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ニ カメ イガ越冬世代成 虫の産 卵習性 と第1世 代 初期発生量 との関係

野 里 和 雄

高知大学農学部

Oviposition Habit of the Rice Stem Borer, Chilo suppressalis (WALKER) (Lepidoptera: 
Pyralidae), in the Overwintering Generation with Reference to Initial Abundance in the First 
Generation. Kazuo NOZATO (Entomological Laboratory, Kochi University, Nangoku-shi, 
Kochi 783, Japan). Jap. J. appl. Ent. Zool. 25: 213-218 (1981)

Adult emergence prevalence, fecundity, oviposition process of the moths and hatchability 
of the eggs in the overwintering generation were examined in the laboratory (natural temper-
ature). Egg deposition of some eighty females after mating was controlled under different night 
illumination periods, and oviposition habit of moths after illumination treatment was examined 
as in the case of the normal individuals. A model for the oviposition habit of the moths and rice 
transplanting interaction system was made, and the numbers of hatching larvae in the first gen-
eration were estimated by the model. This simulation model showed that the numbers were 
rapidly decreased when rice transplanting took place later than at the peak of adult emergence: 
the numbers decreased by 50% after 5-7 day delay and 90% after 12-15 day delay.

は じ め に

最近,ニ カメイガの個体数 は減少傾向にあ り,防 除を

必要 としない地 域が増 加 してい る。稲の重要害虫 として

常に防除対 象 として取 り扱われて きただけに,そ の個体

数 が減少 した原因を明 らかにす ることは今後 の害虫防除

のあ り方に多 くの示唆を与え るものと思われ る。そ の減

少原因については,精 力的に実施 された農薬散布 よ りも

栽培方法 の変化 による影響が大 きい と考 え られ て い る

(例えば,桐 谷,1973;尾 崎,1974)。 しか しなが ら,稲

栽培方法 の変化に よって,個 体数が どの ように減少 した

かについて の分析は充分 なされてい ない。

第1世 代初期数はそ の年 の発生量や稲 の被害 に大 き く

影響す るばか りで な く,年 次的変動 に も強 く作用す る と

考 え られ ているので(深谷,1950;石 倉,1951;内 田,1951, 

1958),そ の発生量を決定す ることは少発生現象を分析す

る上 できわ めて重要 であ る。そ の初期数 は雌成虫数以外

に,そ の発生時期 と産卵対象 となる本 田の稲 の存在 日と

のずれ に よって も大 き く変動す ると考 え られ ている(深

谷,1950;石 倉,1951)。 このよ うに発生量 に重要 な影響

を与え る問題 も,わ ずか に,内 田(1956, 1958)に よっ

て,あ る個体群の産卵可能数に対 して無効産卵 の割合を

間接的に推定 した報告があ るにす ぎない。第1世 代の初

期 数は害虫の産卵習性についての数量 的資料を用 いて,

稲の存在 日を種々変化 させた シ ミュ レーシ ョンを行 うこ

とに よって推定で きるもの と考え られ る。そ の た め に

は,越 冬世 代の産卵習性について,数 量的資料が得 られ

ていなければな らないが,不 充分 な現状であ る。

そ こで,越 冬世代の羽化消長 と交尾後す ぐに産 卵で き

る成虫お よび稲が存在 しないためにただちに産卵 で きな

い状態を想定 した条件下の個体について,そ れぞれの産

卵数,産 卵 過程 お よび産 下卵 の孵 化率を調 べた。 これ ら

の結果を用 いて,発 生時期 と稲の存在 日とのずれが種 々

異なる時の,そ れぞれの第1世 代初 期数 を推 定す る こと

を試 みた。

本文に入 るに先立ち,ニ カ メイガに関す る問題 点の指

摘 と文献入手に際 して御 配慮いただいた,桐 谷圭 治博士

(農林水産省,農 業技術研究所),中 筋房夫博士(京 都大

学農学部),平 野 千里 博士(高 知 大学農 学部)の 諸氏 に対

し厚 くお礼申 し上げる。

実 験 方 法

1. 羽化実験

通常年3世 代発生す る高知県 香美郡野市 町 と隣接す る
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南国市 の水 田において,3月 下旬か ら4月 上旬 にかけて

幼虫お よび蛹を採集 し,自 然温度下で羽化消 長 を 調 べ

た。1976年 は野市町か ら,1981年 は両地域か ら採集 し

た。

2. 産卵抑制処理

産卵で きる状態にあ る成虫で も野外において稲が存在

しない場合は,産 卵は中止 され,そ の後稲があ ると産卵

を開始す ると考え られ る。その場合,産 卵を中止 した 日

数 に よって,そ の後の産卵数,産 卵過程お よび産下卵 の

孵化率が異な ると考え られ る。室内においては,稲 が入

っていない容器に も産卵す ることがあ るが,夜 間照 明を

す ればその行 動を抑 制す ることがで きる(例 え ば 鏑 木

ら,1939)。 交 尾後 の個体 を体 の大 きさを考慮 して11区

に分 け(1区7～8頭),15～20℃ の温度 下で,連 続照

明を1日 間か ら10日 間まで10区 に分 けて行 った。対

照 として,照 明を しない区を設け,正 常な個体 とみな し

た。実験 には,1981年4月 下 旬か ら5月 上 旬にかけて羽

化 した個体 を用 いた。

3. 産卵 実験

あらか じめ内面 を紙 で覆 い,さ らに湿 らした脱 脂綿を

入れた大型試験管(直 経3cm× 長 さ20cm)に 交 尾後の

雌成虫 お よび産卵抑制処理 を した個体 を1頭 ずつ入れ,

15～20℃ の恒温器 内で産卵 させた 。毎 日試験 管内の紙

を とりか え,産 み付 け られた 卵塊 ごと の 卵 粒数 を調べ

た 。産卵終 了後,死 亡 した雌 成虫の前翅長を測定 し,大

きさの指標 とした。

4. 孵 化率実験

1卵 塊 ずつ,小 型管 ビン(直経1.5cm× 長 さ6.0cm)

に入れ,管 ビンの内側 にわずか に水を付着 させた後,15

～20℃ の恒温器 に入れ,孵 化後,孵 化幼 虫数 と非孵化

卵数 を調べた。

結 果

1. 羽化消長

自然温度下で羽化 させた結果を第1図 に示す。羽化は

最盛 日の前後に集 中す るが,羽 化少数 日は羽化 の初期 と

後期 に長 く続 き,全 体 として羽化期間は約1ヵ 月以上 に

及ぶ。そ の羽化 曲線は最盛 日を中央 に,左 右対称 となっ

てい る。羽化期間について,今 回の実験結果 と同様 な報

告が鏑木 ら(1939)に よってな されてい る。なお,羽 化

消長 と羽化個体 の大 きさとの間に一定 の関係は見い 出せ

なか った。

2. 産卵数

産卵実験 の結果を個体別に検討 し,よ く産卵 した個体

第1図 ニカメイガ越冬世代の羽化消長.

(各区5頭)に ついて,前 翅長(X)と 産卵数(Y)と の

関係式 を求めた(第2図)。 つ ぎに,越 冬世代雌成虫を

1976年100頭,1981年95頭 用いて,そ の前翅長を測

定 し,平 均値 と95%信 頼巾を 求め ると,そ れぞれ,

13.00±0.21, 12.88±0.39で あ った。そ こで,13mmを

平均個体 とみな して,前 述の関係式に代入 して,そ れぞ

れ の区におけ る平均 産卵数 を求めた(第3図)。 産卵抑

制2日 までは正常な個体 と同 じであ ったが,3日 以上に

なる と,Y=-42.36x+544.57で 表示 で きる減少傾向

を示 した。

3. 産卵 回数 と産卵過程

産卵抑制処理 を しなか った個体 はす べて交 尾の翌 日か

ら産卵 を開始 した。産卵 開始 か ら終 了 までの1雌 当た り

1夜 当た りの平均卵塊数 は,多 少のば らつ きはある もの

の,産 卵経過 に関係な く1卵 塊 とみなす ことができた。

また,産 卵抑制処理 を した個体 は連続照 明に よる行動等

に対す る影響 は少 な く,処 理後産卵実験 を開始 した夜か

ら卵を産みつけ,そ の後 は正常 な個体 と同様 な傾 向を示

した。1夜1卵 塊産む のを1回 として,産 卵開始か ら終

了 まで の平均回数を示す と第4図 の通 りで ある。産卵抑

制2夜 までは平均8回 産み付けたが,そ れ以後は抑制 日

が多 くな るにつれて1回 減少す る傾 向を示 した。各産卵

回数におけ る産卵数は,実 験区に よって,多 少の違いは

あ ったが,い ずれの場合 も第1回 産卵が きわめて多 く,そ

の後は漸次減少す る経過をた どった(第5図)。 産卵 回数

が経過す るにつれてその数が減少す る現象については,

鏑木 ら(1939)とKANNO and SATO (1975)の 報告が あ

る。なお,産 卵抑 制処理 を した個体 では,そ の 日数が多

くなるにつれ て,最 終産卵 が順次 中止 され てい く傾 向を
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第2図 前翅長と産卵数との関係.図 中の数字は産卵抑制日数を示す.

第3図 産卵抑制 日数 と平均産卵数との関係.

示 した。

4. 孵化率

孵化 率は産卵抑 制 日数 が多 くな るほ ど低下 し,ま た,

それ ぞれ の実験 区においては,産 卵 回数 が経過す るにつ

れ て低 くな った(第6図)。 この よ うな 産卵 回数 と孵 化

第4図 産卵抑制日数と平均産卵回数との関係.

平均値と標準偏差を示す.

率 との関係 につい ては,KANNO and SATO (1975)も 報

告 している。

5. 第1世 代孵 化幼虫 数の推 定

1) 推定 モデルの作 成

越冬世代雌成虫が本 田の稲へ産卵 し,第1世 代初期数
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第5図 産卵経過にともなう産卵数の変化.(各 産卵日における産卵数はそれぞれの割合から曲

線化した値に平均産卵数を代入して示 した).図 中の数字は第2図 と同じ.

第6図 産卵経過にともなう孵化率の変化.図 中の数字は第2図 と同じ.

を残す過程をつ ぎのよ うに考えた。羽化 した個体は 当 日

交尾 し,翌 日か ら産卵を開始で きるが,産 卵対象稲を 求

める探索があ り,稲 を発見す ると産卵 し,そ れ以後は能

力の限界 まで連続 して産み付け る。産み付け られた卵か

らは産卵回数 ご との孵化率 に従 って,孵 化幼虫が 出現す

る(第7図)。 この孵化幼虫数 を推定す るには,まず,羽

化個体群 の羽化 曲線 を固定 して,つ ぎに,稲 の存在 日を

種 々変化 させた時 のそれ ぞれ の 日におけ る孵化幼虫数を

算 出すれ ば よい。そ の時,前 述 した実験結果を羽化個体

の産卵 習性 として用 いる。



ニカメイガの産卵習性 217

第7図 第1世 代孵化幼虫数推定モデルの流れ図.S=本

田に稲が植えられるまで探索を繰 り返す.O=産 卵

開始後は産卵過程に従って産卵を続ける.

2) 推定 された第1世 代孵化幼虫数

第8図 に羽化雌個体が10, 100, 1,000頭 の場合につ

いて,推 定 した孵化幼 虫数 を示す 。羽化個体 数 に よ っ

て,推 定値 に多少 の差は認 め られ るが,こ の程度 の差 な

ら同 じ値 の範囲 とみ なす ことがで きる。羽化最盛 日より

後に産卵対象 となる稲が存在す る時は,そ れが遅れ るに

つれて孵化幼虫数は急激に減少す る。す なわ ち,そ の5

～7日 後には総数の50% , 12～15日 後には10%に ま

で個体数は低下す る。

考 察

ニカメイガの長期的な個体数変動については,予 察灯

で得 られた誘殺数 の分 析を中心に数多 く行われ,越 冬世

代発蛾量 の多少 と第1世 代 の幼虫密度,被 害 の発生程度

お よび第1世 代の発蛾量 との間にそれぞれ相関関係が見

い出せない ことか ら,越 冬世代発蛾時期か ら第1世 代若

齢期 までの短か い間に変動に大 きく影響す る要素 がある

と考 え られ た。 その要 素 としては,羽 化最 盛 日が本 田に

稲が存在す る より早 くなる と産卵数 が少な く,逆 に遅 く

なる と多 くなる とい う発生 のずれ として考 え られ てい る

(深谷,1950;石 倉,1951;宮 下,1955;内 田,1956, 

1958; MIYASHITA, 1963)。 内田(1956, 1958)は 越冬世

代 の誘殺数か ら第1世 代誘殺数を推定す る時,雌 成虫の

産卵数を300粒 として,第1世 代の卵お よび幼虫の野外

におけ る死亡率 の資料を加味す ると,卵 期死亡以前に高

い死亡率(約90%前 後)が 生 じてい ることにな り,そ

の値は漸進大発生時では平年発生に比べて低 下 している

ことを示 した。 この高い死亡率を無効産卵 と称 し,大 部

分が本 田に産卵 できない数 と考 え られた 。 この方法 に よ

って,越 冬世代成虫が充分産卵で きない とい う現象を数

量的 に表示す ることがで きたけれ ども,発 生 のずれ と産

卵量 との関係を知 るには別 の方法が必要であ る。

羽化時期は主に気温等 の気象条件 に影響 さ れ て 変 化

し,一 方,産 卵対象にな る本 田へ の田植は気象条件に左

右 され る傾向を持ちなが らも,人 為的要素 も強 く作用す

る。 この よ うに両者は常に流動的であ るか ら,両 者の間

隔が一定で推移す るとは考え られない。 さらに,羽 化期

間は約1ヵ 月余あ るに もかか らわず,最 盛 日前後 の数 日

間に集中的に出現す るか ら(第1図),両 者のずれに応 じ

て一定の割合での変化は期待で きず,あ る間隔になる と

第8図 異 な る産 卵可能稲存在 日におけ る第1世 代孵化幼虫数 の推定値.横 軸 は羽化最盛 日を基

準 に した稲存在 日(正 の数は田植が遅 く,負 数は早い ことを示す).縦 軸は総孵化幼虫数

を100と した時の値.羽 化個本数(△=10. ●=100, ○=1,000).
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急激 に減少す るこ とも予想 され る。 また,羽 化す る雌成

虫は羽化 の翌 日か ら産卵 できるが,産 卵対 象 となる稲が

ない状態が3夜 以上続 くと,そ の 日数 が経過す るにつれ

て産卵数,産 卵回数は減少 し,産 下卵の孵化率 も低下す

る習性を持 ってい る(第3, 4, 6図)か ら,発 生 のず

れに よる影響は さらに大 き くな る。 このよ うに羽化か ら

産卵 まで の習性が第1世 代初期数 に関係す るか ら,こ れ

らの要素 と稲 の存在 日とのシステムを考えて,シ ミュ レ

ーシ ョンをすれば産卵数(産 下卵 の孵化率を乗 じて孵化

幼虫数)を 推定す る ことが できる。計算結果 に よれ ば

(第8図),発 生 のずれ の間隔 に対 して発生量 は大 きく変

動 している。羽化 最盛 日が稲 の存在 日よりわずかに5～

7日 早いだけで可能発生量の50%, 12～15日 早ければ

10%し か 産 み付け られない ことを 示 してい る。すなわ

ち,羽 化総数 に よって,こ の傾向に差はない と考え られ

るか ら(第8図),越 冬世代成虫数は稲の存在 日よ り5～

7日 早 くピークになる場合 には半数 にな り,12～15日 早

い場合は10分 の1に な るとみなす ことがで きる。 とす

ると,発 生のずれが変化すれば本種 の個体数 もそれ に応

じて,変 動す ることを示 してい る。

今,通 常発生 の場合,越 冬世代雌成虫 の産卵可能 な う

ち90%が 無効産卵 とすれ ば,こ の値 は本 田に稲が存在

す る より12～15日 早 く羽化最盛 日が あった と推 測で き

る。だ とす れば,最 近の少発生現象は発生のずれが15

日よ り大 きくな った と考えれば説明で きるが,実 状はむ

しろその逆 と思われ る。すなわち,害 虫の発生時期には

大 きな変動はないが(例 えば,尾 崎,1974),田 植 日が著

し く早 くなってい るか ら,発 生 のずれ は12～15日 より

小 さい と考えて よい。 このことは,最 近 の少発生 現象 の

原因 として,そ れ以前 において個体数変動 の主要 因 とも

考 え られ ていた発生 のずれが 関与 していない ことを示 し

ている とともに,以 前 には変動の要 因 とは考え られなか

った要 素が原因になる可能性を も示 してい る。

少発生現象を個体数 変動の面か ら解析 してい くには,

考え られ る要因を詳細に検討 してい くことが必要で,そ

の過程において各世代の個体数を推定す る時には,今 回

提案 した第1世 代初期数 の推定法が利用で きるだ ろ う。

摘 要

越冬世代成虫 の羽化消長,産 卵数,産 卵過程 お よび産

下卵 の孵化 率を 自然温度下 の室 内で調べた 。また,交 尾

後 の雌成 虫約80頭 について,種 々の夜 間照 明期 間下 で

産卵 を抑 制 して,そ の後の産卵習性を正常な個体 と同様

に調べた。調査 した産卵習性 と田植 日との関係をモデル

化 し,第1世 代孵化幼虫数を推定 した。その結果,田 植

日が羽化最盛 日よ り遅れて くると急激に孵化幼虫数が減

少す ることを示 した。す なわ ち,田 植 日が5～7日 遅れ

るとそ の数は50%, 12～15日 遅れ ると10%ま で減少

す る。
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