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ニ カメ イガ幼 虫集 団の大 きさが幼 虫の生存 に及 ぼす影 響

野 里 和 雄

高知大学農学部

Effect of Group Size on Larval Survival of Chilo suppressalis WALKER (Lepidoptera: 
Pyralidae). Kazuo NOZATO (Faculty of Agriculture, Kochi University, Nangoku-shi, Kochi 
783, Japan) Jap. J. appl. Ent. Zool. 26: 119-124 (1982)

Various numbers of newly hatched larvae i.e., 5, 10, 30, 50, 100 and 200 were placed 
artificially on rice plants, and survival rates of early, middle and late instar larvae were in-
vestigated. Survival rates of the early instar larvae were low in all group sizes of the first 

generation and in the smaller group sizes of the second generation. Survival rates of larvae 
in the larger group sizes of the second generation and of the third generation were high. 
The mortality was density-dependent in the first generation, whereas it showed an inverse rela-
tion in the second and the third generations. Survival rates of the middle instar larvae were 
always high irrespective of the group size. The mortality of the late instar larvae was high 
in all the generations, and the effect was density-dependent. Such a high mortality rate of 
older larvae seems to be related to the destruction of the stem by larval feeding.

は じ め に

近年 の ニカメイガ少発生は 耕種的条件 の 変化 に よっ

て,幼 虫期 の死亡率が高 くなった ことに よると考え られ

てい る(桐 谷,1973;尾 崎,1974)が,個 体数 変動の立

場か らの説明は不充分 である。それは,幼 虫期の生存に

お よぼす幼虫集 団の大 きさの影響 について,こ れ まで充

分研究 され なか った ことに よると考え られ る。

森本(1960)は 室 内実験を行い,幼 虫 の生存率は孵化

後分散期 までは1茎 当た り幼虫数が多 い区で高 く,ま

た,分 散期以後は逆 に低 くなる ことを見い出 した。 この

結果は,自 然状態 において も幼虫 の生存 率は幼虫集 団の

大 きさの影響 を受け ている可能性 を示唆 して いるが,実

験条件が野外 の状態 とか な り異 なってい るため,そ のま

ま適用で きるか否か不 明であ る.佐 藤 ・森本(1962)は

卵粒数 の異 なる卵塊を水 田の稲へ接種 してそ の後 の生存

数を調査 し,第2世 代において孵化後3日 目と10日 目

の生存率は幼 虫集団が大 きいほ ど高 くな ったが,第1世

代では3日 目と8日 目のいずれの調査で もその よ うな傾

向は見い出せなか った ことを報 告 してい る。 また,第2

世代 について,孵 化後60日 目まで調 べ,日 数 が経過す

るにつれ て幼虫集 団の大 きさの違 いに よる影響が な くな

って くると述べてい るが,死 亡過程 の充分 な分析は なさ

れていない。

本種幼虫 の生活は孵化幼虫 の稲へ の食入に始 ま り,食

入後 の摂食,摂 食 に よる稲 の枯死 にともな う移動分散,

移動分散 した中齢幼虫 の稲へ の再食入,食 入後の摂食,

摂食に よる稲 の枯死に ともな う移動分散,移 動分 散 した

老齢幼虫の稲への再食入,食 入後の摂 食お よび同茎 での

蛹化 とい う経過をた どる場合が多い。 したが って,幼 虫

の生存率 と幼虫の集 団の大 きさ との関係を 明 らか にす る

には,齢 期 ごとに,ま た,寄 主生 息数 に反応 した活動 を

する天敵の作用 がない条件 下で実験 を行 う必要が ある。

そ こで,天 敵 の 発 生が 少ない と予 想 され た実験圃場

で,大 き さの異 なる孵化幼 虫集 団を稲 へ接種 し,幼 虫期

間を若齢期,中 齢期 お よび老齢期 に分 け,そ れ ぞれ の生

存率 を調べた。

材 料 お よ び方 法

1. 実験場所と稲の栽培

幼虫集団の影 響を調べ る場合には 自然 発生個体 の侵入

がな く,農 薬散 布や天敵の作用 をできるだけ受 けない場

所 で実験 を行 う必要が ある。 そ こで,高 知県南国 市,高

知 大学 農学部構 内で周 囲を藪 に よって水 田か ら隔離 され

た実験圃場 において,1976年 か ら ポ ッ トに稲を栽培 し

て きたが,水 稲害虫 とそ の天敵 の自然発生が極めて少 な

1981年10月15日 受 領 (Received October 15, 1981)

-119-



120 野 里 和 雄

か ったので1979年 に同場所 で実験 を行 った。 プ ラスチ

ックポ ッ ト(38cm×26cm× 高 さ24cm)に 稲 をポ ッ ト

当た り2株 育てた ものを実験 に用 いた。稲の品種 は ニカ

メイガの世代 ごとに,南 国市で よく栽培 されてい る,ホ

ウネンワセ(早 生),コ ガネニ シキ(中 生)お よび タマ ヒ

メモチ(晩 生)を 用 いた。栽培管理 は慣 行に従 ったが肥

料は数 回に分 けて施 した。

2. 供試虫

通常 ニカ メイガが 年3回 発生す る地帯(南 国市 とその

周辺)で,成 虫発生期 に誘蛾 灯へ飛 来 した雌成 虫を採集

した。採集 した個体が室 内で産下 した卵塊か ら孵化 した

個体 を実験 に用 いた。

3, 孵化幼虫の接種 とその後の調査

第1世 代は5月12日 に分けつ開始期 の比較的小 さな

稲 に孵化幼虫を接種 して実験を行 った。孵化直後 の幼虫

を1ポ ッ トで 育てた2株 の うち1株 の1茎 に,5, 10, 

30, 50, 100頭 を接種 し,15日 後(若 齢終 了時),30日

後(中 齢終了時)お よび50日 後(老 齢終了時)に それ

ぞれ4ポ ッ トずつ,稲 を分解 して生存数,茎 の中にあ る

死亡個体数お よび被害茎数を調べた。第2世 代は7月

28日 に分けつ後期の稲へ幼虫を接種 して実験を行 った。

接種頭数は第1世 代 と同 じに したが,200頭 区を追加 し

た。接種後,10日 目(若 齢終了時),20日 目(中齢終了

時)お よび35日 目(老 齢 終了時)に1区 当た り4ポ ッ

トずつについて分 解調査を行 った。 第3世 代は9月10

日に穂ば らみ期の稲へ幼虫を第2世 代 と同様に接種 し,

20日 後(若 齢終了時),40日 後(中 齢終了時)お よび80

日後(稲 刈取期)に 他世代 と同様 な調査 を行 った。 この

世代 の調査 は稲の刈取期で終了 したので老齢期の全死亡

を調べ ることはで きなか った。なお,各 世代 とも,幼 虫

期の区分は,若 齢期は1齢 と2齢,中 齢期は3齢 と4齢

お よび老齢期は5齢,6齢 お よび7齢 を含む よ うに平均

的所要 日数を考慮 して決定 した。各世代 とも,幼 虫 の接

種2～3日 前に殺虫剤散布を行い,天 敵を除去 した。 ま

た,接 種後か ら実験終了 まで平均 して3日 に1度 の割合

で観察を行い,天 敵 と考え られ る種を発見 しだい除去 し

たが,そ の よ うな種 の発生数は少なか った。

結 果

1. 生存 曲線

孵 化幼虫を接種 し,第1世 代 と第2世 代は蛹化す る ま

で,第3世 代は稲の刈取期 までの生存曲線を第1図 に示

す。第1世 代は全体的傾向 として,集 団が小 さいほ どそ

の生存率は高い。ただ し,生 存曲線の型は集団に よる差

はな くDEEVEY (1947)の い うB型 に近い。第2世 代の

生存曲線は集団10頭 以下 と30頭 以上 では著 しい違 いが

ある。10頭 以下では若齢期 までの死亡が多 く,DEEVEY

のC型 に近いのに対 し,30頭 以上 では若 齢期 までの死

亡 率が低 く,そ の曲線 はB型 を示 す。なお,5頭 区は中

齢期 にすべての個体が死亡 した。第3世 代の生存曲線は

集 団の大 きさに よる差は大 きくな くB型 に属する。

2. 齢別死亡率の分析

幼 虫期 の各齢(若 齢期,中 齢期 お よび老齢期)で 生 じ

る死亡率を分 析 し比較 した(第2図,第1表)。 その際,

中齢期 と老齢 期の初期数 は若齢 期 と中齢期 のそれ ぞれ の

終 了時に調べた平均生存数を用い,分 析はVARLEY and 

第1図 ニカメイガ幼 虫期 の生存曲線.曲 線の違いは接種時の幼虫集団 の大 きさの違 いを示す.

○: 5, ●: 10, Δ: 30, ▲: 50, ◇: 100, ◆: 200頭/株.G1, G2, G3:(第1,第2お

よび第3世 代.
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第2図 VARLEY and GRADWELL法 に よ る齢別 死 亡 率 の 分 析.接 種1齢 幼 虫 数,若 齢 終 了,

中齢 終 了,老 齢 終 了 幼 虫 数 をn1, n2, n3, n4と す る と,K=logn1-logn4, K1=logn1
-logn2

, K2=logn2-logn3, K3=logn3-logn4.そ の他 の記 号 は第1図 参照.

第1表 PODOLER and ROGERS法 に よる齢別

死亡率 の分 析

a) bは 齢別死亡率(y)と 総死亡率(x)と の関係式logy=

blogx+aの 値である。死亡の割合はk-値 で示した(第

2図 参照).

GRADWELL (1960)とPODOLER and ROGERS (1975)の

両法で行 った。その結果,第1世 代においては幼虫期間

に生 じる高い死亡は,若 齢期 と老齢期に起 ってい ると考

え られた。第2世 代の場合は10頭 以下では,若 齢期の

死亡率が高 く,そ の後は 低 くな る。 それに対 して,30

頭以上の区においては,中 齢期 までの死亡率は低 いが,

老齢期に高い。 この よ うに,少 数 区は若齢期 に,多 数 区

は老齢期 に高い死亡率が生 じるため第2世 代幼 虫期 にお

ける死亡の生 じ方 は総 死亡 に対 して特定 の齢 における死

亡 の割合 が とくに高い とい う傾 向は示 さない。た だ,一

般 の水田において発生 の主体 になる と考 え られ る30頭

以上 の場合 には老齢期 の死亡が全 死亡 に占める割合が 高

いこ とを示 して いる。第3世 代 においては,老 齢期 の死

亡率が高 く,全 死亡 に対す る割合が 高い ことを示 してい

る。

第2表 齢別死亡率と幼虫集団の大きさとの関係

a) bは 齢別死亡率(y)と 幼虫集団の大きさ(x)と の関係式

logy=blogx+aの 値である。死亡の割合はk-値 で示 し

た(第2図 参照).

3. 齢別死亡率 と幼虫集 団の大 きさとの 関係

第2表 に齢別 死亡率 と幼虫集 団の大 きさとの関係を世

代 別に示 した。第1世 代 では若齢期 と老齢期 の死亡率が

集 団が大 き くなるほ ど高 くな り,そ の傾 向は後者で顕著

である。幼虫 の全期 間に生 じる死亡 も前述 の結果を反映

して密度依存的 に起 ってい る。第2世 代においては,若

齢期 には集団が大 き くなるほ ど死亡率は低 くな るが老齢

期ではそ の逆 の傾 向を示す。幼虫の全期間に生 じる死亡

率は若齢期 と老齢期の相反す る傾向を反映 して集団の大

きさの間に差がみ られ なか った。第3世 代の場合は中齢

期 までは生息数に よる影響はみ られないが老齢期 は明 ら

かに密度依存的死亡がみ られ る。孵 化後か ら越 冬前まで

の幼虫の死亡率は老齢期を反映 して生息数 が多いほ ど高

い。

4. 老齢期における死亡 要因の解析

各世代 とも,老 齢期の死亡率が高 く,ま た,密 度依存
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第3図 老齢期 における1茎 当た り幼 虫数の変化(左 側,○:老 齢幼虫期初期,●:老 齢終了時).

老齢期終了時に茎の 中で死亡 していた個体数 の割合(右 側,◆)お よび 利用可能茎残存率

の変化(右 側,Δ:老 齢幼 虫期 初期,▲:老 齢終了時).そ の他 の記号 は第1図 参照.

的に死亡が生 じてい るので,そ の要因を知 るため,1茎

当た り幼虫数,茎 の中で死亡 していた個体数 の割合お よ

び利用可能茎の残存率について調べた(第3図)。 老齢

初期には1茎 当た り幼虫数は集団が大 きいほ ど多い傾向

にあ るが,終 了時にはその傾向はほ とん どな くな り,幼

虫が多いほ ど死亡率が高いかあ るいは移動分散 した こと

を示唆 してい る。 また,茎 の中で 死亡 していた個体数 の

割 合 も,そ の値 はかな りば らつ くものの,集 団が大 きい

ほ ど高率になる傾 向にある。 ただ し,死 亡 の原因につい

ては明 らかでない。一 方,利 用可能な茎の割合は老齢初

期においてすでに集団の大 きさが大 きいほ ど低 く,終 了

時には さらに低 くな ってお り,こ の間に幼虫が食 入 した

茎が新たに生 じた ことを示 唆 している。

考 察

天敵の作用 がない条件 下の ニカ メイガ幼 虫の死亡の生

じ方 は,幼 虫 の生活 を反映 して齢期 に よって異 なってい

る。

若齢期 の死亡率は第1世 代 と第2世 代 の小集 団で高い

のに対 し,第2世 代 の大集 団 と第3世 代 の全集 団は低 い

(第2図,第1表)。 また,死 亡 の生 じ方は第1世 代が密

度依存的 であるのに対 し,第2世 代 と第3世 代は密度逆

依存的 である(第2表)。 第1世 代幼虫 の死亡率が高 く,

また,そ れが密度依存的に生 じるのは,小 さな稲へ食入

す る時,移 動分散が生 じ(佐 藤 ・森本,1962;大 竹 ・大

矢,1962;野 里,未 発表)。 それに起因す る死亡が生 じ

るこ とと,食 入後 の摂食 は小 さな稲 の枯 死を早め再度 の

移動分散 を起 こさせ,そ れに ともな って,死 亡 も多 くな

った と推測 され,ま た,幼 虫に とっての栄 養価 も低 い こと

も(平 野,1964)そ の原因 と思われ る。 この よ うな傾 向

は集 団が 大 きいほ ど強 く表われる と考え られる。一方,

第2世 代の幼 虫は充分 生育 した稲へ食入す るため,稲 の

茎 が硬 くな ってお り,幼 虫集団が小 さい と食入が困難で

あるが,大 集 団では集 合の効果に よって容易に食 入で き

る結果,小 集団で高死亡,大 集団で低死亡にな った と考

え られ る。 この結果は,第2世 代幼虫を用いた室内実験

(森本,1960)と 第2世 代 の卵塊を水田の稲へ接種 した

結果(佐 藤 ・森本,1962)と 一致 してい る。第3世 代に

お いては,す べ ての集 団が第2世 代 の大集 団 と同 じ傾 向

を示す と考 え られ る。小集 団の死亡 率が穂 ば らみ期 まで

生育 した稲で あ りなが ら第2世 代小集 団 より低 い原因に

ついては気温等 の季節的要因が稲 の硬度や幼虫 の生存に

影響をお よぼ した結果では ないか と思われ る。

中齢期の死亡率は各世代 とも低 く(第2図,第1表),

集団の大 きさに よる 差 もみ られ ない(第2表)。 この こ

とは,こ の齢期間は もっとも安定 した時 と考え られ,石

倉 ・小野(1959), ITO et al. (1962)お よびKOYAMA 

(1977)の 報 告に も低死亡率の調査結果がみ られ る。 この

齢期 間に幼 虫の移動分散があ るに もかかわ らず,低 死亡

率を示 すのは,稲 が充分 生育 し,株 当た り茎数 が増加 し

ているので,移 動が同株 内に限定 され る ことが多 い(宮

本,1951)こ とに よる もの と考え られ る。
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それ に対 して,老 齢期 の死亡率は各世代 とも高 く(第

2図,第1表) ,そ の生 じ方 も密度依存的である(第2

表)。老齢期 に高死亡率を示す調査結果 として,石 倉 ・小

野(1959)。ITO et al. (1962)お よびKOYAMA (1977)

の報告があ る。高い死亡率が生 じる原因は,老 齢幼虫期

に1茎 当た り幼虫が減少す ること,茎 中に死亡個体がみ

られ ること,利 用可能茎が少 ない こと(第3図)お よび

移動分散が あること(宮 本,1951)か らつ ぎのことが考

え られ る。1.老 齢 に至 るまでに幼虫 の摂食 に よる稲 の枯

死が餌条件を悪化 させ,そ の生理的悪影響が累積 して老

齢期 に表わ れる。2.老 齢期 における 餌条件 の悪化 が餌

をめ ぐる 相互干渉を生 じさせる。3.餌 の悪 化か らのが

れ る移動分 散が起 こるが,母 株 での利 用可能茎が減少 し

てい るため移動範囲が広 くな り,再 食 入率が低下す る。

これ らの現象は集団が大 きいほ ど強 く作用す ると考え ら

れ る。1と2を 裏づけ る証拠 として,調 査時に茎中で死

亡 してい る個体が少なか らず見つか った ことが上げ られ

るが,病 死 との区別がで きず正確な生理死亡 または相互

干渉に よる 死亡数を 推定す ることは で きなか った。 た

だ,森 本(1960)の 室 内実験 の結果で も分散期後におい

ては生息数が多いほ ど死亡率が高 いことが 明 らか になっ

ているので,生 理 死亡 または相互干渉 に よる死亡 はか な

り一般的 に生 じている と思われ る。3に ついては,茎 か

ら移動 した後,1と2の 影響が残 っているた め再食入す

る前に死亡 した個体 とポ ッ トか ら離脱 した個体 が含 まれ

てい ると考え られ る。後者の個体数 が多ければ移動す る

幼虫を 目撃す る機会が多 くな るが,そ の よ うな ことはな

か った。 また,野 外調査で,こ の期間の高い死亡率が天

敵に よると考え られ る場合 も,捕 食者に よる死亡が主な

場合は移動中 の幼虫が攻撃 された可能性が強 く,餌 条件

の悪化に起因す る移動分散がそ の背景にあ ると考え られ

る。

以上 の結果か ら,老 齢幼虫期 に密度依存的 死亡が生 じ

ている とみる ことが でき,そ れは老齢期初期 の低密度下

における高い生存 率が 次世代 の個体数 を低 下 させない意

味で重要 と思われ る。例 えば,天 敵 に強 く作用す る農薬

の散布が行われ ず,天 敵の活動が活発だ った と思われる

時代で も本種 は水稲の重要 害虫であ った ことお よび当時

の誘殺数か ら考えてその発生量は少な くなか った と思わ

れ(例 えば,春 川 ら,1934),た とえ天敵が作用 して も,

残 存個体 の高い生存率に よって次世代の個体数は低下 し

なか った もの と推測 され る。すなわち,卵 寄生蜂等に よ

る卵への攻撃や幼虫寄生蜂 の寄生に よって生存個体数は

少な くな るが,そ れ らの個体は餌条件 の悪化に起因す る

移 動分 散がな く,ま た捕食 者か らの攻撃 も少ないか ら,

生存率が高 くな るため次世代の個体数 は低下 しなか った

もの と思われ る。 また,BHCや パ ラチオ ン等の殺虫剤

が散布 され,そ の悪影響で天敵 の活動が低調だ った と思

われ る時代は殺虫剤散布にかかわ らず個体数 の増加傾向

がみ られた。その原因は,残 存個体が天敵類の減少のた

め攻撃 されな くな り,ま た,低 密度のため こみあいに よ

る干渉 もな く,さ らに,多 肥栽培の稲は幼虫の生育に良

好であ るため生存率が高 くなった ことに よると考え られ

た(宮 下,1958)。 この時代に も老齢幼虫 の低密度で の

高い生存 率が次世代 の個体数を低下 させ ないために大 き

な役割 を果 した と考 えるこ とが できる。

ところで,西 日本における近年 の少発生現象 は天敵 の

減少 した後(野 里 ・桐谷,1976)に,刈 取期 の くり上げ,

穂数 型品種 の普及,土 壌 改良剤硅 カルの施用 量増加,収

穫の機械化,藁 の施設園芸への転用や焼却等の耕種的条

件が原因 とな って生 じた と考え られてい る(桐谷,1973)。

少発生の原因 と考え られてい るこれ らの要因の うち,収

穫の機械化 と藁の施設園芸への転用や焼却 のよ うに茎中

に生息す る越冬世代老齢幼虫 の死亡率を高め る働 きがあ

り,し か も幼虫 の生息数に関係 な く作用す ると考え られ

るか ら,こ れ らの要因が作用す ると低密度時 の高い生存

率が保障 され な くなる と思われ る。 また,他 の要因に よ

る幼虫 の生存 率の低下 も老齢幼虫期 に顕著 に表われ るか

否か は不 明であるが,少 な くとも老齢幼虫 の低密度にお

ける生 存率は これ ら要因が作用す る以前 よりは低下 した

と考え られる。 この ように,耕 種的条件が作用す る以前

にみ られた老齢幼虫の低密度 での高い生存 率に よる個体

数の回復機構が これ らの要因の作用 に よって破壊 され た

結果本種の発生量が少な くな った と推測 される。

摘 要

大 きさの異 なる孵化幼虫集団(5, 10, 30, 50, 100お

よび200)を 稲へ接種 して,各 齢期(若 齢期,中 齢期お

よび老齢期)の 生存率を調べた。若齢期の生存率は第1

世代 の全集 団 と第2世 代 の小集団で低い のに対 し,第2

世代 の大集 団 と第3世 代 の全集 団は高 く,ま た死亡は第

1世 代 が密度依存的 であ った のに対 し,第2世 代 と第3

世 代は密度逆 依存的 に生 じた 。中齢期 の生存率は常 に高

く,ま た,集 団の大 きさに よる差 もなか った。老齢期 の

死亡率は各世 代 とも高 く,そ の生 じ方 も密度依存的 であ

った。それは,幼 虫の摂食に よる稲の枯 死に よるため と

考え られた。
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