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長 距 離 移 動 性 イ ネ ウ ン カ類 の被 害 解 析1)

I. セジロウンカの加害時期および加害量が

水稲の生育および収量に与える影響

渡邊 朋也 ・寒川 一成

九州農業試験場

Growth and Yield Analysis of Rice Plants Infested with Long-Distance Migratory Rice Plant-
hoppers. I. Effects of Period and Intensity of the White-Backed Planthopper, Sogatella furcifera 
HORVATH (Homoptera: Delphacidae), Infestation on Vegetative Growth and Yield. Tomonari 
WATANABE and Kazushige SOGAWA (Kyushu National Agricultural Experiment Station, Nishigoshi, 
Kumamoto 861-11, Japan). Jpn. J. Appl. Entomol. Zool. 38: 153-160 (1994)

The effects of infestation by the white-backed planthopper on the vegetative growth and yield of 
the paddy rice were studied by field-cage experiments in Chikugo, Fukuoka Prefecture, Kyushu. 
Rice seedlings were transplanted in late June. Infestation levels were manipulated by changing the 

planthopper densities to 0, 5 and 10 females per hill. Adult planthoppers were released on caged 
plants in early July (13 days after transplanting) and late July (31 days after transplanting). To 
quantify the separate effects of oviposition damage by female immigrants and sucking damage by 
subsequent progeny, insecticide spray plots were used at each treatment. The plant height and 
number of tillers of infested rice plants were significantly reduced until the maximum tillering stage, 
when the planthoppers were released in early July. Growth differences between infested and 
uninfested plants disappeared gradually towards the heading stage. The yield, number of panicles, 
number of spikelets per panicle, percentage of filled spikelets and weight of 1,000 grains, were measured 
at harvest. No correlation was observed between the initial released planthopper density and yield. 
The infestation by the second generation (early to mid-August) decreased the yield and number of 
spikelets per panicle.
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緒 言

セ ジロウンカは毎年梅雨期 に海外か らわが国 に長距離

飛 来 して くる水 稲害虫で,近 年わが国への飛来量や発生

面積 は増加傾向にあ ることが指 摘 さ れ て い る(那 波,

1991;寒 川 ・渡邊,1989;渡 邊,1992)。 わが国 にお ける

水 稲の栽培 時期 は各地で大 きく異 なる。そのた め,セ ジ

ロウンカ飛来時の水 稲の生育ステー ジの違 いは ウンカの

定着量 やその後 の個体群 増殖 に影 響 を 及 ぼ し(松 村,

1992;那 波,1991;野 田,1987),主 要 な加害時期の違い

によ り被 害のでかたが異な ることが 報告 されてい る(那

波,1992)。 また 近年 セジロウンカの飛来量 が増加 し水

田内の生息密度 が高 まるとともに発生 ピー クの現れ る時

期 が早期化 しつつ あるこ とが指摘 され て い る(那 波,

1991)。

九州農業試験場(福 岡県筑後市)の 無防 除水 田(6月 下

旬移植)に お ける1987～1990年 の飛来 侵入 世 代 の平 均

密度 は株 当 り約2頭,ピ ーク密度 は10頭 以 上(渡 邊,

未発表)で,こ れは久野(1968)の 値 の約20倍 になって

いる。 また,九 州西岸部 では飛来量 が多 い年 には ピーク

密度 が株 当 り50頭 以 上に達 す ること が あ る(横 溝 ら,

1990)。 九州北部普通期水稲(6月 下 旬移植)で は,イ ネ

ウンカ類 の飛来盛期 は分 げつ期 にあたる(6月 下 旬～7

月 中旬)。 この時期 の水稲 には飛来侵 入世代 の雌成 虫 の

産卵 による加害 が顕著 に見 られ る。 セジ ロウンカの雌成

虫 は水稲 の葉鞘 の内部 に産卵す るため,ジ ャポニカ品種
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では産卵部位付近の組織が黄褐色 に変色 し一部 が枯死す

る(寒 川,1991)。 大量 に産卵 された場合 には葉 鞘 全 体

が変色 し,葉 身 も枯れて しま うことが あ り,水 稲の生育

や収量 に影響 を与え る可能性 が考 えられ る。

水 田に飛 来侵入 したセジ ロウンカは,通 常7月 下旬 か

ら8月 下旬の間に2世 代 を くり返す(増 殖 世代,久 野,

1968)。 この時期 の普通期水稲 はまだ出穂 して お らず,

本種 は トビイ ロウンカが水稲の登熟期 に引 き起 こす 「坪

枯れ」 のよ うな明確 な被 害を もた らさない。 しか し,中

国地方 では本種 の増殖 世代の吸汁に よる加害が,収 量低

下(那 波,1992)や,褐 変穂,,黒 点症状米の発生 を引 き

起 こす(野 田,1987)こ とが報告 され ている。

以上 の知 見か ら,セ ジ ロウンカの水 稲に対 す る加害 を

考える場合 には,加 害を受け る水稲の生育段階 を考慮 し

た試験 が必要 である。 また雌成 虫の産卵 による葉鞘変色

と成幼 虫の吸汁加 害を分 けて解析 す る必要が ある。

九州におけ るセジ ロウンカの被害 解 析 は 糸 賀 ・酒 井

(1953, 1954),森 ・都外川(1953)が 穂重型品種 を用 い

て行 ってい るが,こ れ らの結果 を現在広 く栽培 され てい

る穂数型品種,栽 培体系 に直接 当てはめるこ とはできな

い。そのため九州にお ける現在 の品種,栽 培体 系下での

セジロウンカの被 害解析 が進 め られ ている(清 田 ・奥原,

1990;井 上 ・田中,1991)。 筆 者 らは九州 北部 における

普通期水稲 を対象 と したイネ ウンカ類 の被害解析 の一環

として,水 田を用いた放飼試験 によ り,セ ジ ロウンカの

飛来侵入世代時期お よび増殖世代 時期 の加 害が,水 稲の

生育お よび収量 に与 える影響 を調査 したので報 告する。

本文 に入 るに先立 ち,本 論文 の構成 に関 して貴重な ご

意見 を頂いた広島県立農業技術 センター那波邦 彦博士,

労力の多い圃場調査 に協力 いただいた九 州農業試 験場の

松尾八重子氏,田 中美津子氏,中 村成美 氏に深謝 の意を

表す る。

材 料 お よび 方 法

1. 水稲品種および栽培条件

試験 は1988年 に九州農業試験 場(福 岡県筑 後市)内 の

水 田約2aで 行 った。 品種 は レイホ ウ(晩 生,短 稈偏穂

数型)を 用 い,育 苗期 間約30日 の中苗 を条間25cm× 株

間21cmと して1株3本 ずつ手植 え した。移植 日は6月

23日 で あった。 肥料 は高度化成肥料(N, P, Kそ れぞれ

16%)を 用 いた。 施 肥量は窒素 を基準 として基肥 として

代か き時に10a当 り5kgN,追 肥 として7月 中 旬,8

月中旬,9月 中旬 にそれぞれ10a当 り2, 3, 2kgNを 施

用 した。ウンカ類以外の病害虫 については,コ ブノメイガ

に対 してカルタ ップ(cartap)粒 剤(3kg/10a)を8月 下

旬に,ま た カル タップ水溶剤(1,000倍 液)を9月 上 旬に

散布 したほか,紋 枯病 に対 してバ リダシン(validamycin 

A)粉 剤(3kg/10a)を8月 下 旬に散布す るこ とによ り防

除 を行 った。

2. セジ ロウ ンカの加害時 期 と加害方法

各 区の放飼密度,放 飼期間 および防除 の有無 をTable 

1に 示 した。1区 の大 きさを4条7株 とした。各 区を白

色寒冷紗(遮 光率22%)製 の網(幅1.2m,長 さ1.4m,

高 さ0.9m)で 覆い,イ ネ芽だ し苗 で累代 飼 育 したセ ジ

ロウンカの長翅型蔵卵雌成 虫を株 当 り0, 5, 10頭 放 飼 し

た。雄成虫 は雌成 虫 と同数 を放飼 した。 九州北部 ではセ

ジ ロウンカの飛来 の ピーク時期 は,6月 下旬か ら7月 上

旬で ある(寒 川 ・渡邊,1989),そ こで飛来侵入世代 を想

定 して7月6～16日 に,増 殖第1世 代 を想定 して7月

24～8月3日 に放飼期間 を設定 した。 以 後それ ぞれ7月

上旬放飼区お よび7月 下旬放飼区 と称す る。寒冷紗 によ

る遮光 が水稲 の生育 に及 ぼす影響 を除 くため,放 飼期 間

中は放 飼を行 わない区 も寒冷紗で覆 った。本 試験では雌

成 虫の産卵 によ る葉 鞘変色お よび幼虫の吸汁が水稲生育

や収量 に及ぼす影響 をそれぞれ区別 して解析す るため,

加害期間終了後は寒冷紗 を取 り払 い,ブ プ ロフェジン

(buprofezin)水 和剤(1,000倍 液)を 用 いて,孵 化 して く

る次世代以降の発生 を抑 えた区(防 除 区)と,防 除 を行

わ ない区(無 防除区)を 設 けた。 また調査期間 中,寒 冷

紗の覆いや防除 を行わず 自然発生に任せた区 も設 けた。

反復は 株 当 り10頭 放飼区が2回,後 はすべて4回 とし

た。 すべての 区は8月20日 にブプ ロフ ェジ ン水和剤 を

散布 し,以 後 のイネ ウンカ類 の発生 を抑 えた。

Table 1. Experimental design

a) buprofezin•~1,000 .

b) Uncaged natural condition .
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Fig. 1. Fluctuations in number of Sogatella furcifera adults (•œ) and nymphs (real number•~0.1, •›) counted 

with sticky boards on each plot. A-J; see Table 1. Arrows indicate insecticide treatment date. Horizontal 

bars indicate the release periods.

3. 水稲の生育お よび収量調査

各区か ら5株 を抽 出 し,生 育期 間中に草 丈および茎数

を数回測定 した。 レイ ホウは9月 初 めが出穂期 なので,

その期間 中は各株 ご との出穂 日を調べ た。10月 下 旬 に

各区8～10株 を抜取 り,穂 数,籾 数,登 熟歩合,玄 米千

粒重,精 玄米重 につ いて常法 に従 って調査 した。

4. セジ ロウ ン力密度調 査

放飼終 了後 か ら粘着板 を用 いた払 い 落 し法(NAGATA 

and MASUDA, 1978)に よ り,7～10日 間隔で各区5株 に

ついて調べた。

結 果

1. セ ジロウン力密度の推 移

Fig. 1に 払 い落 し法 による各 区の 密度推移 を示 した。

自然発生区(J, Table 1参 照)で は6月23～30日 にかけ

てお もな飛 来侵入 があったが,飛 来期 間の雌成 虫の平均

密度 は見取 り法によ る別の 調 査 か ら約0.6頭/株 で あ

り,1980年 代では飛来侵入量は比較的少 ない 年 で あっ

た。 自然発生 区における第1, 2世 代幼 虫 の発 生 ピーク

はそれ ぞれ7月 中旬および8月 上 旬であった。無放飼防

除区(I)で は6月 の飛来個体の侵入 によ りセジロウンカ

が発生 したが,防 除 によ り低密度で推移 した。残 りの放

飼 区(A～H)の 発生 ピークもほぼ自然発生 と同様で あっ

た。7月 上 旬放飼 の無防 除 区(B, F)で は,10頭 区(F)

にく らべて5頭 区(B)の 第2世 代の発生量が多 く放 飼密

度 と逆の関係 になった。防除区で は5頭 区(A), 10頭 区

(E)と もほぼ同様 な密度推移 を示 した。7月 下 旬放 飼区

では放飼終了か ら1週 間後 に防除を行 ったため,若 齢幼
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Fig. 2. Fluctuations in number of tillers on each plot. A-J; see Table 1. Horizontal bar indicates the release 

periods.

Fig. 3. Heading date on each plot. The Y-axis shows 

the differences in days from 1 September. Vertical 

bar indicates the •}2•~S.E. A-J; see Table 1.

虫 を主体 とす る放飼後次世代幼 虫が どの区 も同程度 発生

したが,8月11日 の防除によ り防除区(C, G)の 密度は

減少 し成虫 の密度 は低 くなった。

2. 生育調 査

各区の1株 茎数の変化 をFig. 2に 示 した。7月 上旬放

飼区では放飼期間終 了直後の7月18日 に,す で に0, 5, 

10頭 区の順に茎 数が少な くな った。 各 処 理 区 の反復 を

込み に した一元配置 の分散分析 を行 った ところ,茎 数 に

区間の有意差(F=3.72, ρ<0.05)が 認 め られ,SCHEFFE

の方法 による多重比較 の結果,無 放 飼区 とその他の放飼

区の間に有意差 が認 め られ た(ρ<0.01)。 この差は 放飼

した雌成虫 の産卵 によ り葉鞘 の褐変が引 き起 こされた こ

とが原 因で生 じた と思 われ た。 この影響 は8月 上旬 まで

続 き,7月 上旬に放 飼 した区(A, B, E, F)で は 最高分げ

つ期 が遅 れ,無 効分 げ つ が 少な くな った。7月18日 の

調査 では10頭 区は5頭 区に くらべて茎 数が少 なか った

が,逆 に8月13日 の調査 では10頭 区の茎数が5頭 区 よ

り多 い傾 向がみ られたが,有 意 差 はなかった。 防 除 区

(A, E)と 無 防除区(B, F)を 比較す る と,同 じ放飼密度

では無防除区のほ うが最高分げつ期が遅れ,5頭 区で は

無 防除区(B)の 茎数 が常に防除区(A)よ り少 な くなっ

た。 これは放飼後次世代成幼虫の吸汁加害 の影響 と考 え

られた。8月 中旬以降 には各区の茎 数 の 差 は 小 さくな

り,区 間の有意差は認 められ なか った。草丈は茎数 ほど

明瞭ではないが同 じ傾向 を示 し,生 育 に加害 の影響 がみ

られたが処理区間 に有意差は認 められ なかった。

7月 下旬放飼 区(C, D, G, H)の 放飼時期 は最高分 げ

つ期 に相当 し,雌 成虫の産卵 による葉鞘 の変色 は観察 さ

れたが,放 飼後の茎数,草 丈 に処理区間 の有意 な差はみ

られなか った。

各区の出穂 日をFig. 3に 示 した。7月 上 旬放飼 区の出

穂 日は7月 下 旬放飼 区や無放飼 区,自 然発生 区に くらべ

て1～2日 遅れ た。 この ことは7月 上旬の 放飼 区では,

茎数や草丈か らみ ると8月 中に無放飼 区 との差 はな くな

ったが,初 期生育の遅延が生殖成長 の遅れ として残 って

いた ことを示唆 してい る。

3. 収量調査

水稲の収量 は穂数,一 穂籾数,登 熟歩合 および玄米千

粒重 の積 として表現 され,そ れ らを収量構成要素 と呼 ん

でい る(松 島,1960)。 各区の収量構成要素お よび 収 量

(m2当 り精玄米重)をFig. 4に 示 した。各収量構成要素

および収量 の変動 係 数 は そ れ ぞ れ3.5, 7.5, 1.5, 1.3, 

7.4%で あ り,Fig. 4の 各収量構成要素 の変 動 パターン

か らも収量 の変動 に大 き く影響 しているのは一穂籾数 で

あ り,そ の次 が穂数で あるこ とが読み取れ た。 また穂数
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Fig. 4. Yield components and grain yield on each plot. A-J; see Table 1.

Table 3. Coefficient of correlation between yields and 

density of Sogatella furcifera

a) Mean density of period .

b) *p<0 .05, **p<0.01.

お よび収量で放飼時期,放 飼密度が同 じ場合,防 除区に

くらべて無防除区で値 が小 さい傾向があ ったが,そ れ以

外では各処理 区の効果 が収量構成要素 にどのよ うに影響

しているかを統 一 して判断す るこ とは難 しか った。本試

験 は完全実施 型の試験 ではないので,各 処理の効果を多

元配置の分散 分析 で解析 できない。 そこで 自然発生区を

除 く9区 について,7月 上 旬放飼 区の放飼密度,7月 下

旬放飼 区の放飼密度,7月 上 旬の防除の有無,7月 下旬

の防除の有 無をアイテムに とり,収 量 および収量構成要

素を外的基準 とし,数 量 化I類 を用 いて解析 を行 った。

(Table 2)。登熟 歩合 および千粒 重については各 アイテム

の付与係数の範囲が非常に小 さく,平 均値(K)に 対 して

1～2%の 変動 しかなかった。 このこ とは 今回 設 定 した

7～8月 のセ ジロウンカの加 害は,こ の2つ の収量 構 成

要素 には ほとん ど影響 しない ことを示 している。

各 アイテムの付与係数お よび偏相関係数 か ら,防 除を

行 った場合は どの外 的基準に対 して も平均値 を引き上げ

る効果 がある ことが示 され,と くにFig. 4で み られ た

よ うに穂数および収量 で顕 著で あった。7月 上 旬 放 飼

区,7月 下 旬放 飼区 とも防除を行った場合,ど ち らも収

量 を21～24g/m2増 加 させ,こ れ は平均収量 の約4%に

相当 した。

7月 上旬,下 旬放飼区 どちらも放飼密度が高い場合 ほ

ど収量構成要素や収量の平均値を引 き上げてお り,と く

に穂数,一 穂籾数お よび収量で顕著であ った。密度推移

で述べたよ うに7月 上旬放飼区では,放 飼密度の高低 と
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第2世 代密度のそれ とが逆転 した。そ こで第2世 代密度

として8月3～19日 間の5株 払い落 し調査 によ る成 虫お

よび3～5齢 幼虫合計値の 対数値の平均値 を求 め,こ の

値を外 的基準 として数 量化I類 を行 った。 その結果,防

除を行 った場合 は密度 を引き下げ,7月 下旬に放 飼を行

った場合はわずかで あるが密度 を引 き上げる とい う順当

な結果が得 られたが,7月 上旬放飼区ではFig. 1で 示 さ

れた よ うに放 飼密度 が高いほ ど第2世 代密度が低 くな っ

た。那波(1992)は,セ ジ ロウンカの吸汁加 害は,穂 首

分 化期(出 穂前32日)以 前は穂数 などへの影響 が小 さい

の に対 して,そ れ以降の加害が とくに幼穂形成期に起 こ

った場合 には,穂 数や籾数 を減少 させ減収 につ なが る と

してい る。幼穂形成期は一般 に出穂前25日 頃 なので(吉

田,1981),本 試験 に用いた レイホ ウでは8月10日 前後

にあた り,セ ジロウンカ第2世 代発生時期 と重な る。そ

こで,収 量お よび穂数,一 穂籾数お よび全籾数 との単相

関 を求 めた ところ,収 量 と全籾数 において,セ ジロウン

カの密度 との間に負 の関係 が有意 にみ られ た(Table 3)。

また幼穂形成期 にあたる8月11日 の密度 の対数値 と収量

および全籾数 との間には第2世 代平均密度 よ りさらに大

きい負 の相 関があ り,一 穂籾数 に も有意 な負 の関係 がみ

られ た。穂数 と第2世 代密度 には相 関はみ られ なかった。

考 察

各収量構成要素 は水稲 の生育 のある特定の時期 に決定

され る(松 島,1960)。 九州北部 にお ける普通 期 水 稲 で

は出穂期は9月 初 めで あ り,セ ジ ロウンカの発生は通常

8月 下旬 にはほぼ終了す る。登熟歩合は出穂時お よびそ

の前後 に決定 され,ま た千粒重 は安定 した品種的性質で

ある(吉 田,1981)。 本 試 験 の 結果 もセジロウンカの各

時期 の加害 が登熟歩合お よび千粒重 に及ぼ した効果は小

さかった(Table 2)。

九州北部 で慣行 の施肥体系(基 肥重点)で6月 中下 旬

に移植 され た穂数型水稲 は活着後急速 に 茎 数 を 増 加 さ

せ,レ イホ ウで は7月 末 か ら8月 初 めが最高分 げつ期 に

なる。 セジ ロウンカ雌成虫 の産卵 による葉鞘変色 の影響

を想定 した7月 上 旬および 下旬の放飼 ・防 除 区 に お い

て,7月 上 旬放飼 の場合 のみ無放飼 区よ りも5, 10頭 区

で最高茎数 が少 な くなった。 しか しこの場合で も穂数 に

つ いては加害の影響 はみ られ なかった。 これは レイホ ウ

のよ うな晩生品種では穂数 の決定期(幼 穂分化期)は 最

高分げつ期の後に なるた め,加 害 を受 けた後の栄養成長

期間 に一定以上の茎数 を回復す ることがで きれば,穂 数

の減少 につ なが らない と考 えられた。

糸賀 ・酒井(1954)は,水 稲の 分 げつ最盛期 にセジロ

ウンカが加 害する と,茎 数 を減少 させ収量低下 につ なが

る としている。 彼 らの用 いた 品種農林18号 は穂重型 品

種 であ り,茎 数 は出穂期(9月 中旬)直 前 まで 緩や かに

増加 し続 けたため,成 虫のみの加 害(株 当 り10頭,12

日間)で も茎数の減 少は回復せず,無 放飼 区に くらべて

15%の 減収 となった。

清 田 ・奥原(1990)は,穂 数型品種 を用いて移植後11

日目にセジ ロウンカを放飼 した場合,0～20頭/株 の範

囲で収穫 時の穂数 と籾数 に放飼密度 に応 じた減少 がみ ら

れ,移 植後20日 目に放飼 した場合 でも20頭/株 では無

放 飼区に くらべて穂数 と籾数 が減少 し,減 収 の要 因にな

った としている。 彼 らの 放飼期間は12～15日 であ り,

放飼区では セジロウンカを除去す る時点ですでに次世代

幼虫の加害 も始 まってお り,累 積 した加害量は筆者 らの

実験 よ りかな り多 くな っていた ことが考 え られ る。 井

上 ・田中(1991)は 飛 来時期 の薬剤 防除の有無 と水 稲 の

生育 との関係 を調べてい るが,飛 来時期 の ピー ク密度 は

19～27頭/株 と本 試験に くらべて セジ ロウンカ の 密 度

が高 く,無 防除区の穂数が減 少 した。本試 験で も7月 上

旬放飼区の場合,無 防除区では防除区 に対 して茎 数の増

加が遅れてお り,放 飼後の次世代成 幼虫の吸汁加 害につ

いては よ り詳細な調査が必要 と考 えられた。

那波(1992)は セジ ロウンカの加害時期 と水 稲の被 害

の関係 を明 らか にす るた めに,出 穂期の異な る早生品種

と中生品種 を用 いて被 害解 析 を行 った。それによ ると幼

穂形成期以前 のセ ジロウンカの吸汁加害は収量への影響

はないが,セ ジ ロウンカの発生盛期 が幼穂形成期 か ら穂

ば らみ期以 降にな る場 合には,穂 数お よび籾数が減少 し

収 量低下につなが ることが指 摘 されている。本試 験で も

収 量に影 響 した籾数の変化は最初に設定 した加害時期 と

加害密度ではな く,幼 穂形成期(8月 上中旬)に 発生 した

成 幼虫密度が大 きな影響 を及ぼ していた。九州地域では

セジロウンカの発生 ピー クは第2世 代 にな ることが知 ら

れてい る(久 野,1968)が,近 年飛来量 の 増加 とともに

飛来侵入世代 あるいは第1世 代が ピー ク世代 とな る年 が

ある(渡 邊,1992)。 防除 を 行わなか った場合,飛 来世

代を想定 した7月 上旬放 飼区の密度 と,第2世 代に相当

す る8月 上中旬の成 幼虫数の密度が逆転 した。 この こと

はセ ジロウンカの飛来量 とその後の増殖率 との間に密度

依 存的な関係があ ることを示唆 してい る。セジ ロウンカ

の増殖世代による吸汁加 害が水 稲収量 に与 える影響 を予

測 す るためには,近 年 の飛 来量 の増大に対応 し,飛 来量

とその後の増殖 率 との定式化 を含 むセジ ロウンカ個体群
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の動態解析 と予測技術 の開発 を進 める必要 がある。

本試験では7月 上 旬放飼 区で他 の区に くらべ て出穂期

が遅れ た。 藤 田 ら(1972)は,水 稲 の 葉 身を加害す る

イネクビホソハ ムシ(イ ネ ドロオ イ ム シOulema oryzea 

KUWAYAMA)を 時期 をず らして水 曰に放飼 した場合,加

害時期が幼穂形成期以前の場合 に出穂期 の遅れ を認 めて

い る。 また 小 嶋 ・江村(1979)は 生育初期 の水 稲でイネ

クビホ ソハ ムシの加害密度 を変化 させ た場合 に,高 密度

区 ほど出穂期 が遅 くなったこ とを報告 してい る。同様な

結果は イネ ミズ ゾウムシによる水稲初期 生 育 時 の 加 害

(都築 ら,1983)や,切 葉実験(八 谷,1989)で も得 られ

て いる。 これ らの結果 は東 日本で の加害形 態の異な る場

合の結果で あるが,本 試験 で も栄養生長期 の生育遅 延が

生殖生長 の開始 を遅 らせ たこ とは,栄 養生 長期 間中が高

温,高 日照 になる九州地域 の普通期水稲 において も,気

象条件 の不良 な場合 には出穂後 の登熟 な どに影 響す る可

能性 が考 え られ た。

このよ うに穂数型 品種 では,セ ジ ロウンカの飛来世代

の加害量が非常 に多 い場合や,あ るいは早生品種の よ う

に幼穂分化期 が最高分 げつ期 よ り前 になる場合 は,栄 養

生長期間 に十分 な茎数の確保 ができず に穂数が減少 した

り,生 殖生長期 の遅れ が減収 につ ながる可能性 も示唆 さ

れ た。 セジ ロウンカの飛来世代 による加 害の よ うに加 害

時期か ら収穫期 まで に2, 3か 月 の 生育期間 があ る場 合

には,加 害 に対す る栄養生長期 の生育反応 を的確 に把握

す るとともに,そ の後 の生育 を予測 で きる技術を開発す

ることが必要で ある。

摘 要

1988年 に 九州北部普通期水稲(6月 下 旬移植)に お け

るセジロ ウンカの加害 が水稲 の生育 および収量 に及 ぼす

影響 につ いて,放 飼試験 によ り雌成 虫の産卵によ る葉鞘

変色 と成幼虫 による吸汁加害 とを分 けて調査 した。

1) 7月 上旬お よび下旬 にセジロ ウンカ蔵 卵 雌 成 虫 を

0, 5, 10頭/株10日 間放 飼 した。 放 飼後は 防除区 と無

防除 区を設 けた。

2) 7月 上旬放 飼区では放 飼終了 直後か ら最 高 分 げ つ

期 にかけて,無 放飼 区に くらべて初期 生 育 が 劣 った。

7月 下 旬放飼 区では区間の生育差 はみ られなか った。7

月上 旬放飼 区で も8月 下旬には生 育差はな くな ったが,

出穂期 がその他 の区に くらべ て1～2日 遅れた。

3) 収量 に大 きく影響 した のは 一穂籾数で あ り,収 量

と一穂籾数 は第2世 代(8月 上 中旬)の 成 幼虫の 発 生 量

との間に負 の相 関があ った。
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