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イチモンジセセリの水面浮遊苞の観察
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緒 言

イチモ ンジセ セリはイネ害虫 と して古 くか ら研 究 され,多 発

する と幼虫 によるひどい食害があ るため,現 在 で も常発地帯 で

はこの幼虫 を対象 と した防除 を必ず実施 して いる所 が多 い。 ま

た,成 虫は秋 になると時に大群 をな して一定 方向へ 飛翔す るこ

とが昔か ら知 られ,そ の行 く先が論議 の的 となって多 くの関心

が向け られて きた。

イネの栽培期間中 における本種の生態 は,第1世 代幼虫 が早

植 田あるいは苗代 で成育 し,そ の成 虫が主 に6月 下旬 か ら7月

上旬に遅植 された イネに産卵 し第2世 代幼虫 が成育す る。いず

れの世代 におい ても幼虫 はイネ上 で葉 を綴 り,「苞」 を形成 して

その中に潜伏 し5齢 を経 るとその中で蛹化 し,成 虫 となって飛

び立 つ。 これが常識 的な イネでの生態 と考 えられて きた。

1993年7月,群 馬県 利根郡 白沢村 の水 田 におい て,イ ネ株

に幼 虫の食 害があ るに もかかわ らず,そ の株や周辺 の株 にも幼

虫 が見 あた らない例が い くつかあ り調査 を行 った ところ,従 来

の苞 形成 とは異 なる方法 で苞形成 を行 い水 面 に落 下 ・浮遊 した

ま ま羽化 に到 る事実 を観 察 し,そ の形成 要因 につ いて考 察 を

行 ったので報告 する。

なお,こ の ように水面 に苞 を浮遊 させて羽化す る昆虫 と して

フタオビコヤ ガ(Naranga aenescens MOORE)が 知 られてお り(筒井,

1975),イ チモ ンジセセ リと同科の コチ ャバ ネセセ リ(Thorenssa 

varia MURRAY)は 苞 を地上 に落下 させ て羽化す る習性 があ る(白

水,1967)。

調 査 方 法

1. 調査地1993年,7月14日 に群 馬県利根 郡 白沢村 の水 田

1筆,1994年7月8日 に吾 妻郡吾妻 町お よび7月9日 に邑楽

郡板倉町の各4～5筆 について第1世 代幼 虫の生息調査 を行 い,

同時 に第1図 のよ うに水面 に浮遊 してい る苞(以 下,浮 遊 苞)と

イネ株上 で蛹 化 してい る普 通の苞(以 下,株 上苞)の 採集 を行 っ

た。 これ らの地域 は5月 か ら6月 に移植 され る早植 地帯で,

群馬県 での第1世 代 幼虫 の発 生地域 であ る。

2. 採集苞の羽化 と形 状調査1993年,採 集 した浮遊苞 およ

び 株上 苞 を室 内 にお いて 次 の よ う に羽 化 させ た 。浮 遊 苞 は

シャー レに水 を張 って浮 かべ網蓋 を し,一 方,株 上苞は ビニー

ルの袋 にいれてその後の経過 を調べ た。 また,苞 の直径(短 径,

長径),長 さお よび苞 に使 用 した葉数 を調査 した。

3. 浮遊苞の 形成要因 の解明 浮 遊苞 の形成 とイネの生育 量

との関係 を調べ るため,1993年7月19日,群 馬県 農業総合試

験場内 の6月25日 移植 の イネの葉 を草丈 の中 間で剪 葉 ・間引

き処理 した イネお よび無処 理の イネ をそれ ぞれ4株 ず つ用意

し,鳥 の食 害を予防す るため網 を掛 け,場 内の早植 田で採集 し

た5齢 幼 虫 を各株 に1頭 ずつ接 種 し,浮 遊苞 の形成経過 を調

べた。 また,第2世 代幼 虫につい て も6月25日 移植 の イネ に

対 し,8月31日 に6株 の剪 葉接種試験 を行 い浮遊苞 の形成の

有無 を調べ た。

結 果 及 び 考 察

1. 浮遊 苞の発見経 過

本県 の イネは,平 坦 な県 東部 や中 山間 部 におけ る早植 栽培

と,麦 作終 了直後 の6月 中下旬 に移 植 され る平坦 部の普通植栽

培があ る。 この うち本種 の発 生が問題 となるの は後者 であ り,

前者での発生 について は一般 に被害 は軽 いため,そ の発 生状況

についての調査例 は見あた らない。被 害発生地へ の第1世 代 成

虫の飛来が もっぱ ら県外か らの個 体 に由来 する ものか,あ るい

は本県内で の発 生 も関わ っているのか を,解 明 してい くこ とは

本 種の発生予察 の うえか らも重要な ことで ある。そ こで これ ら

早植地帯 にお ける第1世 代 幼虫 の現地 調査 を行 った ところ,

1993年7月,群 馬 県利根 郡白沢村 の水 田や,ま れな例で ある

が前橋市 内の早植水 稲 にお いて,ま た,1994年7月,吾 妻 郡

吾 妻 町お よび邑楽 郡板倉 町 にお いて その発 生 を認 め る と同時

に,い ず れにおいて も浮遊 苞の存在 を観察 した(第1表)。

2. 苞 の形 態

白沢村 で確 認 した浮遊苞 と株上苞 の形態(第2図)に つい て

調べ る と,第2表 に示 した ように浮遊 苞 の直径 は平均短径7.4

mm,平 均長径9.1mm,平 均 の長 さは59.3mmで,苞 に使用

した葉数 は1～3枚,平 均 は約2.0枚 であ った。葉 の使用 数が

複数 の場 合 には,葉 を縦に綴 る普通 の方法で作 ってあったが,

1枚 の場 合に は葉の 途中 か ら柏 餅の ように折 り返 して作 って

あった。 これに対 し株上 苞は直径が 平均短径13.3mm,平 均 長
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第1図 浮遊苞.左 の2個 は各1枚 の葉で作 って ある.

右 側の苞 は既 に黄色 にな っている(1993年7月13日 白沢村).

第1表 1994年7月 の調査 結果

1)株上苞 はいずれ も5齢 幼虫で あった
.

径16.3mmで あ り,約2倍 の太 さであ った。長 さは第2図 下

段 のよ うに葉先 まで含 む場合 があ り,一 様で ないので比較 は困

難 であ った。葉の使用 数 は5～8枚,平 均6 .3枚 で あ り,浮 遊

苞 の倍 の葉数 を使 用 していた。

苞形成 時の イネは移植後約45～50日 を経過 した ところで,

草丈 は第2世 代幼 虫の蛹化時期 に比べ1/2～1/3と 低 く,葉 の

幅は6mm前 後でそ の時期 の約半分程度 の狭 い状態であ った。

第2図 上段 は浮遊苞,下 段 は株上苞(1993年7月13日 白沢村採 集).
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第2表 浮遊苞 と株 上苞 の大 きさ(1993年)

1) 株 上苞の長 さは,葉 先 が長 く残 っているの で測 定は行

わなか った.

2) 採 集地:白 沢 村

第3表 採集後の浮遊苞 と株上苞の羽化数推移(1993年7月)

室温20～22℃ で実施 した.

1) ()内 は採集 前の羽化数.

2)・ ・間の数値 はその期間 の羽 化数.

3) 採集地:白 沢村

3. 発育経 過

白沢村で1993年7月14日 に採集 した時点 において,浮 遊

苞 では26個 体 中すで に9個 体は羽化 が終了 していたの に対 し

て,株 上苞 は6個 体すべ て羽化前で あった。そ れ らの個体 を室

内で観 察 した ところ,水 面 に置 いた浮遊苞 は次 第に黄化 したが

内部 の個体 は正常 に羽化 し,第3表 の ように採集後1週 間以

内 に羽化が終 了 した。株上 苞は9～12日 にか けて羽化が見 られ

た。 これ らの ことか ら,浮 遊苞 の方が個体の発生経 過が より早

か った もの と考 えられる。 なお,白 沢村で採集 した浮遊苞内の

26個 体 に関 して は,5個 体 が蝿 ・蜂 の寄生 を受 けてい た。

4. 浮遊苞 の形成要因

イネの葉 を草丈 の中間で剪 葉 ・間引 き処 理 し,5齢 幼 虫 を接

種 した試験 におい て も浮遊 苞の 形成が あっ た(第4表)。 しか

し,対 照区 において は株上 苞内で蛹化 する ものは無 かった。 こ

れ は接種 に使用 した イネが 移植後24日 目で生 育が まだ不 十分

第4表 接 種後の株上苞 と浮遊 苞の形成推移お よび最大風

速(1993年7～8月)

1) 剪葉 区,対 照 区 とも各4株 に各々1頭 ず つ接 種 した(途

中で1頭 逃亡),株 上苞内 は幼虫で ある.

2) ・・間の数値 はその期 間の苞数.

3) 死亡 のため中止 した.

4) 調査地:前 橋市

第5表 採 集地 における最大風 速(単 位m/秒)

(1993年 アメ ダス観測 値)

1) 沼田市 は白沢 村に最 も近いア メダス観測地であ る.

で あった ことが考 えられる。

また,第2世 代幼虫 による試験で は浮遊 苞 も株上苞 も形成 さ

れず,水 面近 くの茎 間に薄い 繭を形成 した。 この時期 は葉が大

分硬 くな り,切 除 された残 り半分 の葉では苞が組 み立 て られ な

か った もの と推定 され る。

自然条 件下で は僅 か に浮遊 苞の形成 があったが,4齢 期 に寄

生蜂の寄生 を受 けてい るものであった。 このこ とか ら,第2世

代 幼虫 の発生 時期 には正常 な個体で は全 く浮遊苞の形成 は され

ない と判 断 され た。

接 種試験時 の観察で は,浮 遊 苞の幼 虫はその後の イネの摂 食

が殆 どないこ と,天 敵 の寄 生 を除い てすべ てが蛹化 して いるこ

と,本 来,幼 虫 は水 面 に落ち る とす ぐ沈 んで水死 して しま う

程,水 に対 し適 応力が ないに もかか わらず,落 下直後の苞か ら

身 を4/5程 乗 り出 してその補強 を行 っている と考 えられ る行動

を とり,そ の後 苞内に潜入 したこ と等 から,単 に誤って葉 を切

断 した ことに よる落 下 とは考 えに くい状況 が見 られた。

この他の要 因 として,風 による落下の可能性 についてア メダ

スデー タを参考 に調べた ところ,浮 遊苞が 形成 された 日の最大

風速 は2～5m/秒(第4表),ま た,6月 下旬～7月 中旬 にお け

る前橋 市お よび白沢村 に最 も近 い沼田市で も2～7m/秒 の範囲

内 で(第5表),い ず れの場 合 も特 に強い風 はな く,生 育途中の

軟弱 な葉のため風 に よって ちぎれ落 ちた とは考 えに くい。1994

年,吾 妻郡吾妻 町お よび邑楽郡板倉 町 にお いて も,浮 遊 苞の存

在 を確認 したこ とか ら,1993年 だけの特異的な現象ではない と

判断 された。

これらのこ とか ら浮遊苞 の形成 は5齢 幼虫 による積極 的行動

による もの と考 えられる。形成の理 由は,今 回の実験 によって
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は明確 に証明で きなかったが,浮 遊苞 と株 上苞の羽化時期 の違

いか ら,浮 遊苞 を形成す る個体 は発生経過 が より早い もの と考

え られた。 この ため,そ れ らの個 体が 株 上に苞 を形成 す るに

は,イ ネの生育 が充分で ないため苞の材料不 足 を補 うため葉の

節 約を行 って いるこ と,あ るいは,ま だ軟弱 な葉で は株 上に苞

を形成す るには強度不足 なこ とな どが考 え られる。 また,そ の

ような状況で苞 を形成す るこ とに伴 う天敵 の危険か らの逃避 等

が考え られ る。 したがって,第1世 代幼 虫が蛹化 を開始 する時

期 に イネが最低 限十分 な大 きさに達 して いれば イネ株上 に苞 を

形成す るもの と考え られ,発 生経 過が遅 い個 体 ほど,す なわ ち

移植後の 日数 がたつほ ど株上 苞内で蛹化す る可能性が 高 く,浮

遊 苞の形成 率は低下す る もの と思 われ る。

幼虫は5齢 末期 に体外 周囲 に白い繊維状 のろ う質物 を出 しそ

の中で蛹化 するが,こ の意味 あるいは機能 についての詳 しい研

究は な く(中筋,1988)不 明 である。苞が水 面上にある ときには

浮力材 と しての役割 が少なか らず 考え られ,か つ,防 水や水温

が低い場 合の保温材 と しての効果 も想像 される。
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