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ツマグロヨコバイの見取り調査に必要な

標本数を求めるグラフ
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名古屋大学農学部害虫学研究室
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動物の個体数 を標本(サ ンプル)調 査 に もとづ いて 推定す る

際,一 定精度を うるに必要な標本数の決定 は重要で ある。 本報

では 平均 こみ あい度 を用い て 一定の精度で ツマ グロヨコバ イの

さま ざまな平均密度に対 して必要な標本数について報告す る。

多 くの場合,標 本数(n)は 予備的な調査に よって母集団のバ

リア ンス σ2を 推 定 し,n=t2σ2/d2に もとづいて 決定 され る

が,平 均 こみあい度 を利用 して 標本数を決定す る方法 も提唱 さ

れてい る(IWAO and KUNO, 1968;伊 藤 ・村井,1977)。 この

場合,母 集団のバ リア ンス σ2は つ ぎの式で求め られ る。

σ2=m(m-m+1) (1)

(1)式 とm=α+βmか ら

σ2=(α+1)m+(β-1)m2 (2)

m,σ2,α,β をそれ ぞれx,s2,α,β にお きかえ ると標

本平均の許容誤差4=tsxは

d=t(3)

Fig. 1. Sample size (n) for accurate estimation of population density (x) of Nephotettix cincticeps 

per rice hill. Upper and lower curves show values for D=0.2 and t=2 and for D=0.2 and t=1, 
respectively. Curves can be used for direct counting of nymphs and adults on rice hills.
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これ から

(4)

もし相対精度D=d/xを 一定にしたいならば

(5)

を用 いれば よい。 ある虫の分布型がm=α+βmの 直線関係 で

示 され ることがわか ってお り,α と β の値が 求め られ ていれ

ば,予 備調査で平均密度 を知 るだけで,(4)式 または(5)式 を

用いて,一 定精度を うるのに必要な標本数 を決定で きる。

ツマ グロヨコバ イの場合,株 ごとの 見取 り法に よる北陸地方

の幼虫および成虫のxとxの あいだの直線回帰を計算して得た

18例(古 ・伊 藤,1981)のα と β との平均値はそれぞれ0.64, 

1.21で あった。 推定の精度Dを0.2に,危 険率 を5%レ ベ

ルに(t=2と して)と どめたいな らば,こ れ らの値 を(5)式

に代入する と,平 均密度 と必要な標 本数(n)はFig. 1の 上 の カ

ーブ ようにな る。 危険率30%の レベルでは(t=1と お く),

Fig. 1の 下 のカーブのよ うにな る。グ ラフは ラフな値 しか示せ

ないが,実 際の調査 には これ よ りい くらか 多 目の標本を取 れば

よいだろ う。
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