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水稲のツマグロヨコバイ耐虫性に関する研究

3.寄 主選好性を利用した検定法について
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耐 虫性 の研究 を 行 うにあた っては,耐 虫性の有無 を正確に,

しか もじん速に 判定す る為の簡易検定法が 必要不可欠で ある。

筆者 らは,ツ マ グロヨコバ イの耐虫性につい て 研究 を進 めてお

り,そ の第1報 では,抗 生作用 を指標 とした 簡易検定法 につい

て報告 した(岸 野 ・安藤,1978)。 耐 虫性 には,抗 生作用 の他 に

非選好性 もあ り,こ れ を利用 した 検定法(小 林 ・金 田,1976)

もある。 この方法に よれ ば,感 受性 と耐 虫性 品種の判定が容易

明瞭 であ り,抗 生作用 を指標 とした判定 ともよ く一致 した。 そ

こで,交 配後代 の選 抜などに選好性 を 利用 す る方 法を応用す る

こ とを検討 したので,こ こにその結果を報 告す る。

材 料 お よび 方 法

供試 虫

1972年 に秋田県金浦町 で採集 した成 虫を,幼 苗(品 種 トワダ)

で継代飼育 した もので,こ の3～4齢 幼虫 を用いた。

供試品種お よび交配系統

Lepedumai(耐 虫性高:R),三 又棋(耐 虫性低:M), Vin-

tura(感 受性:S)の 耐虫性既知品種の組み合わせ,及 び耐 虫性

品種であ るLepedumai, Tadukan,紅 稲に 日本稲 を交配 した

系 統に,さ らに 日本稲 をかけ合 わせ,そ のF1(B1F1)を 用 い

た。

実験法

イネの育苗に使われ る株播 ポ ッ ト(塩 ビ製,1桝15mm×15

mm)を,ツ マグロヨコバ イの 大量飼育箱(杉 本,1969)に 丁

度入 る大 きさに切断 し,1桝 に1粒 ずつ播種 した。

耐 虫性既知 品種 を用 いた 実験 の場合 には,配 置を出来 るだ け

ランダムになるよ うに し,位 置 を記録 しておいた(第1図)。 イ

ネ苗 は ガラス室 内で1～2葉 期 まで育 成 し,前 記の飼育箱に育

苗箱 を入れ,虫 の数を1株 あた り1, 2, 4, 6頭 の割合でそれぞ

れ放飼 し,時 間 ごとに各株に 付着 してい る虫数 を3日 後 まで数

第1図 ランダムに品種を配置 した場合の虫の分布の一例.

耐 虫性高品種 と感受性 品種 の 組み合 わせ で24時 間

後,密 度は1本 あた り4頭,図 中の ○印は耐 虫性高

品種 を植えた.

えた。

交配後代 を用 いた実験 の場合 には,シ ー ドリングケースに10

株ずつ播種 して,1～2葉 まで育成 した稲を透明塩 ビ製筒でおお

い,そ の中に幼 虫を放飼 して,24時 間後におけ る付 着虫数を調

査 した。 そ して,選 好性 の実験後に,ポ ッ トに植えて株別に,

葉検定法(岸 野 ・安藤,1978)に よ って 抗生作用 を調べ,選 好

性 との関係を検討 した。

結 果 お よ び考 察

耐虫性程度の既知品種 を用いた 実験 の一例 を 示 したものが第

1図 で,ラ ンダ ムに配置 した 耐虫性品種 と 感受性品種に対す る

ツマ グロヨコバ イ幼 虫の選好性 の一例 を示 したものである。

この図か ら付着虫は 耐虫性 品種上 には少 な く,感 受性 品種上

には多い ことがは っき りとわか る。 付着 虫の分布 は,品 種 の組

み合わせ,放 飼 虫数,調 査 日に よ っても当然変 わ るこ とが予想

された ので,耐 虫性高 品種(以 下Rと す る)と 感受性 品種(以 下

Sと す る),耐 虫性低品種(以 下Mと す る)とS, RとM, RとM

第2図 供試虫密度と品種の違いによるイネ付着虫数の変化.
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とSの4通 りの組み合わせで試験 を行 った。

その結果は第2図 に 示 した とお りである。 図の上段 は放 飼後

24時 間,中 段は48時 間,下 段 は72時 間後 の各品種におけ る

付着 虫の平均値 を 示 したものであ る。2品 種の組 み合わせでは

RとM上 の付着 虫数 はS上 の付 着虫に 比 べて,放 飼密度 と放飼

後経過時 間にかか わ らず,常 に少数であ った。 これに比べ てR

とMの 組み合 わせでは,Mの 方がSよ り若干付着虫が 多 い傾 向

が見 られ たに過 ぎなか った。

3品 種の組 み合わせでは,同 じようにRとMの 間には ほとん

ど差が見 られなか ったが,Sと の間には明 らか に差が 認 め られ

た。 耐虫性品種 と 感受性品種間の付着虫数 の差 は時 間が たつに

つれ て,ま た,あ る密度以上に なる と減少 す る傾 向がみ られた。

これは,感 受性品種上で虫 の吸汁が 多 くされ ることによ って イ

ネの栄養状態が悪 くな り,虫 が耐 虫性 品種 の方 に 移動 してい く

為 と考え られた。 耐虫性 の高低 によ る付 着虫の差 は ほ とん ど貝

られ なか ったので,こ の方法 によ り耐 虫性 の高低を 判定す るこ

とはむつか しい と考 え られた。

次に,先 の実験 で得 られ た結果に基づい て,R (M)とSを 判

定す る場合 の基準 を ど こにおいた らよいかについ て 検討 を行 っ

た結果が第3図 であ る。

図の横 軸の判 定基 準 とな る付着虫数 とは,調 査 を行 った 際に

この頭数以 上の虫が着いてい る株を 感受性 とし,そ れ未満 の場

合を耐虫性 と判定 した ものであ る。 縦軸の適 中率 とは,判 定 基

準 とな る虫数を変えた時,耐 虫性の判定が正 しい割合 を 百分率

で表わ した ものであ る。 判定基準 とな る虫数 を 変 えるこ とや,

密度の大小に よって適中率は変化 した。 また,と くに高密度放

飼区では時間が経過す るにつれ て 適 中率は低 くなる傾 向が 見 ら

れた。 これは,前 に述 べたよ うに虫がSか らRへ 移動す るので,

RとSの 区別が つ きに くくな る為で あろ う。 全体 の中で適 中率

が最 も高 くな る場合は,密 度が1本 当た り4頭 で24時 間後に調

査 し,判 定基準は3頭 未満の場合にRと した時 であ った。 また

1お よび2頭 区 で,そ れ ぞれ24お よび48時 間後,2お よび

1頭 未満 を判定基準 とした場合 に も,80%以 上 の確 率で適 中 し

た。

小林 ・金 田(1976)は,幼 苗 を用 い る選好性 検定法 において,

第3図 耐虫性の判定基準(付着虫数)を変えた場合の適中率.

第1表 選好性検定と葉検定の比較

幼苗1本 当た りの虫数は5～10頭 が,調 査時期は2～3日 が適

当 とした。 また,大 矢 ・佐藤(1980)は,幼 苗1本 当た り2.5頭

の虫 を用い,調 査時期はやは り2日 後が適 当としていて,こ こ

で得 られた 結果 と異 なっていた。 小林お よび大矢 らの方法 は,

イネを集団 として扱 っているが,今 回 は系統 の選抜 に 利用す る

ため,各 個体 ごとに判定 している。 このこ とによ り,適 当な供

試 虫数,調 査時 間が異 な ってきた と考え られ る。

耐 虫性 の既知 品種上 におけ る,選 好性 を利 用 した 個 体選抜の

可能性 はは っき りしたが,交 配後 代の耐 虫性 系統の 選抜法 とし

て利 用出来 るか どうかについ て検討 した。

実験 は,生 育 後期(9～10葉 期)に 葉検定(岸 野 ・安藤,1978)

を行 い,両 者 の結果を比較す ることに よって,選 好性検定にお

け る正確度を調べた ものであ る。 幼苗期の選好性検定では,放

飼虫数を1株 当た り2頭 とし,24時 間後に付着虫数が2頭 未満

の ものをRと 判定 した。 葉検定はポ ッ トに 選好性の結果に従 っ

てRとSに 移植 し,約80日 後に行 った。 両検定 の結果 を比べ

た ものが第1表 であ る。 選好性検定でRと 判定 され た 株 の半分

近 くが,葉 検定でSと 判定 され たが,葉 検定 でR又 はMと 判定

した株の80%以 上が選好性検定 でRと 判定 され てお り,選 好

性検定 を用い ても 耐虫性系統 を落 とす危険性 は 少 ない と考 え ら

れた。 母本 とな った耐 虫性 品種が異 な っても,結 果はほ とんど

変 らなか った。

ただ,品 種 を用 いた場合 に比 べ,交 配 後代を用 い ると適 中率

が低下す る傾 向が み られ た。 この原 因はよ くわか らないが,耐

虫性遺伝子 の数が 関与 してい る可能性 も考 え られ る。 また,耐

虫性お よび感受性株 の量的比率が 変化 した場合,ど うな るかに

つ いても検討が 必要 であろ う。 いずれ に しろ,ほ 場 に移植 す る

前 の育苗期 に選好性検 定を 行 うこ とによ って,ほ 場面積 やほ場

での検 定労力を大幅に減 らす事 がで き,実 用上,一 次検 定 とし

て役 に立 つ と結論づけ られた。
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