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To determine the sample size for the estimation of the mean density, the distribution pattern 
of the rice water weevil, Lissorhoptrus oryzophilus, in a paddy field was analyzed by the m-*m re-

gression method proposed by IWAO (1968). Overwintered adults were nearly randomly distributed 
among rice hills with a slight tendency to aggregation. The distribution of larvae and pupae also 
was nearly random. Based on these results, the diagrams which determine the sample size required 
to estimate the mean density with a desired precision were drawn by using the method developed 
by IWAO and KUNO (1968)

緒 言

侵入害虫であ るイネ ミ ズ ゾウムシ

は,1976年 に愛知県で初めて発見 さ れ

(都築 ら,1977),そ の後分布を急激に拡大 し,い までは

北は東北地方か ら南は九州 ・四国地方 までの重要 な水稲

の初期害虫 とな りつつあ る。

本種の生態,被 害解析,あ るいは防除 の基礎資料 と し

て,水 田内での生息密度を把握す ることは重要 な課題 で

あ る。 これ まで密度を推定す るために,越 冬成虫 に対 し

ては稲株の見取 り調査,幼 虫 ・土 まゆ(蛹)に 対 して は

稲株 の掘取 り調 査が実 施 さ れ て き た。そ の際 の調査株

数 は,お もに労力的 ・時間的な制約だけ を考慮 して適 当

に決め られて きた。 しか しなが ら,一 定 の精度 で密度 の

推定値を得 るためには,水 田内で の分布様式 を明 らか に

し,そ れに基づ いて調査株数 を決定 しなけれ ば な ら な

い。

本報では,越 冬成虫 および幼虫 ・土 まゆ の水 田内での

分布様式をIWAO (1968)が 提 案 した平均値 ・平均 こみ

あい度の回帰分析法に よ り解析 し,そ の結果 を 用 い て

IWAO and KUNO (1968)の 方法 に より一定 精度の密度

の推定値 を得 るのに必要 な調 査稲株数 につ いて検討 を行

った。

本文にはい るに先だ ち,多 くのご助言 をたまわ り,か

つ本稿の校閲を していただ いた農業環境技術研究所 の桐

谷圭治博士,種 々のご助言を いただ いた農業環境技術研

究所の森本信生氏 に深 く感謝す る。 また水 田での調査 に

多大な協力をいただ いた三重県農業技術 セ ンターの坂下

敏氏な らび に長野県木 曽病害虫防除所 の井 出万仁氏 に心

よ り感謝 の意 を表す。

方 法

1. 越冬成虫 の調査

三重県安芸郡河芸町 の水田において1980年 と1981年

に越冬成虫 の寄生調査 を行 った。調 査水田の耕 種概 要は

下記 の とお りであ り,品 種 はいずれ もコシヒカ リであっ

た。

水 田A: 1980年4月25日 稚苗機械植

水 田B: 1981年4月25日 稚苗機械植

水 田C: 1981年5月10日 稚苗機械植

調査は,越 冬成虫が水 田へ侵入 し始め る5月 上旬か ら発

生 が終 了す る6月 下旬 まで,ほ ぼ7日 間隔で実施 した。
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調査 回数 は,水 田A, B, Cで それぞれ4, 7, 7回 で

あった。水 田の畔畦 か ら直角に中央 部へ向か って一列に

連続 した50株 を2箇 所 で抽 出 した。抽 出は毎回同 じ箇所

で行 った。 抽出 した100株 について株 ごとの寄生成虫数

を見取 り法 で調 べた。なお,調 査時刻は越冬成虫が稲 の

上部 に現わ れ る17時 か ら18時 頃にかけてであ った。

2. 幼虫 ・土 まゆの調査

1981年 に下記 の5箇 所 の 水 田 に おいて幼 虫 ・土 まゆ

の調査を行 った。

(1) 三重県安芸郡河芸町(標 高5m): 4月25日 稚苗

機械植(品 種 コシ ヒカ リ)

(2) 同上: 5月10日 稚苗機械植(品 種 コシ ヒカ リ)

(3) 長野県木 曽郡南木 曽町(標 高400m): 5月10日

稚苗機械植(品 種 ヤマ ヒカ リ)

(4) 長野県木 曽郡木 曽福島町(標 高800m): 5月22

日中苗機械植(品 種 トドロキ ワセ)

(5) 長野県木 曽郡 開田村(標 高1,150m): 5月26

日成苗手植(品 種南栄)

調査 は幼虫 の発生初期か ら終期 までほぼ7日 間隔 で実

施 し,調 査 回数 は(1)～(5)の 各圃場 においてそれぞれ

10, 9, 10, 3, 7回 であった。毎回の調 査では,10株

の稲 を無作為 に抽 出 し,根 の周 囲の土 を付 けたまま(直

径13cm,深 さ10cm)掘 り取 り,バ ケ ツの水 の中で根

をほ ぐした。 これ を上部 が5メ ッシュ,下 部が30メ ッ

シュの二層 の篩 にか け,幼 虫 ・土 まゆを選 別 して肉眼で

数 を調べ た。 なお,こ の方法 では1齢 幼虫 をほ とん ど検

出で きないので,幼 虫 は2齢 以上 を対象 とした。 また,

根に付着 している土 まゆ は見落 と しやす いので とくに注

意 を払 って調 べた。

3. 調査株数の検討

成虫 と幼虫 ・土 まゆ のそれぞれ に対 して,調 査 日ごと

に株単位 の平均密度(m)と 平均 こみあい度(*m)を 求 め,

IWAO (1968)のm-*mの 関係式

か ら基本集合度示数(α)と 密度-集 合度 係数(β)を 推

定 した。 これ らの 推定値(α,β)を 用 いて,一 定精度

をもった平均密度 の推定値 を得 るため に必要 な調査株数

をIWAO and KUNO (1968)の 次式 によって決定 した。

ただ し,nは 必要調査株数,Dは 相対精度,xは 平均密

度 の推定値 である。tは スチ ューデ ン トのtの 値であ り,

ここで は危険率5%で の近似値 と してt≒2と した。

結 果

1. 越冬成虫の水 田内分布

各水 田において調査 日ごとに畦畔 か ら中央部 へ向けて

抽 出 した50株2箇 所 を畦畔側か ら5株 ずつに区切 り,寄

生成虫数を5株 単位で ま とめ て2箇 所 で平均 し,そ れ ら

が50株 全体2箇 所平均 の寄生虫数 に占める割合 を 百 分

率で求めた(Fig. 1,Fig. 2)。 また株 当 り平均寄生成虫数

(x)も 合わせ て図中 に示 した。水 田B, Cで はいずれ も

越冬成 虫が多発 し,発 生盛期 におけ る株 当 り平均成虫数

の最高値は,そ れぞれ3.2個 体,2.7個 体で あった。 水

田Bで は,ど の調査時期 において も畦畔際か ら中央部 ま

での寄生割合はほぼ一定であ った。図 として示 さなか っ

たが,水 田Aも 大体水 田Bと 同 じ傾 向であ った。一方,

水 田Cで は,侵 入直後 の5月15日 と5月22日 に畦畔際

か ら中央部へかけて寄生割合が減少 してゆ く傾 向が見 ら

れた。その後 このよ うな傾 向はな くな り,畦 畔か らの距

離に関係 な く寄生割合 はほぼ一定 となった。調査最終 日

の6月26日 には,侵 入直後 とは反対 に水 田中央部 の ほ

うが畦畔際 よ りも寄生割合が高 くなる傾 向が見 られた。

Fig. 1. Percentage distribution of overwintered adult 

rice water weevils, L. oryzophilus, among rice hills 

from the boundary to the central part of the paddy 

field B. Distance measured covers the number of 

rice hills from the boundary to the center. x is the 

mean density of overwintered adults per hill.
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Fig. 2. Percentage distribution of overwintered adult 

rice water weevils, L. oryzophilus, among rice hills 

from the boundary to the central part of the pad-

dy field C. Distance measured covers the number 

of rice hills from the boundary to the center. x is 

the mean density of overwintered adults per hill.

このよ うな結果は,越 冬成虫がか な り高密度 で発生 し

た水 田におけ るものであ った。そ の発生 を ようや く確認

で きるよ うな低密度の水 田では,食 害,寄 生 ともに畦畔

か ら5株 ぐらいの ところに集中 し,中 央部 ではほ とん ど

発見で きない場合が多か った。

2. 越 冬成虫の分布様式 と密度推定の抽 出株数

分布様式を分析す るため に,水 田A, B, Cを こみに

して,各 調査 日ごとの 越冬成虫 の 株 当 り平均密度 の 推

定値(x)と 平均 こみあい度 の推定値(*x)の 関係 を調べ

た(Fig. 3)。 基本集合度示数は α=-0.026,密 度-集 合

度係数は β=1.168と 推 定 された。α は0に 近 く,β は

わずかに1よ り大 きな値を とった ことか ら,越 冬成虫は

個体単位で ランダム(ボ ア ソン分布)に 近い,弱 い集中

分布を してい ると考え られた。

α と βの 値 を(1)式 へ 代 入 し,平 均 密 度(x)と 必 要

調 査 株 数(n)の 関 係 を 求 め た 。nの 値 は 相対 精 度(D)

に よ り異 な るの で,D=0.1, 0.2お よび0.3と してxと

nの 関 係 をFig. 4に 示 した 。 当 然 の こ と なが ら,必 要 調

査 株 数 は 相 対 精 度 を 高 め れ ば 増 加 す る し,ま た 一 定 精 度

Fig. 3. Relationship between mean crowding (*x) and 

mean density (x) for the number of overwintered 

adult rice water weevils, L. oryzophilus, per hill. 

The fitted line is *x=-0.026+1.168x (r2=0.884). •~

: paddy field A, •›: paddy field B, •œ: paddy 

field C.

Fig. 4. Sample size (n) required to estimate mean 
density (x) of overwintered adult rice water wee-

vils, L. oryzophilus, per hill with a desired preci-
sion. Sampling unit is a single rice hill. D is the 

magnitude of error relative to mean density.

で は平均密度が低 くなる と急激 に大 き くなった。

3. 幼虫 ・土まゆの分布様式 と密度推定の抽出株数

10株 調査 よ り推定 され た幼虫 ・土 まゆ の株 当 り平 均

密度(x)と 平均 こみあい度(*x)の 関係をFig. 5に 示 し

た。水 田の場所,標 高,田 植時期 お よび方法,苗 の大 き

さ,品 種 に大 きな違 いがあ るに もかかわ らず,xと*xの

間に明 らか な直線 関係が認 め られた。 回帰 直線 を当ては

めるこ とに より,基 本集合度示数 は α=0.388,密 度-集

合度係数 は β=1.104と 推定 され た。越冬成虫 の場合 と
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Fig. 5. Relationship between mean crowding (*x) and 

mean density (x) for the number of larvae and 

pupae of the rice water weevils, L. oryzophilus, per 

hill. The fitted line is *x=0.388+1.104x (r2=

0.985). •~: paddy field in Kawage, Mie Pref., 

transplanted on April 25, • : paddy field in 

Kawage, Mie Pref., transplanted on May 10, •œ: 

paddy field in Nagiso, Nagano Pref., transplanted 

on May 10, •£: paddy field in Kisofukushima, 

Nagano Pref., transplanted on May 22, •›: paddy 

field in Kaida, Nagano Pref., transplanted on May 

26.

Fig. 6. Sample size (n) required to estimate mean 

density (x) of larvae and pupae of the rice water 
weevils, L. oryzophilus, per hill with a desired 

precision. Sampling unit is a single rice hill. D. 
is the magnitude of error relative to mean density.

同様 に,α は0に 近 く,β はわずか に1を 越 えているの

で,幼 虫 ・土 まゆ の分布 は個体単位 で ランダムに近 い,

弱 い集 中分布 であ ると考 え られた。

(1)式 を用 いて得 られた平均密度(x)と 必要調 査 株

数(n)の 関係をFig. 6に 示 した。相対精度(D)は0.1, 

0.2お よび0.3と した。

考 察

本種 の越冬成 虫は田植 直後 か ら水 田へ侵 入 し始 める。

侵入直後 は畦畔 際か ら5株 ぐらいまでの稲株 への寄生 が

多く,水 田中央部 では少ない。 この傾 向は低密度 の とき

ほど顕著 である。 その後 は徐 々に中央部 まで侵入す るた

め,畦 畔 際 と中央部 の密度差 は小 さ くなってゆ く。 とく

に,発 生盛期 の密度 が株 当 り2個 体 を超 える ような多発

生の水 田では,畦 畔か らの距離 に関 係な くほぼ均一 に分

布す る ようになる。発生終 了期 になる と,水 田中央部 の

密度 のほ うが畦 畔際 よりも高 くなる ことがある。 その理

由は,高 密度 の水田では畦畔 際の稲株 はひどい食害 を受

けて質が低下 す るので,よ り新 しい餌 を求めて越冬成虫

が中央 部へ移動す るため と考 え られ る。

越 冬成 虫の密度を一定の精度で推 定す るための抽 出株

数は,相 対精度,平 均密度に よ り異な る。Fig. 4か らわ

かるよ うに,た とえば,平 均密度が株当 り1個 体 の水田

において,相 対精度を0.2に とどめて密度推定を行いた

いな らば,約100株 の調査が必要 とされ る。越冬成 虫の

寄生数調査は,慣 れれば一度 に100株 程度の調査はそれ

ほど困難ではな く,こ れは実施可能 と考え られ る。

それに対 して,幼 虫 ・土 まゆは土中の根に寄生す るた

め,そ の調査は多大の労力を要す る。網 目の異な る二つ

の節,バ ケツ,ル ーペ,ピ ンセ ット等の道具,さ らに多

量の水が不可欠であ る。1株 に寄生す る幼虫 ・土 まゆ数

を調べ るのに熟練者2人 で30分 か ら40分 を要 し,一 度

に10株 を超え る調査はむずか しい と考え られ る。これ ま

で行われて きた各種の調査研究では,幼 虫 ・土 まゆの密

度調査は時間的,労 力的な制約か らよ うや く5株 を調べ

てい るのが現状であ る。今回得 られた結果(Fig. 6)か ら

見ると,株 当 りの幼虫 ・土 まゆ密度が10個 体以下 で あ

る低密度の場合には,5株 調査ではかな りの誤差を伴 う

危険性があろ う。株当 り平均密度が20か ら40個 体の水

田では,相 対精度を0.3に とどめて密度の推定を したい

場合には,抽 出株数を8か ら6株 とす る必要があ る。

Fig. 5か らわか るよ うに,水 田の場所,品 種,耕 種法

などの違 いにかかわ らず,幼 虫 ・土 まゆの平均密度 と平

均こみあい度の間には一つの直線関係が認め られた。 し

たが って,そ れに基づいて決め られた抽出株 数 の 基 準

(Fig. 6)は 一般 に広 く適用 できるもの と考 え られ る。本

研究 では幼虫 と土 まゆを一緒 に して取 り扱 ったが,抵 抗

性品種,薬 剤な どの防除効果を検討 する場合 には両者 を

分けて解析す る必要 があろ う。
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摘 要

水 田におけるイネ ミズ ゾウム シの越冬成 虫お よび幼虫

(2齢 以上)・ 土 まゆ の分 布様式 を調 べ,密 度推定を一定

精度 で行 うために必要 な標 本数(調 査株数)に ついて検

討 した。

越冬成虫 は,発 生盛期 には畦畔 か ら水田中央 部 までの

寄生割合 はほぼ一定 であった。 けれ ども,水 田侵入直後

では畦畔近 くの株 に寄生割合 が高 く,逆 に発生終期 では

水 田中央部で寄生割合が高 くなる場合 もあった。

株単位 の分布様式 を平均値 ・平均 こみあい度 の回帰分

析法 によ り解析 した結果,成 虫 お よび幼虫 ・土 まゆの両

方 ともが個体単位 で ランダムに近 い,弱 度 の集中分 布を

して いることが 明 らか になった。

分布様式 の解析結果 に基づ いて,一 定精度 での平均密

度 と必要調査株数 の関係 を表わす グラフを成虫 および幼

虫 ・土 まゆ のそれぞれ に対 して描 いた。
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