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千葉農試研報 16: 69～74 (1975) 

ナシに寄生するハダニ類の密度推定

藤家 梓・清水 喜一

Estimation of Population Density of Three Red Spider Mite Species 

on Pear Tree 

Azusa FUJIIE and Kiichi SIMIZU 

I 緒言

害虫の個体数を推定することは重要な問題であるが，

一般に精度の高い推定値を得るためには多くの標本数を

必要とし，特に低密度時には標本数は非常に多くなる。

また，ハダニ類等では，たとえ少ない標本数であっても，

個体数を直接数えるには多大の労カを必要とする。特に

ナシのように同時に多くの種が寄生するような場合には，

それはいっそうはなはだしい。そこでハダニ類等の個体

数を推定するためには，できるだけ少ない標本数で推定

するか，直接個体数を数えなくてもよい方法などの簡易

推定法が必要となってくる。前者のものとしてはポアソ

ン分布や共通のKを持つ負の二項分布のような特定の分

布型が与えられたときにはちく次抽出法があり，後者の

ものとしてはO項頻度による個体数推定法等がある。こ

こではナシに寄生するハダニ類を対象として河野・杉

野4）によって提案された笥易推定法の適用を試みた。

本文に入るに先だち，本文の校間をいただいた農林省

農業技術研究所の中村和雄投宮に厚くお礼を申し上げる。

また，種々のご指導，ご効力をいただいた当場発生予察

研究室の沼田巌室長をはじめとする研究室員の方々なら

びに園場調査の労を常に共にしていただいた前研究室員

高瀬芳一氏に感謝の意を表する。

II 調査方法

ナシに寄生するカンザワハダニ Tetranychuskanza 

wai K.ミカンハ夕、ニ Panonychus citri (M.），ナミ

ハタニTetranychusurticae K. を対象として1973年の

5月から10月まで市原市のナシ国 2ヵ所（ A, B園とす

る）で調査を行なった。 A国ではカンザワハダニとミカ

ンハタ品ニ， B園ではナミハダニが主で，カンザワハダニ

とミカンハタニの発生がわずかにみられた。従って， A

園ではカンザワハダニとミカンハダニ， B菌ではナミハ

ダニを調査対象とした。

調査葉の抽出は 1園あたり特定の5樹をとり，各々の樹

内を 4つに層別し，各層より任意に100葉を選ぶという

方法で合計2,000葉をとって， 1葉あたりの雌成虫の寄生

数を調査した。

Ill 結 果

1. 寄生葉率からの個体数推定

3種のハダニ類の調査結果は第 1表に示したとおりで

ある。ここで得られた 1葉あたりの平均個体数と寄生葉

率の値を用いて，河野・杉野りがニカメイチュウによる

イネの被害茎密度を被害株率から推定するのに用いた方

法が，ナシに寄生するハダニ類の個体数を寄生葉率から

推定するのに適用できるかどうかを検討した。

河野・杉野によると寄生葉率（ p）と平均個体数（λ）の

間には次のような関係が期待されるという。

h l b 
P=l-e ~ A 一一ーーーーー (1) 

ここでαは分布のランダム性によって決まる定数， b

は分布のランダム性が密度に依存する程度をあらわす定

数である。（1）式は曲線関係にあるため， Pとλの関係を直

接調べることはむずかしい。そこで，

m＝αλb 一一一（2)

とおき， m＝ーl昭e(1 -P）の関係を用いて，（ 1 -P) 

をmiこ変換した。このmを（2）式に代入すると（2）式は

logm=logα ＋blog λ － 一一一（3)

と書けるから（1）式の関係が成り立っとすればlogm とl昭

λの問には直線関係が期待される。そこで3種のハダニ

類のlほmとlog入の関係を調べたところ，いずれの種

も両者の聞に有意な直線関係が得られた（第 2表）。従っ

て， 3種のハダニ類とも（1）式が適合すると考えられる。

このように河野・杉野法は 3種のハダニ類の寄生葉率か
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第 1表 3種 の ハタニ類の調査結果

カンザワハダニ カンハダニ ナ 、、、 ハダニ

調査月日 平均個体数 寄生葉率 調査月日 平均個体数 寄生葉率 調査月日 平均個体数 寄生葉率

6 . 5 0.002 0.002 5 . 7 0.302 0.146 6 6 0.019 0.007 

25 0.004 0.002 11 0.080 0.055 19 0.064 0.023 

7 . 2 0.006 0.004 22 0.001 0 .COi 26 0.087 0.036 

9 0.067 0.033 30 0.014 0.007 7 . 3 0.240 0.065 

16 0.264 0.C98 6 5 0.029 0.023 10 0.317 0.102 

23 0.664 0.183 11 0.043 0.032 23 I. 581 0.260 

30 1.322 0.262 18 0.017 0.012 8 3 0.432 0.136 

8 . 6 0.044 0.027 25 0.069 0.040 8 1.378 0.250 

16 0.005 0.004 7 2 0.092 0.047 17 4.099 0.467 

21 0.005 o.coz 0.078 0.037 22 4.772 0.655 

27 0.036 0.017 16 0.121 0.059 27 0. 712 0.210 

9 7 0.024 0.016 23 0.780 0.152 9 13 0.042 0.018 

19 0.045 0.020 30 1.243 0.230 25 0. CJ2 0.002 

10. 11 0.097 O.C55 8 . 6 0.004 0.003 10 11 0.041 0.017 

18 0.143 0.050 16 0. CJ3 0.003 24 0.102 。目043

30 0.374 0.100 27 0.060 0.018 

9 7 0.062 0.029 

18 0.110 0.057 

10 11 0.422 0.146 

18 0.086 0.033 

30 O.CRO 0.042 

第2表 3種のハダニ類のα，bの値とlog入とlogmの直線性

種 類 α b 関 係 式 rZ 

カンザワハダニ 0.2852 0.8325 logm＝一0.5448 + 0. 8325log入 0.979 

、カンハ夕、 ニ 0.2584 0.7902 logm＝ー0. 5877 + 0 . 7902log入 0.998 

ナミハタニ 0.2298 0.7906 logmニーO目6387+0.7906logλ 0.988 

らの個体数の推定に適用可能であることがわかった。

ここで得られた αとbの値は第 2表に示したように 3

種とも非常に近いものであった。ナシのように数種のノ、

夕、ニ類が寄生するものでは，種ごとに密度の推定式をつく

るより，多少精度は低下しでも一つの推定式で3種とも推

定する方が実用的と考えられるc そこで3種をこみにし

て計算したところ， logmとlog入の聞に有意な直線関係が

認められ（第 l図），同様に（1）式が適合すると考えられた。

以上の結果，ナシに寄生するハダニ類の 1葉あたりの平

均個体数（入）を寄生葉率（ p）から推定する式として，
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を得た。ただしm= loge(l-P）である。

(4）式は1973年の市原での調査結果からだけでつくられ

たものであるが，この式の適合性を検討するため，千葉

県におけるいくつかの調査資料※のあてはめを試みた（第

2図）。これらの調査資料は調査場所，調査時期，標本

数等は統ーされたものではなし、。第 2図によると推定式

の｛頃きゅの値）は資料とほぼ、同じであったが，（4）式の

αの値はここで用いた資料よりやや小さいことが示唆さ

れた。そこで推定式の適合性をよりよくするためこれら

のすべての資料を用いて再計算したところ，第 3図に示

したように推定式，
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を得た。この（5）式を用いて，ナシに寄生するハダニ類の

1葉あたりの平均個体数を寄生葉率から推定することが

出来ると考えられる。

※1970～74年度ハダニ類の発生予察に関する特殊調査成績書千葉県農業試験場
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2. ハダニの空間分布

調査単位あたりの個体数の分布の集中度をあらわす指

数として， Morisita 5 lは次のようなIo指数を提案した。

三唱xi(xi-l) 
Io =n・‘ーム 一一一（6)

N (N-1) 

ここでzzはi番目の調査単位における個体数， nは調

査単位数， Nは総個体数を示す。そしてこの指数は分布

がランダムな場合（ポワソン分布）はIo=1，排列的な

場合（一様分布）はIoくし集中的な場合（集中分布）

はIo>1となる。

第4図に示したようにここで調査したナシのハダニ類

のIoの値はいずれの場合も lより大きくて，ハダニ個体

群は集中分布をしていることが示唆された。また，河野・

杉野4）によると，（1）式のαの値は集中的な分布では α 〈

l，ランダムな分布ではα＝l，一様な分布ではα＞1 

となるという。ここで， 3種のハタAニ類のαの値は第 2

表に示したように各種とも 1より小さし Io値と同様に

ハダニ個体群が集中分布をしていることを示唆している。

平均個体数とIoの関係をみると， Ioの値は低密度時には
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第4図平均個体数とIo指数との関係

非常にばらつきが大きし平均値が0.5ぐらいから比較的

安定した値を示した。｛fr密度時のIa{1直は全体としては大

きし密度が増すに従って集中度は低下し，分布は安定

した（第4図）。この関係は種ごとにみてもほとんど変ら

らず，これらのハダニ類の l葉あたりの個体数の分布に

は大きな違いはないと考えられる。

河野・杉野4）によると（1）式のbの値は分布のランダム

性が密度に依存する程度をあらわし， b <1では密度の

増加によって分布は集中化の方向へ， b> 1では一様化

の方向へ， b= 1では分布のラン夕、ム性は変わらないと

いう。第2表に示したようにbの値はいずれも 1より小

さし河野・杉野に従えは、密度の増加によって分布は集

中化の方向へむかうことになる。ところがこれは第4図

の結果と矛盾する。第4図で明らかなように，ハダニ類

は低密度時には強い集中分布をしており，分布の集中度

は密度の低下に伴って低下すると考えられる。そこて＇ ¥1)

式を用いて定数bについて検討を行った。今ここで，集

中分布（ α<1）を想定してα＝0.5とし， bの値はそれ

ぞ、れ b<l,=l,>1の場合を想定してb=0.5,1,

2とした。これらの値を用いて入と Pの関係を求めたの

が第 5図である。この図でb= 1の曲線は密度の増加と

寄生葉率の増加が平衡状態で集中度に変化がない場合を

示し， b= 1の曲線より下の場合は密度の増加に伴って

集中化の方向へ， b= 1の曲線より上の場合は一様化の

方向へむかう。従って，第5図から明らかなように， λ

> 1のときにはb<1て、分布は集中化の方向へむかい，

b > 1で一様化の方向へむかうから河野・杉野の定義が

成り立つ。しかし，入 <1のときにはその逆が成り立つ

ことになる。そしてbの大小にかかわらず，入＝ 1では

p =0.39となる。すなわち， b> 1あるいはb <1の場

合，常に入＝ 1で分布は集中化の方向から一様化の方向

へと，あるいはその逆に変化することになる。これを密

度と分布の集中度との関係で模式的にあらわしたのが第

寄 0.75

生
薬

害0.5

~（0.39) 

b =2 

0.25 

0 0.5 1 1.5 2 
平均個体数（λ）

第5図 bの値がく 1,=1,>1の場合の
平均個体数と寄生葉率の関係
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。
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第 6図 bの殖の大小と分布のランダム性と
の関係の模式図

6図である。動物個体群がある一定の密度レベルに達し

た時，このような変化が起こる可能性は十分考えられる

が，密度が1のときに常に起こるとは考えられない。従

って，河野・杉野のいうようにbの値の大小で分布が密

度の増加に伴って集中化へむかうか，一様化へむかうか

を判断することは一概にはできない。

W 考察

個体数の簡易推定法としては，動物の空間分布がポア

ソン分布や負の二項分布のような特定の分布型であらわ

されるときには，ちく次抽出法やO項頻度による個体数推

定法等がある。しかし，野外個体群の分布はほとんどの

場合集中分布をしておりポアソン分布には適合する動物

の分布例は非常に少ない。集中分布の数学的モデルとし

ては，負の二項分布の他にもNeymanの疑伝播分布A型，

Thomasの複合ポアソン分布等があるが，負の二項分布

が最も一般的とされている（例えは、伊藤3））。負の二項分

布の場合のちく次抽出法やO項頻度による個体数推定は，

ヤノネカイガラムシ（伊藤2））やアブラムシ （Sylvester

and Edwin 7l,藤家1)）で試みられている。しかし負

の二項分布の場合，たとえ動物の分布が分布型に適合し

ても，その母数のうちKは増殖力と一定の関係を持つと

いう仮定に基づく「共通のK」が存在しない限り，新し

く調査を行うたびに「K」の推定せ行わなければならず，

実際にはあまり役にたたない。塩見6）はポアソン分布か

負の二項分布の場合に個体数を 2～ 3段階にランク分け

して数えることで平均個体数を推定する方法を提案して

いる。この方法は負の二項分布の場合共通のKを必要と

しないが，計算に手数がかかるという欠点を持つ。

河野・杉野の式を用いる場合はlogmとlog入との聞に直

線関係が期待できればよし多くの場合，かなりばらつ

いた資料でも直線性が期待できるようである。ただし，

点のばらつきが大きい場合には当然、精度はあまり期待で

きず，特に高密度時にその傾向が強い。しかし，ナシの

ハダニ類の場合，ここで得られた推定式はそのまま主要

な3種に適用できるし，また換算表を作っておけば計算

の手隠もはぶける。その上個体数を直接数えないため，

高密度になっても調査労力は変わらない。直接個体数を

数える方法でも，精度の高い推定値を得るのに必要な標

本数をとることは一般にむずかしい（藤家1））から，本法

は非常に有効な方法と考えられる。この方法でも精度の高

い推定を行なおうとすると，標本数は理論的には非常に

多くなり，また寄生葉率の変化によってその数を変えね

ばならないことになる。しかし，寄生葉率から個体数を

推定する場合，カウンターを用いれば調査用紙に記録す

る必要がなく，調査労カは非常に少なくてすむため，標本

数は個体数を直接数える場合に比べて，かなり多くとれ

る。ただ，標本数を多くすると Pの精度はよくなるが，

予測値の精度は匝帰式に依存するためそれほどよくなら

ないと考えられる。従って，標本数は調査目的によって

許される労力の範囲内で最大限にすべきであろう。

V 摘 要

市原市のナシ屈でカンザワハ夕、ニ， ミカンハダニ，ナ

ミハダニの 1葉あたりの個体数の分布を調査して，次の

結果を得た。

1）ハダニ類の個体数推定に河野・杉野4Jfこよって提案

された方法の適用を試みた。

2）各種ともlog入とlogmの聞に直線関係が認められ，河

野・杉野の式が適用できたc ここで， λは平均個体数，

Pを寄生葉率とするとき， m＝一loge¥1-P）である。

3）寄生葉率から平均個体数を推定するための式として，

logλ ＝ (logm+0.5352) / 0.8044が得られた。

4)10'指数を用いての検討の結果，各種とも集中分布を

していることが示唆された。また，集中度は密度の増加

に伴って低下した。

5）湾聖子・杉野の式の定数bの性質について検討を行っ

た結果， bの定義は適当でないことが示された。
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Summary 

The frequency distribution of individuals per leaf and the number of infested leaves of the three red spider 

mite species, Tetranychus kanzawai K., Panonychus citri (M.) and Tetranychus urticae K., were investigated in 

pear orchards in lchihara City. The mean density of red spider mites，λ，was estimated by the rate of infested 
leaves, P, according to the method proposed by KONO and SUGINO (1958). In each species the liner 

relationship was seen between log λand log m急 wherem＝＝ーloge(l・P).This means that KONO and SUGINO’s 

method can be applied to the present species. The same relationship was also found in the totalized data of the 

three species. To estimate the mean density of three species by the rate of infested leaves, the equation, log λ＝ 
(log m + 0.5352)/0.8044, was got. It was suggested that the frequency distribution of individuals per leaf of 

these species was a contagious one. After the discussion, it was found that there was something incorrect about 

the nature of b defined by KONO and SUG岳m.
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