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ニ カ メイ ガの性 フェ ロモ ン トラ ップ誘 殺 数 に よる要 防除水 準
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Regional Control Threshold of Rice Stem Borer, Chilo suppressalis WALKER (Lepidoptera: Pyralidae), 
Indicated by Adult Catch with Sex-Pheromone Trap. Akio KOJIMA, Chikako YAMASHIRO and Michinobu 
ARISAKA (Niigata Prefectural Agricultural Experiment Station, Nagakura, Nagaoka 940, Japan). Jpn. J. 
Appl. Entomol. Zool. 40: 279-286 (1996)

The number of overwintering Chilo suppressalis WALKER moths caught by a sex-pheromone trap and 
the proportions of rice plants injured by first-generation larvae were investigated in three regions (300, 
600, 1,500 hectares) with different topographies in Niigata Prefecture. A significant linear relationship 
was found between the number of moths caught by the sex-pheromone traps and the number of injured 

plants. The total number of caught moths could be estimated by the number of moths caught up to 10 
June, 1 to 2 weeks before the best time for insecticide application. The control threshold level for the first 
generation caught by a sex-pheromone trap was 800 moths per trap up to 10 June based on established 
control threshold levels indicated by withered leaf sheaths in Niigata Prefecture. About 10 traps per 
region were needed to estimate the mean catches per trap with 10-20% error.
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緒 言

農薬の適正 な使用技術が最 近特 に強調 されて きた。 こ

れ まで も病害虫 の発生実態 に即応 して,最 小限の農薬使

用で必要 な防除効果 を得 るために,要 防除水準 を設定 し

て生産場面で貢献 している事例 もあるが,要 防除水準 は

その重要性が指摘 される割 には研 究課題 と しての取組 み

は少 ない。 また,害 虫 とその加 害に よる被害 の発生程度

との関係 は地域 によって異 なる と考え られ るこ とか ら,

要防除水準の設定努力 は地域 ご とに求め られ る問題 で も

あ り,今 後の研究拡 大が期待 され る ところで ある。

一方
,要 防除水準 に基づ く適切 な防除技 術が生産現場

に定着す るため には,要 防除水準 が明確であ るだけでな

く,発 生実態の調査法 が具体 的に示 されてい ることが必

要であ る。防除要否 の判定 は,誤 れば直接農家の減収 を

招 くので一定の調査精度 が必 要であ り,こ れ を満 たす規

模(た とえば調査株数 や調査 ほ場 数な ど)の調査が実施 さ

れなければ ならず,さ らに,で きるだけ簡易 な方法 で防

除の要否 が判定 で きる こ とが望 ま しい。

ニカメ イガ(Chilo suppressalis WALKER)の 要防除水準 に関

す る報告 は高 木 ら(1958),小 林 ら(1971),杉 野(1975),

小 山(1975)な どが ある。 これ らはいずれ もニカ メイガ

の個 体数(高 木 ら,1958;杉 野,1975)ま たは被 害茎発

生程 度(小 林 ら,1971;杉 野,1975;小 山,1975)を 防

除要否の判 断材料 としている。新 潟県 ではこれ らの研究

成果 を参考 に,県 内での被害調査 な どを踏 まえて暫定 的

な防除要否判断の基準 を定めて指導 して きたが,必 要な

精度で発 生程 度 を調査 するためには多 くの調査労力 と一

定水 準の調査技術 を要 し,こ れが技術 の普及を妨 げてい

る場面 もみ られ た。

調査 が比較 的簡易 な害 虫密度 の調査法 として性 フェロ

モ ン トラップの利用 が拡大 してお り,こ れに基づ いて防

除要否 を判 定す る試 みが なされ,NAKASUJI and KIRITANI 

(1978)は サ トイモ畑 のハスモ ンヨ トウについ ての検討結

果を報告 している。ニカメイガの性 フェロモ ンについて

は3成 分 の混合物 として処女 雌 を も凌 ぐ高 い誘引力 を

示 す物 質が報告 され て(MOCHIDA et al., 1984),農 林水

産省 は1987年 か ら5か 年 にわたって 「ニカ メイチ ュウ

の発 生予察方法の改善 に関す る特殊調査」を実施 して性

フェロモ ン トラ ップの発生予 察へ の利用 を検討 す るな

ど,ニ カメイガ性 フェロモ ンの発生予察へ の利用 の可能

性 が急速に高 まってい る。 この ような中で,KONDO and
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第1図 試験地 略図.□:山 林や集落 な ど,●:フ ェロモ ン トラップ,・:被 害 茎調査 ほ場.

TANAKA (1995)は ニ カメイガについ て,越 冬世代 成虫 の

誘殺 数に よる次 世代幼 虫の要防除水 準 を比較的狭い ほ場

単位 での検討結 果 と して報告 している。

ここでは,面 的 な広 が りをもつ 「地域」を単位 とした

ニカメイガの防 除要否判定技術 として,性 フェ ロモ ン ト

ラ ップの利 用 につい て検 討 した結果,性 フェロモ ン ト

ラ ップでの誘殺数 による要防 除水準 の設定 が可能 と考 え

られ た。 また,性 フェロモン トラ ップを用 いた防除要否

の判定は,そ の誘殺特徴か らほ場単位 よ り広 い地域単位

の判定 に適する技術であ ろうと思われ たのでその概要 を

報告する。研 究 を進め るにあた って ご指導 いただいた農

業研 究セ ンター病害虫防除部水 田害虫研究室平井一男室

長,東 京大学農学部田付 貞洋教授 お よび現地での調査 を

担 当 された新潟 県内の西川,柏 崎,小 千谷の各市町の関

係 各位 に深 謝す る。

材 料 お よ び 方 法

この試験 は性 フェロモ ン トラ ップの広域 的な発 生予察

上 の特性 を知 る調査 であるこ とか ら,試 験 地 として地形

が著 しく異 なる西川,柏 崎,小 千谷の3地 域 を選 定 し,

試験期 間 は1987年 か ら1991年 まで と した。西川 は平

坦 な新潟平野の 中心部 に位置 し,集 落 が 点在 する水 田面

積約1,500haの 水 田地帯,柏 崎 は地 形が複雑 な 中山間

地帯 が中心で水 田面積 約600ha,小 千谷は平坦 な丘 陵台

地 で遮 蔽物 もな く,風 通 しの きわめ て よい約300haの

水 田地帯であ る。それ ぞれ の地域 にフェロモ ン トラ ップ

を15, 10, 10個,被 害茎調査 ほ場 として67, 36, 40ほ

場 を抽出 して第1図 の ように配置 した。 トラップ間の距

離 は最 も近い小千谷 で も約500mで ある。用 いた フェ

ロモ ン剤 は,Z-11-Hexadecenal:Z-13-Octadecenal:Z-9-

Hexadecenal=48:6:5(重 量比)の 混合物0.6mgを ゴム

セプ タムに含 浸 させ た もの で信 越化学(株)によって調 製

された ものである。フェロモ ン源は1か 月 ごとに交換 し

た。 トラ ップは第2図 に示す ような市販の プラスチ ック

製 の箱 を改 良 した水盤式 で,ふ た裏 中央に フェ ロモ ンを

セ ッ トし,内 部 に水 を張 って逆性 石鹸 液 を適量 滴下 し

た。 トラ ップは水 田内の畦畔際 にフェロモ ン源の水 田面

か らの高 さが越冬世代 成虫 調査 で は50cm,第1世 代

成虫調査 では100cmに なるように設 置 し,ト ラ ップ内

の水面 とフェロモ ン源 との 間隔 は常 に10cm以 内 に保

つ よう注 意 した。

フェロモ ン トラップによる誘殺数 の調査 は越冬世代成

虫発生初期 の5月 上旬 か ら第1世 代成 虫の発生 が ほぼ

終 了す る8月31日 まで,半 旬 ごとの誘殺個 体数 を数 え

た。被害茎 の発生程度 は高木 ら(1962)を 参考 に平面型任

意系統抽 出法に基 づいて抽 出 したほ場 か ら,高 木 ・西野
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(1957)に 準 じて平面型任意系統抽出法 によって1ほ 場25

株 を抽 出 し,第1世 代 幼虫 の被 害は葉鞘変色 茎(6月 下

旬)と 心枯茎(7月 下旬)の 有無 を,第2世 代幼 虫の被害

は刈取 り後(10月)の 刈 り株 で食害 茎の有無 をそれぞ れ

株 ご とに調査 した。柏崎(1988～1991)と 小千谷(1988, 

1989)で は トラ ップ周辺 ほ場 の被害茎発生程度 も調査 し

た。調査 は葉 鞘変色茎発 生盛期 に各 トラップの周 辺(ほ

ぼ200m以 内)の10～20ほ 場 について,1ほ 場100株

を系統抽出 して株 ごとに葉鞘変色茎発生 の有無 を調査 し

た。

試験 地域のニ カメ イガに対する薬剤散布 は,第1世 代

では西川,小 千谷は原則 と して無散布,柏 崎 は無散布 ほ

場が大部分であ るが,一 部 の区域や ほ場 では殺 虫剤 が散

布 された。 しか し,第2世 代 では斑 点米 カメム シな どの

第2図 試験 に用 いた水盤式 トラ ップ.35cm×25cm×25

cm,窓 の大 き さは28cm×6cmと18cm×6cmが

それぞれ2個.上 面の半 分が 開閉で きる.ふ た裏 中

央 に フェロモ ン源 をセ ッ トし,底 に水 を張 って逆 性

石 鹸液 を滴下 した.

防除を目的に3地 域 とも殺 虫剤が散布 された。一部のほ

場 における第1世 代 幼虫 に対す る殺虫剤の散布時期は葉

鞘 変色茎 の調査 後で あった。

以上 の結果 をもとに,1987年 か ら1991年 まで の5か

年の試 験 によって得 られた越冬 世代 成虫誘殺数 か ら第1

世代幼 虫に よる被害茎の発 生程度 を推定する予測式 をつ

くり,そ の適合性 について,1992年 か ら1995年 に県内

6地 域(豊 栄,潟 東,中 之島,広 神,板 倉,金 井)で 同様

の調査法 によってえ られ た延べ12個 の デー タを用いて

検証 した。

結 果

第1表 に試験地 ごとの年次別,世 代別成虫誘殺数 をそ

の地域内の トラップの平均 値で示 した。誘殺数 は世代 間

では越冬世代 成虫が第1世 代成虫 よ り多い傾向であ り,

試験地別では一部の例外 を除 き,越 冬世代成虫 は小千谷

で最 も多 く柏 崎が最 も少なかったが,第1世 代成虫 は西

川で もっとも多 く,柏 崎 と小千谷で は年 によって異 なっ

た。年次別で は試験期間の前半が多 く,後 半 は少 なか っ

た。誘殺数の トラップ間変動 は柏崎で大 きく,西 川,小

千谷で小 さい傾向であ ったが,世 代 による一定 の傾向 は

認め られなか った。

第2表 に調査時期 ご との被害茎 の発生株率 を示 した。

試験期間の被害茎の発生 は試験 の後半 になるほ ど少 ない

傾向がみ られた。第3図 に越冬世代成虫誘殺数 と第1世

代幼虫加害前期の葉鞘変色茎の平均発生株率 との関係 を

示 した。試験地 ごとの誘殺数 と平均葉鞘変色茎発生株率

の間 には相関関係が認め られ,誘 殺数 か らそ の地域 にお

ける被害茎発生程度 を予測す るこ とが可能で あると思 わ

れた。 しか し,両 者 の量的 な関係 は試験地 間で異 なって

第1表 性 フェロモ ン トラップに よる試験 地別,年 次 別成虫誘殺 数a(頭)

a 西川67
,柏 崎36,小 千谷40ほ 場 調査 の平均 値.
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第2表 試験地別,年 次別被害茎発生程度

a 欠 測 .

第3図 越冬世代成虫誘殺数 と第1世 代幼虫による葉鞘変

色茎発生株率との関係.●:西 川,○:柏 崎,▲:小

千谷.破 線は試験地ごとの回帰直線,実 線は西川 と

柏崎をまとめて求めた回帰直線とその回帰式,aは 計

算から除外 した.

お り一定で はなか った。 これは地形 の違いやそれに伴 う

風 通 しの違 い な どによって誘 殺効 率,特 に誘殺 範 囲が

違 ってい るため と考 えられた。 したがって,試 験 地 ごと

のすべての デー タをまとめ て成 虫誘殺 数か ら被 害茎発生

株 率の予測式 を導 くの は無理 で,地 域 的な特徴 を考慮 す

る必要があ ると思 われ た。 なお,越 冬 世代 成虫誘殺 数 と

第1世 代幼 虫の加害 末期 にあた る7月 下旬 の心枯 茎の

発生株率 との間 にも相関関係が認 め られたが,前 述の葉

鞘変色茎発生株率 ほど顕著 な関係 ではなかった。 これ に

は,部 分的 な殺虫剤の散布が 関与 している もの と考え ら

れた。

個々の トラップの誘殺数 とそれぞれの周辺 ほ場 におけ

る被害茎の発生株率 との関係 は第4図 の ようであ った。

柏崎では両者 に一定の相関関係が認 め られる ものの,小

第4図 柏崎と小千谷におけるフェロモントラップによる

越冬世代成虫誘殺数と周辺ほ場 における第1世 代幼

虫による葉鞘変色茎発生株率 との関係.○:1988,

●:1989,△:1990,×:1991.

千谷 ではまった く認 め られなかった。第3図 に見 られ る

よ うに小千谷 で も試験地全体 の平均 値では年次別の成虫

誘殺 数 と葉鞘 変色 茎発 生株 率 とは密接 に関連 してい るこ

とか ら,中 山間地の柏 崎では トラップの誘殺範囲が限 ら

れるため誘殺 数がその まま周辺ほ場の被 害茎の発生程度

に反 映 されるのに対 して,風 通 しの きわめて よい小 千谷

では誘殺範 囲が広 いこ とで,近 隣のほ場 における被害茎
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第5図 第1世 代成 虫誘殺数 と第2世 代 幼 虫に よる被 害

茎発 生株 率 との関係.●:西 川,○:柏 崎,▲:小 千

谷.

第6図 越冬 世代成 虫の6月10日 までの誘殺数 と総誘殺

数 との 関係.●:西 川,○:柏 崎,▲:小 千谷.

の発 生程 度 とは直接結 び付か なかったため と思 われた。

第1世 代成 虫誘殺数 と第2世 代幼 虫 による被害茎発

生株 率 との関係は第5図 に示 した。全地域 をま とめてみ

て も,地 域 ごとにみ て も誘殺数 と被害茎 の発生株率 との

間 には一定の顕著 な相関関係 は認 めに くかった。これは

第2世 代 幼虫の加害期間には斑点米 を発 生 させ るカメム

シ類や ウ ンカ類 の防除を目的に殺 虫剤 が散布 されるほ場

が多 いこ とや,被 害茎 は刈取 り後の刈株 で調査 した もの

であ るこ とな どがこの ような結果 を もた らしたため と思

われた。

考 察

ニカメイガの越冬世代成 虫誘殺 数 と第1世 代 幼虫防除

適期 のほぼ1週 間前の葉鞘 変色 茎発生株 率 との間 に地域

別 にみ る と密接 な相関 関係が認 め られ る(第3図)こ と

か ら,も し葉鞘 変色茎 の被 害許容水準 が明 らかに されて

いれ ば,フ ェロモ ン トラ ップでの誘殺 数に よる要防除水

準 の設定 が地域別 に可能になる と思 われた。 この場 合,

ニカ メイ ガの防除適期 は成 虫誘殺 期 間の途 中に なるた

め,あ る世代 の総誘殺 数では防除要否判 定基準 としては

使 えない。 したがって誘殺期 間の途中でその世代 の総誘

殺 数 を推定 する ことが必 要 になる。

KONDO and TANAKA (1995)は 誘殺 ピーク までの誘殺 数

と総誘殺 数 との相 関が高い ことを明 らかに し,誘 殺 ピー

クまでの誘殺 数で防除要否を判 定する ことに してお り,

これに よれば発 生消長の年次的なずれに も対応 で きる。

一方 で
,誘 殺 ピー クを知るには少な くともピー ク時 と推

定 される前 後の一定期間は毎 日調査 する必要があ り,省

力 的でない。筆者 らは一定の時期 までの誘殺 数で防除要

否 を判 定する こととし,そ の時期 を平年の発生消長や薬

剤 散布 の準備 期 間な どを考慮 して6月10日 頃 と考 え

た。3地 域5か 年 にわたるデー タか ら,こ の時期 までの

誘殺 数 と世代当 た りの総誘殺 数 との関係 を求め る と第6

図の ようで,両 者の間 には高い相 関関係 が認め られた。

この時期 は新 潟県での一般的 な発生消長では誘殺 ピー ク

の数 日後 に当た りその後の誘殺数は減少す るので,成 虫

発生消 長の年次 的な変化に対 して もある程 度は対応で き

る と思われ る。 また,6月10日 は防除適期 の1～2週 間

前 に当 た り,防 除計 画 の変更 のため の時 間 も確 保 で き

る。誘殺 数の調査 も半旬 または1週 間ごとに行 うことが

で き,省 力 的であ る。

誘殺 数 と被 害茎発 生の量的関係は厳密 にみれば地域 ご

とに異 なっているが,西 川 と柏崎は類似 してお り,小 千

谷 が異 なっている と考え られた。地形の特徴 として も西

川や柏 崎の地形が県内に一般的であ り,小 千谷 の ように

集落や林な どの遮蔽物がな く,風 通 しの きわめて よい広

大 な丘陵台地は少ない。そ こで,西 川 と柏崎 をまとめて

越冬 世代成 虫誘殺 数 と葉鞘変色茎発生株率の関係 を求め

る と第3図 の ように高 い相関 関係 を示 し,回 帰式Y=
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第7図 越冬世代成虫の6月10日 までの誘殺数 と葉鞘変

色茎発生株率 との関係.

第8図 被 害茎発 生予測 式(第7図)の 適 合性.直 線 は予

測式,● 印は4年 間6地 域の調査 で得 られ た12

デ ータを示す.

0.186+0.017X (r=0.893***)が え られ た。 この関係 をも

とに誘殺 数 を6月10日 までの誘 殺数 に置 き換 える と第

7図 の よ うに な り,回 帰式Y=0.636+0.022Xが え ら

れ,相 関係数r=0.874***で あった。 この予測式 に,新

潟県が ニカメイガ第1世 代 の被 害許容水準 と してい る地

域 単位 での葉鞘 変色茎発 生株率20%(未 発表)を あて は

め ると,性 フェロモ ン トラ ップでの誘殺数 による要 防除

水準 は,6月10日 まで の越冬 世代 成虫誘殺 数で800頭

とす るこ とがで きる。

この予測式 について,異 なる地域 ・年次 での適合性 を

知 るため,1992年 か ら1995年 までの4年 間に新潟県

内6地 域 で行 われた延べ12の 調査事例 の適合状況 をみ

ると第8図 のよ うになる。 ここに取 り上 げた事例 はいず

れ も地域 ごとにフェロモ ン トラップが8～10個,被 害茎

調査 が30～40地 点 で行 われ た もので,調 査精度 は高い

と思 われ る事例であ る。 図の ようにほ とん どの地域 で成

虫誘殺数 に対す る葉鞘変色茎 の発生株率 が予 測値 より低

い結 果で あ り,予 測値 よ り被 害茎 の発 生が多 か った事

例 は1例 だけで あ った。KONDO et al. (1993),中 村

(1980),田 付(1993)ら が指摘す る ように,フ ェロモ ン ト

ラ ップは調査地 の状況 やニカメイガの密度 な どに よって

誘殺効率が ある程度変動 しやすい調査 法である ことを考

慮す れば,第7図 の関係式 を用 いる とその地域の誘殺効

率 によっては被害茎 の発生程度 を実際 より高めに予想 し

て しまう可能性 はあるが,予 想外 の多被 害 を招 く恐れは

少 ない。誘殺 数800頭 まで防除不 要 になる ことに よっ

て,新 潟県 ではこれまで防除が行 われて きた地域で防除

が不 要 と判 断 され る地域 も少 な くない。 また,KONDO 

and TANAKA (1995)と 比 べ て調査 も簡便 であ る。 さ ら

に,調 査 を毎年継続す るこ とに よって,誘 殺 数 と被 害茎

発生程度 との量 的な関係 について,地 域 的な特徴 をとら

えて これ を加味す るこ とがで きれば,予 測精 度は さらに

高 まる ことが期待 で きる。

一方
,地 域的 な予測 をする場合 は,被 害茎の発生調査

で はほ場 ご との発生特徴 が強調 されるが,フ ェロモ ン ト

ラ ップ は誘殺 範囲が広 い(KONDO and TANAKA, 1994)た

め に,よ り広 い範囲 の情報 を収集 す る ことがで きるの

で,調 査地点数 も少 な くて よい。 この ことは少数の多発

生 ほ場 の存在 を見失 うこ とに もな りかねないので,フ ェ

ロモ ン トラ ップの誘殺数 に よる防除要否の判定はほ場単

位 の調査 には適 さない こ とを示す とも考 え られ る。

新潟県で は地域 的にま とまった共同防除が多い ことも

あって,防 除要否 を地域単位 で判定 しようとす る事例 が

多 く(小嶋,1995),判 定の規模 は集 落単位か ら市 町村 単

位,面 積 では数十haか ら数千haに お よぶ。 したが っ

て,要 防 除水準 もこれを活用 するための調査 法 もこれ に

応 じた ものが求 め られる。ニカメイガの地域的な被 害茎

発生程度 を調査 する場合 に必 要な調査 点数 について,小

嶋 ・江村(1977)は 調査値 の母平均 か らの許容誤差 をもと

に した方法 と,抽 出実験 を繰 り返 し行 った結果か ら考察
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第3表 地域的な発生量を推定するために必要な トラップ数aの試算

必要 トラ ップ数 ≧

s:標 準偏 差,d:平 均 誘殺数 の許容誤差,2.01: t分 布表 のt値.

a 地域 ご との平均誘 殺数 の推 定誤差 を20%許 容 した場合 に必 要な トラ ップ数 .
b 第3図 で地域 ご とに葉鞘 変色茎発 生株率が新 潟県の被 害許容水準 としている20%程 度 に達す る と思われ る誘殺 数.
c 1地 域10個 の トラ ップ を配置 して調査 した場合 に予想 され る平均 値 の誤 差範 囲.

してお り,高 木 ら(1962)は ニカメイガを含 む数種 の害虫

について,地 域推定のための抽出点数 と抽出株数 を知 る

ため,模 式地 域 におけ る抽出実 験 を行 って検 討 して い

る。 ここで筆者 らは,地 域単位での平均誘殺数 を調査す

る場 合に必 要な トラップ数 を推 定するため,第3表 に示

す ように,試 験 期間 に得 られた実測値 を用い て誘殺数 の

トラ ップ間変動 と母平均か らの許容誤差 をもとに検討 し

た。 この方法の適用 には一定の条件設定が必要であ り,

厳密 には問題 点 も残るが,概 要 を知 ることは可能 と考 え

た。検 討 の結 果,求 め る調査精 度が 同 じで も必 要 な ト

ラップ数は調査 地 ごとに大 き く異 な り,丘 陵台地の小千

谷 では少な くて よいが,中 山間地 を抱 える柏崎で はよ り

多 くの トラップが必要であ った。今,発 生程度が新潟県

の要防 除水 準 に近い場合 を想定 し,平 均 誘殺数 の20%

の調査誤 差 を許容す ると,必 要 な トラップ数 は西川で は

6,柏 崎 では10,小 千谷 で は2と 推 定 される(第3表)。

これ を もとに新潟県 では市町村単位 程度 の1地 域 に10

個 の トラップを用い ることと した。 これ によって要防 除

水 準 に近い発 生程度 の場 合,地 域 ご との平均 誘殺 数が

10～20%の 調査誤差 で推定 で きる と期待 される。1地 域

10個 の トラ ップ調査 は最低一 人で調査 可能で あ り,調

査 回数 も5月 中は10日 間隔 で3回,6月 は半旬 ごとで

2回 程 度で予測 に必要 なデ ータが得 られ る。

豪雪地 や豪 雪年で消 雪が極端 に遅れ る場合 はさらに第

3半 旬 まで の誘殺 数 を調査すれ ばよ く,こ の ような地域

は防除適期 も遅れ るので防除対 策上の 問題 は ない。

摘 要

ニ カメイ ガの性 フェロモ ン トラップによる誘殺数 と被

害茎発 生株 率 との関係 を調査 し,越 冬 世代 成虫誘殺数 に

よる第1世 代幼虫 の要防除水準 を設定 した。

1) 地形 が異 な り,風 通 しな どの条件 が異 なる と思わ

れる3地 域 におけ る越冬 世代 成虫誘 殺数 と第1世 代 幼

虫 による葉鞘 変色茎 発生株 率 とは密接 に関連 して いた

が,両 者 の量 的関係 は試験地域 に よって異 なった。

2) 一 方,ト ラ ップ ごとの誘殺 数 とその周辺 ほ場 の葉

鞘 変色 茎発生株 率 との 間には相 関関係 は認 め に くか っ

た。誘殺 数に よる葉鞘 変色 茎発 生株 率の予測はほ場単位

よ り地域単位 の予測 に適す る と思 われ た。

3) 第1世 代成 虫誘殺 数 と第2世 代 幼虫 による被 害茎

発 生株率 との間 には相 関関係 は認 め に くかった。

4) 越冬 世代成 虫の総誘殺 数 と6月10日 まで の誘殺

数 との 間には高い相 関関係が認 め られ た。

5) 6月10日 までの成 虫誘殺数 か ら葉鞘 変色茎発 生

株率 を予測 する式 を作 る ことがで き,す でに利用 されて

いる葉鞘変色茎発 生株率 の被害 許容水準(未 発表)を もと

に,第1世 代防 除の要 防除水 準 を6月10日 まで の誘

殺 数で800頭 と設 定 した。

6) 誘殺 数の調査 には1地 域10個 程度 の トラ ップ を

設置す るこ とが必 要で,こ れに よってその地域の平均 誘

殺数 を10～20%の 誤 差で推定 す るこ とがで きる。
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