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ニカメイ ガ第2世 代幼虫 に よる水 稲 の被害に対す る

深水栽培 の影響

積木久明 ・兼久勝夫 ・白神 孝

岡山大学農業生物研究所

Effects of Deep Water Culture of Rice Plants on the Injury of the Rice Stem Borer, Chilo 
suppressalis WALKER in Its Second Generation. Hisaaki TSUMUKI, Katsuo KANEHISA and Takashi 
SHIRAGA (Laboratory of Applied Entomology, Institute for Agricultural and Biological Sciences, 
Okayama University, Kurashiki 710, Japan). Jpn. J. Appl. Ent. Zool. 29: 131-136 (1985)

To investigate the effects of deep water culture of rice plants on the injury of the rice stem 
borer, Chilo suppressalis in its second generation, the rice plants were cultured in the water con-
trolled 0, 5, 10, and 20cm-depth for 40 days from the beginning of September to the middle of 
October after the eggs and the first instar larvae were inoculated on the rice plants. The in-

jury, number of larvae and yields were surveyed at the time of harvesting. Percentages of the stems 
injured in rice plants cultured in the water of 0, 5, 10, and 20cm-depth were 56.4, 66.0, 
37.3, and 22.4%, respectively. That is, the injury of the second generation larvae decreased with 
depth of water except for 0cm-depth. The yields were inversely correlated to the percentages of 
stems injured. Similar results were obtained in the field experiments in which the water depth 
was controlled 1-5cm or 15-20cm. However, effectiveness of deep water culture on the yields 
was not observed, although the percentages of stems injured were significantly different between 
shallow and deep water culture. This result seemed to be due to low level injury of the rice stem 
borer in experimental plots.

緒 言

ニカメイガの耕種的 防除法 の一 つ として水田に浸水処

理す るこ とによ り,幼 虫 の密度 を低下 させ る方法が古 く

か ら考 え られ,こ れ までお もに冬期稲 刈 り株中の越冬幼

虫 の防除(大 塚,1895;向 川,1915;澤,1937, 1938)

と,第1世 代幼虫 の防 除(向 川,1915;春 川,1926;名

和,1928;中 村 ・秋山,1962)に 利用 さ れ た。 ところ

で,第1世 代幼虫 の防除 には稲全体 あ るいは大 部分を浸

水処理す る方法 が用 い られ,そ のため一般 に処理 時間 も

比較的短時間 で,浸 水 のニカメイガ幼虫 に対 する効果 も

研究者 によって異 なった評価 がなされた(向 川,1915;

春川,1920)。 稲全体あ るいは大部分 を浸水処理 す る方

法を,ニ カメイガ第2世 代に適用す るこ とは畦畔 の高 さ

や河川の水利の便か ら,特 殊地帯(中 沢 ・加藤,1952;

中沢 ら,1953)を 除 き,実 用上困難であ る。

著者 らは第2世 代に1か 月以上稲 を深水栽培す る こと

に よ り,ニ カメイガ第2世 代幼虫 の密度 をよ く低下 させ

ることがで きたので報告する。

本文 に入 るに先立 ち,標 準気温 の資料を提 供 くだ さっ

た 当研究所微細気象学研究室 に厚 くお礼申 し上げ る。

方 法

1. 1980年 の試験

岡山大学農業生物研究所 の圃場 内に1区 面積13.0m2 

(3.6×3.6m)と して,水 深0, 5, 10, 20cmの4区 を

設けた。各 区の周囲 に板 で畦畔 を作 り,さ らに,水 の保

持 をよ くす るため にその周囲 を畦畔波板 で囲った。水深

20cm区 ではあ らか じめ5cmほ ど表土 を掘 り下げ た。

0cm区 は5cmほ ど盛 り土を した。7月3日 に水稲 品

種八代糯 を株 間30×28cmで4本 ずつ手植 え し た。 た

だ し,各 区 のほぼ中央 を縦横 に1列 ずつ あけるこ とによ

り,1区 を さらに4小 区 に分けた。 田植 え後 は9月3日

まで慣行に従 って栽培管理 した。

岡山県吉備郡真備町 でニカメイガ第2世 代成虫 を採集

し,得 られた卵塊 を孵化前 日(8月30日)の 夕 方,各

小区の中心付近 にあ る2株 の 稲 葉 鞘 に2卵 塊(約500

卵)ず つ接種 した。孵 化当 日の朝 夕立が あ り,孵 化幼虫
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第1表 ニ カメイガ第2世 代幼虫の被害に及ぼす水深 の影響(1980年)

t検 定:5cm区 に対 し ＊＊1%水 準,＊5%水 準で有意差 あ り.

の大部分が流 され た可能性 が大 きか ったので,9月3日

朝 さ らに試験 区内の全稲株 に株 当 り2頭 ずつ,稲 芽 出 し

苗で飼育した孵化後4, 5日 目の幼虫を小筆を用いて葉

鞘 と茎 の間 に接種 した。接種 の翌 日(9月4日)よ り,

各試験 区の水深をそれぞれ0, 5, 10, 20cmに 設定 し

た。水深0cm区 は乾燥 して表土に亀裂が生 じたつ ど,

約1～2cmの 水深 にな るまで水 を入れ た。10月14日 に

全 区の水 を落 とした。11月 上旬 に刈 り取 り,各 小区 ごと

に被 害株数,被 害茎数,在 虫数,在 虫茎数,穂 数,収 量

を調 査 した。 ニカメイガ接種後 の殺虫剤 の散布 は行わな

かった。

2. 1981年 の試験

約44×28mの 南北に長 い圃場 のほぼ中央 に畦畔 を作

り,約44×14mの2区 を設けた。7月2日 に八代糯 を

株間が東西 は30cm間 隔,南 北は約15cm間 隔 になる

よ うに機械植え した。 田植後 の栽培管理 は 慣 行 に 従 っ

た。9月4日 か ら2区 の うちの一方の水深を15～20cm

(深水栽培区),他 方 の水深 を1～5cm(普 通栽 培区)に

なるよ うに調節 した。 イチモ ンジセセ リとコブノメイガ

の被害が多発 したため,9月8日 有機燐殺虫剤 のなかで

ニカメイガ第2世 代幼虫 に相対的 に効果 が低 いデイ プテ

レックス(田 中 ら,1982)の1,000倍 乳 剤 を80l/10a

散布 した以外は,ニ カメイガ第2世 代 に影響す る よ うな

殺 虫剤 の散布は行わなか った。10月14日 に両区 の水 を落

とした。11月4日 に各試験区の な か か ら任意 に7か 所

を選 び100株 ず つ刈 り取 り,被 害株数,被 害茎数,在 虫

数,在 虫茎数,収 量を調査 した。 なお,1981年 の試験で

は人為的に ニカメイガ卵 および幼虫 を接種す ることは し

なか った。

3. 温度の測定

普通栽培 の本 田な らびに1/5,000aワ グナーポ ッ トに

1株 植え した八代糯 において,銅-コ ンスタ ンタ ン熱電

対を用 い,草 冠部 の気温,稲 茎 内の温 度,水 田水の温度

を同時 に測定 した。 ワグナーポ ッ トは測定 中本田の稲 の

影響 をなるべ く受け ないよ うな畦畔 の草の上 に置 いた。

茎内 の温度 は熱電対 を直接地上15cmと 地上5cm水 際

の同一茎内 にさ しこむ こ とに より測定 した。 これ らの測

定は1984年8月29～30日 記録計 を用 いて連続的 に行 っ

た。

結 果

1 .1980年 の試験

第1表 には収穫時 における ニカ メイガ第2世 代幼虫 の

被害 に及ぼす水深 の影響 につ いて,刈 取 り稲 の分解調査

の結果 を示 した。被害株 率は水深0cm区 と5cm区 で

100%を 示 したが,被 害茎率でみ る と5cm区 のほ うが
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第2表 各水深区における収量(1980年)

t検 定:5cm区 に対 し ＊＊1%水 準,＊5%水 準 で有意差 あ り.

第3表 ニカメイ ガ第2世 代幼虫 の被害 に及ぼす 水深の影 響(1981年)

t検 定:普 通 栽培区(水 深1～5cm)に 対 し ＊＊1%水 準,＊5%水 準で有意差あ り.

高か った。100茎 当 り在虫数 と在虫茎率 も水深0cm区

と5cm区 で高 く,10cm区 が これに次いだ。水深20

cm区 は被害茎率,100茎 当 り在虫数,在 虫茎率 いず れ

も最 も低か った。

第2表 に収量調査 の結果 を示 した。被害茎 率が最 も高

か った水深5cm区 では株 当 り籾重,茎 当 り籾重 のいず

れ もが最低であ った。0cm区 の籾 の収量 は高かったが,

不完全稔実粒 が多 く,玄 米 と白米の歩留 りが 悪 く玄 米

重,白 米重 が少なか った。被害が最 も少 なか った20cm

区で収量が最 も多 く,10cm区 が これに次いだ。

2. 1981年 の試験

第3表 は1981年 の圃場試験の結果 を示 した もの で あ

る。任 意 に各7か 所 より100株 ずつ刈 り取 り,被 害 を調

査 した。 水深1～5cmの 普通栽培区 における 収穫時 の

被害株率 な らびに被害茎 率は,水 深15～20cmの 深水

栽培区 に比較 して,そ れ ぞれ4倍 と7陪 高か った。玄 米

収量 は普通栽培 区で10a当 り414.5kg,深 水栽培 区で

391.9kgで あ った。深水栽培 区のほ うが普通栽 培 区 に
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第1図 本 田におけ る草冠部,水 田水 および稲茎 内の温度の 日変化.○:茎 内(地 上15cm),

△:茎 内(地 上5cm;水 際),□:水 田水,●:草 冠部,×A:標 準最高気温,×B:

標進最低 気温.

第2図 ポ ッ ト1株 植 えにおけ る草冠 部,水 田水 お よび 稲茎内 の温度 の 日変化.○:茎 内(地 上15

cm),△:茎 内(地 上5cm;水 際),□:水 田水,●:草 冠部,×A:標 準 最高気温,×B:

標準最低 気温.

比 較 して5.5%減 収であ った。岡山県南部 での糯 の収量

は,一 般に10a当 り玄米 で410～440kgと いわれてお

り,普 通栽 培区の玄 米 の収量 はほ ぼ平均 を示 した。

3. 稲茎 内の温 度分布

第1図 は8月29～30日 の2日 間に測 定 した本田 に お

け る草冠部 の気温 と,稲 茎 内の温度 分布な らびに水 田水

温 の 日変化 について示 した ものであ る。稲茎内の温度,

水 田水温 ともに気温 に よく連 動 していたが,い ずれ も日

中に草冠部 の気温 ほ ど上 昇する ことはなか った。一方,

水際 より約10cm上 の茎 内の温度は草冠部の気温 と よ

く連動 していた。 第2図 に ワグナ ーポ ッ トに1株 植 え し

た稲 での温度測定結 果を示 した。 本田の稲茎 内の温度 な
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第4表 最高気温と最低気温の日変化a)

a)芝 生で覆われた地上1 .5mに おける標準気温(当

研究所微細気象学研究室資料より).

らびに草冠部 の気温 は,ワ グナーポ ッ トに1株 植え した

稲 と比較 して 日中はすべて低か った。 これ は,8月 下旬

になる と本田の稲 は よく繁 茂 し,太 陽の直射光線が直接

下部 の茎な らびに水面に当た らない ことに よるものと考

え られ る。 また,芝 生で覆われた地上1.5mに おけ る

標 準最 高気温 な らびに最低気温 と比 較 して,本 田の温度

はいずれ も低 か った。

考 察

ニカメイガの第2世 代に当た る9月 か ら10月 中 旬 ま

で水稲 を40日 間 深水栽培す る ことに よ り,ニ カメイガ

幼虫 の被害 をよ く減 少 させる こ と が で き た。 水深20

cm栽 培区で ニカメイガの被害 を最 も減 少 させ ることが

で きた が,10cm栽 培区 においても被害軽減 に効果がみ

られた。一般水 田において,水 深10cmを 維持す る こ

とはそれほ ど困難 と考え られ ないこ とか ら,ニ カ メイ ガ

第2世 代の被害 を深水栽培 によ り軽減 できる もの と考 え

られ る。

ニカメイガ第1世 代 の本 田での幼虫 の生存 率は7月 の

水 田の水温 によって影響 を受 け,35℃ 以上 にな ると死

亡率 は高 くなる と考 え られ て い る が(春 川,1926;筒

井,1954),そ の後必ず しも水温 の影響 を 受 けない こと

が 明 らか となっ て い る(筒 井,1958)。 ま た,高 野 ら

(1961)は1日5時 間36℃ に10日 間接触 させ て も,ニ

カメイガ幼虫 の生存 率に有意 な影響 を及 ぼ さない ことを

報告 して いる。第4表 は当研 究 所 に お け る1980年 と

1981年9～11月 の間 の10日 ごとの最高 と最低 の平均標

準気温の変化 を示 した ものであ る。両年 とも最 高気温 は

30℃ を越 え ることはなか った。稲茎 内の温度 な らび に

水 田水温は草冠部 の気温 とよ く連動 した変化 を 示 し た

が,い ずれ も日中 の気温ほ ど上昇す るこ とは な か っ た

(第1図)。 また,草 冠部 の気温 は標準気温 に比較 して最

高気温 も最低気温 も低か った ことか ら,茎 内のニカメイ

ガ幼 虫が接触 した と考え られ る実際 の温度 は,こ れ ら標

準 気温 よ りもかな り低 いと思われ る。 ニカメイガ幼虫 は

30℃ までは正常 に発育す る(岸 野,1974;積 木 ・白神,

未発 表)。 この ことか ら,深 水栽培ほ どニカメイガ 幼 虫

の被 害防止に効果がみ られたのは,深 水栽培におけ る水

田水温 の上 昇に よる茎内の ニカメイガ 幼虫 の 熱 死(春

川,1920, 1926)で はない と考 え られ る。長期間の深水

栽培 に より水面下 の茎内が嫌 気状態 と な り(中 沢 ら,

1953),水 面以下 の茎 内に ニカメイガ幼虫が侵入で き に

くい と推定 され る。 ニカメイガ幼虫の生息部位は孵化後

3週 間 で地上20～30cm(内 藤,1964), 5週 間 後収穫

時 まで地上8～9cmに 最 も多 くな る と い う(中 川,

1904;内 藤,1964)。 ニ カメイ ガ幼 虫は発育する に 従 っ

て,茎 の細 い上部 か ら太 い下部 へ 垂 直移行 す る が(阿

部,1952;内 藤,1964),こ れが深水区では制限 さ れ,

茎外へ脱 出す る幼虫 の数 が より多 くな り(中 村 ・秋山,

1962),そ の結果,ク モな どの天敵(小 林,1958; Ito et 

al., 1962)に 捕食 され る機会 が多 くな り,ニ カ メイガ幼

虫 の密度が深水栽培 の稲 で低下す る もの と考 え られ る。

試験 田では第2世 代 の殺虫剤散 布を制 限 した結果,慣 行

栽 培 田に比較 して捕食性天敵 の クモや カエルが多数 目撃

された ので,こ のよ うな捕食 の可能性 が高い。 しか し,

さらに検討 を要す る。

ニカメイガ幼虫 に よる被害 が多 かった1980年 の 試験

においては,収 量 に対す る深水栽培 の効果が よ くみ られ

た。 しか し,1981年 の試験 においては,深 水栽培 区のほ

うが被害茎率が低 いにかかわ らず,普 通栽培 区に比較 し

て約5.5%の 減収 とな り,深 水 の効果がみ られ な か っ

た。平均被害茎率 は普通栽培 区 と深水栽培 区で1.67%と

0.26%で,こ れ らの被害茎率は ニカメイガ第2世 代末

期の被害 許 容 限 界22%(高 木 ら,1958), 5%(小 山,

1975;鶴 田,1984),あ るいは3%(小 林 ら,1971)以 下

で,ニ カメイガ第2世 代幼虫 による収量へ の影響をほ と

ん ど無視で きることか ら,収 量 に対す る深水 の効果が得

られなか った もの と考え られ る。

摘 要

ニカメイガ第2世 代幼虫の被害に及ぼす深水栽 培 の影

響 について調 査 した。

1980年 の試験 では被害茎率 は水深5cm区 が最 も 高
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く,次 いで0cm区 であ った。水深20cm区 は被害茎

率,在 虫数 とも最 も低 く,ニ カメイガ第2世 代幼虫の被

害防止 に最 も効果 があった。水深10cm区 において も

ニカメイガの被害防止 に効果 がみ られ た。収量 は被害が

最 も多か った5cm区 で最低 を しめ し,20cm区 で最 高

を しめ した。

1981年 の試験に おい ても普通栽培 区(水 深1～5cm)

よ り深水栽培 区(水 深15～20cm)で,ニ カメイ ガ第2

世代幼虫 の被害が少 なか った。 しか しなが ら,試 験田の

被害 レベルが低か ったた め,深 水栽培 に よる収 量への効

果 は明らかで なか った。
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