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カ メ ム シ 加害 に よ る 斑 点 米 形 成 の 特 徴1)

野田博 明 ・石井卓爾

島根県農業試験場

Characteristics of Peckey Rice Caused by Stink Bugs 
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Abstract: The stink bugs were released on the rice plants 

of different ripening stages and on harvested hulled rices. 

The brownish color ring which characterizes some of peckey 

rices seems to be formed by the rice itself.

近年,着 色米 ・変 色米 など 米 の品質 にかかわ る 種 々の被害 米

が発生 し イネ栽培上 問題 とな っている(奈 須 田,1976, 1980;

山 口,1982)。 その うち,斑 点米 とは カメムシ吸穂に よる部分着

色 粒 とされてい る。 斑点米には カメムシ吸汁に よる白濁 化とと

もに褐変 化がみ られ,こ の ことが 品質低下 の一 因であ る。 斑点

米 には種 々の症 状が認め られ,症 状の違いは その発生過程の違

いを 反映 している可能性があ る。 そ こで,本 報告は褐変現象が

どの ような条 件で 誘発 され るかを知 る目的で,人 為的に カメム

1) 本報告 の要 旨は 日本応用動物昆 虫学会 第24回 大会(東 京,1980)で 発表 した.
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第1表 ポ ッ ト栽培 イネへのホ ソハ リカメムシ放飼に よる斑点米 の出現

各区5ポ ットずつ,各10頭 ずつ5日 間放飼.粒 数 の小数 点以下は四捨五入.

回収虫数は放飼終 了後回収で きた生存 虫数.

その他は斑点米か ど うか判断 しが たいものお よびその他の被害米.

1頭 当 り斑点米数(5日 間)は,各 区 の斑点米数 を(放 飼 虫数+回 収虫数)/2で 割 った ものの平均.
a) 回収虫数 の少 ない ものを除 き,4ポ ッ トでの計算.
b) 1ポ ッ トで穂 が1本 枯死 したため,4穂 で計算 .

シを放飼 し,得 られた被害米を調査 した ものであ る。

材 料 お よび 方 法

野外雑 草 地 で 採 集 した ホソハ リカ メムシ,Gletus punctiger 

DALLASと シラホ シ カ メ ム シ,Eysarcoris ventralis WESTWOOD

の成虫を用いた。

カメムシ放飼にはイネ2品 種(チ ドリ・日本晴)を1/5,000a

の ワグナーポ ッ トで育て,供 試 した。 これを 生育期 間中網 室内

に置 き,放 飼時に 穂を5本 残 して切 り取 り,全 体 に網を か ぶせ

た。乳熟期 ・糊熟期 ・成熟期 の3時 期に雌雄別 に10頭 ずつ5日

間放飼 し,放 飼終 了後生存虫を数 え,回 収 した 。 さ らに,産 卵

に よ り幼虫が出現す るのを防 ぐため,数 日後 に 殺 虫 剤(MPP

乳剤,1,000倍 液)を 散布 し,収 穫 日まで網室内においた。供試

したチ ドリ・日本晴の出穂 日と 収穫 日(1979年)は,そ れ ぞれ

7月26日 と9月8日,8月19日 と10月6日 で あった 。刈取 り

乾 燥後,も みず りし,得 られた 斑点米を第1図 のよ うに 被害 程

度 別に4型 に分類 した。その際,不 稔や登熟不良 のため,褐 変

程 度別に分類で きない ものは除いた。

さらに,玄 米に カメムシを 放飼 した ときの 被害 の様相 を観 察

した。 もみ殻をはいだ玄米(日 本晴)を25℃ 下 で 乾燥状態 の

ま ま,あ るいは 一晩吸水 さ せ た 後 に,ポ リエチ レン製 カ ップ

(径約6cm,高 さ約5cm)内 で シラホ シカメムシに2～3日 加

害 させた。吸水 した白米 について も,同 様の実験を行 った。

結 果 お よび 考 察

ポ ッ ト栽培 イネにホ ソハ リカメムシ成 虫を10頭 ずつ放飼 した

結果 を第1表 に示 した。チ ドリ,日 本晴 ともに 糊熟期に 放飼 し

た場 合に斑 点米 が多 く,成 熟期 に放飼 した ものは 少なか った。

第1図 熟期 別ホ ソハ リカメムシ放飼に よる斑点米被害別割

合.両 斜線:吸 汁部のほぼ全体にわた って黒褐色～褐

色 のもの.片 斜線:吸 汁部の周縁が褐色 とな ってい る

が,内 部 は淡黄色 ～白色の もの,ま たは全体が淡褐色

のもの.横 線:褐 色部はほ とん どな く,吸 汁部の周縁

は淡黄色 の細 い帯 となっているか着色は認め られず,

内部 は淡黄色 ～白色の もの.白 地:吸 汁部が白濁 して

いるだけで着色 は認 め られない もの.
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第2図 A.シ ラホシ カメムシに よる玄米 の加害.上 段:吸 湿玄 米,下 段:乾 燥玄米.

B.斑 点米の切断面.

得 られた斑点米を そ の褐変化 の程度で分類 した結果 を 第1図 に

示 した。チ ドリ,日 本晴 とも 放飼時期が 早いほど 着色が強 く,

粒全体が黒褐色にな った ものや,吸 汁部全体が 褐色にな った も

のが多か った。放飼 する時 期が 遅 くなる と 着色程度が軽 くな る

傾向が み られ,吸 汁部 が白濁 しただけの粒 も増えた。 玄米の形

状に も若 干特 徴が み られ,早 い熟期 の放飼 では 吸汁 部が登熟せ

ず,粒 の半分 だけ ふ くらんだものがみ られ た り,成 熟期 放飼で

は登熟後 の吸汁 のため,吸 汁部 だけが 消 滅 している粒 もみ られ

た。 熟期 と着色程度 との関 系につ いては,イ ネ ゾウムシの加害

に よる穿孔米や コク ゾウの 食害痕で も 報 告され てお り,加 害時

期が早い と痕が 全体的に変色 して黒 っぽい ものが,加 害時期 が

遅れ ると 変色の ほ とん どみ られない ものが多 い(石 崎 ・松 浦,

1975a, b)。

斑点米が カメムシ吸汁に よ り出現す ることは明 らかであ るが,

加害時 期の違いに より 褐変程度が異な ることは,褐 変被害 の出

現 機構 と 深 くかかわ ってい ると 考え られ る。 そこで,次 に収穫

後の玄 米を カメムシに加害 させた ところ,褐 変化は種子 の登熟

過程 と同様に,発 芽過程で も認め られた。 す なわち,乾 燥 玄米

では吸汁 部が白濁す るだけで 褐変化は認めなか ったが,吸 水玄

米で は吸汁部 の 周縁 が褐色にな った ものを得た(第2図A)。 こ

の発芽過程での褐変化は,種 皮 ・果皮に傷を つけただけで も認

め られ,か な らず しもカメムシの加害が必要 でなか った。また,

斑点米 の褐変 は種子 の表面 近 くにみ られ る(第2図B)こ とや,

白米では吸水後 カ メムシに加害 させて も褐 色を呈 しなか った こ

とか ら,種 皮や果皮が褐変化に 関与 している可能性 が高い。

斑点米の褐変化の発現には,細 菌が関与 して 引 き起 こす とい

う考 え方(富 永,1973)も あ るが,機 械的傷害 を受 けた 植物 で

み られ るように,虫 の加害に対す る 種子の反応 の結果で ある と

も考 え られる。種子の登熟過程 と発芽過 程での褐変 化か らみて,

褐変 化がお こるには,種 子内含水率が高 く保たれ るか,ま たは

種子 内代謝活 性が高い必要があ るか もしれな い。
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