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稲稚苗 におけ るニカ メイ ガ成虫 の産卵習性 と孵化幼 虫 の生 存率

野 里 和 雄

高知大学農学部

Oviposition Habit and Survival of Hatched Larvae of Chilo suppressalis WALKER (Lepidop-
tera: Pyralidae), in Young Rice Seedlings. Kazuo NOZATO (Faculty of Agriculture, Kochi Univer-
sity, Nangoku-shi, Kochi 783, Japan). Jap. J. appl. Ent. Zool. 27: 35-39 (1983)

Most of the moths produced eggs on young rice seedlings as in mature seedlings, but some 
females oviposited more than 60% of the total number of eggs laid in the cage that covered the rice 

plants. In the young seedlings, even in the early stage of the oviposition process, large egg-masses 
were seldom found, and the mean daily number of eggs and mean number of eggs per egg-mass 
were rather lower than in the mature seedlings. On the other hand, from the middle to the late 
stage of the oviposition process, these differences between the two groups of seedlings showed a 
reverse relation. No correlation between the percentage of survival of larvae after 3-day hatching 
and the oviposition time was observed, whereas the survival rates in the mature seedlings de-
creased with the increase of the time interval after oviposition.

は じ め に

ニカメイガ成虫 は一般 に生育 した大 きな稲へ多 く産卵

す る(た とえば,柴 辻 ら,1956)。 越冬世代成 虫は 異 な

る大 きさの苗が存在す る ときには,稚 苗 よ りも成苗へ よ

り多 く産下す る(た とえば,腰 原,1975)。 近年,稚 苗

機械移植法に よる田植が普及す るにつれて,越 冬世代成

虫の産 卵対象が成苗か ら稚苗へ と変わ った地域が多 くな

った。 この よ うに,稚 苗が大面積を占め る状況におけ る

成 虫の産卵習性 は稲 の被害 や発生量 に大 きな影響 を与え

るものと思われ る。 また,稚 苗移植が普及 している地域

にお いて も局地的多発がみ られ,そ の原因 はニカメイガ

の性質が若干変化 して ぎたためではないか と推測 されて

い ること(積 木,1981)か ら,稚 苗におけ る産卵習性を

明 らかにす ることは,ニ カメイガの今後の発生経過を予

測す る資料 を提 供す るもの と考 え る。

そ こで,稚 苗機械移植 が普及 した地域 か ら採集 した ニ

カ メイガを用 いて,機 械移植 に用 いる苗に産 卵 させて,

1雌 当た り産卵数,産 卵過程 および孵 化率を調 べた。 ま

た,卵 期間 の間生育 した稚苗へ食入 した孵化幼 虫の生存

率 も調べた。

実 験 方 法

1 . 実験 区の設定

実験 圃場に1m×8mの 人工 水田を2ヵ 所 作 り,稚 苗

区 と対照 区 としての成苗 区を設 けた。稚苗 区は機械移植

用 に育 て られ た苗 を手植 した。草丈 は10～15cmで 本

葉 は3枚 であった。成苗 はガラス室 で育 て,移 植 した と

きは草丈25～30cmで,7, 8枚 の本葉が展開 した も

のを用いた。両区 とも,1株 当た り本数は稚苗6本,成

苗3本 に し,直 径30cmの 面積内に9株 植えた。 この

9株 植 えを1小 区 として,両 区 とも,そ れぞれ16小 区

作 った。稲 の品種 は コシヒカ リを用 い,栽 培管理 は慣行

に従 った。

2. 供試虫

通常年3回 発生す る高知県香美郡吉川村において,稚

苗移植が100%近 く普及 してい る地域 の水田か ら,1981

年12月 に老齢幼虫を切株 ごと採集 し,採 集場所 か ら約

3km離 れ,気 温等の 自然条件が同 じと考 え られる実 験

圃場にその まま放置 した。蛹 化が近づいた1982年4月

上 旬に幼 虫を取 り出 し,約5cmに 切 った被害茎 ととも

に容器 に入れ,無 加温 の室 内において蛹化 させ た。そ の

後,稚 苗 移植 が行われる4月 下 旬に成虫 が羽化す るよ う

に,温 度 を調節 しなが ら蛹 を飼育 した。

1982年7月16日 受 領(Received July 16, 1982)
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第1図 ニカメイ ガ成虫の前翅長 と産卵数 との関 係.○ は総産 卵数,・ は容器 へ産下 された数(縦 線)

を除いた値 を示す.関 係式は総 産卵数につい て示 した.Aは 成苗,Bは 稚苗を示す.

3. 実験方法

1982年4月 下旬に実験を行 った。両区 とも,稲 苗 を午

前中に移植 し,上 部を網で覆 った直径30cm高 さ50cm

のア クリル円筒を9株 にかぶせた。そ のなかへ,午 後1

時か ら5時 の間に,羽 化直前 の雌蛹1頭 と1～2日 前 に

羽化 した雄成虫2頭 を入れ,交 尾 と産卵 が自由にで きる

よ うに した。そ の翌 日か ら雌成虫 が死亡す るまで,成 虫

に注意 しなが ら,卵 塊数 と卵塊 当た り卵粒数 を毎 日調 べ

た。実験 に用 いた総雌蛹数 は成苗 区14,稚 苗区16で,

羽化成虫 の大 きさが小 さいものか ら大 きい個体 まで一様

に含む よ うに した。雌成虫 が死亡 した 日に前翅 長を測 定

して体 の大 きさの指標 とした。産下卵 は雌成 虫死亡後 も

そのまま放置 し,孵 化1～2日 前 に,1株1卵 塊 に し,

各株 に小 さな円筒や ビニールをか ぶせ て,孵 化幼虫をそ

の株 に食入 させ,3日 後 に生存数 を調 べた。なお,円 筒

等 で覆 っているので,卵 や孵 化幼 虫の天 敵に よる死亡は

認 め られなか った。

結 果

1 . 産卵数

ニカ メイガの1雌 当た り産 卵数 は前翅 長を指標に した

体 の大 きさに よって異な る(た とえば,野 里,1981a, 

1981b)か ら,そ の点に注意 して行 った実験結果を第1

図に示 す。両 区 とも,1雌 当た りの総産 卵数は体 の大 き

さに比 例 し,そ の関係式 もほぼ同 じ値 を示 した。 この こ

とは,実 験 に用 いた個体 が両区で差がなか った ことを示

している。つ ぎに,稚 苗 区において も,成 苗区 と同数の

産卵 をす る成虫が6頭 いて,産 卵が抑制 されな いことを

第2図 産卵過程.A:総 産卵数に対する各回数での産下卵

数の割合(○は成苗,・は稚苗).B:産 卵経過にともな

う卵塊の大きさの変化(記 号はA参 照).C:産 卵経

過にともなう卵塊数の変化(○ は成苗,△ は稚苗での

前翅長12.5mm以 下の成虫,▲ は同じく12.5mm以

上の成虫の場合).

示 して いる。 しか し,稲 があ りなが ら,産 下卵 の全部 ま

たは大部分 を容器 の円筒へ産 みつ ける個体が4頭 存在す

る。 また,大 部分 を稲へ産下 しなが ら一部分 を円筒へ産

卵す る成虫 が6頭 み られ た。容器 への産卵 は成苗 区でみ

られ ないこ とか ら,稚 苗 は成 苗 より産卵対象 として適 し

ていない ことを示 していると思われ る。
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2. 産卵過程

1夜 の産卵 を1回 とした産卵経過 が両区で異な るかを

知 るため,容 器へ産下 した個体 を除 いた残 りの個体 を用

いて比較を行 った(第2図)。1雌 の総産卵数 に対 す る

各回 の卵数 の割合をみ ると(第2図,A),稚 苗 区 は 産

卵初期(産 卵回数1と2)は 成苗区 よ り少 ないが,3回

以降は逆に多 くな る傾向を示す。ただ,各 回間で の両区

の差は統計的有意は示 さなか った。つ ぎに,産 下 された

卵塊の大 きさの平 均値をみ ると(第2図,B),各 回 の

産 卵数の割合(第2図,A)と まった く同 じ傾向を示 し

た。 さらに,卵 塊数 を各回 ごとに示 す と(第2図,C),

成 苗区においては,各 回 ともほぼ1卵 塊 とみなす ことが

できる。 それ に対 して,稚 苗 区では,前 翅 長が12.5mm

以下 の小 さな個体 においては成苗 区 と同 じ で あ る が,

12.5mm以 上 の大 きな個体 では第1回 産卵 は2卵 塊 であ

ることを示 し,異 なった産卵習性がみ られ る。そ こで,

産下 された卵塊 の大 きさの頻度分布 を産卵期を3期 に分

けて比 較す ると第3図 のよ うにな る。産卵初期では,成

苗区においては大卵塊(101以 上)が 多いが,稚 苗区 の

場 合は 中卵塊(51～100)の 割合が 高い。 さらに,稚 苗

第3図 卵塊の大 きさの頻度分布.A:産 卵初期(産 卵回数

1～2), B:産 卵中期(同3～5), C:産 卵 後 期

(同6～8).白 棒は成苗,黒 棒は稚苗を示す.

区 の場合 は産卵中期(産 卵回数3～5)に お いて も中卵

塊が比較的多 く,成 苗区 で小卵塊(50以 下)が 顕著に多

い傾向 とは異な ってい る。産卵後期(産 卵回数6～8)

になる と両 区の間に差 はみ られな くなる。

3. 孵化率

稲へ産下 され た卵塊 を円筒 ケージに入れ たまま自然条

件下に放置 し,孵 化後,卵 塊 を室 内に持 ち帰 って調べ た

孵化率 を第4図 に示す。両 区の間 に差 はみ られず,第4

回産卵 まで高率であ った ものが,第5回 以降は経過 とと

もに急激に低下す る変化を示す。 このよ うな孵化率 と産

卵回数 との関係は,室 内実験で得 られた 既 報(た と え

ば,野 里,1981a, 1981b)と ほぼ同 じである。 これ ら

の結果は,稚 苗区においてみ られた産 卵過程 の変化が孵

化率には影響 しない ことを示 してい る。なお,卵 期 間は

産卵 回数 に関係な く11日 間が多か った が,気 温 の 変化

に影響 され て1～2日 間平均値 の前後 にずれ る卵塊 もみ

られた。

4. 孵化幼虫の生存率

孵化幼虫が稲へ食入す るときは,稚苗 区の草丈 は20～

25cm,成 苗 区は30～35cmに 生育 し て い た。1株1

卵塊に して,孵 化後3日 目にそ の生存数を調べた結果を

第5図 に示 す。成 苗区においては,第3回 産卵 ま で は

70%以 上 の生存率を示 すが,第4回 以降は しだいに低下

し,第7回 産 卵では約45%し か示 さな くな る。 この 結

果 は,KANNO and SATO (1975)の 実 験結果 とほぼ一致

す る。 それ に対 して,稚 苗区においては,第1回 か ら第

8回 産卵 まで,多 少のば らつ き はある ものの,約55%

の生存率 で推移す る。 その結果,産 卵初期 におけ る生存

第4図 産卵経過に ともな う孵化率の変化.○ は成苗,・ は

稚苗を示 す.
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第5図 産 卵回数 由来 幼虫集 団の孵 化3日 後の生存率.○ は

成苗,・ は稚苗を示す.△:稚 苗へ150頭 の孵化幼虫

を接種 した場合,▲:同 じく200頭 を接種 した場合.縦

線 は標準偏差を示 す.

率は統計的有意はない もの の,両 区の間にかな り大 きな

差がみ られ る。そ こで,成 苗区で の第1回 産卵にみ られ

る大卵塊 由来 の幼虫集団が稚苗に食入 した と 仮 定 す る

と,そ の生存率が どの程度にな るかを知 るために接種実

験を行 った。稚苗へ孵化幼虫を150頭 と200頭 接種 して

調べた3日 後の生存率を第5図 に追加 して示 した。平均

生存率はそれぞれ,49%, 45%を 示 し,成苗区 とは0.01%

で有意差があ り,稚 苗区 とも統計的有意差は認め られ な

か った もののかな りの差があ った。

考 察

稚苗だけ の条件下で産卵を させた実験結果に よると,

産下数が成苗区 とまった く同数の個体 とそ の全部 または

大部分を稲以外 に産みつけ る個体が いた(第1図)。 稚

苗へ よ く産卵 した成虫につ いては小 さな稲で も産卵抑制

が ない個体 とみ ることもで きる。ただ,こ のことを よ り

明確にす るためには,産 卵行動 の細詳 な観察が必要であ

る。 このよ うな個体に対 して稚苗へ の産卵が よ くなか っ

た成虫 は,成 苗区でみ られなか った ことか ら,小 さな稲

は産卵対象 と して不適当であ るとなん らか の方法で認識

し,自 然条件下では好適な寄主植物を求めて探索行動 を

す る個体 と考え られ る。そ うだ とすれば,こ れ らの個体

は,稚 苗移植 の状態が継続すれば,好 適な寄主が存在 し

ないか ら,生 存に不利の状態が続いて,世 代の経過 とと

もに しだいに個体群内に 占め る割合が低 くな ると考え ら

れ る。そ うな ると,よ く産卵す る個体の割合が徐 々に高

くな ることにな る。ただ,第1世 代成虫や第2世 代成虫

(3化 地帯 の場合)は 大 き く生育 した稲へ産卵す る 機 会

が多い ので,越 冬世代成虫が稚苗へ完全に適応 した産卵

習性を示す までに淘汰 され る可能性 は低 いか も しれ な

い。

稚苗へ産卵す る場合 の産卵過程 にも成苗区 との間に統

計的有意差 はない ものの,か な り異 なった傾 向がみ られ

た(第2図)。 すなわ ち,産 卵初期におけ る産卵数 と 卵

塊の大 きさの減少お よび大 きな個体では大卵塊を二つに

分割 して産みつけ ることが稚苗区でみ られた。そ して,

中期以降に は逆 に産卵数 と卵塊 の大 きさが稚苗区で増加

した。 このこ とは,稚 苗 の茎葉がか な り細 いので,大 卵

塊 を1ヵ 所 に産みつけ るには物理的 に無理があ るために

生 じた結果 ではないか と思われ る。ただ,産 卵初期 に産

下可能数 を全部排 出せず 中期以降へ持 ち込 む現象 につ い

て はその生物的機構 は明 らか でない。

産卵過程 の変化 の結果,産 卵初期 には,成 苗区で大卵

塊が多 いのに対 し,稚 苗 区では中卵塊 が主体 となる(第

3図,A)か ら,そ れ に由来す る孵化幼虫 の生存率 もそ

の影響 を受け るよ うになる。す なわ ち,成 苗 区において

は,産 卵初期 ほど幼虫 の生存率 は高い(第5図)が,こ

れ は大 きな稲 では,幼 虫集団が大 きいほ ど若齢幼虫 の生

存率が高 いこ と(佐 藤 ・森本,1962,野 里,1982)と 一

致 し,大 卵塊 に由来す る結果 であ る。それに対 して,稚

苗区 の場合 は産卵初期が と くに生存率が高 いとい う結果

は示 さなか った(第5図)。 このこ とは,小 さな稲 に お

いては,幼 虫集団 の大 きさ とその生存率 との間 に差が な

い こと(野 里,1982)と 一致 している。 ただ,大 幼虫集

団 を稚苗へ接種す る と,そ の生 存率がかな り低下す るこ

と(第5図)か ら,産 卵初期 において大卵塊 か ら中卵塊

に変化 したこ とによって,そ れ に由来す る幼虫 の生存率

が若 干高 くなった ことも含 まれ ている と思われ る。

以上 の結 果か ら,移 植 稲が成 苗か ら稚苗へ変 わった地

域 では,産 下卵数 の減少 と若齢幼 虫の生 存率の低下 が付

加 され て,発 生量 が少 な くなった と推測 され る。 しか

し,稚 苗 へ よく産 卵す る個体 の存在 や産卵過程 の変 化か

らみ て,今 後,個 体数 を増加 させる方 向へ しだいに変化

してい く可能性 も考 え られ る。 今後,ニ カ メイガがどの

よ うな発生動 向を示すか が注 目され る。

摘 要

多 くの成虫 は成 苗 と同 じように稚苗へ もよ く産卵 した

が,一 部 の個体 は産下卵数 の60%以 上 を苗 を覆 っ た ケ

ージに産みつ けた。稚苗 区においては,産 卵初期 でさえ

も大卵塊 はまれ に しかみ られず,各 産卵回数 での平均産

下卵数 と卵塊 当た り卵粒数 は成苗 区よ り少 なか った。そ

の反面,産 卵 中期か ら後期 にか けては,両 区の差 は逆 の



稲稚苗での ニカメイガの産卵習性 39

傾向を示 した。成苗区におけ る幼虫 の生存率が産卵 回数

の経過につれて減少 した のに対 し,稚 苗 区においては,

孵化3日 後 の幼虫生存率 は産卵 回数 との間に一定 の関係

は見 いだせなか った。
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