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Abstract: The Rice Stem Borer, Chilo suppressalis (WALKER), is a 
serious pest of rice plants in Asia. In Japan, host plants of are 
mainly rice plants (Oryza sativa) and the water-oat (Zizania 

latifolia). Our previous study indicated significant differences in in-
secticide susceptibility and esterase isozyme patterns between the 
rice-feeding and water-oat-feeding strains. In the present study, the 
mating time of the two strains was investigated in the laboratory. 
The mating time was significantly different. The peak of mating 
time of the rice-feeder was 5h earlier than that of the water-oat-
feeder, suggesting that the two strains are reproductively isolated.
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日本 に産 するニ カ メイガChilo suppressalis (WALKER)は イネ

(Oryza sativa)だけ を加害す るのでは な く,大 型 の イネ科植物 のマ

コモ(Zizania latifolia)にも寄生す る ことが知 られて いる。マ コモ

の繁茂す る場 所は しば しば水田 と隣接 するが,マ コモで育 った

幼虫 と成 虫が イネで生育 したそれ よ りもはるか に大 型に なるこ

とか ら(牧 ・山下,1956;高 野 ら,1959;高 崎 ら,1969),イ ネ寄生

ニ カメイガ とマ コモ寄生 ニ カメイガが同一種 なの か どうか,古

くか ら関心 が持たれ て きた。 この点 について行 われた室内試験

では,ど ち らの雌 ともにイネ とマ コモにほぼ等 しく産卵す るこ

とや(高 野 ら,1959;高 崎 ら,1969;小 池 ら,1981),交 配試験の結

果F2ま で得 られる ことか ら(小 池 ら,1981),イ ネ寄生 ニ カメイ

ガとマ コモ寄生ニ カメイガの間 に生殖 隔離は ない と結論 され て

い る(小 池 ら,1981)。

一方
,岡 山県 では1970年 代後半 に出現 した有機 リン殺虫剤

抵抗性の イネ寄生ニ カメイガの発生 が現 在 も続 いているが,マ

コモ か ら得 られた ニカ メ イガは有機 リン殺 虫剤 に対 す る感受

性,ア リエ ステ ラーゼ活性,お よびア リエステ ラーゼのア イソ

ザ イムパ ター ンが イネ寄生 ニ カメイガ とは異 なるこ とか ら,少

な くとも岡山県におい ては イネ寄生 ニカメ イガとマ コモ寄生ニ

カメ イガは交雑 せず,両 者 の間に何 らかの生殖隔離機構 が存在

する と考 えられている(田 中ら,1981, 1982; KONNO and TANAKA, 

1996)。 そこで近縁 な昆虫種間の生殖 隔離機 構の重要な要因の 一

つで ある交尾時刻 を イネ寄生お よびマ コモ寄生 ニカメ イガにつ

い て調べ た ところ,両 者の間 に明 らかな違いが認 め られたので

報告す る。

材料および方法

イネ寄 生ニ カメ イガは1993年8月 に岡山県総社市秦 で採集

した系統(以 後,イ ネ系統 と呼 ぶ)を 用いた。 マコモ寄生ニ カメ

イガは1994年2月 に岡山県 岡山市沼 で採 集 した系統(以 後,

マ コモ系統 と呼ぶ)を 用 いた。2系 統 と もに寒天培 地 をベース に

した人工飼料(釜 野,1973)で 飼育 し,交 尾行動に寄主植物の影響

が及 ばない ように した。 また実験 にはそれ ぞれ2～3世 代 室内

で飼育 した後の個体群 を用いた。幼 虫の飼育お よび以下に述べ

る実験 はすべて温度25±2℃,明 暗サ イクル15L 9Dの 条件 に

設定 した室内で行 った。

交尾 試験 を行 うにあ たって は まず 蛹の段 階 で雌雄 をよ り分

け,そ れぞれの蛹 を丸型 プラスチ ック容 器(径15cm,高 さ10

cm)に 入 れて成虫が羽 化す るまで保 管 した。 また この段 階で羽

化時刻 につい て30分 ごとに記録 した。羽化 した成虫 はただ ち

にサ ラン(R)網ケー ジ(30×30×30cm)に 放 し,交 尾 の 日齢 と時

刻 を3日 間継続 して観察 した。 なお,一 つの網 ケージに放す成

虫は最大 で も雄雌 各10匹 とし,ま たケー ジの上面の網 の部分

には水道水 で濡 らした脱脂綿 をお き,成 虫の餌 と した。 交尾は

暗期 に行 われるので,暗 期 の間は印画紙用暗室電球(東 芝)を 常

時点灯 し,交 尾 の有 無 を暗期 開始か ら30分 ご とに記録 した。

なお,日 齢 は羽 化 した暗期 を0日 齢 として,以 後経過 した暗期

の 日数 を加 算 した。

結 果 と 考 察

TATSUKI et al. (1975)が 指摘 している ように,羽 化直後 か ら交

尾 が始 まるニカメイガでは羽化時刻 の違いが0日 齢 の交尾 時刻

に及ぼす影響 は大 きい と考 えられる。 もし2系 統の ニカメ イガ

で羽化時刻が異 なれば,そ の違 いが特 に0日 齢の交尾時刻 に影

響 を与 えるか らである。そ こで2系 統 のニ カメイガの羽化時刻

について調べ た。その結果,イ ネ系統,マ コモ系統 と もに羽化

は概 ね暗期 開始 直後か ら消 灯後3時 間 までの間 に行 われ,2系

統 間で明確 な違 いは認め られなか った。 また雌雄間 で も大 きな

差 異は なかった(Fig. 1)。

羽化時刻 の結 果 を踏 まえ,交 尾試験 には雌 雄 ともに羽 化直後

の個 体 を用 い,2日 齢 まで継続 して交尾の 日齢 と時刻 を記録 し

た。交尾 の 日齢の調査 結果 をTable 1に 示す 。2系 統 と もに交

尾 は羽化当夜(0日 齢)か らみ られ たが,大 部分の交尾 は1日 齢

の個体 で行 われ た。この ように日齢 に関 しては2系 統 間に明瞭
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Fig. 1. Timing of adult emergence of two strains of Chilo 

suppressalis under artificial illumination (15L-9D). A: rice-

feeding strain (38•‰ 40•Š), B: water-oat-feeding strain (20

•‰ 10•Š). Shaded bars indicate females, and open bars 

indicate males.

Table 1. Mating percentages in rice-feeding and water-oat-

feeding strains of Chilo suppressalis in relation to adult 

age

a) rice-feeding strain, b) water-oat-feeding strain.

な差 は認 め られ なか った。次 に交尾 時刻の調査 結果 をFig. 2に

示す。 イネ系統 の交尾 は消灯後2時 間30分 ～4時 間30分 に

か けて行 われ,そ の ピー クは日齢 に関 わ らず消灯 後3時 間30

分であ った。一方,マ コモ系統で は交尾 は消灯 後7時 間30分 ～

9時 間 にか けて行 われ,そ の ピー クは消灯後8時 間30分 であっ

た。以上 の結果,イ ネ系 統 とマ コモ系統の交尾 時間帯 は重複 せ

ず,交 尾 時刻の ピー クに5時 間の差 が認め られた。

イネ系統 のニ カメイガの交尾時刻 につい ては,秋 田県 におけ

る第1回 成虫の野外 調査 で 日没直後 か ら日没後2～3時 間に行

われ るこ と,お よび埼 玉 県産の個 体群 を用 いた室 内実験(12L 

12D)で 消 灯後2～4時 間の間に交尾 の ピー クが認 め られ,い ず

れの場合 において も暗期 の早い時 間帯 に交尾が行 われ るこ とが

明 らか に され ている(田 付 ・深見,1972; TATSUKI et al., 1975)。

またKANNO (1984)は 新潟 県にお ける野外 観察 におい て,6月

で は午後8時30分 に,8月 において は午 後10時30分 に交尾

の ピークがあった ことを報告 している。本研究 で用い た岡山県

産の イネ系統ニ カメ イガにつ いて も消灯 後3時 間30分 に交尾

の ピー クが認 め られたが,こ れ らの結 果 を総 合 して判 断す る

と,わ が 国に産す るイネ系統のニ カメ イガの野外 にお ける交尾

は,概 ね 日没 直後か ら数 時間の間 に行 われ ると判 断 して よさそ

うであ る。 一方,マ コモに寄生す るニ カメイガの交尾時刻 に関

しては これ まで全 く報告 がない。本研 究の室 内試験 ではマ コモ

系統の交尾 時刻 の ピー クが消灯 後8時 間30分 と イネ系統 に比

べて5時 間も遅 かったが,も しこの室内試験 の結果 を野外 に当

Fig. 2. Mating time of two strains of Chilo suppressalis under 
artificial illumination (15L-9D). Data are the sum of 
copulations by 0-, 1- and 2-day old individuals. A: rice-
feeding strain (54 pairs), B: water-oat-feeding strain (23 

pairs).

てはめ る とマ コモ系統 の交尾 は夜 明け間近 に行 われ ることにな

る。

近縁 な蛾 類の種 間,あ るいは 同一種の系統 間の交尾時刻が互

い に異 なる とい う例 は,Yponomeuta属 の8種(HENDRIKSE, 1979)

やモ モ ノゴマ ダラ ノメイガDichocrocis Punctiferalisの果実系統 とマ

ツ科系統(昆 野 ら,1981),あ るいはSpodoptera frugiperdaの トウモ

ロ コシ系統 とイ ネ系統(PASHLEY et al., 1992)の ほか,い くつか

の種 で知 られ てお り(ROELOFS and CARDE, 1974),生 殖 隔離の重

要 な要 因の一 つ と考 え られ てい る。す で に緒 言で 述べ た よう

に,岡 山県産の2系 統の ニカメ イガは殺虫剤 に対 する感受性や

エス テラーゼ活性が異 な ることか ら少な くとも岡山県 にお いて

は生殖 的に隔離 され ている可能性が高 いが,も し2系 統 のニカ

メイガが本当 に野外 で交雑 しないのな ら,本 研究 で得 られ た交

尾時刻 の違い は生殖 隔離の重要 な要因の一つ にな りうると考 え

られ る。

近年,合 成性 フェロモ ンを用 いたニ カメイガの発生予察が行

われ るよ うに なったが,合 成性 フェロモ ンには イネ系統,マ コ

モ系統,両 方 のニカメ イガが誘 引 される(TSUCHIDA and ICHIHASHI, 

1995)。福 岡県ではマ コモ系統の ニカメ イガは イネを加害 しない

とい う指摘 もあ り(吉武,1994),も しマ コモ系統のニ カメイガが

イネを加 害 しないな らば合成性 フェロモ ンによる発生予察法 に

若干 の問題が生 じか ねない。 またマ コモ系統 のニ カメイガの越

冬世代成 虫の発生時期 が イネ系統 のそれ よ り明 らかに早 いとい

う指摘 もあ る(高 崎 ら,1969)。 これ らの点 を踏 まえ,2系 統 の

ニ カメイガの関係 について今後 さらに研究 を進 める必要があ る

だ ろう。
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