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ユ ス リカ幼 虫 に よ る本 田 で の

イ ネ 葉 の 食 害

野 田博明＊・宮崎 稔 ＊・橋本 碩 ＊＊

＊島根県農業試験場
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Injury to Rice Leaves by Chironomid Larvae (Diptera: 

Chironomidae). Hiroaki NODA, Minoru MIYAZAKI (Shimane 
Agricultural Experiment Station, Ashiwata, Izumo, Shimane 

693, Japan) and Hiroshi HASHIMOTO (Department of Biology, 
Faculty of Education, Shizuoka University, Shizuoka 422, 

Japan). Jpn. J. Appl. Ent.Zool. 30: 66-68 (1986)

Abstract: Many leaves of rice plant floated on water in 

paddy fields early in June. This damage was observed in 
both direct sowing and transplanting fields. The damage 

was ascribed to feeding of chironomid larvae, because many 
larvae were found in the water and on the floated leaves, 

and a similar damage was recognized by releasing the 

larvae on rice seedlings. Cricotopus trifasciatus was the main 
species.

ユス リカ幼虫は イネの苗代期 に種籾 の幼 芽幼 根を食害 し,多

数発生す ると浮苗にす ることが知 られ て い る(石 原,1963;

堀 ・飯島,1969)。 また,村 田(1926)は 豪雨後増水 した 苗 代

で,ユ ス リカの幼虫が 苗の葉先 を水面 部 よりかみ切 り,は なは

だ しい ときは,落 水後落 口付近 の畦畔に この葉が堆積 した と述

べ てい る。 しか し,近 年 は箱育 苗が普及 して,水 苗代 も非常に

少な く,ユ ス リカの被害 も問題 とされ ることはなか った。

ところが,1985年6月 上 旬に島根県出雲市の水 田で多数 の葉

が流れ ているのが見つか り,原 因を調査 した ところ,ユ ス リカ

幼虫 の食害 に よるものであ ることが明 らか と な っ た 。本報告

は,そ の被害 状況 と,ユ ス リカ幼虫の葉の加害状況につ いて述

べ たものである。なお,文 献等について ご教示いただ いた 山口

大学農学部矢野宏二教授 な らびに島根大学農学部三浦正教授に

お礼 申し上 げる。

6月8日,出 雲市芦 渡町 の土中湛水直播田で,多 数の葉が切

れ て流 され ているのが観察 された(第1図)。 被 害 の著 しか っ

た のは,直 播 田21.8a(5月14,15日 播種),42.4a(5月16

日播種),移 植 田25.5a(5月23日 稚苗植)の 近接3圃 場で あ

った。被害 が認 め られた前 日に降 雨があ り,風 も強 か っ た の

で,切 れ た葉 が風下側にあた る 西 ～ 西北 の隅に集 まって いた

(第2,3図)。 葉はお もに 葉鞘部 に近 い部分 で切 れてお り,か

じった ような食痕があ った。 また,葉 が葉脈にそ って少 し巻 い

ていた。水田内には イネ ゾウムシに よる切葉 も若干認め られ た

が,イ ネ ゾウムシのそれは,普 通半円形 の食痕が切 口に残 って

お り,し か も葉が開いた状態で水に浮いて いるので,前 述 した

切葉 とは明 らかに異な っていた。 この流れ葉には ユス リカ幼虫

が多数寄生 してお り,さ らにその周辺 の水中に も多 くの幼虫が

生息 していた(被 害葉の集積 して いた 周辺 の水100ml中 に6

～43頭)。 また,こ の被害は 本 田で発生 した もので あるが,村

田(1926)の 述べてい る苗代での被害に似 てお り,ユ ス リカ幼

虫 に よる被害 と推定 した。なお,上 記3圃 場以外に も,軽 微で

あるが広 範囲に被害を確認 した 。

そ こで,ユ ス リカ幼虫が イネの葉を 食害す るのを確かめ るた

め に,イ ネの葉を切 り,水 田か ら採集 した ユス リカ幼虫 に与 え

た ところ,葉 の切 口などか ら食害 す るのが確認 された(第4図)。

次に,土 を入れ た500mlの ビーカーに イネ苗を植 えて,水 を

深 目に入れ,採 集 した ユス リカ幼虫を放 した 。まず第2葉 が 食

害 され(第5図),葉 身部の うち 葉 鞘に近 い部分 も食害 された

(第6図)。 さらに,5日 後には葉が折れ るの を 認 め た(第7

図)。 これ らの ことか ら,本 被害 は ユス リカ幼 虫に よる もので

あ ると結論 した。

被害圃場で のユス リカ幼虫 の種類 を調 べた ところ,CricotoPus 

trifasciatus (MEIGEN), Polypedilum cultellatum GOETGHEBUER, 

Tanytarsus formosanus KIEFFERの3種 であ った 。そ の うち,

C. trifasciatusは非常に数 も多 く,盛 んに イネ葉を 食害 したの
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第1図 湛水直播 田で生 じた多数 の切葉.

第2図 切れて流 され た葉が水 田の片 隅に集ま った ところ.

第3図 集積 した被害葉.

第4図 葉を食害す るユス リカ幼虫.

第5図 ユス リカ幼虫の放飼に よるイ ネ苗第2葉(矢 印)

の食害.

第6図 ユス リカ幼虫の放飼に よるイ ネ葉の食痕(矢 印).

第7図 ユス リカ幼虫の放飼に より葉の切れた イネ苗.

第8図 Cricotoputs trifaciatusの 幼 虫.
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で,こ の種が被害の主体 と考 えら れ る(第8図)。 この種 は,

山陰地方 の中海,宍 道湖において,6月 に成虫 の発 生 が 多 く

(三浦,1978),こ の地 方の代表的な種の一 つ で あ る。また,

C. trifasciatusがイネを加 害す る こ とは,フ ランスで報告 され

てお り(RISBEC, 1952; DARBY, 1962よ り間接 引用),さ らに,

この種に非常 に近縁 なC. sylvestrisは,カ リフオルニアの水 田

で イネに被害 を もた らす(DARBY, 1962)。

出雲市周辺 の移植時期は一般 に5月 上旬であ り,今 回被害の

著 しか った3圃 場 のイネは周辺圃場 に比 べ ると生育 ステー ジの

遅い ものであ った。 とくに直播 田では,ま だ数葉 しか展 開 して

いないステー ジの もの もあ った。CLEMENT et al. (1977)は,

Cricotopus sylvestris, Paratanytarsus n. sp., Paralauterborniella 

spp.に よる被害調査か ら,水 田の湛水時期が遅 い と水中 に 産

卵 され る数が 増え,水 中のユス リカの初期密度が高 く な る こ

と,ま た湛水後移植 までの期間が長い と被害 も大 き くな ること

を指滴 してい る。今回 の被害 圃場 は周辺圃場 より移植(播 種)

時期が遅 かった ことが,他 圃場 よりも被害が著 しか った ことの

一因か もしれ ない。また,土 中湛水直播田では,湛 水 してか ら

イ ネが発芽 ・生育す るまでの期間が長いため,ユ ス リカのステ

ー ジが進む ことに加 えて,直 接種籾 を加害 された り,芽 や根を

初期に加害 され るため,よ り被害が大 きい と推 察 され る。
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