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農地の種子食昆虫による雑草抑制機能

市原

〔キーワード〕：生物的雑草防除，散布後種子捕食，

ゴミムシ類，コオロギ類，景観要因

はじめに

農地には植物種子を捕食する様々な生物が生息

している．ゴミムシ類やコオロギ類などの種子食見

虫類，ミミズ類，ナメクジ類，げっ歯類，鳥類など，

多種の生物が雑草等の種子を餌資源として利用し

ている（Zhanget al. 1997, Evans et al. 2011, Ichihara 

et al. 2011, 2014a, 2015，山下 2011）.一方，植物に

とって種子生産は，世代交代や分布拡大，個体群の

増減に関わる重要な生活史ステージであるため，種

子捕食は雑草個体群の時間的および空間的な動態

に大きな影響を及ぼしうる（Zhanget al. 1997）.種

子捕食は，その強度によっては雑草個体群を強く抑

制しうるため，近年では総合的雑草管理（IWM:

Integrated Weed Management）における生物的防除手

段としての利用が期待されている（WI郎防manet al. 

2003a, 2005）.防除手段のーっとして種子捕食を組

み込んだ IWMを構築するためには，雑草抑制にお

ける種子食者の機能や，雑草と種子食者の生物間相

互作用について詳しく理解する必要がある．

種子捕食は，その生じるタイミングによって「散

布前捕食」と「散布後捕食Jに分類される．散布前

捕食は，植物体から散布される前の種子に対する捕

食であり，植物体上で生じる．その捕食者の多くは

昆虫類で，特定の植物の種子を捕食するスペシャリ

ストである（Crawley2000）ため，しばしば強害な

外来雑草に対する生物的防除資材として利用され

る（Reesand Hill 2001, Shea et al. 2005）.一方，散

布後捕食は，植物体から散布された後の種子に対す

る捕食であり，主に地表面で生じる．その捕食者は

ゴミムシ類やコオロギ類などの見虫類やげっ歯類，

鳥類など幅広く，多くは様々な植物種の種子を捕食

するジェネラリストである（Crawley2000）.これら

ジェネラリストによる散布後捕食は，幅広い雑草種

に対する防除手段となりうる．本稿では特に，後者

本静岡県農林技術研究所（MinoruIchihara) 

実＊

の散布後種子捕食に焦点を当てる．

散布後種子捕食を雑草の生物的防除に適用する

ためには，種子食者による雑草種子の低減効果や，

雑草個体群動態への影響を明らかにすることがま

ず必要である．さらに，種子捕食の効果を高めるた

めには，農地の種子食者を保全することが重要であ

る．このような，雑草管理の観点からの散布後種子

捕食の研究は，主に欧米諸国で進展しつつある

(Menalled et al. 2000, Westerman et al. 2003a, b, 2005, 

Heggenstaller et al. 2006, Davis and Raghu 2010）.一

方，アジア地域での研究は極めて少ないが，最近で

は日本でも，種子食者による雑草種子の低減効果を

評価する取り組みが始まった（Ichiharaet al. 2011, 

2012, 2014a, 2015，山下 2011). 日本の農地では，

ゴミムシ類やコオロギ類などの種子食昆虫類（図 1)'

げっ歯類および鳥類が主な散布後種子捕食者であ

る（Ichiharaet al. 2011) .これらの中でも，特にゴミ

ムシ類やコオロギ類は農地に多く生息し，またげっ

歯類や鳥類と比べ，作物に対する害が生じにくいた

め， IWMにおける生物的防除資材としての有用性

を検討する価値があると考えられる．

本稿では，まず（1）日本の農地における重要な

種子食昆虫であるゴミムシ類とコオロギ類につい

て解説する．次に（2）野外における散布後種子捕

食の調査方法について解説し，（3）種子食昆虫によ

る雑草種子の低減効果についての国内外の研究を

紹介する．さらに（4）種子食昆虫の保全における

圃場周辺環境の重要性と，（5）今後の研究の展望に

ついて述べる．

1.農地の重要な種子食昆虫

(1) ゴミムシ類

ゴミムシ類は地表俳佃性の甲虫であり，一部の種

が植物種子を捕食する．欧米の温帯地域の農地では，

ゴミムシ類が最も重要な種子食昆虫とされており，

雑草管理の観点からゴミムシ類を対象とした研究

が進展している．欧米の農地における種子食ゴミム

0369 5247 /15/¥500/1論文／JCOPY



414 農業および闘芸第90巻第4号 (2015年）

図 l ネズミムギの種子を捕食する（a）エンマコオロギおよび（b）ゴミムシ類

シ類は，Harpalus属やAmara属が優占することが多

い（山下 2011）.これらのゴミムシ類は，種子の物

理的（大きさ，硬さなど） ・化学的（栄養価など）

特性により選好性の違いがあるものの，様々な雑草

種の種子を幅広く捕食する（Honeket al. 2003 

Lundgren and Rosentrater 2007) Bohan et al. (2011) 

は，イギリス全土の 257闘場における調査データを

解析し，ゴミムシ類が農地の雑草埋土種子の減少に

関与していることを明らかにした．

日本でのゴミムシ類の種子捕食についての知見

はまだ少ないが，静岡県の水回転換コムギ園場では，

クロゴモクムシ （Harpalusniigatanus），ウスアカク

ロゴモクムシ （Hmpalussinicus），ツヤアオゴモク

ムシ（Harpalus chalcentus），ホシボシゴミムシ

( Anisodactylus punctatipennis ），ゴミムシ

(Anisodactylus signatus）が生息しており（Ichiharaet 

al.2011），これらはネズミムギ （Loliummultiflorum) 

やシロザ （Chenopodiumalbum）など複数の雑草種

の種子を捕食することが確認されている（Ichiharaet 

al. 2011，山下 2011）.畑地以外にも，水田畦畔（香

川ら 2008，李ら 2008）や休耕地（Yamazakiet al. 

2003）に，Harpalus属， Amara属， Anisodactylus属

が多く生息している．

ゴミムシ類は繁殖時期によって，春繁殖型と秋繁

殖型の 2タイプに分類される．春から初夏に繁殖す

る春繁殖型ゴミムシと，夏から秋に繁殖する秋繁殖

型ゴミムシは，それぞれこの時期に種子の捕食数が

増加する（Honeket al. 2006) .春から初夏に散布さ

れる冬雑草の種子と夏から秋に散布される夏雑草

の種子は，それぞれ春繁殖型ゴミムシと秋繁殖型ゴ

ミムシによる捕食を受けると考えられる．

(2）コオロギ類

コオロギ類はゴミムシ類よりも体長が大きく，雑

草種子の採食能力が極めて高し、（Carmonaet al. 1999, 

Lundgren and Rosentrater 2007, White et al. 2007）.コ

オロギ類の種子捕食についての研究は，ゴミムシ類

ほど多くはないが，北アメ リカ に広く分布する

Gryllus pennsylvanicus （フタホシコオロギ属）につ

いては，種子の採食能力（Carmonaet al. 1999, 

Lundgren and Rosentrater 2007, White et al. 2007）や

雑草の出芽への影響（Brust1994, White et al. 2007), 

闘場における個体群密度（Cannona et al. 1999, 

o’Rourke et al. 2006）などが調査されている.G 

pennsylvanicusは，種子の特性によって選好性の違

いがあるものの，アキノエノコログサ （Setaria

faberi）やオニメヒシバ （Digitariasanguinalis），シ

ロザなど，様々な雑草種の種子を幅広く捕食する

(Carmona et al. 1999, Lundgren and Rosentrater 2007, 

White et al. 2007) .アメリカ・ アイオワ州の トウモ

ロコシーダイズ輪作圃場では， Gpennsylvanicusが

種子食昆虫類の中で優占しており ，アキノエノコロ

グサ種子の低減に最も貢献していた（0’Rourkeet al. 

2006). また，コオロギ類は植物種子のみでなく，

昆虫なども捕食する広食性捕食者である（Bechinski

et al. 1983, Burgess and Hinks 1987）. そのため，雑

草種子が存在しなくとも昆虫などの代替餌が存在

すれば，コオロギ類は個体群を維持できると考えら
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れ，雑草の侵入抑制にも貢献すると考えられる

(lchihara et al. 2012). 

日本の農地には，エンマコオロギ （Teleogη！！us

emmα）やハラオカメ コオロギ（Loxoblemmus 

campestris），ツヅレサセ コオロギ（ Velarifictorus 

micado）など多種のコオロギ類が生息 している

(Ichihara et al. 2014a, 2015）.それらの多くは夏から

秋に成虫が出現するため，メヒシパ （Digitaria

ciliaris）など同時期に種子を散布する夏雑草は，そ

の種子捕食の影響を受けやすいと考えられる．また，

春から初夏に散布される冬雑草の種子でも，夏期に

地表面に残存しているものは，コオロギ類の捕食を

受けると考えられる．エンマコオロギは，ネズミム

ギ（Ichiharaet al. 2011, 2012, 2014a, 2015）やシロザ

（山下 2011）など複数の雑草種の種子を捕食する

ことが確認されている．

コオロギ類は水田畦畔にも生息している．水田の

落水後には，コオロギ類は畦畔から水田内部に侵入

し，水田の強害雑草であるイヌビエ （Echinochloa

crus-galli var. crus-galli）の種子を捕食する（Ichihara

et al. 2014a). そのためコオロギ類は，水田内の雑草

種子低減に一定の役割を果たしていると考えられ

る．コオロギ類は野菜類には幼首期に加害すること

があるが， 水稲への加害は認められていないため，

特に水団地域における雑草の生物的防除資材とし

て有用であると考えられる．さらに，コオロギ類は

雑草の種子のみでなく実生も捕食することがわ

かっている（Ichiharaet al. 2014b）.そのため，コオ

ロギ類は種子と実生の両方を捕食することで，農地

の雑草個体群を抑制していると考えられる．

図2 種子カードによる種子捕食率の推定

2. 散布後種子捕食の調査方法

近年欧米を中心に，農地における散布後種子の捕

食率や種子捕食者を推定する研究が増えつつある．

本節では，種子捕食率および種子捕食者の一般的な

推定方法について解説する．

(1)種子捕食率の推定法

散布後種子の捕食率は， 地表面に種子を一定期開

放置し， 捕食されずに残った種子数を調査すること

により推定できる．種子の設置方法にはいくつかあ

るが，次の 2つが最も一般的である. 1つは，土壌

を詰めたペト リ皿に種子を置いて地表面に埋土す

る方法である（Cardina et al. 1996) .この方法は，実

際の圃場地表面に近い条件で捕食率を推定できる

一方，設置や種子の回収に時間がかかるという欠点

がある．もう lつは，雑草種子を紙やすりに糊づけ

した「種子カー ド」を地表面に設置する方法である

(Westem1an et al. 2003a, b) （図 2）.この方法は， 種

子カードの作成から設置，種子の回収までを効率的

に行うことができる．現在では種子捕食に関する多

くの研究で，種子カー ドによる方法が採用されてい

る．

さらに種子捕食率の推定と同時に，風雨など捕食

以外の要因による種子減少率を評価する必要があ

る.Westerman et al. (2003a, b）はこれを評価するた

め，種子カードを円形のふるい内部に設置し，種子

食者の侵入を防ぐため上部を金網（メッシュサイ

ズ： !cm）で覆い，側面に両面粘着テープを巻いた．

これを支柱により地上 lOcmの高さに設置した．

種子カード（紙やすりの表面に，一定数の種子を糊付けし，さらに種子以外の部分に砂を糊付
けしたもの）を地表面に一定期開設置し，残存種子数から種子捕食率を推定する．



416 農業および園芸第 90巻第4号 (20日年）

(2）種子捕食者の推定法

地表面に設置した種子を，金網で覆うことにより ，

種子捕食者をある程度（昆虫類またはげっ歯類およ

び鳥類）まで絞り込める （Cardina et al. 1996, 

Westerman et al. 2003b, Jacob et al. 2006) .例えば，

網なし区と金網（メッシュサイズ ：lcm）区という

処理区を設けた場合を想定してみよう（図 3）.金網

区では，そのメッシュサイズよりもノトさい動物のみ

が種子に到達できるため，主に昆虫類（コオロギ類

やゴミムシ類等）による捕食率を推定できる．一方，

網なし区では，すべての種子食者による捕食率を推

定できるため，昆虫類による捕食率（金網区）を差

図3 種子捕食者推定のための処理区

し引く ことにより，げっ歯類および鳥類による捕食

率を算出できる．また，さ らに細かいメッシュサイ

ズ 5mmの金網を用いることにより，コオロギ類や

ゴミムシ類よりも小さい昆虫類（アリ類等）による

捕食率を推定することもできる．

さらにピットフォール（落とし穴） トラップを定

期的に圃場に設置することにより，種子食昆虫類の

種構成と季節消長を把握できる（Mauchlineet al. 

2005, 0’Rourke et al. 2006, Westennan et al. 2008) . 

ピットフォール トラップは，プラスチックカップな

どを地表面に埋め込んだもので，地表性昆虫類を捕

獲するためによく 用いられる （図 4）.捕獲された昆

(a）網なし区では，昆虫類，げっ歯類およひ＼鳥類による捕食率，（b）金網（！cm）区では昆虫類による捕食率，
(c）金網（Smm）区ではアリサイズの昆虫による捕食率を推定できる

図4 (a）地表性昆虫捕獲用のピッ トフォールトラップと（b）雨よけの覆い
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虫類が種子食かどうかを判定するためには，ペトリ 園田.~明

皿内で種子を与えて飼育し， 捕食の有無を調査する．

また，コオロギ類のような地表俳梱性の跳躍する昆

虫を捕獲するためには，粘着 トラップの使用も有効

である （Ichiharaet al. 2014a, 2015）.一方，げっ歯類

の捕獲のためにはシャーマン トラップ （ネズミ捕獲

用の金属箱）がよく 用いられる（Westermanet al. 

2008). 

しかし上述のような，種子の金網処理や トラップ

の利用は，種子捕食者の間接的な推定方法であり ，

実際に何が種子を捕食しているのかを断定するこ

とはできない．近年では，赤外線ビデオカメラを用

いた直接的な種子捕食者の特定方法もある

(Navnto丘etal. 2009）が，機材が高価で＝あるため多

数設置することは通常困難であろう．著者らは最近，

種子捕食者を簡易に直接的に特定する方法として，

比較的安価なデジタルカメラを利用する方法を考

案した（Ichiharaet al. 20 l 4a, 2015）.種子カードの上

部に自動撮影のデジタルカメラ（GardenWatchCam; 

Brinno lnco叩orated）を設置し， 数秒～数十秒おきに

撮影することにより ，種子捕食者を特定できる（図

5，図6）.ただし， コオロギ類やゴミムシ類等の種

子食者は，主に夜間に種子を捕食するため （市原ら

未発表），夜間撮影を行 う必要がある．そこで，種

子カードの横から，赤色セロハンを装着した懐中電

図 6 里子外に設置した種子カードの種子を捕食
するエンマコオロギ

灯で光を照射することにより ，夜間撮影が可能とな

る調査で得られた画像はカメラに内蔵の USBメ

モリ に保存され，パソコン上で動画形式で再生した

り，画像として保存することができる

3. 種子食昆虫による雑草種子の低減効果

本節では，欧米の農地における種子食昆虫の捕食

による雑草種子の低減効果や，雑草個体群および雑

草群集への影響についての研究を紹介するととも

に，日本圏内における著者らによる研究を紹介する．

図 5 デジタルカメラを用いた種子捕食者の特定方法
種子力一ドの上部に自動撮影のデジタルカメラを設置し，さらに夜間
撮影を可能にするためカードの横から赤色光を照射する
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(1) 欧米の農地における研究

種子食者による雑草種子の低減効果を評価する

ためには，種子散布と種子捕食の季節消長を把握し，

植物体から散布された種子のうち何割が捕食され

るのかを推定する必要がある. Westerman et al. 

(2003a）は，オランダのコムギ圃場に優占する雑

草 10数種について，散布種子数の季節消長を調査

するとともに，種子カード法により種子捕食率の消

長を調査した．その結果，散布後の雑草種子の 32～

70%が，種子捕食によって失われていることが示さ

れた．ここでの種子捕食者はげっ歯類とゴミムシ類

であり，一部の調査圃場ではゴミムシ類が主捕食者

であった．

さらに Westermanet al. (2005）は，種子捕食が雑

草の個体群動態に及ぼす影響を定量した．アメリ

カ・アイオワ州の2年輪作体系（トウモロコシ ダ

イズ）と 4年輪作体系（トウモロコシーダイズーラ

イコムギ・アノレフアルファ混作一アルフアルファ）

の圃場において，アオイ科雑草イチビ （Abutilon

theophrasti）の生活史データ（埋土種子数，出芽率，

実生生存率，散布種子数，種子捕食率など）を収集

し，個体群動態モデルにより，イチビ埋士種子量の

20年間の推移をシミュレートした．その結果， 4年

輪作ではコオロギ類やゴミムシ類などによる種子

捕食率が高く，その高い捕食圧がイチビ個体群を安

定的に抑制することが示された．なお4年輪作で種

子捕食が強化されるのは，ライコムギやアルフアル

ファが種子食者に好適な生息環境をもたらすため

である．これらの結果から，種子捕食は雑草の生物

的防除手段のーっとなりうることが示された．

種子食昆虫は，農地の雑草の群集構造にも影響し

うる.Brust (1994）は，複数の雑草種の種子を播種

した区画に，ゴミムシ類とコオロギ類（ G

pennsylvanicus）を放飼し，これらによる種子捕食が

各草種の出芽や生長に及ぼす影響を調査した．その

結果，これらの種子食見虫は，イネ科雑草の種子よ

りも広葉雑草の種子を好んで捕食し，広葉雑草の競

争力を低下させることが示された．実際，これらの

種子食見虫の多く生息する圃場では，広葉雑草が少

なかった（Brust1994) .日本に生息するゴミムシ類

やコオロギ類についても，種子選好性や出芽への影

響を明らかにすることにより，雑草群集への影響を

予測できると考えられる．

(2）日本の農地における研究

日本の農地においても近年，種子食者による雑草

種子の低減効果を評価する取り組みが始まった．本

州以南のコムギ圃場では，外来雑草ネズミムギの蔓

延による被害が顕在化しており，除草剤のみによる

防除が困難であることから， IWMの構築が求めら

れている（浅井・輿語 2005）.そのためには，ネズ

ミムギの個体群動態の解明や，個体群の抑制要因に

ついての詳細な理解が必要である．そこで Ichihara

et al. (2011）は，静岡県内の水回転換コムギ圃場に

おいて，ネズミムギ種子散布後（コムギ収穫後）の

種子捕食率の季節消長を種子カード法により調査

し，散布後種子の捕食率を推定した．その結果，園

場内では散布後種子の 35～43%が，畦畔では 42%

が，捕食によって失われることが示された（表 1). 

種子捕食者は，圃場内部では昆虫類（コオロギ類，

ゴミムシ類），げっ歯類および鳥類，畦畔では主に

昆虫類（コオロギ類，ゴミムシ類）で、あった．本研

究より，日本の水回転換コムギ圃場においても，種

子捕食は雑草埋土種子の重要な減少要因の一つで

あることが証明された．

しかし本調査圃場では，種子捕食がネズミムギ個

体群を強く抑制するには至らないと考えられた

(Ichihara et al. 2011) .調査圃場におけるネズミムギ

種子散布後の埋土種子密度は 4000～5000m-2と極

めて高く（市原ら 2010），そのうち 40%程度が捕食

表l 水回転換コムギ圃場の内部と畦畔における外来雑草ネズミムギの散布
後種子捕食率（%）

種子捕食者
2006 2007 

箇場内部畦畔 圃場内部畦畔
昆虫類十げっ歯類＋鳥類 43 35 42 
昆虫類（コオロギ類＋ゴミムシ類） 34 13 33 

上段は昆虫類，げっ歯類および鳥類による種子捕食率，下段は昆虫類（コオ
ロギ類およびゴミムシ類）のみによる種子捕食率を示している．
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的防除への貢献度が高まると考えられた．

種子食昆虫の保全における

圃場周辺環境の重要性

市原：農地の種子食昆虫による雑草抑制機能

種子食昆虫による雑草種子の捕食は，農地の在来

生物が人聞にもたらす恵み（生態系サービス）のー

っと捉えることができる．この“種子捕食サービス”

を維持，強化するためには，農地の種子食見虫を保

全することが必要である圃場周辺部の畦畔等の草

地は，ゴミムシ類（香川｜ ら 2008，李ら 2008）やコ

オロギ類（Ichiharaet al. 2014a, 2015）の重要な生息

地であり，農地の種子食昆虫を支持するうえで重要

な役割を果たしている．そのため，農業地域におけ

る畦畔草地 ・休耕地の割合や，これらの形状，空間

的な配置は，圃場内の種子捕食に影響しうる アメ

リカ・ミシガン州のトウモロコシ回場では，農地の

景観構造によって園場内の種子捕食率が変動する

ことが示されている（Menalledet al. 2000）.日本の

水田地域においては，地域内の畦畔面積率が高いほ

ど，コオロギ類やゴミムシ類の密度が高い傾向があ

る（市原ら未発表）．このように，水田の種子食昆

虫の保全において畦畔は重要な役割を果た してい

ると考えられる そこで，畦畔等の水田周辺部を適

切に管理することにより ，水田の種子食昆虫による

雑草抑制機能がさらに高まる可能性がある．

水田畦畔の植生管理は，高強度の草刈りや非選択

性除草剤の利用が一般的である．しかし，種子食昆

されたと しても 2400～3000m・2と高密度で存在す

ることとなる 実際，調査翌年のネズミムギの発生

程度は，前年とほぼ同じであった．ネズミムギ個体

群の抑制のためには，さらに高い割合の種子が捕食

される必要があろう．この調査圃場は，圃場整備さ

れた大規模農業地域に位置しており，種子食昆虫の

重要な生息地となる畦畔面積が小さく ，種子食昆虫

の生息、には不適と考えられた（Ichiharaet al. 2011) 

圃場の環境条件や立地環境によっては，種子捕食率

が本研究結果よりもさらに高い可能性がある．この

点については次の4節で論じた．

さらに lchiharaet al. (2012）は，コオロギ類の密

度とネズミムギの出芽率の関係について調査した．

試験圃場内に波板区画（区画面積・ 2.25m2）を設置

し，各区画にネズミムギの種子を 1000粒播種した．

そして，エンマコオロギを異なる密度（0～8個体

/2.25 m・2）で2週間放飼した後，ネズミムギの出芽

率を調査した これらの調査を 2回行った．その結

果，エンマコオロギが存在しない場合のネズミムギ

の出芽率は 90.9～97.2%で、あったが，一方エンマコ

オロギが 2個体／2.25niの場合は 49.7～50.3%と出

芽率が半減した（図 7）.さらに， 8個体／2.25m2の

場合の出芽率は 0.5～2.5%と大きく低下した この

ように，エンマコオロギの密度が増加するにつれて，

ネズミムギの出芽率が低下することが明らかと

なった．したがって，農地のコオロギ類の個体群密

度が高まるほど，種子捕食が強化され，雑草の生物
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図7 (a）調査 l回目と（b)2回目における，エンマコオロギの密度とネズミムギの出芽率の関係
異符号聞には Tukeyの多重比較において 5%水準で有意差があることを示す
垂線は標準誤差を示す．
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虫は撹乱の少ない，植生に被覆された環境を好むと

考えられる．近年では，畦畔の草刈り高を通常より

もやや高めることで，斑点米カメムシ類の発生源と

なるイネ科雑草を抑制する新たな草刈り技術（高草

刈り）（稲垣ら 2012）や，雑草を枯死させずに生育

を抑制することで畦畔の裸地化を防ぐ抑草剤が開

発されている．これらの撹乱の少ない植生管理技術

が種子食昆虫に及ぼす影響を評価することにより，

種子食昆虫の保全にも有効な管理技術を見いだせ

る可能性がある．また，畦畔の省力的管理技術のー

っとして，カバーフ。ランツの植栽が注目されており，

雑草抑制や土壌侵食防止等の効果が期待されてい

る（角ら 2007，大谷ら 2007,JI！口ら 2012）.この

ような，カバーフ。ランツの植栽畦畔では，草刈りや

除草剤等の撹乱が少ないため，種子食昆虫が増加す

る可能性がある．そこでIchiharaet al. (2015）は，

畦畔のカバーフ。ランツが種子食昆虫の密度と雑草

種子捕食率に及ぼす影響を調査した．

調査は静岡県御殿場市内の水田（カバーブ。ランツ

展示圃場）において， 9月中旬に2回行った．この

水田畦畔では，カバープランツであるセンチピード

グラス （Eremochloαophiuroides(Munro) Hack.），ヒ

メイワダレソワ （Phylacanescens (Kunth) Greene), 

シパザクラ （Phloxsubulata L.）およびシパ （Zoysia

japonica Steud.）が植栽されている．これらのカバー

プランツの植栽畦畔とメヒシパ優占の雑草植生の

畦畔に，粘着トラップ（ごきぶりホイホイ，アース

製薬株式会社）と種子カード（ネズミムギ種子 50

粒を糊付けした布やすり）を設置し，種子食昆虫の

密度と種子捕食率を調査した．種子カードの周囲は，

金網（目開 2.6cm2）で囲み，上部をプラスチック

製のザル（目開 0.03cm2）で覆うことにより，鳥類

およびげっ歯類による種子捕食を防いだ．種子カー

ドの上部には自動撮影カメラを設置し，種子捕食者

を特定した．

水田畦畔において種子を捕食した昆虫は，コオロ

ギ類であることがカメラ画像より確認された．コオ

ロギ類の捕獲個体数は2回の調査ともに，ヒメイワ

ダレソワ，シパザクラおよびセンチピードグラス畦

畔［5.8～7.2個体（調査 l回目）および5.4～7.6個

体（調査 2回目）／トラップ／日］において，シパお

よび雑草畦畔［1.0～2.2個体（調査 l回目）および

2.2～3.2個体（調査2回目）／トラップ／日］よりも

多い傾向が認められた（図 8）.特にヒメイワダレソ

ウとシパザクラの畦畔では，種子捕食率についても

2回の調査ともに，他の畦畔よりも高い傾向が認め

られた（図的．本研究より，水田畦畔へのヒメイワ

ダレソウ，シパザクラおよびセンチピードグラスの

植栽はコオロギ類を増加させ，特にヒメイワダレソ

ウおよびシパザクラは種子捕食を安定的に強化し

うることが示された．さらに畦畔はコオロギ類の水

田内への重要な侵入源と考えられるため，畦畔への

これらのカバーブ9ランツの植栽は，水田内の雑草種

子捕食も強化しうる（Ichiharaet al. 2014a, 2015). 

5. 今後の研究の展望

農地生態系は，種子食昆虫による雑草種子捕食の

他にも，クモ類等の天敵による害虫捕食や，ハチ類

等の送粉者による作物授粉など，多様な生態系サー

ビスを提供することで，持続的な農業生産を支持し

ている（Kremenand Ostfeld et al. 2005, Isaacs et al. 

2009, Taki et al. 2010, Kobayashi et al. 2011, Takada 

et al. 2011). 今後は，単一の生態系サービスのみに

注目するだけでなく，複数のサービスを高める環境

条件や農地管理方法についても明らかにしていく

必要があるだろう．多様な生態系サービスを活用す

るためには，サービス聞のトレードオフや相乗効果

について理解する必要がある（Wrattenet al. 2012). 

例えば，農地において肉食性のクモ類が増加すると，

種子食昆虫が多く捕食され，雑草種子捕食に負の影

響を及ぼす可能性がある.Davis andRaghu (2010) 

は，アメリカ・イリノイ州のトウモロコシ圃場にお

いて，クモ類の増加が，種子食見虫による雑草種子

捕食を低下させることを示している．クモ類による

害虫捕食と，種子食昆虫による雑草種子捕食の両方

のサービスを高めるためには，これらの生物の共存

を促進する環境条件および管理条件を解明するこ

とが必要であろう．

近年では，農地生態系の劣化が国内外で深刻な問

題となっている．農地の生態系サービスの評価や利

用，生物間相互作用についての研究は，欧米諸国に

おいて進展しつつあるが，日本を含むアジア地域で

の取り組みはまだ始まったばかりである．農地生態

系のもたらすサービスを適正に評価し，これらの活

用および保全手法を考えていくことは，生態系を重

視した持続的農業の発展に必須であり，さらに農地
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