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Effect of infestation with the rice water weevil on the growth and yield of rice was determined 
by releasing adults on rice plants. The experiment was performed in screened cages. To distinguish 
the damage caused by adult and larval stages, respectively, diflubenzuron which selectively 

prevents the larval infestation was used. As a result of adult infestation the growth rate of plant 
and tillering ability were delayed, whereas larval infestation seriously affected plant height and 
reduced the number of tillers. But, the plant was able to recover to some extent when it 
reached the heading stage. No yield loss resulted from adult infestation alone. However, when 
adult infestation was followed by larval infestation, significant yield loss was observed. When rice 

plants were infested with adults immediately after transplanting, the following regression equation 
was obtained Y=8.44+13.98logX, where Y refers to the percentage of yield loss and X is the 
log number of adults released. From this equation, the tolerable injury level, defined as the 
maximum injury level that will cause practically no yield loss (KIRITANI, 1980), was determined 
and found to correspond to 0.25 adults per hill, when expressed in terms of pest density.

緒 言

イネ ミズ ゾウム シLissorhoptrus oryzophilus KUSCHELは,

1976年 に愛 知県で初めて発 見 された侵入害虫であ り(都

築 ら,1977),そ の発生分布域は年々拡大 し,侵 入 地域

では生息密度 も急速 に高 まってい る。

本種 によるイネの被害は,生 息密度の高い中山間お よ

び山間地域ではなはだ し く,ま た,越 冬 明け成虫 の出現

時期 と移植時期 が合致す る早植栽培ではなはだ しくなる

傾 向がみ られる。最 近,わ が国の水 稲栽培は稚苗移植が

大半であ り,稚 苗は本種に とって もっとも好適な食草 に

な ってい るため,そ の被害 も原産地 の アメ リカ合衆 国に

おけ る直播栽培 とはか な り異 なるものと考え られ る。

前報(都 築 ら,1983)で は成 虫密度 とイネ の 生 育 抑

制,さ らに収量に及ぼす影 響 について明 らかに した。 し

か し,そ の被害 はイネの栽培時期,成 虫の加害 時期 に よ

りかな り異 な ることが考え られ,さ らに,被 害許容密度

(厳 ・桐 谷,1973の 定義 に よる)を 推 定す るには,地域的

あるいは年次的反 覆 も必要 とな るので,1981年 に は 発

生地域 の4県(愛 知,岐 阜,三 重,長 野)で ほぼ統一 さ

れ た設計 に より共 同試験 を実 施 した。 なお,本 種 の被害

は幼虫 の根部食害 に起因す る とされ て い る(ISELY and 

SCHWARDT, 1934; GRIGARICK, 1963; TUGWELL and 

STEPHEN, 1981)が ,成 虫 と幼 虫の加害 は 相前後 して現

1) 本報 の一部 は 日本応用動 物昆虫学会第27回 大会(1983年4月,東 京)で 発表 した.
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Table 1. Location and conditions of experiment

われ るため,両 者 を正確 に区別す るこ とは困難 である。

最近,昆 虫 の増殖抑制剤 として 出現 したdiflubenzuron

は本種 の産卵 お よびふ化 に影響 を与 え,幼 虫の発 生を完

全 に防止す るこ とが確認 できた(都 築 ・浅 山,1983)の

で,diflubenzuronを 使 用 し,成 虫加害 と幼 虫加害 の 影

響 を分 けて検討 できる ように設計 した。

本試験 を実施す るに当た り,種 々 ご指導 いただいた農

林水産省農業技術研究所病理昆 虫部長岩 田俊 一博 士,同

農業研究 セ ンター耕地環境部 長梅 谷献二博 士な らびに設

計か ら取 りま とめまで終始 ご助言 をいただいた同農業技

術研究所昆 虫科長桐 谷圭治博 士に厚 く感謝 の 意 を 表 す

る。

材 料 お よび方 法

1. 成 虫の摂 食活動とイネの生育に及ぼすdifluben-

zuronの 影響

1980年5月21日,1/2,000aポ ッ ト植 えの稚苗(日 本

晴)に 越冬地採集 の成 虫を1株2頭 ずつ放飼 した後,di-

flubenzuron水 和剤1,000倍 液 を5日 間隔で6回 な ら び

に7日 間隔 で4回 散布 した。 放飼20日 後に1株 全 葉 の

食 こん数 を調査 し,diflubenzuronの 成 虫摂食 量 に 及 ぼ

す影響 を検討 した。 さらに,1か 月 放 置 し7月11日 に

株 を掘 り取 り幼 虫の生息を調査 した。

イネの生 育に及 ぼす影 響については,上 記 と同様 の イ

ネを使用 し,無 被覆,無 放飼状態 でdiflubenzuron水 和

剤1,000倍 液 を5日 間 隔で散布 し,移 植25日 後 に草丈,

茎数 を調査 した。

2. 成虫お よび幼 虫の加害程度 とイネの生育 お よ び 収

量 との 関係

1981年 に愛知,岐 阜,三 重 お よび長野の各県 で 移 植

時期 と成 虫放飼密度 との関係を共通的な設計 で 検 討 し

た。その供試 条件はTable 1お よび次の とお りであ る。

(1) 供試 イネ

稚苗機械移植 に準 じて30×15cmで1株5本(長 野は

4本)植 えで,1区1m2 21株(長 野は20株)を20メ

ッシュの白色寒冷紗 網で被覆 し,周 囲をアゼ シー トで囲

い幼 虫の移動を防止 した。

(2) 供試成 虫お よび放飼方法

越冬地採集 の成 虫を供試 し,放 飼 密 度 は 株 当 た り

0.25, 0.5, 1, 2頭 を基 準 とし,必 要 に応 じて 多頭放飼

区を設 定 した。成 虫放飼時期お よび期 間は 自然条件下で

の加害時期 と合致 させ,三 重の早期 栽培以外は移植当 日

に放飼 した。成虫食害が終了す る移植約1か 月後 には網

を除去 し自然状態 に復 した。

さらに,成 虫加害 と幼虫加害 を分け て検討 す る た め

に,成 虫放飼直後か ら7日 間隔でdiflubenzuron水 和剤

1,000倍 液(展 着剤加用)を4回(愛 知5回)散 布 し た

成虫単独加害区を設けた。試験区の配置は4反 覆乱塊法

に よった。

なお,施 肥,水 管理 等は一般慣 行に準 じ,本 種 の加害

が終 了す る幼 穂形成期 以降は他病害 虫の発生を防止す る

ために薬剤散布を随時実施 した。

(3) 調 査方法

成 虫食 害程 度は,株 当た り食 こん数,食 害葉面積率,

食 害指数(4:食 こん面 積41%以 上の株,3:同21～40

%の 株,2:同6～20%の 株,1:同5%以 下 の株)な ど

に よ り食 害盛期 に1～2回 調査 した。

イネの生育調査は各 県 とも1m2内 の10株 につ い て

草丈,茎 数を約2週 間間隔で数 回調査 し,株 当た り葉数

は岐阜 で加害盛期 に2回 調 査 した。 出穂期調査 は愛知 で

穂首抽出穂率を隔 日ごとに調べ,50%抽 出完 了 日を推定

した。 収量調 査は刈取 り時 に稈 長,穂 長,穂 数 を 調 査

し,刈 取 り後は 自然乾燥に より,わ ら重,も み数,も み

1,000粒 重,玄 米重,玄 米1,000粒 重,屑 米粒数 な ど を

測定 した。有効茎 歩合は穂 数/最 高分 げつ茎数,登 熟歩
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Table 2. Effect of diflubenzuron on the feeding activity 

of adult rice water weevils

a) Sprayed 6 times every 5 days.

* Figures in parentheses indicate the number of 

scars per leaf. There was no significant difference 

between treated and untreated plots at p<0.05.

合 は もみ粒数 お よび玄米粒数 をそれぞれ換 算 し,玄 米粒

数/も み粒数 に より算 出 した。

結 果

1. 成虫の摂食活動 とイネの生育 に及ぼ すdifluben-

zuronの 影響

diflubenzuron水 和剤1,000倍 液 を5日 間隔 で6回 散

布 したイネの食 こん数 をTable 2に 示 した。株 当た り食

こん数お よび1葉 当た り食 こん数 とも無散布 のイネ との

間 には有意 な差が認め られず,diflubenzuron散 布 は 成

虫 の摂食活動 に影響を及ぼ さない ことが 明 らか と なっ

た。 また,diflubenzuron散 布終了20日 後,同 一株 につ

いて幼虫 の生息調査を行 ったが,diflubenzuron散 布 区

はいずれ も幼虫が認め られ なか った。

イネの生育に及ぼすdiflubenzuronの 影響 を調査 した

結果,diflubenzuron水 和剤 を5日 間隔 で6回 散布 し て

も,移 植25日 後 の草丈,茎 数 には影響が認め られ な か

った。

以上の結果か ら,diflubenzuron水 和剤 の定期的 な 茎

葉散布は成 虫の摂食量お よび イネの生育 に影響 を及ぼ さ

ず,幼 虫の発生 を完全 に防止す ることが判明 した。

2. 成 虫放 飼密度とイネ葉身食害程度

成 虫放 飼密度 とイネの葉身食 害程 度を調 査 した結果 を

Table 3に 示 した。調査 方法 が各県で 異 なっているため

相互 間の比較 は困難 であ るが,そ れぞれの試験 において

は成 虫放飼密度の増 加に伴い,食 害程 度 も増 加 し て お

り,こ の関係を食害指数 で表示 した愛知 と長野 では株 当

た り2頭 以上 の放飼 で食害指数4の 状態 を呈 していた。

成虫 お よび幼 虫加害 と成 虫単独加害 の被害程度 を比較

して も,同 一放飼密度 では大差はみ られず,diflubenzu-

ron散 布 による成虫 の摂食活動 に影響 のなか ったこ とが

再確認 され た。

成虫の摂食活動 によるイネ葉身 の被害は放飼約2週 間

後 ころが もっともはなはだ しく,同 一基準 で2回 調査 し

た岐阜の結果にみ られ るよ うに,高 密度放飼区ほ ど被害

が長期 間に及んで いた。

3. 成虫および幼虫の加害 とイネの生育

成 虫お よび幼虫加害 による草丈 の経時的推移を対照区

(0頭 区)に 対す る差の比率で示 したのがFig. 1で あ る。

岐阜,長 野 では株 当た り0.5頭 放飼区で無放飼区 と明 ら

か な差 がみ られた。株 当た り1頭 以上の放飼区では3県

ともほぼ 同程度 で10～20%低 下 し,移 植50～60日 後が

最 も顕 著であ った。 しか し,出 穂期 にはか な り回復 し,

愛 知,岐 阜 におけ る2～3頭 放飼区で稈 長 は 約5%の 低

下 に とどまったが,中 山間部 の長野 ではそ の影響がやや

大 きい よ うにみ られ た。

成 虫単独加害に よる草丈の低下は1頭 以上の放飼区で

影響 がみ られたが,そ の程 度は軽 く4頭 放飼区で も10%

Table 3. Degree of rice leaf injury by adults of the rice water weevil

a) Observation date.
b) Number of scars per hill.
c) Leaf injury index: 0=no scar leaf , 1=<5%, 2=6-20%, 3=21-40%, 4=>41% scar leaf 

in area per hill, respectively.
d) Percentage of injuried leaf area.
e) Diflubenzuron was applied to prevent the damage caused by larvae.
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Fig. 1. Effect of adult and larval infestation on the growth of rice plants (plant height). ●: adult 

and larval infestation, ○: adult infestation only. a) Culm length at harvest, b) 3 adults 

per hill in Gifu Pref.

以下 にとどま り,そ の時期 は移植30日 後の6月 下 旬 こ

ろであ った。 その後は急速 に回復 し,出 穂期 に至 ると無

放飼区 との差はみ られな くな った。 しか し,長 野では回

復 が遅 れ,2頭 放飼区では影 響がみ られた。

成 虫お よび幼 虫加 害がイネの分 げつに及ぼす影 響は,

茎数 の減 少 として明瞭に認め られた(Fig. 2)。す なわ ち,

愛知,岐 阜 では1頭 以上 の放飼区 で顕著 な 減 少 が 移 植

30～40日 後にみ られ,1頭 放飼区では2～3本(15～20%), 

2頭 放飼 区の愛知 では5～6本(30%), 3頭 放飼区 の 岐

阜 では7本(45%)の 減少 とな り,分 げつ 抑制 は6月 中

旬～7月 中旬 まで継続 した。そ の後,茎 数 の減少 は回復傾

向にな りつつ出穂後 まで及 んだ。一方,長 野 の試験結果

は愛知,岐 阜 の場合 と茎数減少 の消長がやや異 な り,無

放飼区 との差が もっとも開いた のは,移 植2か 月後 の7

月中下旬 の穂ば らみ期 であ った。そ の減少程度 は0.5頭

放飼区か ら影響がみ られ,1頭 放飼区 で約3本(20%), 

2頭 放飼区で約4本(40%)の 減少 となった。

成虫単独加害が茎数に及ぼす影響は生育初期 に顕著 に

み られ,移 植約30日 後 の6月 中下旬 に 最 大 に 達 した

(Fig. 2)。 愛知では1頭 放飼区で3本(15%), 2頭 放 飼

区で4本(20%), 4頭 放飼区で6本(35%)以 上 の減 少 と

な った。 しか し,6月 中旬以降は急速 に回復傾 向 とな り,

穂数には大 きな差 は認め られず,4頭 放飼区で も1本 程

度(5%)の 減 少に とどまった。 この傾 向は,岐 阜 に お け

る試験 では同様 であ ったが,長 野 においては回復がやや

遅 れ る傾 向が認め られた。

成 虫お よび幼 虫加害 と成 虫単独加害 との差 は幼虫 によ

る影響 であ り,幼 虫の加害 が分げつ後半期 の茎数確保 に

大 きな影響 を与 えているこ とが,同 一放飼密度 で幼虫加

害 の有無 を比較 した1頭 および2頭 放飼区で 明瞭 に示 さ

れ てお り(Fig. 1, 2),茎 数減 の50%以 上が幼虫 によ る

もの とみ られ た。

イネの初期 の生育が成虫 および幼虫 の加害 によ り抑制

され る傾向は出葉数 の差 にも明瞭 に認め られ た(Table 

4)。 出葉数 の調査では と くに茎数 において差が認め られ

なか った成虫放飼密度0.5頭 以下の区(Fig. 2の 岐阜)

で も差がみ られた点が特徴的であ った。

一方
,5月1日 植えで,移 植8日 後 に成 虫を放 飼 した

三重 の早期栽培水稲では2頭 放飼区で も草丈,茎 数の減

少はみ られず,穂 数の減少 もまった く認め られなか った。
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Fig. 2. Effect of adult and larval infestation on the growth of rice plants (number of stems). ●: adult 

and larval infestation, ○: adult infestation only. a) Number of panicles at harvest, b) 3 adults per 

hill in Gifu Pref.

Table 4. Effect of adult and larval infestation on the emergence of rice leaves (Gifu Pref.)

a) Diflubenzuron was applied to prevent the damage caused by larvae.

イネの初期生育 が成 虫加害 お よび幼 虫加害 に よ り抑制

され ると出穂 も遅 れて くるので,出 穂遅延 日数を調査 し

た結果をTable 5に 示 した。加 害に よ り生育抑制のはな

はだ しい成 虫お よび幼虫加害の1頭 以上放飼区な らびに

成虫単独加害の2頭 放飼区では明 らかに出穂遅延 が認め

られた。

4. 成虫および幼虫の加害 と収量 との関係

収量調査 の結果,無 放飼区 に対す る減収率 を 示 す と

Table 6の とお りであ り,三 重では成虫 および幼虫 加害

な らび に成虫単独加害 とも2頭 放飼区 におい て約6%の

減収 となった。愛知 では成虫お よび幼虫加害 による減収

は1頭 以上 の放飼区 でみ られ,2頭 放飼 区は10%減 収
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Table 5. Delay of heading time caused by adult and larval infestation 

(Aichi Pref.)

a) Diflubenzuron was applied to prevent damage caused by larvae.
b) 50% of rice plants showed heading stage (upper: control for adult and larval 

infestation, lower: control for adult infestation only).

Table 6. Yield loss caused by adult and larval infestation

a) Diflubenzuron was applied to prevent the damage caused by larvae.

b) Upper: control for adult and larval infestation, lower: control for adult infestation only.

となった。 しか し,成 虫単独加害 では4頭 放飼区 でも6

%程 度 の減収 にとどまった。岐阜で も愛知 の結果 とほぼ

同程度であ ったが,3頭 放飼区で16.4%の 減収が み ら

れた。長野では他 の3か 所 よ り減収率は大で,成 虫お よ

び幼 虫加害においては0.5頭 放飼区で5%以 上 の減 収 と

な り,2頭 放飼区では17.6%に 達 した。さらに,成 虫単

独加害 で も2頭 放 飼区は約10%の 減収 とな った。

わ ら重 の減少率 は玄米重 の減少率 より大 きく,成 虫お

よび幼虫加害 の2頭 放飼 区で約30%減 となった。成虫単

独加害 でも長野 では2頭 放飼区 で18%減 であ った。しか

し,三 重ではほ とん ど減少はみ られず,草 丈,茎 数 に影

響の なか った ことと合致 していた。

収量構成要素 について調査 した愛知 の結果 を 示 す と

Fig. 3の とお りであ った。成 虫お よび幼 虫加害 の場 合に

おけ る成 虫放飼密度 との 関係をみ ると,1m2当 た り穂

数 では成 虫1頭 放飼区で6%, 2頭 放飼区で18%の 減 少

となった。1穂 もみ数 では逆 に増加傾 向とな り,1頭 放

飼区 で5%, 2頭 放飼区で14%増 加 した。 しか し,登 熟

歩合お よび玄米1,000粒 重では,放 飼密度 の増加 に比例

して低下傾向 とな り,1頭 放飼区で登熟歩合は約5%低

下 し,玄 米1,000粒 重は0.4g程 度軽 くな ったが,被 害

のはなはだ しい2頭 放飼区ではかえって1頭 放飼区 より

やや増加傾 向であった。 なお,成 虫 単独加害 の場合 にお

いては,収 量構成各要素 の減少 あるいは増加程度 はご く

わずか であった。

考 察

本種に よる稚苗移植栽培水稲の被害は,移 植 後に成 虫

が多数寄生す ると極端な生育抑制を生 じ,成 虫に よる食

害がみ られな くな って も生育は遅々 として回復 せず,株

を掘 り取 ると根が少な く成 虫の加害 に引き続 き幼虫 の加

害 が生 じている ことが推測 され る。
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Fig. 3. Relationship between number of adults released 

and yield components. ●: adult and larval in-

festation, ○: adult infestation only.

前報(都 築 ら,1983)に お いて,成 虫放飼密度 の差 に

よるイネの生育抑制程度,減 収程度 お よび減収 に関与す

る収量構成 要素 につ いて報告 したが,成 虫 に よる加害 と

幼 虫に よる加害 は加害開始時期がややずれ るけれ ども,

その期間 はか な り重複 し,そ の結果 はイネの生育抑制 と

して現われ て くる。 したが って,イ ネの生育量,減 収量

を測定 しても成虫 による影響か幼虫 による影響か区別す

るこ とはきわめ て困難 であ る。GIFFORD et al. (1975)は

薬剤試験 におけ る収量調査で収量 と幼虫数 との関係は大

である とし,TUGWELL and STEPHEN (1981)は 大型 ケー

ジにおけ る成虫放飼試験 で幼虫数 と減収量 に相関があ る

としている。 しか し,成 虫 による影響 も無視 できない と

考え られ,成 虫加害 のみ による影響 を調査す る方法 とし

てdiflubenzuronを 使用す るこ とを試み た結果,成 虫 の

摂食量 お よびイネの生育 にまった く影響 のないことが判

明 し,成 虫単独加害 による影響 のみ でな く,幼 虫加害 に

よる影響 も推定可能 となった。 なお,本 被害解析試験 に

お いて,diflubenzuron処 理の効果は 再確認 され,幼 虫

の出現 もまった く認め られず供試 の目的は達せ られた。

越冬 明け成虫は イネを盛ん に摂食す ることによ り,卵

巣の成熟が促進 され,摂 食量は産卵量,産 卵時期 に大 き

く関係 して くる。成虫 によるイネ葉身 の被害は成虫放飼

2週 間後 ころが もっともはなはだ しくな ると考え られ る

が,そ れはFig. 1お よびFig. 2の 愛知,岐 阜の対照 区

(0頭 区)の イネの生育推移 とTable 4の 葉数調査 か ら類

推 で きる。すなわち,移 植2週 間後は草丈 の伸長はみ ら

れ るが,茎 数増加 はほ とん どみ られず,株 当た り葉数 も

18枚 程度 であ り,こ の間に成 虫の加 害を受 け るため,放

飼密度 に比例 して葉身 の被害程度 ははなはだ しくなる。

しか し,そ の後 は葉数 が急増 す る時期 であ り,岐 阜 の例

でみ られ る ように食害葉面積率 は低下 し,見 掛 け上 の被

害程度 は軽 くなる。 したがって,成 虫に よる株 の食害程

度 は調査時期 に よりかな り変化 す ることが うか が わ れ

る。 なお,標 高400mの 長野 では 移植1か 月後 の6月

下 旬の調査 で も愛知 におけ る移植15日 後 の 食害程度 と

ほ ぼ同 じであ り,こ れ は中山 間部 では成虫 の摂食活動期

間が長 くなる傾 向にあるこ とに加 え,イ ネの茎数増加が

Fig. 2に み られ るよ うに平坦部 の愛知,岐 阜 に比較 しき

わめて少 ないため と考え られ る。

成虫 の加害 によるイネの生育影響 は,ま ず分げつ抑制

として現われ,移 植1か 月後 に茎数減少が最大 とな り,

成虫放飼密度 に比例 していた。佐藤(1965)は 葉身を時

期別 に剪除 し,そ の後 の草丈,茎 数 に及ぼす影 響を調査

してお り,移 植15日 後か ら新葉を2～2週 間におた り連

続剪除す ると,草 丈 の伸長は著 しく抑 え られ るが出穂期

までには回復 す る。茎数 は草丈 以上に顕 著に減 少 し,そ

の後成熟期 までには回復す るが,生 殖生 長期 に入って茎

数 の減少す る期 間に も分 げつがみ られ,有 効茎歩合 はか

えって高 くなる としている。 さ らに,剪 葉 が,1か 月連

続す る と根数 が減少す る としている。 これ らの結果 は成

虫が新葉 を長期間 にわ たって加害 した本報告 の結果 とよ

く一致 してい た。

幼虫 は7～10日 の卵期間 を経 て葉鞘 内でふ化 し,水 中

を落下 し土 中に達す る。 したが って,成 虫 の葉身摂食 に
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よる産 卵前期 間(1～2週 間)を 考慮す る と,移 植 後2～

3週 間後か ら幼虫加害が始 まるこ ととなる。若齢虫 は冠

根 の組織 内に入 り内部 を食害す るが,中 齢以降 は外部か

ら食害す るため断根 を生ず る。幼虫加害時期 のイネの根

量 と幼虫摂食量 とは密接 に関係 し,イ ネの生育 に影響 を

及 ぼ してい ると推定 され るが,土 中 のため同一株で の追

跡調査 は不可能 であ る。 したが って,成 虫 および幼虫加

害区 と成虫単独加害区 の差か ら幼虫に よる加害影響 を推

定 したが,移 植1か 月後以降 に茎数減少 と して顕著 に現

われ て くることは,幼 虫 の発育消長 とほぼ合致 してい る

ものと考え られた。 なお,幼 虫加害 の過程で,一 定期間

までは放飼成虫数 に比例 して幼虫数が増加す ることを前

報 で確認 してい る。

移植時期 と成虫放飼開始時期 との 関係では5月15日

植 えの愛知,5月22日 植えの長野お よび5月31日 植え

の岐阜は移植 と同時に放飼 した試験であ り,草 丈,茎 数

の消長は中山間地であ る長野 の結果がやや異 な る 以 外

は,愛 知,岐 阜 ともよ く似た推 移をた どっていた。 しか

し,移 植8日 後成虫を放飼 した三重の早期 栽培では,成

虫 による食 害はかな りみ られた ものの,草 丈,茎 数の減

少は2頭 放飼区で もみ られず,活 着後あ る程 度根量 が増

加 してか らの加害は イネの生育に影響の少ない ことを示

唆 してい るもの と考え られ る。同様な結果は前報で も確

認 され てい る。

減収の要因 と しては,穂 数の減少 によるものが主であ

り,1穂 もみ粒 数は穂数減に伴 う補償作用に よ り増 加が

み られ,登 熟歩合,玄 米1,000粒 重は低下傾 向がみ られ

た。 しか し,穂 数 の減 少を もみ数で補 えないほ ど被 害が

はなはだ しくな った場 合には,登 熟歩合,玄 米1,000粒

重 ともやや増大す る傾 向がみ られた。 この ことは,本 種

に よる直接 の被害 に関係な く,イ ネの生育相 の変化 に伴

うもので間接 的な影 響 と考 え られ る。

本種加害 に よる減収程度 については,成 虫のみに よる

影 響は軽微 であ り,幼 虫に よる影 響が大 きい こ と は 愛

知,岐 阜の結果か ら推察 で きるが,長 野においては成 虫

加害 に よる影 響 も無視 で きないばか りか,さ らに幼 虫加

害 も加 わ ることか ら減収 率は愛 知,岐 阜 よ り大 と なっ

た。 これは山間地 におけるイネは分 げつ数 が少な く穂重

型 にな る生 育相 を示 し,平 坦部 にみ られ る最 高分 げつ期

か ら幼穂形成期 までの回復期 間がない(松 島,1967)た

め,障 害 に よる無効分 げつ茎 の有効化 がみ られず,茎 数

の減少 は直接穂数 の減少 とな り,減 収 がはなはだ しくな

るもの と考 え られ る。 同様 な ことはア メリカ合衆 国で認

め られてお り,南 部 のルイ ジアナ州 よりアーカ ンソ州で

Fig. 4. Relationship between the percentage of yield 

loss and the log number of adults released per 

hill. ●: Aichi Pref., ▲: Gifu Pref., ■: Nagano 

Pref. ----- 95% confidence limit of regression line.

減収量 が大であ り,そ の原因はイネの栽培北 限地域 が本

種 の生息に好適 な地域 であ り,イ ネの生育 に影響 が強 く

現われ るため と考え られてい る(ISELY and SCHWARDT, 

1932)。

成虫放飼密度 と減収率の関係か ら減収量 を予 測 し,被

害許容密度を推 定す るために,移 植直後放飼の愛知,岐

阜,長 野 におけ る成虫お よび幼虫加害区の結果 と,前 報

で報告 した同条件下の1979お よび1980年 の愛知 におけ

る結果について,無 放飼区に対す る減収率を算 出 し,株当

た り成 虫放飼数 との関係をFig. 2に 示 した。 この図か ら

減 収率(Y)と 成虫放飼数(logX)と の間には有意な相関

関係(p<0.01)が 認め られ,Y=8.42+13.98logXの

関係式 が成立 した。 この式 か ら減収率0%と なる成虫放

飼数を求め ると株当た り0.25頭 とな り,こ の値 を 被 害

許 容密度 とした。 なお,長 野 のパ ラメータにつ いて標本

数 は少ないがあえて回帰式 を求 める とY′=10.86+17.51

logX′ となる。減収率0%の 株 当た り成虫放飼数 は0.25

頭 で前式 の場合 と変わ らないが,回 帰係数が前式 よ り大

であるため,成 虫放飼数 の増加 とともに減収率は よ り大

き くな り,標 高 の高い地域 における被害は平坦地 よ りは

なはだ しくなる ことが うか がわれ た。TUGWELL and STE-

PHEN (1981)は1core当 た り幼虫10頭 程度 で 減収額

と防除費 がほぼ同 じであ ることか ら,経 済的 被 害 水 準

(economic injury level)を 幼虫10頭 であ るとし,防 除

実 施に当た っての経済閾値(economic threshold)を 新

葉 の食害葉 率60%の とき とした。本報 で得 られた 株 当
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た り0.25頭 は厳密 には経済価値 を加味 していないので,

被害許容密度 とはいいえないが,被 害 が現われ る限界密

度(KIRITANI, 1980)と 考 え られ,経 済性 を加味 した被

害 許容密 度 よ りやや低い値 とな る。 同様 な方法 で算出 さ

れたイネ ゾウムシEchinocnemus squameusの それは株当た

り成虫0.6頭 であ り(小 嶋 ら,1981),幼 虫加害 が 付加

され る本種 の場 合はイネ ゾウム シよ り被 害がはなはだ し

くな ることが示 唆 された。

摘 要

イネ ミズ ゾウム シの加害 がイネの生育お よび収量 に及

ぼす影響 について,網 枠を使用 し成 虫放飼密度を変えた

成 虫お よび幼 虫加害試験 とdiflubenzuronを 使用 した成

虫単独加害試験 を同時 に実 施 し,成 虫お よび幼 虫に よる

被 害を解 析 し,さ らに,本 種 の被害 許容密度 を 推 定 し

た。

1) 成 虫に よるイネ葉身 の食害程度 は成 虫密度 に比例

し,放 飼2週 間後 ころに最大 とな った。

2) 移植直後 に成虫 を放飼す る と,成 虫お よび幼 虫の

加害 に より,イ ネの草丈,茎 数 は極端 に抑制 され,そ の

影響 は約2か 月間続 いた。

3) 成虫加害 の影響 は,一 時的 に草丈 の低下,茎 数 の

減 少 として現われ た。幼虫加害 の影響 は成 虫加害 に引 き

続 き現われ,草 丈 の低下,茎 数 の減少が顕著 で出穂期 に

至 るまで続いた。

4) 成 虫加害 のみ では収量 にはほ とん ど影響 はなかっ

たが,幼 虫加害 が加わ る と減収 が顕 著 となった。

5) 移植直後 に成虫 を放飼 した場 合,減 収 率(Y)と

放 飼成 虫数(X)と の間 にはY=8.44+13.98logXの 回

帰式 が成 り立 ち,こ の式か ら被害 許容密度(Y=0)を

推定す る と株 当た り成 虫0.25頭 とな った。
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