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Abstract: Anagrus flaveolus, a mymarid egg parasitoid of the small 

brown planthopper was found in paddy fields in Hokkaido, Japan. 

The percent parasitism measured by the •gtrap method•h was high 

(66%-96%) in all the paddy fields from late June to early August, and 

the egg parasitoid seemed to be an important natural enemy of the 

planthopper.
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ホ ソハ ネコバチ科(Mymaridae)のAnagrus属 は,古 くか らウン

カ類 の有力 な卵 寄生蜂 と して世界 的 に知 られ てい る(CLAUSEN, 

1940)。我が 国で もウ ンカ類にホ ソハ ネコバチ科お よびタマ ゴコ

バチ科(Trichogrammatidae)の 卵 寄生蜂 が広 く寄 生 し(末 永 ・中

塚,1958;川 瀬 ・石崎,1965),特 にAnagrus属 は しば しば高 い

寄生 率 となるこ とが知 られ ている(OTAKE, 1967;久 野,1968; 

CHANTARASA-ARD et al., 1984)。 しか し,我 が 国での報告 のほ とん

どは西 日本にお ける ものであ り,北 日本での調査例 はない。本

報 では,北 海道 にお ける ヒメ トビウ ンカの卵寄生蜂 の存在 とそ

の寄生 率 を調査 した結果 を報 告す る。

本文 に入 るに先立 ち,寄 生蜂 を同定 してい ただいた元広島県

賀茂 高等学校の 田口英成氏 に厚 くお礼 申 し上げ る。

材 料 と 方 法

北海道 内で ヒメ トビウンカの発生密度 が比較的 高 くイネ縞葉

枯病 の常発 地 ともなっている上川支庁 中部の旭川市 とその周辺

の当麻,東 神楽,美 瑛 の3町 か ら計6か 所 の水 田 を選 び,1989

年か ら1991年 まで,6か 所合計 でのべ38回 調査 を行 った。調

査時期 は5月 末 か ら9月 初め まで とした。 ただ し,通 年 無防除

であ る2か 所 を除 く4か 所 で は,薬 剤散布 が行われ る7月 下旬

か ら8月 中旬 には調査 をしなかった。 イネの品種 は 「ゆ きひか

り」 または 「きらら397」,移 植期 は5月13～27日,出 穂期 は

7月25日 ～8月1日,成 熟期 は9月 中下旬 であ った。

寄生率調 査 は,い わ ゆる “お とり法”(OTAKE, 1967)で 行 っ

た。出穂期前 の調査で は,水 田の イネとほぼ同 じ大 き さに栽培

したポ ッ ト栽培の イネ(品 種 「ゆ きひか り」)を 供試 した。 すな

わち,ヒ メ トビウンカ雌成虫 を放飼 して3～4日 間産卵 させた イ

ネ をポ ッ トご と水 田 に数 日間埋 め込んで寄 生蜂の産卵 に さらし

Table 1. Percentage of small brown planthopper eggs para-

sitized by Anagrus flaveolus in central Kamikawa, 
Hokkaido

*Exposure period of host eggs in paddy field.
**Total number of hoppers hatched and wasps emerged .

たの ち掘 り取 り,室 内に置い て寄生蜂 の羽化数 とウ ンカの孵化

数 を数 えた。出穂後 の調査では,水 田の イネに小型の ケー ジ(直

径5cm× 長 さ4cm)を 取 り付 けて ヒメ トビ ウンカ雌成虫 に3～

5日 間産卵 させ,ケ ージ をはず して数 日間放 置 したあ と産卵 部

位 を切 りとって,室 内で同様 に調 査 した。供 試数は1回 の調査

につ き出穂 前が4～15株,出 穂 後が10～20茎 とした。

結 果 と 考 察

これ まで,ヒ メ トビウ ンカの卵寄生蜂 には,ア カホソハネ コ
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Fig. 1. Percentage parasitism of Laodelphax striatellus eggs by 
Anagrus flaveolus measured by trapping method in central 
Kamikawa, Hokkaido (1989-1991). Each bar shows the 
term eggs were exposed in the field. Percentage parasitism 
is calculated as described in the text.

Fig. 2. Relationship between percentage parasitism of L. 

slriatellus eggs by A. flaveolus and density of host eggs based 
on data collected on July 11 16, 1990.

バチ Anagrns flaveolus WATERHOUSE (OTAKE, 1967; OTAKE, 1968), A. 

optabilis (PERKINS) (MIURA et al., 1981), A. incarnatus HALIDAY (SAHAD 

and HIRASHIMA, 1984)お よびOligosita sp. (MIURA et al., 1981)が 知

られて いるが,こ の調査 において羽化 した卵 寄生蜂 はア カホソ

ハ ネコバ チ1種 の みであった。

本種 は単 寄生性であ るので,寄 生 率(P)はOTAKE (1967)に 従

い羽化 した寄生蜂数(W)と 孵化 した ウンカ幼 虫数(H)と か ら,

P=W/(W+H)に よって求め た。その結果,寄 生率 は0～0.801,

平均0.409で あった(Table 1)。

この調査 では,水 田 に寄 主卵 を置 いた期 間が卵 期間 の一部で

あ ったため,寄 生率は過小推 定の恐 れがある。 また,水 田に置

いた 日数 も一定で ない ため,調 査 ごとの寄生率 の比 較が難 しい。

そ こで,卵 期 間を通 して水 田に置い た と仮定 した場合 の補 正寄

生率(P′)を 推定 した。す なわち,寄 生蜂 の産卵 は寄主卵 の どの

日齢で も 一様 に行 われ,非 寄生寄主卵数 は卵期 間中一定 の比率

で減少す る と仮定 し,時 間を寄主卵の発 育有効積 算温度で 表す

と,P=1-KT (Tは 水 田に置い た期 間の発育 有効 積算温 度,Kは

定数),P′=1-K102.1 (102.1は 卵期 の発 育有効積 算温度(野 田,

1989))と なる。これらの式か ら導かれ たP′=1-exp [102.1・1n(1

-P)/T]にTとPの 実測値 を代 入 してP′ を求め た。その結果,

補正 寄生 率 には圃場 間 お よび年次 間 に明 らかな差 は なか っ た

が,季 節 による変化 は明瞭で あった。すなわ ち,補 正寄生率 は

移植後 間 もない6月 上旬 には0～0.178と 低 く,そ の 後急 上昇

して7月 上 旬に0.663～0.963と な り,再 び徐 々 に下降 して8月

末 には0.032～0.341と な った(Fig. 1)。

一方
,4か 所(旭 川-A, B, C,当 麻)で ほぼ同 じ寄生 率 となっ

た1990年7月11～16日 の調査 につい て,4か 所 をこみに して

株 単位 で寄生率 を集計 した ところ,寄 生率 は寄 主卵 密度が高 い

ほど低 い傾 向が 見 られた(Fig. 2)。 トビイロ ウンカNilaparvata 

lugena STÅLの 卵 寄生蜂A. incarnatusの寄生率 は寄主卵密度 に逆依

存 し,卵 塊 が大 きいほ ど低 いこ とが知 られてい る(CHANTARASA-

ARD et al., 1984)。 本種 におい て も寄生率 は寄主卵密度 と関係す

ると考 え られるの で,寄 生率の よ り正確 な推定 には調 査圃場で

の寄主卵 の密度 と分布様式 も検討す る必 要が ある。

“お とり法”で求め た寄生 率の値 は
,捕 食 その他の原因 による

死亡卵 を計 算に入 れていないため,寄 生率 を過大推 定する恐れ

があ る(WATANABE et al., 1992)。 また,ア カホソハ ネコバチの産

卵率 は寄 主卵 の卵期前 半 と後半 とで異な ることが知 られてい る

ため(OTAKE, 1970),供 試卵 の 日齢 も寄 生率 に影響 してい ると考

えられる。この ように本 調査の寄生 率はおお よその推定値 に過

ぎないが,ヒ メ トビ ウンカの卵 寄生 蜂が北 海道 に も分布 し,7

月 をピークに高い寄生 率 とな るこ とは明 らかで あ り,本 卵寄 生

蜂 はヒメ トビウンカの重要な天敵 となってい るこ とは間違 いな

い と考 え られ る。
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