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幼虫密度と飼料イネの乾燥重量および栄養価

石 崎 摩 美 I,*・松山裕城 2• 佐藤名月 2,t

農業・食品産業技術総合研究機構中央農業研究センター

2山形大学農学部

Effects of Changes in Density of Rice Skipper Parnara guttata guttata (Lepidoptera: Hesperiidae) Larvae on the 

Quantity and Quality of Late-Transplanted Forage Rice Crops. Marni IsHIZAKI,1'* Hiroki MATSUYAMA2 and Natsuki 

SAT02'tt I Central Region Agricultural Research Center, NARO; 2-1-18 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305-8666, 

Japan. 2Faculty of Agriculture, Yamagata University; 1-23, Wakaba, Tsuruoka, Yamagata 997-8555, Japan. Jpn. J. 

Appl. Entomol. Zoo!. 61: 167ー 173(2017) 

Abstract: We investigated the effects of changes in the density of rice skipper Parnara guttata guttata Bremer et 

Grey larvae in paddy fields on the damage caused during the cultivation of forage rice for whole-crop silage. Young 

instar larvae were released in mesh cages on late-transplanted rice plants. The larvae were reared in the cages until 

the pupal stage. After removal of the insects, rice plants at the yellow ripening stage were harvested and dried, and the 

number of panicles and dry weight of panicles and straw were measured. The total digestible nutrients content of the 

rice plants was also estimated. Dry matter weight decreased with increasing larval density on the rice plants, whereas 

total digestible nutrients content did not decrease significantly. Thus, P. guttata guttata may cause quantitative damage 
to forage rice, but the qualitative damage it causes is relatively small. 

Key words: Control threshold; feeding damage; forage rice; rice skipper butterfly; whole-crop silage 

緒 言

イチモンジセセリ Parnaraguttata guttata Bremer et Grey 

の幼虫はイネ Oかzasativa L. の葉を食害する害虫のひとつ

として知られており，幼虫が圃場に甚発生した年には葉の

大部分が食害されてイネの成育や収量に大きな被害を与え

ることがある．近年栽培が増加している稲発酵粗飼料用イ

ネ（以下飼料イネ）は，茎菓も含めた地上部全体を家畜の

餌として利用するため，本種多発時は葉の食害が問題とな

りやすい．また，飼料イネ栽培では食用イネとは異なる茎

莱多収型の品種を用いる場合もあり，収量向上のために食

用イネよりも施肥窒素慨を増やすことが，稲発酵粗飼料生

産・給与技術マニュアル（日本草地畜産種子協会， 2012)

などにおいて推奨されている．また，東北以南で取り組ま

れている飼料イネと飼料用ムギ類の二毛作体系では，飼

料イネが晩植栽培される（農業・食品産業技術総合研究機

構 2013). 多肥や晩植などの栽培条件は，本種の発生を

増加させると考えられており（江村・村上， 1989;千本木

ら， 2002), 飼料イネ圃場での幼虫発生状況は食用イネ圃

場とは異なっていると考えられる．

イチモンジセセリの発生生態については青木 (1981)や

城所 (1992)などにまとめられている．イチモンジセセリ

は幼虫で越冬した後，初夏に羽化した越冬世代成虫がイネ

科雑草や早植えのイネの葉に産卵する．水田で孵化した

第 1世代幼虫はイネの葉を摂食して蛹まで生育する．羽化

した成虫は，水田内のイネの薬に産卵し，これが第 2世代

幼虫となる．水田で特に問題となりやすいのは，第 1世

代幼虫よりも個体数をさらに増加させた第 2世代幼虫で，

関東では 7月下旬から 8月中旬にかけて第 2世代幼虫が

発生してイネに被害をもたらす（江村・村上， 1986;西宮，

2009). 幼虫はイネの菓を畳んだり何枚か綴り合わせたり

したツトと呼ばれる巣のようなものを作り，日中はツトの
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中にひそんでいるため，俗にイネツトムシとも呼ばれる．

本種の防除適期は若齢～中齢幼虫の時期とされていること

から（増田ら， 1999;西宮， 2009), 第 1世代成虫の発生を

モニタリングするトラップや，有効積算温度を用いて第

2世代幼虫発生時期を予測する方法が開発されている（江

村・内藤，1988;高橋・千本木， 1993;千本木ら， 2002;大

場ら， 2005;柴田ら， 2006). これらの手法から防除時期に

ついては決めることができる． 一方，圃場での幼虫発生密

度と被害量の関係に基づく防除要否の判断基準について

は，食用イネ栽培ではいくつかの研究例があるが（吉沢，

1996; 増田ら， 1999;千本木ら，2002), 飼料イネ栽培にお

いて収量低下が生じる幼虫発生密度は明らかになっていな

い．また，本種幼虫が甚発生した飼料イネをホールクロッ

プサイレージにして飼料特性を調べたところ，食害された

イネのサイレージは消化率と栄養価が劣っていたという例

もある（松山ら， 2013).

そこで， 二毛作体系を想定した晩植飼料イネ栽培におい

て，幼虫密度と量的被害 （地上部の乾物重）の関係および，

幼虫密度と質的被害（飼料としての栄養価）の関係という

2つの観点から被害解析を行った関東地域における飼料

イネと飼料用オオムギ Hordeumvulgare L. との二毛作体系

では，飼料用オオムギの収穫は 5月頃となり，飼料イネの

移植は 6月に実施できる（農業・食品産業技術総合研究機

構， 2013;石川 ら， 2013;山口 ら， 2014). そのため本研究

では 6月中旬に晩植された飼料イネを用いて試験を行っ

た．

本文に人るに先立ち，圃場試験に用いる多数の枠や網を

製作して項いた中央農業研究センターの白石典子氏，つく

ば技術支援センターの野口卓志氏，また，圃場試験へのご

協力や本稿へのご助言を項いた，中央農業研究センターの

草佳那子氏， 山口弘道氏，農研機構本部の石川哲也氏に厚

く御礼申し上げる．

材料および方法

1. 供試虫

イチモンジセセリ幼虫は， 2012年 8-9月に中央農業総

合研究センター （現在，中央農業研究センター）谷和原水

田圃場（茨城県つくばみらい市）で採集した蛹から累代飼

育したものを供試した幼虫• 成虫ともウンカ—ヨコバイ

用飼育ケージ（幅 30cmX奥行 25cmX高さ 27cm) を用い

て飼育した幼虫には餌として十分な量のイネ（品種：コ

シヒカリ）の芽出し苗を与えた成虫には 10%ハチ ミツ水

溶液を餌として与え，産卵基質としてイネの芽出し苗（幼

虫の餌用と同じ）をケージに入れた産卵されたイネ苗は

適宜回収し，幼虫飼育用ケージヘ移した飼育の温度，日

長条件は 25℃,16L: 8Dであった

2. 放飼試験

試験は中央農業総合研究センター水田圃場で行われた．

圃場 2筆（面積はそれぞれ 0.35a)に，飼料イネ品種「ホシ

アオバ」を 2013年 6月 13日に稚苗で移植した苗は 3本

植えで， l株あたり 30cmX30cmの密度で植えた．ホシア

オバ栽培における 一般的な窒素施肥量は 10g/面程度（中

司ら， 2007;山口ら，2014)であるので，本試験の窒素施

肥量は 10.5g/m2を一発肥料による全量基肥として施用し

た 7月4日に， 鉄パイプで直方体の辺の形に組んだ枠

(60cmX60cmX高さ 150cm)を24個 (I圃場あたり 12個），

各枠にイネ 4株ずつ入るよう設置し，寒冷紗（目合い 1.2mm)

で作られた覆いをかぶせて固定した (Fig.1). その後，イ

チモンジセセリ幼虫を捕食する生物およびイネの薬を食べ

る可能性のある生物を網枠内から除去した除去は 7月

16-18日に，午前中，午後，夕方と時間を変えて複数回

行った．除去された主な生物はクモ類，ニホンアマガエル

Hyla japonica Guntherの幼体および幼生であった．

7月 19日にイチモンジセセリ 2齢および 3齢幼虫を網

枠内の稲株に放飼した長さ 80cmの細棒の先にプラス

チックカップ（内径 3.5cm, 深さ 2cm)をテープで固定し，

カップの中に放飼幼虫を入れて蓋をしたイネの株元近く

の地面に棒を挿してカップが葉に触れるように固定してか

らカップの蓋を静かに開け，そのままー昼夜放置して幼虫

が自分でイネの薬に移れるようにした放飼虫密度は， 0,

4, 8, 12頭／株で，各頭区 6反復であった 2つの圃場をそ

れぞれ 3等分した中に含まれる 4つの網枠に，4種類の放

飼虫密度を無作為に配置した．従って，各圃場には 0,4, 8, 

12頭／株区が 3組ずつ設置された放飼 した幼虫の生存確

認には幼虫が作ったツ トを破いて中を観察する必要がある

ため，幼虫の行動への影響を考慮し，途中での生存数確認

や死亡した場合の追加放飼は行わなかった放飼虫は蛹化

Fig. I. Mesh cage over rice hills. A steel frame was placed over 

four rice hills and covered with a mesh cloth 
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後に全て網枠内から回収して個体数を数えた．網枠は，そ

の後野外で増加したイナゴ類などからの食害を防ぐため

に，そのままイネ黄熟期まで撤去しなかった．

3. 乾物重

イネが黄熟期に到達した 9月26日（出穂後 36日）に，

網枠内の 4株全てを地際刈りし，穂数を数えた後，穂と茎

葉に切り分けて 80℃条件下で 4日間乾燥し，乾物重を測

定した．

4. 可消化養分総量

飼料イネの飼料価値の指標として，牛に給与した場合の

可消化養分総量 (Totaldigestible nutrients : TDN)を求めた．

乾物重測定後の穂と茎薬をそれぞれ 1mmの飾が通るまで粉

砕したものを試料とし，飼料分析甚準（飼料分析甚準研究

会， 2004)に従って粗タンパク質 (Crudeprotein : CP) , 粗脂

肪， 中性デタージェント繊維， 中性デタージェント不溶

CP, 酸性デタージェント不溶 CP, 酸性デタージェントリ

グニンおよび粗灰分の含有率を分析した．穂と茎莱の各成

分の含有率を NutrientRequirements of Dairy Cattle (National 

Research Council, 2001)に記載の TDN推定式に代入して，

それぞれの TDN含量を求めたなお， TDN推定に用いた

サンプル数は，穂の各区および茎葉の 0,8頭／株区は 6反

復であったが，茎葉の 4および 12頭／株区の TDN推定に

ついては欠測値があり 5反復であった．

5. 統計解析

各幼虫密度区の穂数，穂乾物重，茎葉乾物甫の解析には

分散分析を実施し，有意であった場合には事後検定とし

てTukeyのHSD検定を行った． 各幼虫密度区の TDN含

量(%),および放飼虫の蛹までの生存率（％）については，

逆正弦変換した後分散分析を行い，有意であった場合には

事後検定として TukeyのHSD検定を行った．放飼幼虫密

度および回収蛹密度に対するイネ全体の乾物重の関係を

調べるために直線回帰を行った統計解析には JMP8.0.1 

(SAS Institute Japan Inc.)を使用した

結 果

黄熟期の穂数は，株あたり放飼幼虫数間で有意な差は

みられなかった (Table1 ; 穂数： df=3, MS=l.27; 誤差：

df=20, MS=2.92; F=0.43, p>0.05). イネ地上部全体（茎

葉＋穂）の乾物重は放飼幼虫数間で有意に異なり（乾物

重： df=3, MS=806.46 ; 誤差： df=20, MS=113.66; F= 

7.10, p<0.01), 8頭区と 12頭区では 0頭区に比べて有意

に乾物重が減少した (Table2左）．茎薬と穂に分けてそれ

ぞれ検定を行った場合，穂の乾物順は放飼幼虫数間で有意

な差はみられなかったが（穂乾物重： df=3, MS=132.77; 

誤差： df=20, MS=99.42; F=l.34, p>0.05), 幼虫密度が

高まるに従って平均値が減少した (Table2中）． 茎薬乾

物重は放飼幼虫数間で有意に異なり（茎薬乾物甫： df=3, 

MS=293.66; 誤差： df=20, MS=49.04; F=S.99,p<O.OI), 

8頭区と 12頭区では 0頭区より有意に乾物重が滅少した

(Table 2右）．

放飼幼虫密度とイネ地上部全体の乾物重（茎薬＋穂）の

関係を検討した結果，幼虫密度 0頭／株と比べて乾物重が

5%, 10%, 20%減少する幼虫密度は， それぞれ 3.01,6.02, 

12.03頭／株となった (Fig.2). 蛹まで到達した個体数密度

とイネ乾物重の関係を検討した結果， イネ地上部全体の

乾物重が 5%,10%, 20%減少する蛹密度は，それぞれ 2.37,

4.74, 9.48頭／株となった (Fig.3). 

穂および茎菓に含まれる TDN含量の推定値は，平均値

でみると 0頭区で最も高かったが，幼虫密度が増加しても

ほとんど減少しなかった．分散分析の結果，穂および茎

葉ともに幼虫密度に対する TDN含量の値には有意な差が

なかった (Table3 ; 穂 TDN: df=3, MS=0.00035 ; 誤差：

df=20, MS=0.0011; F=0.32, p>0.05 ; 茎葉 TDN:df=3, 

MS=0.00065 ; 誤差： df=18, MS=0.00039; F=l.65,p>0.05). 

Table I. Number of panicles (mean土SEM)and density of re-
leased larvae 

Larval density (per rice hill) Number ofpanicles (per rice hill) 

0

4

8

2

 
ー

22.17士0.73

21.25士0.80

21.29士0.72

21.21士0.50

No significant difference was found among means by ANOVA 
(p>0.05). 

Table 2. Dry weight of rice plants (means土SEM)and density of released larvae 

Larval density Dry weight of rice plants (panicles +straw) Dry weight of p.. aヽnbicles Dry weight of straw 
(per rice hill) (g/rice hill) a (g/rice hill) (g/rice hill) a 

゜
133.52士4.71a 48.91土4.73 84.61土3.34a 

4 119.75土4.89ab 44.62土3.91 75.14土2.88ab 

8 111.33土2.87b 39.44土4.46 71.89士2.54b 

12 107.29土4.63b 38.98土2.94 68.31士2.61b 

• Same letters in each column represent no significant difference among means by Tukey's HSD test (p>0.05). 
b No significant difference was found among means in a column by ANOVA (p>0.05). 
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160 Table 3. Nutritive value ofrice plants (means土SEM)
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Larval density 
(per rice hill) 

TDNa of panicles 
(%)b 

TDN of straw 
(%)b 

゜

0

4

8

2

 
ー

83.2土0.69

82.3士1.40

81.8士1.19

82.8士0.81

46.1土0.63

44.9土1.01

43.6土0.92

44.6土0.76

y= -2.1781x+ 131.04 
R'= 0.4853 

a Total digestible nutrients (% of dry matter) . 
b 
No significant difference was found among means of arcsine trans-

formed data in each column by ANOV A (p > 0.05) . 

Table 4. Survival rates of released larvae 

0 2 4 6 8 10 12 

No. of released larvae / rice hill 

14 

Density of released larvae 
(per rice hill) 4

 
8
 

12 

Fig. 2. Relationship between density of released larvae and dry 

weight of whole rice plant. Whole rice plants (leaves and 
stems with panicles) were harvested at the yellow ripening 

stage. 
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14 

Fig. 3. Relationship between density of collected pupae and dry 

weight of whole rice plant. Whole rice plants (leaves and 

stems with panicles) were harvested at the yellow ripening 

stage. 

放飼幼虫数に対する回収蛹数の割合は，平均 81.7%で，

分散分析の結果，回収蛹数の割合は放飼幼虫数間で有意に

異なり（回収蛹数： df=2, MS=0.031 ; 誤差： df=15, MS= 

0.0063; F=4.9l, p<0.05), 放飼幼虫密度が 8頭／株では，

4頭／株に比べて蛹到達割合が減少した (Table4). 

晩植飼料イネ品種「ホシアオバ」で幼虫密度とイネ乾物

重の関係を調べた本研究の結果では，幼虫密度の増加とと

No. of collected pupae/ 

No. ofreleased larvae 
87.5% a 78.1% b 79.5% ab 

Same letters represent no significant difference among means of 

arcsine-transformed data by Tukey's HSD test (p>0.05). 

もに茎葉乾物重の減少がみられた (Table2). 穂については，

有意差はないが幼虫密度増加とともに穂乾物菫が減少する

傾向がみられた (Table2). イネ地上部全体では， 8頭／株

を放飼した区では無放飼区に比べて平均値で 16.6%,12頭I

株を放飼した区では 19.6%乾物重が減少した これらの

ことから，飼料イネをホールクロップサイレージとして利

用する場合において， l株あたり 10数頭以上となるような

甚発生時には収量への影響が生じると考えられる．食用の

イネ栽培では，イチモンジセセリ幼虫密度と被害量の関係

を調べた事例が複数ある．千本木ら (2002)は，圃場にお

ける幼虫放飼試験を行い，減収率 5%となる 8月上旬のツ

トの密度は 0.4個／株という結果を得ている． また，吉沢

(1996)は，圃場に発生した幼虫数と収量を調査し， 5%収

量減となる幼虫・蛹密度は，出穂期直前の 8月中下旬で0.5

頭／株と報告している．直播栽培では，増田ら (1999)が，

「キヌヒカリ」において若齢幼虫 4.4頭/m2で 5%滅収する

と計算している．本研究では，飼料イネの乾物重が 5%滅

収する幼虫密度は約 3頭／株，蛹密度で約 2.4頭／株であり，

食用イネと比べて飼料イネではイチモンジセセリによる収

量減少が起こりにくいといえる．

本研究では放飼幼虫の生死を途中で確認しなかったた

め，途中で死亡した場合の追加放飼は行わなかったその

ため，蛹まで生存した割合が乾物重に影響する可能性も

ある． しかし，回収蛹密度と乾物重の関係 (Fig.3)におい

て，一つの放飼密度区の中で，蛹密度が多くなるにつれて

乾物重が減少する傾向はみられなかった本研究における

幼虫の死亡時期は不明だが，各個体の死亡時期が若齢か蛹

化直前かで食害量が大きく異なるため，死亡時期の異なる
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個体が混在していた可能性がある．

飼料イネの飼料価値の指標として TDN含量を測定した

結果，幼虫密度が 12頭／株まで増加しても TDN含量の変

化は少なかった (Table3). 本研究からは，幼虫の甚発生

による量的被害は起こりうるものの，質的被害は起こりに

くいと考えられた松山ら (2013)は，イチモンジセセリ

幼虫に食害された飼料イネから作られたホールクロップサ

イレージの化学成分や栄養価，ウシ Bostaurus L. に給与し

た場合の消化率などを調査した結果，これらの値は通常の

ものよりも大きく低下していたと報告している． さらに，

穂の乾物甫が通常の栽培成績より著しく少なかったと報告

している（松山ら， 2013). この事例では， イネの菓身の

多くが食害されることにより，薬での同化産物の生産や子

実部への転流が減少し，穂の乾物重や栄養価の減少へつな

がったと考えられている．本研究では， 12頭／株放飼区で

あっても菓が無くなるほどの食害は観察されず，そのため

穂への同化産物供給は維持され，穂の乾物重や TDN含量

への影響も少なかったと考えられる．松山ら (2013)の事

例における幼虫発生密度は不明であるが，幼虫発生量が本

研究よりさらに多く，穂への同化産物供給が妨げられるよ

うな場合には質的被害が起こる可能性もある．本研究で用

いた飼料イネについても， TDN以外の化学成分の変化に

ついての詳細な解析が必要である． また，松山ら (2013)

および本研究の結果のいずれにおいても，穂数の減少がみ

られなかったことから，本種の食害によるイネの分げつや

出穂への影響は少ないと推察される．

本研究では，捕食性天敵を排除して寒冷紗をかけた枠の

中で試験を行ったが，実際の圃場では天敵の存在により幼

虫期間の死亡率がより高くなるため，見積もられた被害量

は過大評価である可能性がある．いくつかの報告で，イチ

モンジセセリ第 2世代の野外水田での生存曲線や生命表が

調べられている (Nakasuji,1982; Matsumura, 1992). それ

らによると，第 2世代では，卵期と老齢幼虫期～蛹の寄生

性天敵による死亡，卵から孵化した幼虫のイネヘの定着

失敗が主要な死亡要因として挙げられており，孵化幼虫

が老齢幼虫に達するまでの間に捕食により死亡する可能

性は他の要因と比較すれば低いといえる． しかしながら，

Matsumura (1992)やNakasuji(1982)の表によれば第 2世

代の 2齢幼虫が蛹まで生存する割合は，高い例でも 50%

以下である．本研究における放飼幼虫 (2-3齢）が蛹まで

生存する割合は 80%前後であったが (Table4), もし網が

なく天敵などの影響にさらされた場合には生存率はより低

くなると推察される．従って，本研究の結果は，幼虫数に

対する潜在的なイネ被害量を示していると考えられる．

放飼幼虫密度 8頭／株と 12頭／株区では蛹回収率が 80%

未満であり， 8頭区では 4頭区と比べ有意に蛹回収率が減

少した 12頭区では有意な滅少ではなかったため限定的

ではあるが，幼虫密度が蛹到達率に影響する可能性があ

る．放飼密度が高く餌が不足すると幼虫の生存率が低下す

ると考えられるが，本研究では茎莱が皆無になるような食

害は観察されなかったもし，幼虫の餌として好適な葉が

イネ全体の莱のうち一部に限られる場合は，幼虫密度の増

加により餌環境は悪化するが茎葉乾物重への影響は少ない

可能性が考えられる． しかしながら Nakasuji(1982)の試

験では，孵化幼虫を異なる密度でイネ株に接種し，生存率

に対する密度効果を調べた結果， 8頭／株でイネの薬がほと

んど摂食されて無くなったが生存率への影響はなかったと

述べている．幼虫密度が生存率へ与える影響については今

後の課題である．

若齢幼虫は 3-4mmと小さく，若齢幼虫が作るツトも

葉先をわずかに畳んだものが多く小さいため，圃場での若

齢幼虫をもれなく数えるのは一般的には困難であると思わ

れる． しかし，農薬散布による本種の防除においては，老

齢幼虫主体の時期の散布では防除効果が劣ることから（高

橋•千本木， 1993; 柴田ら， 2006), 一般に防除要否の判断

は若齢幼虫発生時期までに行う必要がある．本研究の結果

から，飼料イネでは食用イネよりも要防除密度は高いと判

断でき，場合によっては徹底防除ではなく幼虫密度を半減

させる程度の防除でも被害許容水準以下に収まると考えら

れるため，幼虫が作るツトを容易に数えられる中齢 (3-4

齢）幼虫が主体の時期に幼虫密度を調査するほうが，より

簡便で正確な発生量の把握と防除要否の判断が出来る可能

性もある．飼料イネにおける現実的かつ適切な調査方法と

防除判断については今後検討が必要である．

本研究では，稲発酵粗飼料用の飼料イネと飼料用ムギ類

などを組み合わせた二毛作体系を想定して，「ホシアオバ」

の晩植栽培を行ったこのような栽培体系では，本研究で

用いたような茎薬が多く栽培期間の短い品種が適している

が，より茎薬型で葉のボリュームが多いものや栽培期間が

異なるものなど，特性が異なる様々な品種が開発，利用さ

れている．そのような品種では同じ幼虫密度でも被害程度

は異なる可能性がある．また本研究では移植栽培を行った

が，直播栽培などでも本種の発生が問題になりやすいと考

えられている（平井， 1995;増田ら， 1999;高橋ら， 2003).

そのため，本種の要防除密度については，特性の異なる品

種や栽培方法など複数の条件下で検討する必要がある．

摘 要

稲発酵粗飼料用の飼料イネ栽培では茎葉も含む植物体全

体を利用するため，イチモンジセセリ幼虫などの食葉性害

虫が問題となる．そこで晩植の稲発酵粗飼料用品種におけ

る要防除密度の参考とするために幼虫放飼試験を行い，幼

虫密度とイネ乾物重との関係を調査した網で覆った枠内

で栽培した飼料イネ品種「ホシアオバ」に，株あたりの密
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度を変えて若齢幼虫を放し，蛹化まで網の中で飼育した．

その後，黄熟期に地際で刈り取り，乾物重および可消化養

分総量を測定したその結果，穂・茎薬の乾物重は幼虫密

度増加に従って直線的に滅少し， 5%減収となる幼虫密度

は約 3頭／株と計算された．一方，穂および茎薬中の可消

化養分総量は幼虫密度が増加しても有意な減少はみられな

かった．従って，飼料イネ栽培では幼虫による量的被害は

起こりうるが，質的被害は起こりにくいと考えられる．
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