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ニ カメ イガの発生 におよぼす幼 虫集 団の大 きさと珪酸質 肥料施用 の影響

野 里 和 雄

高知大学農学部

Effect of Group Size, and Silicate Fertilizer Application on the Population Density of Chilo 
suppressalis WALKER (Lepidoptera: Pyralidae). Kazuo NOZATO (Faculty of Agriculture, Kochi 
University, Nangoku-shi, Kochi 783, Japan). Jap. J. appl. Ent. Zool. 26: 242-248 (1982)

Various numbers of newly hatched larvae were placed artificially on rice plants treated 
with silicate fertilizer, and survival rates of borers were investigated. The survival rates in the 
treated plots were lower than those in the controls in all group sizes in the second generation. 
On the other hand, in the first and third generations, the effect was observed only in the 
smaller group sizes. To assess the effect of long-term silicate fertilizer application, a population 
model was designed using some parameters calculated from the present study, and population 
change of the moths was simulated by the model. The findings suggested that in the areas 
where C. suppressalis has 3 generations a year, the effect was not significant, whereas, under 
bivoltine conditions, application of silicate fertilizer would affect considerably the survival of 
the insects.

は じ め に

近年,珪 カルの名称 で土壌 改良剤 としての珪酸 質肥料

が水稲栽培技術 の中に とり入 れ られ て きた。尾崎(1974)

は珪 カルの施用量 とニカメイガ誘殺数 との関係 をそれ ぞ

れ独立 に得 られた年次変動資料を用 いて分析 し,施 用量

の増加時期 と害虫発生量 の減少時期 とが一致す るこ とを

見 い出 した。 しか しなが ら,高 知県 の資料を分析 した結

果 では,前 述 の関係は認め られず,そ の原因は施用以前

の発生量が相対的に少 ない ことにあ ると推測 し,珪 カル

の施用効果 の限界を知 る上か ら再検討す る必要があ るこ

とを指摘 した(尾 崎,1974)。 そ の後,こ の点を実証 した

報告は見 られない。

珪 カルを施用す ると,稲 の表皮細胞に珪酸が蓄積 して

物理的に 強 くな り(吉 田,1965),ニ カメイガ幼虫の食

入等を困難に して,そ の生存率を低下 させ,被 害が減少

す ると考え られてい る(笹 本,1958a, 1958b,仲 野 ら,

1961)。 一方,幼 虫が稲へ食 入す る際には,よ り大 きな

幼虫集団ほ ど,食 入で きる割合が高い ことが知 られてい

る(森 本,1960;佐 藤 ・森本,1962;野 里,1982)。 ま

た,そ の傾 向は出穂 した稲で顕著な こと(野 里,1982)

か ら,珪 カル施用に よって堅 くな った稲で も集 団が大 き

ければ,生 存率にお よぼす影響 は少ない可能性 も考え ら

れ る。幼 虫集 団は異 なるサイズの卵塊が1稲 株上 に種 々

の組み合わせ で産 まれ る ことに より大 き く変動す る(例

えば,Otake, 1961;佐 藤 ・森本,1962)の で,一 般水

田における珪 カル施用 の効果は この点を も考慮 に入れ て

評価す る必要が ある。 また,施 用効果 に よる幼虫生存率

の低下が長期的 な発生量 に与 える影響 を分析す るために

は,株 当た り幼虫数が種 々異 なる時 の生存率を調べ,そ

の結果を用いた理論 モデルに よるシ ミュ レーシ ョン等に

よ り検討す ることもで きる。従来 の報告 には この点に注

目した実験例は見 られ ない。

そ こで,珪 カル施用下で育てた稲へ,異 なる数 の孵 化

幼虫を接種 して,そ の生存率を調べ対照区 と比較 した。

その結 果を個体数変動モデルに組み込んで,珪 カルの効

果が長期的に どの よ うに影響す るかを シ ミュ レーシ ョン

に よって推測 した。

実 験 方 法

1. 珪 カルの施用 と稲の生育観察

プ ラスチ ックポ ッ ト(38×26× 高 さ24cm)を 用 い

て,珪 カル施用 区(以 下珪 カル区)と 無 処 理 区(対 照

区)を 設定 した。 珪 カル区は 稲 苗移 植の2日 前 に市販

されて いる珪 カル(可 溶性珪酸37%,刈 谷工業所,高

知市)を10a当 た り200kg相 当量施 し,ま た1日 前
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には少量 の複合肥料 を与 えて稲 を育 てた。 その後,少 量

ず つの複合胞料 を数回 に分け て施 した。対照 区は珪 カル

施用 を除いて珪 カル区 と同様 な施肥 を行 った。ポ ッ トへ

の苗の移植 は,第1世 代 は4月 下 旬,第2世 代 は5月 下

旬お よび第3世 代 は8月 上旬 に行 い,稲 の品種 は,そ れ

ぞれ,コ シヒカ リ,コ ガネ ニシキ,タ マ ヒメモチを用 い

た。

稲は移 植後,珪 カルの施用 がな くて も生 育す るにつれ

て次第にその茎 葉が堅 くな ってい く。茎 葉の堅 さの程度

を対照 区の移植時を柔 らかい,出 穂 時をかたい として,

1.柔 らかい,2.や や堅 い,3.堅 い,4.か な り堅

い,5.非 常 に堅いの5段 階 に分 けた。 この指標 を用 い

て珪 カル区 と対 照区における稲の生育状況を観察 した。

また,周 辺の一般 水田において も同様 な観 察を して比較

した。

2. 孵化幼虫の接種

両区への幼虫接種はつ ぎの ように行 った。

第1世 代:越 冬幼虫を野外か ら採 集 し,室 内で羽化,

産卵 させて,そ の卵か ら得た孵 化幼虫を実験に用いた。

5月 上旬に比較的小 さな稲 へ,孵 化直後の幼 虫 を1株

に,5, 10, 30, 50, 100お よび150頭 接種 した。

第2世 代:誘 蛾灯に飛来 した成虫を採集 して,室 内で

産卵 させて得た孵 化幼 虫を接種に用 いた。8月 上旬に大

きく育 った稲へ第1世 代 と同様 に 接種 した。 ただ し,

150頭 区は200頭 に変更 し,1981年 は5頭 区のかわ り

に20頭 区を設けた。

第3世 代:供 試虫の採集か ら幼虫の接種 まで第2世 代

と同様な方法で行 った。ただ し,1981年 の20頭 区は設

けなか った。実施 した時期は9月 中旬で,稲 は穂 ば らみ

期であ った。

3. 幼 虫と蛹の生存率 および成 虫の 大きさの調査

第1世 代:1980年 は孵 化幼虫の接種後,15日 目(若

齢終了時),30日 目(中 齢終 了時)お よび50日 目(老

齢 終了時)に それぞれ4ポ ッ トずつ,稲 を分 解 して幼 虫

の生存率を調べた。 また,最 終 調査 で得た個体 を室内で

飼育 し,羽 化数 を調べた後,体 の大 きさの指標 として前

翅長を測定 した。1981年 には 幼虫接種後蛹化す るまで

放 置 し,蛹 数 を記録 した後,室 内飼 育を行 い,羽 化個体

を数 え,そ の前翅長の測定 を行 った。

第2世 代:1980年 は幼 虫を接種 して,10日 後(若 齢

終 了時),20日 後(中 齢終了時)お よび35日 後(老 齢

終 了時)に 稲 を分 解 して生存数 を調 べ,最 終調査 で得 た

蛹 は第1世 代 と同様 な処置 と調査 を行 った。1981年 は同

年 の第1世 代 と全 く同 じ調査 を行 った。

第3世 代:1980年 は幼虫接種後,20日 目(若 齢終了

時),40日 目(中 齢終 了時)お よ び80日 目(稲 刈 取

期)に それ ぞれ の時生存 して いた幼虫数 を 調 べ た。 ま

た,80日 目の調査 で得た個体は約8cmの 長 さに切 っ

た被害茎 とともに容器 に入れ,無 加温 の室 内で約1ヵ 月

間放置 した後,恒 温器 に入れ,温 度 を除 々に高 くす ると

同時 に照 明時 間 も少 しず つ長 くして,約1ヵ 月後には,

20℃ で16時 間照 明に して,そ の後はそ のままの条件

で羽化 させ,成 虫の大 きさを測定 した。1981年 は稲 の刈

り取 りを12月 上 旬に行 って,生 息幼虫数を 記 録 し た

後,羽 化数 と成 虫の大 きさの調査は1980年 に実施 した

方法 に準 じて行 った。 なお,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。実験 圃場では ニカ メイガの天敵 の発生は少 な

か ったが,発 見 しだい,農 薬散布や捕殺 に よって除去 し

た。

結 果

1. 稲の生育状況

第1世 代における珪 カル区の稲 は幼 虫を接種 した5月

上 旬にはまだ分 けつが 開始 してま もない頃で草丈 も小 さ

く,茎 葉の堅 さも対照 区(指 標1)に 比べ て,僅 かに差

が認め られ る程 度で,指 標がかわる程ではなか った。 そ

の後は生 育するにつれ て,徐 々に差 異が 出てきたが,そ

の差は対照 区の指標2に 対 し,2-3で あ っ た。 し か

し,出 穂期 以後 は,処 理 区の稲 は指標4ま でその堅 さが

増 した。実験 区における この ような生育状況は周辺 の一

般 水田の稲 の場 合 と同 じであった。 また,こ の ような珪

カル施用 の早生稲 へ与 える影響 の傾 向は上杉 ら(1962a)

の報告 ともよく一致 している。

第2世 代の実験 に用 いた稲 は生育す るにつれて珪 カル

区での茎葉の堅 さが強 くな り,幼 虫を接種 した8月 上旬

には指標5を 示 した。 その堅 さは調査終了時 ま で 続 い

た。 この ような傾 向は一般水 田でも観察 された。中生稲

においては,栄 養成長期 において も,茎 葉で の珪酸含量

が多 い ことは よく知 られて いる(例 えば,仲 野 ら,1961)。

第3世 代 の実験 を行 った稲 の生育は8月 上 旬 に 移 植

後,草 丈 の伸長 に ともなって,珪 カル区で の茎葉 の堅 さ

は強 くな り,幼 虫を接種 した9月 上旬には指標4を 示 し

た。 しか し,中 生稲に おいては8月 上旬にみ られた よ う

な指標5は 示 さなか った。そ の後,刈 取期 まで,指 標4

のまま推移 した。周辺 の水 田におけ る2期 作稲において

も指標5は 観察 できなか った。 このよ うな傾 向は,茎 葉
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第1表 羽 化 ま で の 生 存 率 の 比 較

注:差 の検定は逆正 弦変換 を した値で行 った.＊,＊ ＊,＊＊＊ は5%, 1%,お よび0.1%で 有意 である ことを示 す.

第2表 幼 虫 の 齢 別 死 亡 率 の 分 析

注:差 の検 定は逆 正弦 変換 した値で行 った.＊,＊ ＊,＊＊＊ は5%, 1%お よび0.1%で 有意差 がある ことを示 す.

におけ る珪酸含量を測定 した結果(上 杉 ら,1962b)と

も一致す る。

2. 1齢 幼 虫か ら羽化 までの 生存率

接種幼虫が羽化 まで生存 した割合を両区の同 じ接 種数

間で比較する と世代に よって傾 向が異な る(第1表)。

第1世 代 と第3世 代 においては,接 種頭数 が5頭 と10

頭の ように少ない区において,珪 カル区での生存 率が対

照区 より有 意に低 か った が,幼 虫数 の多 い区では差 は認

め られなか った。それに対 して,第2世 代 においては,

1980年 の200頭 区を除 いたすべて の区にお いて,処 理

区の生存 率は対照 区に比べ て有意 に低か った。。1980年

の200頭 区も統計的 には有意で なか ったが,そ の差は大

きか った。

3. 幼 虫の齢別死亡 率

第1表 で生存率に有意差があ った区について,そ の差

が幼 虫期 のいずれの齢 に生 じるかを知 るために1980年

に各齢 の死亡率を調べ た結果 を第2表 に示 した。珪 カル

区の死亡率が有意 に高か ったのは,第1世 代 の10頭 区

と第2世 代 の200頭 区を除 いたすべて の区 とも若齢期で

あ った。有意差を示 さなか った区において も若齢期の死

亡率 の差はか な り大 きか った。

4. 蛹期死亡率

室内飼育期間に生 じた蛹期 の死亡率はす べての区にお

いて,ば らつ きが大 きく,第1表 で接種後 羽化す るまで
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第3表 羽化雌成虫の大きさの比較

注:い ずれの場合も有意差は認められなかった.

の生存率が珪 カル区で低か った区 においても,そ の差 は

認 め られ なか った。珪 カル施用 の影響 は蛹期 の生存 に強

く作用 しないもの と考 え られ る。

5. 羽化雌成虫の大 きさ

珪 カル区か ら羽化 した成虫 の大 きさを前翅長 の長 さを

指標 に して,対 照区 と比較 した値を第3表 に示 した。す

べ ての区において,処 理区 の成虫が対照 区 より有意に小

さい とい う結果は得 られ なか った。 しか し,統 計的有意

差は示 さなか った ものの,4つ の例 を除 いて,処 理区か

ら羽化 した成虫は小 さい傾 向があ った。 また,接 種幼虫

数 の影響 も有意 な差を示す程強 くなか ったが,幼 虫数が

多 くなるほ ど成虫 の大 きさが小 さ くなる傾 向は認め られ

た。 なお,各 世代間で成虫 の大 きさに差があ って,第3

世代が もっとも大 き く,第2世 代が もっとも 小 さ か っ

た。 このことは,成 虫 の大 きさは幼虫集団 の大 きさと珪

カル施用以外 の要因に よる影響が大 きい ことを示 して い

る。

6. 珪カル施用の長期的効果の検討

第1表 に示 した よ うに,珪 カル施用に よる生存率 の低

下が認め られたが,こ の効果が連続 して生 じると仮定す

ると,発 生量が どのよ うに変動す るかを シ ミュ レーシ ョ

ンを行 って検討 した。 まず,発 生量は,第1図 に示す よ

うに,雌 成虫 の大 きさ,卵 塊 の大 きさ,株 当 た り卵 塊

数,卵 の孵化率お よび幼虫 と蛹の生存率等が主に関係 し

て決 まると考えた。計算に必要な これ らのパ ラメータ値

お よび関係式は野里(1981)と 第4表 を用いた。 また,

水 田の0.1aの 面積 に210株 存在す るとして,1株 当た

りの幼虫数は,卵 塊が ランダム分布をす る の で(例 え

ば,Otake, 1961),卵 塊 由来 の幼虫集団が ランダムな組

み合わせに よって決 まるものとした。そ の株当た り幼虫

数はつ ぎのよ うに して求めた。1雌 の産卵回数は よく産

卵す る場合 の値 の8(野 里,1981)を 用い,各 回の産卵 は

株単位で ラ ンダムに行 うものと仮定 して,1頭 が1回 か

ら8回 まで の産卵をそれぞれ210株 の うち どの株 に産 下

す るかを乱数表を用いて決定 した。同 じ操作をすべての

個体について行い,各 株の総産卵数を求め,各 卵塊 の孵

化率を用いて,幼 虫数を算出 した。 ここまでの計算は両

区 とも同 じよ うに行 った。 したが って,高 知の よ うな3

化地帯での珪 カルの効果は,第4表 のAとBに 示 した関

係式の差が個体数変動に どの よ うに影 響す る か で 示 し

た。 また,2化 地帯におけ る珪 カルの効果が どの ような

傾 向を示すかを知 るために,今 回実験 した第1世 代 と第

2世 代におけ る幼虫接種時 の稲の生育ステ ージが2化 地

帯の場合 とほぼ同 じなので,得 られた値 を用 いて,個 体

数を推定 した(第4表,CとD)。 その場合,越冬世 代成

虫 と稲の存在 日との間には,ず れがあ り,そ の結果生 じ

る無効産卵数の割 合は内田(1956)に 従 って90%あ る

とした。なお,高 知県 の3化 地帯 においては このよ うな

発生のずれはみ られない(例 えば,井 上 ・吉井,1962)。

計算結果を第2図 に示 す。同図は,0.1a, 210株 とい

う条 件下では,対 照 区(AとC)は 初期成虫数を700頭

以下に限定す る と,い ずれ の場合 も最終的にはあ る個体
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第1図 個体数推定モデルの流れ図.＊ は野里(1981)に よる.す べ ての雌成 虫は8回 産卵 する と仮 定する.

したが って,産 卵回数(x)は1-8の 値 をとる.＊ ＊は第4表 参照.＊ ＊＊はOTAKE (1961)に よ る.

第4表 羽化 まで の生存率お よび羽化成 虫の大 きさと孵化幼 虫数 との関係式

a) 第1表 よ り求 めた.b) 第3表 よ り求 めた。関係 式のbが 負を示す(生 存率のxが 小 さい時 を除い て)か ら,個 体数は無限

には増えない.

数 レベルの範 囲内で変動す る ようになるので,そ の よう

な状態の時,珪 カル区(BとD)が どの ように変動す る

か を示 した。3化 地帯 における珪 カル区(B)は,対 照

区(A)と ほぼ同 じ変動パター ンを示す が,個 体数 は第

1世 代 と第2世 代で少な く,第3世 代 は逆 に多 くなる。

したが って,最 小 と最大個体数 の間を変動幅 と考 え る

と,そ の幅は両 区で重複す る。それに対 して,2化 地帯

の場合 は,珪 カル区(D)は,変 動パター ンは対照 区(C)

とまった く同 じなが ら,個 体数 レベルの平均値 は1/2-

2/3ま で低下 し,発生量が異 なる ことを示 している。
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第2図 シ ミュレーシ ョンに よって推定 した雌成虫個体数

の世 代間変動.A, B, Cお よびDは 第4表 参照.

白,黒 お よび横 線は第1,第2お よび第3世 代を示

す.

考 察

珪 カル のニカメイガに対 す る効果は世代に よって異な

り,第2世 代では幼 虫集団の大 きさに関係な く効果が大

きか ったのに対 し,第1世 代 と第3世 代 は接種幼 虫数 が

5頭 と10頭 の ように少数 区だけ しか差 はみ られなか っ

た(第1表)。 また,影響 を受 けるのは若齢幼 虫 期 で あ

る ことがわか った(第2表)。 このこ とは,珪 カルの効果

は珪酸 の蓄積 で稲が物理的 に強 くな り,幼 虫 の食入が 困

難 になる こと(笹 本,1958a, 1958b,仲 野 ら,1961)で

説 明で きる。 しか し,世 代に よって異 なることにつ いて

は も う少 し考察が必要であ る。

珪 カルを水 田に施肥す ると,稲 の蒸散器官 の末端部に

珪酸が集積す るので,茎 葉での蓄積濃度は生育初期に低

く,以 後次第に増加 してい く経過をた どる(吉 田,1965)。

また,高 温で育てた稲では低温条件下の場合 よ りも生育

期間を通 じて常に 蓄積 濃度が 高い(高 橋 ら,1955)。 し

たが って,第2世 代において,珪 カル施用 の効果が著 し

いのは,高 温下でか な り生 育が進 んだ 稲へ幼 虫が 食 入

す るか らである。 それ に対 し,第1世 代 は気温 も高 くな

い上 に生育初期 なので稲体 内の珪酸濃度が低 いた め,小

集 団で食入す る幼虫に しか効果が ない もの と考 え られ

る。 なお,出 穂期以後,珪 カルの効果が著 し くなるが,

そ の時は,す でに幼虫 の生育期間は終了 してい るので,

生存率に与え る影響は生 じない。第3世 代の幼虫が食入

した稲は,珪 酸の集積過程や気温の影響では説 明で きな

い状態を示 した。す なわち,2期 作稲は8月 上旬に移植

され,第3世 代幼 虫を接種 した穂 ば らみ期 まで高温下で

生育するので,当 然珪酸 の蓄積濃度 が高 く,堅 い茎葉に

なるはず であるが,実 験 に用 いた稲 も,ま た周辺 水田の

稲 も中生稲ほ どは堅 くなか った。その結果,幼 虫の生存

率に与 える珪 カルの影響 は少数 区に しか示 されず,全 般

に高率であ った 。 これ は珪酸 の集積 は稲 の品種 に よって

異 なる こと(川 嶋,1962)や 穂 ば らみ期 の稲は幼虫が食

入 しやす い ことに よるか もしれ ない。以上 のことか ら,

珪 カルを施肥 して,稲 が充分堅 くなる場合は幼虫集団 の

大 きさの影響は表れ ないが,不 充分 な効果 しか示 さない

時は小集 団に しかそ の効果が生 じない と考え ることがで

きる。

今回得 られた第2世 代におけ る珪 カル施用の効果は,

既報(笹 本,1958a, 1958b,仲 野 ら,1961)と 一致 し,

そ の程度 もほぼ同 じと判断で きる。 しか し,こ の よ うに

幼虫の生存率の低下があ るに もかかわ らず,長 期 的な個

体数変動を シ ミュ レーシ ョンした結果では,発 生量 を抑

えない ことを示 した(第2図,A, B)。 これは,まず,

第2世 代幼虫の生存率の低 下は次世代 の成虫数 を著 しく

抑 えるけれ ども,そ の程度 は増加率 を強 く低下 させ るだ

けで,マ イナスにす る強 さでは ないことにあ る。そ の結

果,僅 か ぼか りであ るが,次 世代 の個体数が増え る。第

2の 要因は第3世 代 におけ る生存率が少数区で低下す る

けれ ども全体的に高い ことが上げ られ る。そのため,第

2世 代でやや増えた個体数は第3世 代の高い増加率に よ

って急激に数が多 くな る。その値は,対 照区を凌 ぐほ ど

に なる。 と くに,第2世 代成虫数が100-200頭 になる

と,株 当た り幼虫数 と生存率 との関係式か ら得 られる次

世代成虫数が多 くな り,大 発生をす ることになる。 それ

に対 して,対 照区の場合は,第2世 代成虫数 が400頭 以

上にな ってい るので,株 当た り幼 虫数 が多 くな り,生 存

率がマ イナスになる株 が続 出 して,全 体 として第3世 代

成虫数 は減少す る。第1世 代 の増殖率 は第3世 代 の過剰

発生量 の影響 に幼 虫が食入す る稲が小 さいことも付加 さ

れ て,両 区 ともマイナスになる。 しか し,第2世 代は前

述 の通 り増加率が プ ラスになって発生量は再 び 多 くな

る。 したが って,高 知県 において も,珪 カル施用量の増

加があ ったに もかかわ らず,誘 殺数が減少 しなか った こ

と(尾 崎,1974)は 施用以前の発生量が他県に比較 して

少なか った ことよ りも,第3世 代における効果が低 い こ

とに よると考え られ る。

それに対 して,2化 地帯 においては,今 回得 られた資

料 を もとに シ ミュレー シ ョンした結果,珪 カル施用に よ

って,発 生量 を減少 させる可能性が あること が わ か っ

た(第2図,C, D)。 このシ ミュ レーシ ョンの条件は実

際の2化 地帯 で得 られ た資料 でないが,実 験 した時 の稲

の生育 ステージ(第1世 代は分けつ まもない小 さな稲。

第2世 代 は分け つ後期 で大 き く生長 した稲)が ほぼ同 じ
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なので,大 よそ の傾 向は示 してい ると思われ る。

この ような珪 カル施用が示す発生量に与え る効果 の可

能性 とそ の限界を知 るためには,1化 お よび2化 地帯で

の詳細 な実験が望 まれ る。そ の際,幼 虫集団 の大 きさを

考慮 し,ま た夏 の気温が しば しば低下す る地域 にお いて

は気温 との関係 に注意 して実施す る必要があ る。

摘 要

珪酸 質肥料(珪 カル)施 用下 で育 てた稲へ大 きさの異

なる幼虫集 団を接種 して,そ の生存率を調べた。第2世

代 において,幼 虫集 団の大 きさに関係 な く珪 カルの効果

が 見 られたが,第1世 代 と第3世 代では幼虫集団が小 さ

い場合だ けに しか認 め られ なか った。 これ らの結果 を用

いた シ ミュレーシ ョンで個体数 の変動を推定 して長期的

な影響 を評価 した ところ,年3回 発生す る地域では,施

用 の効果が 見 られ なか ったが,2化 の地域 では大 きな効

果が期待 できるこ とが示唆 された。
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