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アカスジカスミカメによる斑点米被害発生要因の解析

大友令史*・斎藤真理子*.岩舘康哉**

Analysis of Factors Affecting Occurrence of the Spotted Rice Caused 

by Stenotus rubrovIttatus (Matsumura) 

Reishi OHTOMO*，羽arikoSAITOH* and Yasuya IWADATE** 

これまで，アカスジカスミカメによる斑点米被害要因については割れ籾や雑草の影響など多くの研究が

なされてきたが，これらを体系づけて解析した事例はない 複数の要国を解析し頗列を付けることは，

アカスジカスミカメによる斑点米被害対策を講じる上で有効である.そこで斑点米の混入率のほ場開差の

要問と斑点米被害を妨止するための重要な要閣を明らかにする呂的で， 2003年から 2008年に岩手県病害

虫訪除所が調査をした延べ 297ほ場を対象に，これまでの知見を参考とし各ほ場の斑点米混入率を目的

変数，アカスジカスミカメの有無，割れ籾率，本国雑草の有無，畦畔雑草の有無，周辺雑草の有無，殺虫

剤によるカメムシ防除の有無の 6要因を説明変数として数量化 I類により解析した

その結果，影響が大きかったのは}I僚に本国内雑草の有無，カメムシの有無，割れ籾の有無であった 一

方，既存の対策として示されている陛畔管理，周辺の草地管理，殺虫剤による訪除の影響は低い結果とな

ったが，効果的かつ確実な防除のためには，斑点米被害の原因となりうる要因をどれだけ排除できるかが

重要であると考えられる.

Key words: case-control study， host plant， hull cracked rice， spotted rice， Stenotus rubrovittatus ， quan司

tification method I 

岩手県における斑点米カメムシ類の主要加害種である

アカスジカスミカメ Stenotusrubrovittatusは，北海道

南域を北限に九州、iまでほぼ日本全域に分布が確認されて

おり，今後最も警戒を要する鶴として重要視されている

(14). アカスジカスミカメによる斑点米被害の多発要国

及び助長要国については，これまでいくつかの研究がな

されてきた岩手県では 2005年に過去最大の斑点米被害

が発生した.この時は気象要因と柏まってアカスジカス

ミカメの発生量が極めて多かったことがその要因のーっ

とされた (4) 宮城県でも 2003年の斑点米被害の多発要

因はアカスジカスミカメの多発と後期加害が一因と考え

られている (7). このように加害種の多発は斑点米被害

の重要な要因となっていることはいうまでもない

斑点米被害の助長要因については，以前より部れ線の

程度 (2，9， 10)や本田雑草の存在によるアカスジカス

ミカメ密度の増加 (1，4， 8， 11， 13)が指摘されている

畦畔を含む周辺雑草の影響について，林 (2)は牧草地や

雑草地で発育したアカスジカスミカメが水田に飛来し

出穂後間もなしi花穏を吸汁加害するとしており，草地で

の訪除対策が必要で、あるとしている.

村l名JIIら(7)は斑点米による落等率には地域差があり，

これらは転作牧草地の割合や防除圧が影響していること

を指摘している.鈴木(13) は水間雑草や割れ籾の多少

により殺虫剤の防除効果に差があるとしている これら

は，アカスジカスミカメ密度や被害助長要因等は周辺環

境や管理の仕方によって地域間あるいはほ場開で大きく

呉なることを示唆する.

そこで斑点米の混入率のほ場開差の要因と斑点米被害

を防止するための重要な要因を明らかにする目的で，ほ

場毎のカメムシおよび斑点米発生状況等の調査結果とほ

場を所有している農家に対する開き取り調査結果を基

に，数量化 I類による解析を試みた.

材料および方法

解析には， 2003年から 2008年に岩手県病害虫防除所

が調査をしかっ農家への聞き取り調査により防除の有

ネ岩手県病害虫防除所 Iwate Plant Protection Office， Narita Kitakami， Iwate 024-0003， ]apan 

ネ率岩手県農業研究センター
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第 13受斑点米混入率変動要因に関する数量化 I類に用いたア

イテムとカテゴリ一区分

アイテム カテゴリー

2 

X1 本国内のカメムシの有無 いる (116) いない (181)

X2 街jれ殺の多少 多い (60) 少ない (237)

X3 本国雑草の有無 有る (42) 無い (255) 

X4 畦匝手雑草の有無 有る (212) 主正しミ (85) 

X5 周辺雑草の有無 手干る (87) 無い (210) 

X6 殺虫剤!坊除の有無 した (254) しない (43) 

Y 

( )は反応、値

無が確認できた延べ 297ほ場のデータを使用した

これらのデータについて，これまでの知見を参考とし

目的変数の各ほ場の斑点米混入率に対して， 6要因(アカ

スジカスミカメの有無，割れ籾率，本田雑草の有無，畦

畔雑草の有無，周辺雑草の有無，殺虫剤によるカメムシ

防除の有無)を説明変数として数量化 I類により解析し

た.解析に用いたアイテムおよび、カテゴリーは以下のよ

うに芭分しその反応値を第 1表に示した.

X1 (カメムシの有無): 9月の登熟後期に本田のすく

い取り調査 (20回振)を実施し，アカスジカスミカメム

シがすくい取られた場合を「いるJ.すくい取られなかっ

た場合を fいないjとした すくい取り調査は 2003年 9

月回目 -25日， 2004年 9月6日-25日， 2005年 9月9

日-14日， 2006年 9月8臼-15臼， 20昨年 9月 11臼~

14日， 2008年 9月9日-28日に行った

X2 (割れ糠の多少):収穫期に各ほ場畦11伴捺および中

央部から各 10-15穂ずつ，計 30穏を採取し脱穀後に各

ほ場 100粒について，肉眼観察により割れ籾の有無を観

察した割れ籾の多少は菅・斎藤 (6)に準じ，割れ籾率が

10%を超えた場合を「多いJ.10%以下の場合を「少ないj

とした.

X3 (本田雑草の有無):出穏期に各ほ;場で見取り調査

を行い，達観でイヌホタルイ，シズイ，ノピエがほ場内

に散見されたほ場は f有るJよく観察しないとこれらの

雑草が確認できなかった場合または全く確認できなかっ

た場合を f無い」とした

X4 (畦畔雑草の有無ド出穏 10日から 14臼前までに

畦i伴の除草をするように指導していることから，概ね 7

月下旬までに畦畔除草が行われている.そのため 8月上

旬の巡屈調査時に達観により畦畔でイネ科雑草の出穂が

見られた場合を「有るJ，見られなかった場合を「無いJ
とした.

X5 (周辺雑草の有無): 8月上旬の巡回諦査時に達観

により畦畔に隣接した草地等でイネ科雑草の出穂が見ら

れた場ー合を「有るJ.見られなかった場合を「無い」とした

第2表解析に用いた変数詞の内部相関行列

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

X1 1.0000 

X2 0.0269 1.0000 

X3 0.0514 -0.0117 1.0000 

X4 0.0122 -0.0403 0.0423 1.0000 

X5 0.0003 -0.0475 -0.0914 0.2308 1.0000 

X6 -0.0236 0.0640 0.0846 -0.0359 -0.0295 1.0000 

Y 0.3446 0.1900 0.2705 0.0450 0.0645 0.0430 1.0000 

第 3表斑点米混入率変動安閑に関する数蚤化 I類による計算

結果

アイテム レンジ

X 1 本国内のカメムシの有無 18.08 0.3472 

X2 割れ籾の多少 12.66 0.2084 

X3 本田幸ft主主の有無 20.33 0.2827 

X4 陛sI*雑主事の有無 0.98 0.0181 

X5 !議辺雑草の有無 5.59 0.1029 

X6 殺虫剤防除の有無 1.53 0.0225 

重相関係数は0.4762，寄与E容は22.68%

X6 (殺虫剤防徐の有無):農家に対するアンケート調

査により，カメムシを対象とした殺虫剤を使用した場合

を「したJ.使用しなかった場合を「しないjとした.殺

虫剤の種類や剤型は考慮しなかった

結果

数量化法では，一般的に解析に用いるアイテムが互い

に独立で、あることが望ましい 各アイテム開の内部相関

をキ食言すしたところ， X4とX5に弱い相関が認められた

が，総じてアイテム間の相関は低く，比較的独立性を保

っていると考えられた(第2表). 

また，説明変数とした 6アイテムを基にした数量化 I

類による解析の結果，重相関係数は 0.4762とやや低く

く，アカスジカスミカメ発生ほ場における斑点米混入率

変動の約 23%を説明できたにとどまった(第 3表) • 

また偏栢関係数が大きいアイテムで総じてレンジが大

きく，本田雑草の有無，カメムシの有無，割れ籾の多少

がアカスジカスミカメによる斑点米混入率に強く影響を

及ぼす結果となった

考察

斑点米混入率におけるレンジ、が高かったアイテムは，

本田雑草の有無，本国内のカメムシの有無，割れ籾の多

少である 加害種であるカメムシの密度が斑点米混入率

に強く影響を及ぼすのは極めて当然ことであろう.むし
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ろ，イネでの産卵選好性の低いアカスジカスミカメ (3)
が，本田で密度が高くなる理由を検討することが重要で

ある 菅ら (4)は，本田内に雑草があるほ場では雑草の

ないほ場と比較してアカスジカスミカメが多くすくいと

られることを報告している.加進ら (8)はイヌホタルイ

発生水田では稲の出穂前から成幼虫の発生が見られ，出

穂後には成幼虫の密度が高まるとともにこの発生水田

における斑点米発生率は除草した水田と比較して高くな

ったことを報告している 後藤ら(l)は，ヒエ類が多発

する水田で，イネの出穂前から多数のアカスジカスミカ

メの侵入がみられ，幼虫の発生も確認されており， ヒエ

類の密度が高いほど斑点米混入率も高くなる傾向がある

ことを，大友ら (ll)はアカスジカスミカメがイヌホタ

ルイやシズイに産卵することを報告しており，本部内に

これらの雑草があった場合には登熟後期の加害により斑

点米被害が助長される可能性があることを指摘してい

る.以上のことから本田雑草は，加害種であるアカスジ

カスミカメを本国に誘引し本国内の個体群密度増加の

大きな要国となっている可能性が板めて高い.今回の解

析では本田雑草とカメムシ密度との内部相関は低かった

ものの，その密度に影響した結果として斑点米混入率に

影響したと考えられる. また，以前より割れ籾の程度が

斑点米混入率に関与していることが指摘されている.林

(2)は割れ線の発生が斑点米を発生させる大きな要因で

ある可能性を指摘しており，古田 (9，10)は現地調査・

放餌試験ともに割れ籾の発生程度と斑点米被害は関連が

あるとしている.今回の解析結果はこれまでの罰知見と

一致しているものと考えられる.しかし現在のところ

割れ籾の軽減対策として現場で活用可能な技術はない.

l法畔雑草，腐辺雑草，殺虫剤防除の斑点米発生

への寄与率は低い結巣となった特に各県で一般的に指

されている畦畔雑草と周辺雑草管理はレンジがそれぞ

れ0.98%，5.59%と斑点米発生に与える影響は少なかっ

た.菅ら (5)は畦畔管理によりアカスジカスミカメの個

体群密度が低下し斑点米被害を抑制できた事例を報告

している.また， ;J、野ら(12) はアカスジカスミカメの

第 l世代の幼虫の発生盛期に牧草の草刈りをすることに

より斑点米被害を抑制できたことを報告している.この

ことは，畦畔管理および鹿辺の雑草管理が斑点米混入率

の低下に有効な手段であることを示し当アイテムが斑

点米混入率に対する影響が少ないことと合致しない.小

野ら(12) は刈り取りをしなかった牧草地に近接した水

田では少なくとも 100m離れた地点まで被害が及ぶと推

測していることから，畦畔が管理された場合でもその有

効範囲は浪定的であり，別の発生漉からのアカスジカス

ミカメの飛び込みがあることが推測できる.畦畔にイネ

科雑草がある場合，そこは本田に最も近接したカメムシ

の発生源となり得るが，畦罰干のアカスジカスミカメが水

田に飛び込むか杏かはまた，別途検討が必要で=あろう.

いずれにせよ発生源、における密度抑制は斑点米被害のリ

スクを低減するためには有効な防除対策と考えられる.

今後，畦畔管理のより効果的な時期や方法を検討する必

要があるが，そのためには，アカスジカスミカメの動態

に係る詳細な調査が望まれるー

今回の解析では，殺虫剤による防徐の影響も小さかっ

た林 (2)は飛来成虫が次々と本国に侵入するため完全

に間除することは困難であること，イネの頴花内に産卵

が行われる場合，幼虫の発生は避けがたいことを述べて

いる.大友ら (ll)は，本田雑草の頴の源開に産み付け

られた卵は薬剤の影響を受けにくいであろうとしてい

る鈴木(13)は水間雑草多発生，割れ籾多発生では 2回

散布でも防4 除効果は劣ったとしている. したがって，今

回調べた上位 3つのアイテム(カメムシの有無，割れ線

率，本由来f~草の有無)の寄与率が非常に高い場合には，

たとえ薬剤防徐を実施したとしても，実施後の査熟後期

加害により斑点米被筈が大きくなる可能性がある

次に，本結果をもとに斑点米被害対策について考察す

る.今回の解析で用いた説明変数は斑点71と混入率に関与

すると考えられる要国として既に報告されているものを

用いたこれらの要国防での序列が示されたことは斑点

米被害の発生様相を推測し今後の訪除対策を構築する

上で有効であると考えられる.斑点米発生に影響の大き

かった本田雑草は水田畦11浮や周辺の草地からのアカスジ

カスミカメの成虫の飛び込みを誘引し本田内における

アカスジカスミカメの発生源となる. また，水田畦罰半や

毘辺雑草はアカスジカスミカメの発生源であり増殖初、と

なりうる いずれも完全な対策を取ることが現実的には

困難であるが，カメムシの発生源の密度を抑制し本国へ

の飛び込みを少しでも抑えるための耕種的対策を行うこ

とが重要であろう 上述したように本種は繰り返し本田

に侵入する (2)ため，薬剤のみの防l徐では限界があるー

そのため，カメムシの発生にあわせて薬剤防除を行うの

は臨難なので，斑点米になりやすいイネの生育ステージ

にあわせた防i設が有効であろう

今回の解析には 6つの要国を説明変数として用いた

が，これ以外の助長要関等についても今後検討の必要が

あると考えられる.そのためには上記要因のより詳細な

解析とアカスジカスミカメの飛鵡や移動に関する生態調

査も必要であろう.
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