盛期

とい う)の 株 当 り産卵数 を指標 とした要防除密度を推定

す るため,つ ぎの数値を用いた。卵か ら幼 虫期の生存率

については,第1報 で報告 した9コ の生存曲線(江 村 ・

小嶋,1978)の 値を用いた。 また,被 害許容密度につい

ては,第2報 で報告 した加害最盛期におけ る3令 以上 の

幼虫の 株 当 り寄 生数 と イ ネの 減収率の 関係(小 嶋 ・江

村,1979)の 値を用いた。

2. 越冬成虫数による要防除密度の推定

要防除密度はで きるだけ早い時期に予測で きることが

望 ま しい。そ こで,越 冬成虫の水田での密度が最高にな

る時期(以 下本田侵入最盛期 とい う)に おけ る要防除密

度を求め る目的で,越 冬成虫 の産卵数を調査 した。 自然

状態 の水田で成虫数 と産卵数 の関係を調べ ることは,成

虫 の移動があ って困難であ った ので,水 田に設置 した網

枠 内で の産卵数を調査 した。1977, 78年 に 長 岡市長倉

町 のイネを植 えた水 田に,白 色 カ ンレイシ ャを張 った網

枠(縦120cm,横180cm,高 さ160cm)を 設置 し,こ

の中に越冬成虫を 放虫 した。 この調査に 供試 した 個体

は,両 年 とも5月10-15日 に,実 験地 に近 い長 岡市土

合町 で採集 され た,産 卵開始前 の個体 である。調査 区は

2反 覆 とし,網枠 当 り放 虫数 は ♀,♂各15頭 とした。 ♀,

♂の判別 は小型 の飼育箱中 での交尾を確認す るこ とに よ

って行 ない,♂ 成 虫には鞘翅 に白色マジ ックイ ンキ(R)で

標識 した。原則 として5日 ご とに生存成 虫数 と,除 卵 法

に よって産卵粒数 を調べ た。

3. 要防除密度推定値の適合性

前記 の方法 で推定 した要 防除密度 が,自 然発生状態 の

水 田で どの程度適合す るか を明 らかに しようとした。

1977年 に刈羽郡 西山町 の水 田で,5月18日 に 「こが

ね もち」(早生 ・もち品種)の 成苗 を手植 え した水田を試

験 ほ とし,自 然発生 区 としてイネ クビボ ソハム シの 自然

発生状態 の水 田1aと,同 じほ場 で これ に隣接 した対照

区1aを 設 けて調査 した。対照 区は殺 虫剤 を散 布 してイ

ネ クビボ ソハム シを完全 に防除 し,無 発生 とした。その

他 の栽培管理 は慣行 に従 った。

自然発生 区に おける イネ クビボ ソハ ムシ個体数 の 推

定法 は,宮 下 ら(1956)及 びKIRITANI and HOKYO

 (1962)の 方法に従 った。す なわ ち,調 査株 として試験 区

の中央部か ら固定 した50株 を選び,越 冬成虫が調査 田

に侵入 しは じめた5月24日 か ら,す べ ての個体 の蛹化

が完了 した7月4日 まで,4日 ごとに成虫数,未 孵 化卵

数,幼 虫数(令 別)及 び蛹数を調査 した。同時に,こ の

調査田におけ る卵 と幼虫 の発育期間を知 るために,自 然

発生区 の 一隅で 固定 した10株 に ついて,産 卵最盛期

(6月5日)に 産卵直後 の卵を1株 当 り1卵 塊あ て マー

ク し,2日 ごとに令期別の個体数を調査 した。 これ以外

の卵はすべ て除いた。以上 の結果か ら自然発生区におけ

る個体数を推定 した。イ ネの収量は各区100株 を刈取 っ

て調査 した。

4. 要防除密度を推定するための密度推定法

イネ クビボ ソハ ムシが 自然状態で発生 してい る成苗手

植栽培 の水田 で,産 卵最盛期 と思われ る時期に,成 虫数

と卵塊数を調査 して材料 と した。

1976年 には,刈 羽郡西山町二 田の2ほ 場(以 下,西 山

-A
,西 山-B)と,小 千谷市川井 の1ほ 場(以 下,小

千谷)で,そ れ ぞれ25株 ×30株 合計750株 を,1978

年には西山町二 田(以下,西 山-C)で,60株 ×120株

合計7,200株 を調査 した。

結 果

1. 卵粒数によ る防除密度の推 定

成苗 手植栽培 では,イ ネ クビボ ソハムシの幼 虫加害 に

よるイネの減収率(Y)は,加 害最盛期 の株 当 り3-4

令幼 虫数(X)と 密接 な関係が 認め られ,Y=-22.24

+26.07logXの 一次式 で 両者 の関係が 予想 できる(小

嶋 ・江村,1979)。 この式か ら,減収を 引きおこす加害幼

虫数 は,3-4令 幼 虫数 で株 当 り約7頭 と推定 された。

しか し,い ろいろな地域 や年次 に よって,ほ 場 におけ

る幼 虫密度 と減収率 の関係 には変動が ある。 そこで,上

記 の予 測式 におけるYの95%信 頼限界 を求め,こ の下

限が減収率0と なる ときの 幼 虫密度 を 求 めた。 この値

は,株 当 り3-4令 幼 虫寄生数 で約3.5頭 となる。 これ

を被害許容密度 と決 めたい。

イネ クビボ ソハム シは,殺 虫剤 でほぼ確実 に防除 でき

る。殺 虫剤 の茎葉散 布に よる防除 適期 は孵化最盛期 であ

るが,産 卵 最盛期 は この4-5日 前に くるので,こ の時

の卵密度 が,今 求めた被害許容密度(3-4令 幼虫数)

に達す るか どうか を予測 できれ ば,こ の時期 におけ る要

防除密度 を知 るこ とが できる。

そこで,さ きに新潟県 において9ヵ 所 の異な る条件 の

水 田で調査 した,イ ネ クビボ ソハ ムシの卵か ら3令 幼虫

期 までの生存率(江 村 ・小嶋,1978;第11表 参照)か

ら,生 存率をArcsin変 換 して平均値 の95%信 頼限界

を求め ると,16.2-44.1%の 範囲 とな った。 この値か
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第1表 産卵数による要防除密度の計算

a 被害予測式Y=-22 .24+26.07logXで,95%信 頼 限

界 の下限におけ るY=0のX値 を示す.
b xの 標準誤差の95%信 頼限界 における下 限値 と上限値 を

示す.

c C=A/(B/100).

ら,さ きに被害 許容密 度 と決めた3令 以上の幼虫寄生数

3.5頭 に達す るための産卵最 盛期 におけ る卵密度を求め

る と,第1表 の通 りである。

この結果か ら,産 卵最盛期 の卵密度 では,株 当 り7.9

粒-21.6粒 の間に 収 まることにな り,少 な くとも7.9

粒以下では95%の 信頼度で被害許容密度 に達 しない と

いえ る。 この ことか ら,要 防除密度は産卵最盛期 の株当

り産卵 数で約8粒 と推定 した。 この値は,新 潟県下 のい

ろいろな水田で得た生存率に基いてい るので,か な り一

般的な推定値 と して扱え るものと考え られ る。

2. 越冬成虫数 による要防除密度の推定

成 虫数 に よって要 防除密度 を推定 するため,越 冬成虫

を水 田に設置 した網枠 内に放 飼 して産卵 数を調べたが,

供試 した成 虫の網枠 内におけ る活動は,自 然状態 と差が

み られなかった。1♀ 当 りの平均 産卵数は,全 生存期間

内では188.4±66.1粒 とな り,およそ200粒 程度 と考え

られた(第2表)。 前述の ごとく,イ ネクビボ ソハ ムシの

要 防除密度 を産卵数 で推定 す る時期 は産 卵最盛期であ る

第2表 水田に設置した網枠中における産卵数

a 調査期 間内の総産卵 数を,調 査 開始時 の♀成 虫数で除 して

算 出.
b t=95%に おけ る標準誤差を示す.

ので,こ の実験 におけ る個体群 の産卵最盛期 までの1♀

当 り平均産卵数 を 求 める と119.3±24.7粒 で,お よそ

120粒 程度 と推定 できた(第2表)。

なお,本 種 を実験室 内で個体飼育 した ときの1♀ 当 り

産卵数 としては,平 均589卵(秋 山 ・中村,1968),平

均415.3卵,最 高754卵(岸 野 ・佐藤,1977),平 均

530.0±94.0卵,最 高682卵(江 村 ・小嶋,未 発表)が

あ る。 しか し,室 内飼育 の場合は越冬成虫 の生存期間が

極めて長 くな り,そ れに伴 って産卵数が増加す るので,

これ らの産卵数を要防除密度 の推定に用い ることは,適

当でない と考え られ る。

そ こで水田で得た産卵数を利用 して,産 卵最盛期にお

け る成 虫数 に よる 要防除密度を 試算 してみた。 すなわ

ち,産 卵 最盛期 の産卵 数に よる要防除密度 は,前 述の ご

とく株 当 り約8粒 であ ったので,産 卵 最盛期 までの1♀

当 り産卵数 を120粒,性 比 を1:1と 見込 めば,越 冬成

虫数 に よる 本 田侵入最盛期 の 要 防除密度 は,株 当 り約

0.1頭 とな った。

3. 要防除密度推定値の適合性

これ まで述べた方法 で推定 した要防除密度が,実 際に

イ ネクビボ ソハ ムシが 自然発生 してい る水田で,ど の程

度適合す るかを知 るために,1977年 に調査 した。

まず,調 査ほにおけ る卵数 と幼虫数 の消長を第1図 に

示 した。 この水田の 自然発生区におけ る産卵最盛期は6

月5日 頃で,こ の時の株当 り産卵数は 平均す ると21.3

第1図 自然発生の水 田におけ る卵 と幼虫の個体数の消

長(1977).○:未 孵化卵,・:3令 以上の幼虫

を示す.
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第3表 イネクビボソハムシの要防除密度 ・被害許容密度

決定期における密度とイネの減収率の関係

a減 収率は対照区(無 加害)に 対する値を示す.

粒 であった。又,被 害許 容密度 の指標 とした3令 以上の

幼 虫の発生最盛期 は6月17日 頃で,こ の時の株 当 り密

度 は平均す る と6.0頭 であった。 自然 発生 区におけ るイ

ネの収量は,幼 虫 の加害 を受け て減収 し,対 照 区に対 す

る減収率は1.8%で あ った(第3表)。 この結果か ら,自

然発生区で の産卵最盛期におけ る株当 り産卵数 は要防除

密度を超えてお り,加 害最盛期 の株当 り3令 以上 の幼虫

数 とイ ネの減収率の関係は,前 述 した方法で求めた要防

除密度の推定値(2.0%)と よく一致 した。

次に,自 然発生区での全調査期間の調査値か ら推定 し

た卵に 対す る幼 虫の 生存率は33.6%で あ った。 これ

を,第3表 の産卵 最盛期 の産卵 数 と加 害最盛期 におけ る

3令 以上の幼 虫数 か ら求めた生存率28.2%と 比較 して

も大差 がなか った。従 って,こ の水田におけ る3令 まで

の生存率 は,新 潟県下 の9ヵ 所 の水 田で調査 した3令 ま

での 平均生存率30.7%(江 村 ・小嶋,1978)と ほぼ等

しい状態 であった といえよ う。

4. 要防除密度を推定するための密度推定法

以上に述べ てきた よ うに,イ ネ クビボ ソハムシの要防

除密度 と して,産 卵最盛期におけ る卵密度を指標 とした

ものと,越 冬成虫の本田侵入最盛期におけ る成虫密度を

指標 と した ものを求めた。そ こで,こ の要防除密度 に従

って,実 際の水田で卵密度や成虫密度を知 るため の調査

法を求め るために,株 を単 位 としたサ ンプルサイ ズの大

きさと,密 度 推定値 の精度の関係 を検討 した。なお,卵

密 度に よる要 防除密 度は前述 した ように卵粒数で得 られ

ているが,実 際の調 査で卵粒数 を数 え ることは労力を要

す る。 そ こで,卵 塊数 を数 えて卵粒数 を推定 し,要 防除

密度 との関係 を知 るこ ととした。 イネ クビボ ソハム シの

1卵 塊 は平均す る と約10粒 とみ て大 きな誤 りはない。

4ヵ 所 の水 田で,産 卵最盛期に株 ご とに卵塊数 と越冬

成虫数 の分布を調査 した結果か ら,コ ドラー トサ イズを

変え てMORISITA (1959)に よるIδ 指数を計算 して第

2図 に示 した。 コ ドラー トの と り方は1株 と2株 の場合

以外 は方形 ど りとした。

第2図 コ ドラー トサイズの変化に ともな うIδ 指数の

変化.○:卵 塊,・:成 虫を示 す.

卵塊 の場合は,調 査 した4ほ 場 ともIδ 値は コ ドラー

トサイズの変化に関係な く,ほ ぼ1に 近い値が得 られ,

卵塊は ラ ンダムな 分布を してい ると 考え られた。 これ

は,山 口 ・今井(1974)の 調査結果 と一 致 してい る。

一 方
,産 卵 最盛期 の成虫の場 合はIδ 値は コ ドラー ト

サイズが小 さい場合 は明 らかに1よ り大 きく,コ ドラー

トサィズを順 次大 きくす るとIδ 値 は急 速に1に 近づ い

た(第2図)。 この結 果か ら,水田内におけ る成 虫の分布

は卵塊 の分布 と異 な り,は っき りとした集中分布 を して

いる と考 え られた。

そこで,以 上 の結果 を もとに して,卵 塊数 と成虫数を

調査す る場合 のサ ンプルサ イズと推定精度 の関係を,小

野(1977)に よって検討 した。検討には第2図 か ら,密

度(x)が 要防除密度 に もっ とも近 い ほ場で得た調査値

を選び,卵 塊密度につい ては西山-Bを,成 虫密度につ

い ては小千谷 の結果を用いた。なお,成 虫については,
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西山-Bの 密度 も 小千谷 と同程度であ ったが,Iδ 値が

極端に大 きか ったので検討か ら除外 した。

サ ンプルサイズは調査結果に どの程度の推定精度を期

待す るか と,ど の程度の調査が実施可能であ るかに よっ

て決定 され る。 したが って異な るサ ンプルサイ ズに対応

す る推定 精度が明 らかになれば,そ れに応 じて調査法を

決定で きる。 この よ うな考えか ら,ま ず コ ドラー トサイ

ズは1株 とし,サ ンプルサイズを順次大 きく して,そ れに

対応す る平均値の許容相対誤差(標 本平均 と母平均 の許

容誤差の相対比で εで示す)の 変化を求めた ところ,卵塊

については第4表,成 虫について は第5表 の結果 となっ

た。 ここで,卵 塊密度を調査す る場合に,調 査が可能 と

考え られ るサ ンプルサイズを これ まで の調査 の経験か ら

30株 とすれば,推 定 され る平均値が母平均か らはずれ る

危険率(t)を20%に とれば,ε は25%, tを10%に

とれば εは30%程 度 と推定 され る。tを5%に すれ ば

εは さ らに大 き くなる。 このよ うに,tと εの値 は互 い

に関連 して変動す るが,推 定値 の精度 との関係か ら見 る

と,ε の値を小 さ くすれ ば母平均 に対す る標本平均 の変

動幅は小 さ くな り,tの 値を小 さ くとれ ば標本平均 が母

平均か らはずれ る危険性 は小 さ くなる。 したがって εの

値を小 さ くとるよ うにすれ ば,密 度 を推定す る精度 が高

第4表 卵塊の コ ドラー トサ イズを1と した時 のサンプル

サイズの変化に ともな う推定精度 の変化(西 山-

B, Iδ=0.99, x=0.93a)

a xは 株 当 り平均卵塊密度.

b qは 必要 サンプル数:q>(t2/
ε)(Iδ0-1+1/x).

ま り,tの 値を小 さ くとれば,推 定密度 の信頼度が高 ま

るといえ る。

つ ぎに越冬成虫 の場合は,卵 塊 よ り分布 の集中度(Iδ)

が大 きく,平 均密度(x)が 小 さい ので,卵 塊 と同 じサ

ンプルサイ ズでは推定精度は 明 らかに低下す る。 この場

合は,tが10%以 上 の精度を期待す ることは,ε が大

きくな り過 ぎて無理で,tを20-30%に せ ざるを得な

い と思われ る。成虫 の場合に1ヵ 所 の水 田で調査可能な

サ ンプルサ イズは,こ れ までの経験か ら100株 程度 とみ

られ るので,こ の場合tを30%と して も,ε は45-

50%程 度にな って大 き くなる。

つ ぎに,上 記 の ような事情 で 実際 に 調査 した 経験か

ら,1ほ 場 当 りのサ ンプルサ イズを調査可能 と思わ れる

大 きさに とり,卵 塊 では30株,成 虫では100株 程度 に

決め た場合,調 査 能率 を高め る方 法 として,1株 づ つ調

査す る より,1ヵ 所 での調査株数 を多 くとり,調 査 ヵ所

数を少 な くす るほ うが有利 である。 そ こで,第6表 に コ

ドラー トサ イズ と必要 サ ンプル数 の関係 を求めた。 計算

に当っては,前 述 の理 由で卵塊 についてはt=10%,ε

=30%,成 虫に ついてはt=30%,ε=40%の 推定精

度 を与 えた。 この推定精度を満足す るためには,1ヵ 所

1株 を単 位 として調査す ると,卵 塊 の場合は33株,成

虫の場合は123株 を調査す る必要があ った。卵塊の場合

第6表 コ ドラー トサイズの大 きさと一定精度 に対応 する

必要サ ンプル数

a西 山-B
,b小 千 谷.

第5表 成虫の コ ドラー トサイズを1と したときのサンプルサイズの変化 に ともな う推 定精度の変化

(小千谷,Iδ=5.05, x=0.07)
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は1ヵ 所 で2株 づ つ調査す る ことが可 能で能率が よく,

18ヵ 所 の調査 で,1株 ずつ33ヵ 所 調期査す る場合 と同

じ推定精度が得 られ る。

同 じ理 由で成虫では1ヵ 所25株 程度を方形 に とって

調査す ることが可能で能率が よいので,こ の範 囲を調査

単位 とすれば1ほ 場4ヵ 所 の調査 でよ く,1株 ずつ123

株を調査す るよ り同 じ推定精度 で,調 査能率を大 き く上

げ ることがで きると思われ る。

考 察

イ ネクビボ ソハ ムシの防除に実際に有効な手段は,現

在の ところ殺虫剤だけであ るが,殺 虫剤散布 の適期は孵

化最盛期 であ る。従 って,こ の時期以前に利用で きる要

防除密度が設定 され る必要があ る。

イ ネクビボ ソハ ムシの産卵最盛期は,普 通には防除適

期 より4-5日 前に くるので,こ の時期 の卵密度を指標

として 要防除密度を 求めた結 果,株 当 り約8卵 であ っ

た。ただ し,こ の推定 には,新 潟県 内の9ヵ 所 の水田で

調査 した卵期 か ら幼 虫期 の生 存率 を根拠 として用いてい

るので,も っと多 くの生存曲線 が求め られれば,さ らに

正確 な値 がえ られ るであろ う。少な くとも現在 までの段

階では,上 記の卵 密度以下の場合には,防 除は不要であ

るといえ よう。

害 虫の要防除密度 は,そ の害虫の被害許容密度が地域

や時期,あ るいは経済価値 の変化 に よって変 るし(STERN e

t al., 1959),防 除時期 に予 測 した加害 時期 の害 虫密度

は,そ の後 の条件 に よって変るので,そ れに対 す る安 全

度 も見込 んでお くこ とが望 ま しい。従 って,上 記 の要 防

除密度 の利用に 当っては,そ れ ぞれ の地域 におけ る卵期

か ら幼虫期 まで の生存率 の変化を調査 して補正すれ ば,

さ らに正確な推定が可能であ ろ う。

 なお,こ こで求めた要防除密度は成苗手植 田の場合 で

あ るが,そ の後 の実験で この値が稚苗機械移植 田でも同

様に適用で きることが明 らかにな った(未 発表)。

要防除密度を推定す る時期は,防 除時期 よ りも早けれ

ば早い程,利 用す る上では便利であ る。そ こで,本 種 の

要防除密度を越冬成虫の水田侵入最盛期におけ る株当 り

寄生数で求めた ところ,約0.1頭 であ った。 しか し,予

測時期 を早め ることは,逆 に予測精度が低下す ることに

な る。 したが って,越 冬成 虫数 に よる要防除密度は,あ

くまで も この時期 に おけ る 防除要否の 目安 として 活用

し,よ り正確 な情報 は産卵 最盛期 に求める ことが妥当な

利用法 と思われ る。

本種 の要防除密度 に つ いてKOYAMA (1978)は,秋

田県 で産卵 最盛期 における株 当 り卵密度 で0.5卵 塊 と報

告 している。 イネ クビボ ソハムシの1卵 塊 当 りの卵粒数

は,平 均すれ ば10粒 前後 であるので,KOYAMAの 報

告は株 当 り約5粒 と推定 され,筆 者 らが求め た株 当 り約

8粒 よ りも低 く設定 され ている。

なお,KOYAMAは,本 種 の要防除密度を推定す る根拠

と して,被 害許容限界を求め るに当 って,幼 虫加害 によ

るイ ネの被害葉率 と収量 との関係を調査 した結果,両 者

の関係式は得 られない と した。 このため最悪 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 ることが

安全であ ると して,被 害許容限界を 最高被害葉率30%

以下 と した(小 山,1978)。 これは,本 種の幼虫加害に よ

って引 き起 こされ るイ ネの減収量は,幼 虫寄生数や被害

葉 率 と密接な関係があ るとす る考え方(小 嶋 ら,1973;

小嶋 ・江村,1975;高 山,1977;小 嶋 ・江村,1978)と

見解を異に してい る。 さらにKOYAMAは 被害許 容限界

を設定 す るための指標 とした被害葉 率 と産卵数 の関係 を

求める方 法 として,ほ 場 ごとの卵塊数 に対 して被害葉率

が最 も高 くあ らわれた調査値 を強調 して採用 した うえ,

被害 許 容限界 と決 めた 最高 被害 葉率 を30%(小 山,

1978)か ら20%に 下 げて要 防除密度 を求 めている。 こ

の ような方 法で設定 された要 防除密度 は,実 用上 の安全

性 をできるだけ多 くと り込 んではいるが,稀 に しか起 こ

りえない事例 を過大 に評価 して しま うことにな りかね な

い。

ところで,要 防除密度が設定 され た場合,こ れが実際

に活用 され るためには,調 査員が調査可能 な範囲 で,個

体数 のサ ンプ リングの基準が決め られ てい ることが望 ま

しい。イ ネ クビボ ソハ ムシの要防除密度を,あ る水 田に

つい て産卵最盛期 の卵密度で推定 しよ うとす る場合は,

水田 内18ヵ 所で1ヵ 所2株 を調査すれば,ほ ぼ十分な精

度 で防除要否の判定がで きると考え られた。 この調査に

要す る時間は1ほ 場当 り約10-15分 で,実 際に調査可

能 と考え られ る。越冬成虫密度を指標 とす る場 合は,卵

塊 と同 じ精度で調査株数 を とることは,実 際には困難 で

あ る。 このため,調 査に要す る時間を卵塊 と同 じにす れ

ば,成 虫の場 合は1ほ 場 当 り100株 程度(25株 を単位

として4ヵ 所)の 調査が可能である。 この場合 の調査精

度 は平均値 が母平均 か らはずれる危 険率(t)を30%,

平均値 の許容相対 誤差(ε)を40%ま で落 とさざるを

得なかった。

上記 の ような理 由か ら,水 田で卵密度又 は成 虫密度 を

調査 して,要 防除密度を利 用 して防除の要否を決め る場

合は,上 に述べた程度の誤差があ ることを常に考慮 しな
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ければ な らない。

摘 要

1. イ ネクビボソハ ムシの幼虫加害に よるイ ネの被害

許容密度は,現 状におけ る利用上 の安全性を考慮 して,

加害最盛期 の株当 り3令 以上 の幼虫数で約3.5頭 と推定

した。

2. 被害許容密度 と水田での卵に対す る3令 幼虫期 ま

での生存率の関係か ら,産 卵最盛期の卵密度を指標 と し

た要防除密度は,株 当 り約8粒 と推定 した。

3. 越冬成虫の本田侵入最盛期におけ る成虫密度に よ

る要防除密度は,株 当 り約0.1頭 と推定 した。ただ し,

この値は卵 密度に よる推定値 よ り精度は低 くな る。

4. 卵塊のほ場 内分布は ランダム分布で,成 虫では集

中分布 と推定 された。要 防除密 度に従 って防除要否を決

め るために必要で,実 用的 に調査可能な調査株数は,卵

密度 を指標 とす る場合 は1ほ 場 当 り18ヵ 所 で,1ヵ 所

2株 あて 調査すれば,ほ ぼ満足 で きる 精度が 期待 で き

る。成 虫では卵塊 と同 じ調査精度を期 待す ることは困難

であ り,推 定精度 は低 くなるが,1ほ 場 当 り4ヵ 所 で1

ヵ所25株 を調査 して利用せ ざるを得 ない。
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