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イネに対するアカスジカスミカメの産卵

石本万寿広

新潟県農業総合研究所作物研究センター

Oviposition of Sorghum Plant Bug， Stenotus rubrovittatus (Matsumura) (Heteroptera: Miridae) on Rice Plants. Ma-

suhiro ISHIMOTO Niigata Agricultural Research Institute， Crop Research C巴nter;Nagakura 857， Nagaoka， Niigata 
940-0826， Japan. みm.J. Appl. Entomol. 200/. 55: 193-197 (2011) 

Abstract: To determine the possibility of Stenotus rubrovittatus nymphs occurring on rice plants， oviposition on rice 

ears was investigated. A pair of adults was released on a cag巴d巴arat thre巴ricestages: at heading， at 7 or 8 days and at 

14 days after heading， and left on the ear for 3 days. Eggs were laid in normal glumes and in “日akufu"(deadラ white

glumes)， but eggs in normal glumes were observed only at heading. On release of adults at heading， the percentage of 
oviposited ears was 50.0-58.3% and the average number of eggs laid in each ear was 8.7ー13.8.Very few hatchlings 

emerged from glumes at any of the stages. Th巴seresults suggest that nymph numbers in rice fields are low because few 
hatchlings em巴rg巴.
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アカスジカスミカメ Ster仰notlωiαsr印'1官tμlbか/1匂飢OωVl司ittαωtl附tωs(Ma拭ts叩umuωlr古a

(カメムシ呂:カスミカメムシ科) Iはま，斑点米を発生させ

るカメムシ類の l種である. 1980年代に岩手県，宮城県，

広島県で本種による斑点米被害が開題になり(高橋ら，

1985;林・中沢， 1988;田中ら. 1988).その後，全盟各地

で本種の発生が篠認されている(林. 1997). 北陣地域で

は2003年頃から急激な分布域の拡大が認められ，今後の

発生に最も警戒を要する種に位霞づけられている(渡、選・

樋口.2006). 

本種の発生予察技術や効率的なi削除対策を開発するに

は，水田内での成幼虫の発生動態の理解は不可欠で、ある.

斑点米カメムシ類の主要種で，本種と間じカスミカメムシ

科に属するアカヒゲホソミドリカスミカメ Trigonotylus

caelestialiulIl (Kirkaldy)は，幼虫加害による斑点米被害が

特に問題となる積であり(石本.2004).幼虫の密度低減

を自的とした薬剤妨除が斑点米発生抑制に有効で、あること

が示されていることから(石本・永瀬.2005). アカスジ

カスミカメにおいても，特にイネでの幼虫発生の有無とそ

の要因を明らかにすることは重要で、あると考えられる.し

かし，アカスジカスミカメでは，これまでに，水剖内で幼

虫が発生する場合と(林・中沢. 1988; ー守ら. 1991). 

発生しないあるいは極めて少ない場合(ー守ら， 1990: 永
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野ら， 1992; 中田， 2000)が報告され，このような差異が

生じる要因も明らかになっていない.また，水田内での幼

虫発生に水罰雑草のヒエ類(後藤ら， 2000)やイヌホタル

イScirpusjuncoidesRoxb. var. ohwianus T. Koyama (加進ら，

2009)が関与することが報告されている.このようなこと

から，水田でのアカスジカスミカメ幼虫の発生の有無とそ

れに関係する要罰については，詳綿にi検討する必要がある.

イネへの産卵に関して，アカヒゲホソミドリカスミカメ

では，イネ菰への放館試験により出穂後のイネの葉鞘や葉

舌に産卵することが示されているが(石本， 2008b)，アカ

スジカスミカメではイネの穎花内に産卵することが確認さ

れているのみであり(林， 1986)，その詳細は明らかになっ

ていない.イネにおける幼虫発育に関して，アカヒゲホソ

ミドリカスミカメでは，玄米上で発育可能であること(お

本・佐藤， 2006;.石本， 2008a)，イネの聴で発育可能で、あ

り，発育にはイネの登熟段階と割れ籾数が彰響することが

示されているが(石本， 2007)，アカスジカスミカメでは，

玄米が幼虫の好適な餌であることが室内飼育試験により明

らかにされているのみであり(お本， 2008a)，立毛のイネ

での試験事例はなく，イネでの発育の可否は明らかにされ

ていない

これらのことから，アカスジカスミカメについて，アカ

ヒゲホソミドリカスミカメの場合(石本， 2008b) とほぼ

間様の方法でイネ穂への放館試験を行い，アカスジカスミ
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U~ 1表 アカスジカスミカメ成虫放自己iイネ君主における頴花数とggJJI;J秘率，産卵数

発途程度別平均'f.ri1t数

if-次
犯!の登熟 供三式 正常穎花じ

主主卯枕!率 王子均J1fiJJI;J数 (::t::SE)f 
段階 a や~{数 b

白符d (%)' 

II III IV 

2008 出総iEI 12 47.1 18.8 6.1 3.3 75.3 

出棺i8日後 12 19.1 6.6 11.1 48.0 0.8 85.6 33.3 ~ n.s. 8.0土3.0 ~ n.s. (1.0) 
w税¥14日後 12 6.8 3.4 7.4 64.2 1.0 82.8 33.3 11.5土3.9) (2.0) 

2009 Wf~{ 日 12 33.0 11.3 10.6 16.4 1.5 72.8 8.7::t::2.6 (1.3) 

w穏 7EI後 11 6.7 4.7 1.4 57.7 3.1 73.6 。***

"U;f.iJ{ 14 EI i妥 12 2.0 1.0 0.8 76.3 1.8 81.9 。

"/i)(;虫放飼H寺の登熟段階，放縦!羽II¥lは 3日.
b放針tlWJllJJ終了時に雌が死亡していた秘は除外した.
'1 子突の発迷なし. II 子実の長さが穎花の i乏さの 112 以 I~. III 同 112-3/4，IV 同3/4以上.

d‘ 'は調査対象としなかったためデータがないことを示す
C 地点*， i立0.1%水準で有:0:差があること，‘n.s.'は5%水準で有志:援がないことを示す (x2検定).

f政卵が認められた秘の平均. ( )内は平均注OWfJl花数.n.S.は平均値|白lに有芯:差がないことを示す (Kruscal品lallis法， p>0.05). 

カメのイネへの産卵の可否と 産卵に影響を及ぼす要関に

ついて，その一端を明らかにするとともに，水田における

成幼虫の発生実態との関連性について検討した.

材料および方法

1. 供試 虫

試験は 2か年行ったが，いず

に新i潟潟県長隔干市!有Tのf作宇物j研凶究センタ一内のj組!唯a，草地で、越冬-波世代
の成虫を採集し，コムギ芽出しI'fjを館として 250C，16L8D 

の日長条件下で 2~3 世代飼育した系統を用いた.試験に

は羽化 7~9 日後の成虫を供した.

2. 産卵試験

(I)供試イネ

試験は 2008年と 2009年に行った.いずれの年次も，品

種「こしいぶきJを用いた.水田に稚苗を移植して(移植

日 2008i~ ， 5月9日 2009年， 5丹8日)栽i音し， ，=H 
穂前に水回から根間土壌とともに掘り上げた.このイネを

1/5，000 aワグネルポットに移し，試験に供試するまでビ

ニールハウス内に設置した水槽で管理した.イネの平均的

な出穂日は， 2008年は 7月28日， 2009年は 8月4臼で

あった.試験には， 2008年は出穂日，出穂 8日後， /:H聴
14日後， 2009年は出穂司，出穂 7日後，出穂 14日後の穂

を用いた.試験には処理ごとに同じ出穂日の穏を用いた.

(2)成虫放綿方法

石本 (2007) に従い，成虫放銅当 Bに 250C，16L8Dの

B長条件の室内にイネを持ち込み，所定の登熟段措の穂 l

本とそれに付随する止葉，次葉をナイロンゴース(長さ

53cm， I幅lOcm) で援い，次葉葉鞘部で袋を閉じた.この

中に，雌雄成虫 1対を放飼した.各処理は 12反復とした.

放飼 3日後に生死を調査して成虫を1;余去し，放飼 7日後に

放飼部分を切除して産卵数調査に供した.

(3)産卵数調査

2008年は放鋼部分を切除後に実体顕微鏡下で分解して

産卵数を調査した. 2009年は放館部分を穂自15と茎葉古15に

分離し，それぞれを水で湿らせたろ紙をしいた角形プラス

チックケース (22X14X3.6 cm) に入れ， 250C， 16L8Dの

日長条件下に静置したのちに 同じように産卵数を調査し

た.静置期間は，卵期間を考応、して 12~16 日間とした.頴

花は正常頴花と自存に区分し，さらに正常頴花については

子突の発達状況も調査し，子実の長さにより， 1 子実の

発達なし， II 穎花の長さの1/2以下， III 穎花の長さの

lI2 ~3/4 ， IV 穎花の長さの 3/4以上に区分した.

結 果

2008年に供試したイネ穂では正常穎花の他にわずかに

白梓が認められ，正常穎花では，登熟段階の進展に伴い，

子実の発達段階が進んだ穎花の数が増加した(第 l表).

卵は，出穂司，出穂 81ヨ後， lii詑114日後のいずれの登熟

段階の聴でも認められ，産卵穂率は 33.3~50.0%，産卵さ

れた穂の平均産卵数は 8.0~13.8個で，いずれも登熟段簡

による差異は認められなかった(産卵穂率:ど検定，王子

均産卵数Kruscal-Wallis法， p>0.05). 産卵音lif立はいずれ

も穎花内であり穂当たりの産卵穎花数は1.0~2.0 憾で

あった. 2009年は，出穂日の穂でのみ卵が認められた.

穎花区分ごとに産卵穎花数，産Ø1~数をみた場合， 2008年

は，正常穎花と自存で産卵が認められ，出穂日では発達段

階 Iの正常穎花がほとんどで 出穂 8日後，出穂 14日後

ではすべて自存であった(第 2表).登熟段踊別の穎花当
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アカスジカスミカメ銭。，~穏における穎花の種類別，玄米の発迷程度別の産卵数，幼虫数 a第 2表

正常穎花 c

言，.c1'3符d
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a第l表でggJij[iが認められた穂の合言"fu1L2008 1]"-はふ化卵数，幼虫数の調査はなし.
b成虫放自己ull寺のまま熟段階，放自己j期間は3日.

'1 子突の発達なし.II :子実の長さが穎花の長さの 112 以下 .III 同 112~3/4. IV 問3/4以上.
d ‘ー'は謝査対象としなかったためデータがないことを示す.
。[]内は穎花当たりの平均値.
f*刻志内で認められた幼虫数.

結果から，本積は出穂直後の若い穎花を好んで、産卵するこ

と，穎花当たりの産卵数は穎花内容積の大きいものに多く

産卵する傾向があり，イネで最も多いこと，イタリアンラ

イグラスでの観察では. 1本の花穂においても子房の充実

した穎花への産卵は避け 開花穎花に産卵が集中すること

を指摘している.本試験で出穂日放飼で、産卵が多かったこ

とや(第 i表)産卵された穎花は子実が未発達の正常穎花

と自存がほとんどで，穎花当たりの産卵数が相当数である

ことは(第 2表).これらの指摘を具体的に裏付けるもの

である.一方，出穂日放銅であっても産卵穂率は高くな

く，産期穎花数が少ないことからは，本種は若い穎花の中

でも特定の状態の穎花を選んで、産卵することが示唆される.

自存への産卵は今回初めて確認されたものであるが，この

度。I~ も 2 か年の試験のうち l 年で認められたのみで，自存

でも産卵にi醸したものは限られている可能性があり，また，

自存は低温に遭遇した場合に発生する特殊な穎花であり，

通常，その発生数は極めて少ないとみられる.本種の好適

な産卵植物としてはイタリアンライグラスが挙げられるが

(長浮.2007). イタリアンライグラスに輝雄 l対を放飼し

た奥谷ら (2009)の試験では，産卵ピーク時の l日当たり

産卵数の平均値土標準誤差が 16.0土0.7(n=25) であるこ

とから，産卵数の僧体間差は小さく，また，産卵個体重容も

高いと推定され，本種雌は好適な産卵植物では高い確率で

産卵し，産卵数も相当数になるとみなされる.これらのこ

とから，本種はイネの穎花に産卵するが，産卵に適した穎

花の数が全体に少なく，それが存在する期鶴も短いため，

イネは産卵植物としては好適ではないと考えられる.

頴花内に産下された卵のふ化と幼虫の頴花外への脱出の

有無を確認するため.2009年の産卵試験では，卵期間を経

たりの王子均産期数は 6.6~8.0 {闘であった.2009年は，出穂

日のみで蔵野lが認められたが 藤卵穎花は発達段階1とIII

の正常穎花と自存であり，発達段摘 Iの正常穎花への産卵

が多かった.これらの穎花では合計 61舗の卵が認められ，

そのうち 28偶のふ化卵があり 幼虫はいずれも穎花内で

認められた.

産卵試験に供したイネ穂では，正常穎花のほかにわずか

に自存が含まれていた.自存は，穎花がまだその穎に葉繰

素が生成される以前に発育を停止したもので，生育停止の

時期により大小があり，幼穂形成期から聴字み期の冷満に

より発生するとされる(西山. 1985)，今回のイネはこの

時期にi極端な低温に遭遇してはいなかったが，ほぼこの時

期に水田から掘り上げてワグネルポットに移して管理した

ものであり，掘り上げに伴う根の損傷などで一時的に生育

が抑制されたことで自存の発生が助長された可能性がある.

本試験では，羽化後 7~9 日の雌を用いたが，本種rt抵の産

卵数のピークは羽化後 8.2土0.3日(奥谷ら.2009).羽化

後9日(小形ら.2010)であることから，供試雌は十分な

産卵能力を持つ個体であったと考えられる.産卵調査では，

卵は正常穎花と自存の穎花内でのみ認められた.正常穎花

への産卵は出穂臼放飼において，自存への産卵は出聴Bと

出荷、 8日後. 14 B後の放飼において認められたが，いずれ

も産卵穂率は高くなく，産卵穎花数は少なかった(第 1表，

第 2 表).産卵穎花当たりの卵数は 6.6~8.0 {闘であり(第 2

表)，林(1986) で示されている 9.8個と概ね同じであっ

た.林(1986) は，イネやイタリアンライグラス，メヒシ

パ Digitariaciliaris (Retz.) KoeLなどを用いた産卵試験の

持
λ才、考
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過してから穎花を分解調査した.この調査において，穎花

内でふ化した幼虫はすべてが穎花内に留まっていた(第 2

表).本種の卵期間は， 250Cで 7.64日， 300Cで 5.07EIで

あり(林， 1991)，一方，イネ穎花はIJ自花時に関穎するが，

そのH剖勾は 1-2.5時間で，間穎後は再び聞くことはなく

(星JlI，1975)，また，内穎と外穎の鈎合は強く，内部から

抑し開けることが国難な構造とみられる.したがって，出

穂後まもなく穎花内に産卵されたとしてもふ化時にはすで

に問穎していて，内部でふ化した幼虫が穎花外に脱出する

ことは難しいと思われる.

水田におけるアカスジカスミカメの発生実態については

既に多くの報告がある.イネの登熟期に明11京な幼虫発生を

認めているのは，林・中沢 (1988)，一守ら (1991)，武田

ら (2008) であり，このうち武田ら (2008) は水田外から

の侵入ff母体であると推察している.この他の報告では，幼

虫の発生がないまたは極めて少ないとされ(一守ら， 1990ラ

永野ら， 1992; 中田， 2000)，現在，水田内での幼虫発生

は通常ほとんどないとみられている(i度治， 2009). 一方，

本種はイヌホタルイ，シズイ ScirpllsnIpponIclIs Makinoな

どのカヤツリグサ科の水田雑草の小穂への産卵，幼虫ふ化

が確認され(大友ら， 2005) イヌホタルイが発生してい

る水田では明瞭な幼虫発生が認められている(大友ら，

2005;加進， 2009;加進ら， 2009). また，ヒエ類が発生す

る水田においても幼虫が多発生し，ヒエ類に産卵する可能

性が示されている(後藤ら， 2000). 本試験の結果から，

通常のイネでは，産os数，産卵された頴花からの幼虫発生

数は少なく，水田内では幼虫が多発生することはなく，幼

虫が多発生する可能性があるのは，イヌホタルイやシズイ，

ヒエ類などの産卵に好適な植物が水田内に存在する場合の

みであると考えられる.幼虫の多発生には，さらに好適な

餌があることが必要であるが，これまで，玄米が幼虫の簡

として適していることが示されているのみで(石本， 2008a) ， 

立毛のイネやイヌホタルイ ヒエ類などでは餌としての適

否は明らかにされていない.今後，水田でのアカスジカス

ミカメ幼虫の発生要因をさらに明らかにするには，水田雑

草とイネにおける幼虫発育の有無と関連要国について検討

する必要がある.

摘 要

イネにおけるアカスジカスミカメ幼虫の発生の有然と関

連する要因を明らかにするため いくつかの登熟段階のイ

ネ穂に対する産卵試験を行った.出棺日，出穂7日後また

は 8日後，出穂 14日後の穂に対して，成虫 l対を 3日潤

放飼した.産卵は正常穎花と自存に認められたが，正常穎

花への産卵は出穂日放飼のみで認められた.出穂日放飼の

産卵穂率は 50.0-58.3% 産卵穂の平均産卵数は 8.7-13.8

1留であったが，穎花内でふ化した幼虫のほとんどは穎花外

に脱出で、きないとみられた.これらのことから，イネでは

産卵数，穎花から発生する幼虫数が少なく，水司での幼虫

発生は少ないと推祭された.
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