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IV.不 適 な食草 に対す る幼虫の耐性は相によつて違 うか1
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1. は じ め に

アワヨ トウLeucania unipuncta HAWORTHの 幼 虫は

通常 ホモノ科の草本類を食べ るが,大 発生 の ときにはそ

れ 以外の さまざ まの植物 をも加害す る ことが 知 られ てい

る。 この よ うな現象は,従 来一般 に好適食草 の不 足に よ

っ てもた らされ る幼虫の飢餓 のため として簡単に片づけ

られ てい る(た とえばBRUES, 1946; DETHIER, 1954).

もち ろんその とお りと思われ るが,更 に掘 り下 げて考 え

ると,高 密度条件下で生育 しつつ ある幼 虫には不適 食草

に対す る耐性の増加 とい った生理的適応が み られ るので

はあ るまいか,と い う疑問 も出て くる。

すで に報告 した よ うに,ア ワ ヨ トウには著 しい密度依

存 的変異 いわ ゆる相変異-が 見 られ る(巌,1956, 

1958, 1959b)。 この変異 は密度条件 の幅 広い変動 に対 す

る適応的な多型現象であ ろ うと考 え られ るが(巌,1959

a),も しこの考 えが正 しい とすれば,食 物耐性(food 

torelance)の 範囲が 低 密度型幼虫 と高密度型幼 虫 とで

違 うとい う可能性 も考 えられ るわ けである。

この ような観点か ら,5令 まで正常 の食草 で飼育 され

て きた高密度型(黒 色)幼 虫 と低密度型(淡 色)幼 虫に

終 令期間中数種のあ ま り好適で ない と思われ る食草 を与

え,死 亡率,よ う(蛹)化 まで の 日数,体 重 な どを調べ

て,相 による食物耐性の差の有無 を検討 してみ た。以下

その結果 について報告す る。

なお,種 々ご指導下 さった 内田俊郎教授 はじめ研究室

の かたがた に厚 くお礼申 し上げ る。

2. 材 料 と 方 法

実験は1958年10月 か ら12月 にか けて2回 行 なっ

た。用 いた アワヨ トウは1958年8月 京都大学 内の トウ

モ ロコシ畑で採集 し,以 後28℃ の採光恒温室 で飼育 し

た幼虫の子孫であ る。

実験I 飼育密度を1シ ャーレあた り1, 10お よび20

頭 として トウモロコシの葉で飼育 した幼 虫を,5令 眠 に

すべ て1シ ャー レあた り1頭 ずつ に分離 し,そ れぞれ ト

ウモ ロコシ,サ サ,イ ノコヅチを与 えた。実験個体数は

各15頭 であ る。

実験II ふ化 よ りイ ヌムギで飼育 した1お よび20頭

区の幼 虫をやは り5令 末期 に1頭 ずつ に分 けて,イ ヌム

ギのほか,大 阪 シロナ,イ ノコヅチ,ア ラカシの葉で飼

育 した。 イノコヅチ区は各20頭,他 は16頭 ずつ供試

した。

実験Iで は死亡率,終 令期間,さ な ぎの期間,さ なぎ

体 重お よび排ふん数 を,IIで はその ほか に5令 眠か らさ

な ぎにな るまで各 日の体重 を計測 した。飼育 にはすべ て

径9cm,深 さ3cmの シャーレを用いた。 実験 中の温

度 はIで は24～26℃,IIで は20～23で あ った。

なお1頭 飼育の幼虫は淡 色(type 1, 2)で あ るが,5

令末 期まで集合飼育 された個体は黒色(type 4, 5)と な

ることはすでに報告 した とお りであ る。同 じ飼育密度の

場合 には,各 食草区 に分 けた個体 の6令 体色の間 に差は

なか ったので,密 度別 にまとめた体色の変異 を第1表 に

示 してお く。

第1 表 各密度 にお ける終令幼虫 の体色

3. 結 果 と 考 察

よう化 までの 日数 と死亡率 実験Iに お ける各食草区

の よう化 お よび 死亡の 累積 曲 線 を 第1図 に,ま た実

験IIの 幼 虫期間 とよう化 ・羽化率 は第2表 に 示 し た。

トウモ ロコシや イヌムギな ど好適 な食草 では,幼 虫は脱

皮後6～7日 で 一せい によう化 し 死亡す るものは 全 く
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第1図 種 々の 食 草 に お け る よ う化 お よ び

死 亡 の 累積 曲 線(実 験I)

:ト ウモ ロ コ シ,----:ク マザ サ,

-・-・-:イ ノ コヅ チ

図 中 の 数 字 は5令 末 ま で の 飼 育 密 度,斜 線 部 は

死 亡 を示 す 。

第2表 よ う化 ま で の 日数 と よ う化 ・羽 化 率(実 験II)

*ア ラカ シでは全部死亡 したので生存 日数 につい

て示 した。

ない。 ササやシ ロナでも死亡 虫はほ とん どないが,発 育

日数が前2者 よ り1～3日 くらい長 くなる。特 にシ ロナ

区の低密度型 には,よ う化の非常 におそい個体が現われ

る結 果,発 育 日数 の変異 も増加 す る。

イ ノコヅチ区にな ると更に発育が遅延 し死亡率 も増 し

て くるが,こ の傾 向は特 に低 密度型幼 虫に著 しい。すな

わ ちよ う化 までの 死亡率 は,実 験Iで は1頭 区67%に

対 し,10お よび20頭 区では27%,ま たIIで は1頭,

区25%に 対 し20頭 区0%と な ってい る。 よう化 ま

で の 日数 も好適 な食草 では低密度 型のほ うがやや短いか

(I),ほ とん ど差がない(II)の に,シ ロナやイノ コヅ

チで飼育 した場合 には高密度型 のほ うが 明 らか に短い。

なお アラカシを与 えた 区ではいずれ の密度型 のものも6

日前後で死滅 し,生 存 日数 にも差 はみ られ なか った。

不適 な食草で終令期 を過 ご した場合 には,よ う化後 の

死亡率 も低密度型の ほ うがや や高い よ うで ある。実験II

の羽化率は第2表 に示 してあ るが,Iの それ は トウモ ロ

コシ区で はどの密度の もの も100%,サ サ区では密度1

が87%で 他 は100%,ま た イノ コヅチ区では密度1が

33%, 10が47%, 20が67%と なってい る。 さな ぎ

の期間は食草が悪い とやや長 くなる傾向が あるが,各 区

の差は平均1日 以 内でそれ ほど大 きい影響 はみ られ なか

った。

幼虫および さな ぎの体重 実験Iに お けるさなぎ体重

は第2図 に,IIに お ける5令 眠体重,6令 最高体重お よび

さなぎ体重 は第3表 に示 した。Iで は トウモロコシ→ サ

サ→ イノ コヅチ,IIで はイヌムギ→ シ ロナ→ イノコヅチ

の順 にさなぎの平均体重 は減少 し,ま たシ ロナや イノコ

ヅチで は変異係数が増加す る。一般 に高密度下で育つ と

5令 眠体重 は低密度の場合 よ り軽 くな り,た とえ6令 期

に1頭 に分離 してもさなぎ体重 も軽いが(巌,1958),そ れ

は この実験で も同様で ある。 しか しイノコヅチ区では,

1頭 飼育の個体 と5令 まで集合飼育 のもの のさなぎ体重

第2図 各 食 草 に お け る さ な ぎ体 重 の 変 化(実 験I)

A:ト ウモ ロ コ シ,B:ク マザ サ,C:イ ノ コヅ チ,

○:5令 ま で の密 度1,○:密 度10,・:密 度20

図 中 の縦 線 は標 準 誤 差 を示 す 。
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第3表 5令 眠体重,6令 最高体重 お よび さな ぎ体重(実 験II)

に有 意の差がみ られな くな る。 同時 にそ の個体変異 も,

トウモロコシ・イヌムギ ・ササの各 区では高密度 型のほ う

がやや大 きい傾向が あるが,シ ロナやイノ コヅチ飼育 の

場 合は逆 に低密度型の変異係数 のほ うが大 きくな る。実

験IIに おい ては,5令 眠体重 あるい は6令 最 高体重 とさ

第3図 5令 眠体 重 と体 重 増 加 率 の 関 係(実 験II)

左:5令 眠 体 重 とIV/Vの 関 係,右:P/Vと の関 係

A:イ ヌ ム ギ,B:シ ロ ナ,C:イ ノ コヅ チ,○:低 密 度 型,

・:高 密 度 型

な ぎ体重の変異係数 を比較す る ことに より,普 通後者で

減少す る変異度が イノコヅチ区低密度型 の場合 はむしろ

増加 してい る ことがわか る。

体重増加率 実験IIで は各時期 の体重が計測 され てい

るので,5令 眠体重 に対す る6令 最高体重 あるい はさな

ぎ体重 の比(以 下 それぞれVI/V, P/V

と略 す),お よび6令 最高体 重に対 する

さなぎ体重 の比(P/VI)を 算 出 した。

これ らの値 を比較 する ことによって,

食草別,密 度 型別 の成長 のパ ター ンが

一層 はっき り分析 できる。

一般 に5令 末体重 の重い個体 は6令

最高体重 もやや大 きい傾 向はあるが両

者の相関 はそれ ほ ど明瞭 ではない。 こ

れ は5令 体重 の軽い個体 の体重増加率

が重い個体 に比 し大 きい ためで,5令

眠体重 とVI Vの 間 にはほぼ 直線的 な

負 の回帰1が 認 め られ る(第3図 左)。

それぞれの 食草 区,密 度 型におい て求

めた 回帰直線 の統計量 は第4表 に示 し

た。 なお シ ロナ区低密度 型には5令 眠

体重350mg以 上 のものが2個 体 あっ

たが,こ れ らは恐 らく7令 型幼 虫 と考

えられ るの で除外 した。

好適 な食草(イ ヌムギ)で は,VI/V

の平均値 は低密度型 のほ うがや や大 き

く回帰 によるふれ を補正す ると密度型

間 の差 は統計的 にも有意 となる。両密

度型 の同帰直線 が5令 眠体重 の分布幅

内では交 わ らず,ほ とん ど平行的 にな

1も し5令 眠の体重 の大小 にかか わ らず一定 の6令 最高体 重に達す る傾向が ある と考 えれ ば
,Y=aX-bな る

曲線 回帰 が想定 され るべ きであ るが,必 ず し もこれ によ く適合 しなかつたので,こ こでは直線 回帰 として

取 り扱 つた。
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第4表 体 重増加率の5令 眠体重 に対す る回帰 の統 計量

*5令 眠 重10mgあ た り

ってい ることか ら容易 にわか るよ うに,共 分散分 析によ

り共 通の5令 眠体重に対す る修 正平均増加率 を比較 すれ

ば,そ の差 は きわめて高い有意性を示す。す なわ ち,5

令 か ら6令 への体重増加率 において,高 密度型 と低密度

型 は明 らかにちが ったパ ター ンを もってい る。

好適 度の 劣 るシ ロナや イノコヅチで 飼育 した 場合 に

は,増加 率は低下す るが,そ の度合 は低密度型の ほ うが は

なはだ しく,イ ヌムギ区 とは反対 に高密度型の平均増加

率のほ うが大 きくな る。VI/Vの 低下が5令 眠体重 の大

小 に関係 な く一 定の比率 で起 こるとすれ ば,回 帰係数の

絶対値 もそれ に応 じて低下 す るはずであ るが,シ ロナ区

では両密度型 とも回帰係数 のほ うは減 少 していない(第

5表)。 この ことは,不 適な食草では5令 体重の 重い も

のほ ど成長率 の低下度 がはなはだ しい ことを示唆す る。

一方低密度 型は高密度 型 よ り回帰直 線の傾斜 がゆ るく
,

特 にイノ コズチ 区にな ると 平均増加 率の 減少度 以上 に

回帰係数 の絶対 値が小 さ くな る。 したが って シロナや イ

ノ コヅチでは両密度 型の回帰直 線は交 差 し,5令 眠体重

の軽い ものでは高密度 型のほ うが不適 食草におけ る成長

能 力におい てまさ り,重 い ものではむ しろ低密 度型のほ

うが増加率が高い とい う傾 向を示すわけであ る。 これ ら

の事が らは,高 密度下 で育 った幼 虫が体の大 きさを滅ず

第5表 不適食草 におけ る体 重増加率お よび回帰係

数 の減 少度 の比較(イ ヌムギ区の値に対す

る百 分率 として示す)

る方向 に条件づ けられ てい るとい う事実 と考 え合わせ て

興 味深い。

次にP/VIで あ るが,こ れは同 じ食草 区同 じ密度型 内

では,6令 最 高体重のいかん にかかわ らずほぼ一定値 を

示 す。すなわち,6令 最高体重 とさな ぎ体重 との間 に明

瞭 な比例 関係 が存 在す る(第4図)。 この比 も密度型 によ

って異 な り,イ ヌムギ区では高密度 型の55%に 対 し低

密度 型は48.5%で,両 者の差 は1%の 危 険率で 有 意

である。 シ ロナや イノコヅチではP/VIは 減少 し,個 体

変異 も増 すので密度型 間の差 の有意性 は低 くなるが,や

は り高密度型 のほ うが体 重減 少歩合 の少ない傾 向が認め

られ る(第6表)。

第4図 さなぎ体重 と6令 最高体重 の関係

(イヌムギ飼育)

○:低 密度型,・:高 密度型

第6表 6令 最高体重 に対す るさな ぎ体重 の

比(実 験II)(%)

*平 均値 ±標準誤差

上の ことか ら容易 に推察 され るように,P/VはVI/V

と同様5令 眠体 重に対 して負の回帰 を示すが,そ の値は
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後 者 よ り低 くな るか ら当然回帰係数 の絶対値 も小 さくな

る(第3図 右,第4表)。 特 にイノコヅチ区低密度型の場

合 は平均 増加 率が1.0以 下まで低 下 し,同 時 に回帰係数

も-0.14と なって もはや有 意の回帰関係 はみ られな く

なる。 しか しよう化 までの死亡虫は5令 眠体重の重か っ

た個体 に多い ようで,お そ らく体重増加 率が一定値以下

になる と死亡 する もの と思われ る。 よう化 後死亡 した個

体 もP/Vの 小 さい ものに多い。

どの食草 区でも高密度 型のほ うがP/VIが 大 きい(体

重減 少歩合 が少 ない)か ら,イ ヌムギ区では両密度型の

回帰直線 の間の距離が縮 ま り,シ ロナ ・イノコヅチ区で

は直線 の交 点が更 に右 よ りになる。 したがって平均 増加

率か らみ る と,イ ヌムギ区においてはVI/Vと 反対 に高

密度型 のほ うが大 き くな り,他 の2っ の食草区では密度

型間 の差が増大 し,成 長率 の点か らみた高密 度型の優位

性が一層 はっき り現われ る。

排ふん数 重量成長 のパ ター ンは摂食 量 と同化 の効 率

によってきまるが,こ の点につい ては詳 しく調 べ ること

が できなか った。ただ これ に関連す る もの として排ふん

数 の変化 につい て簡単 に触れ てお きたい。

6令 期 中の1頭 あた り総排ふ ん数 は,実 験Iの ササ区

では トウモロコシ区に比べ滅少 してい るが,イ ノ コヅチ

区ではか えって増加 し,ま た実験IIで は各 区の間にそれ

ほ ど大 きい差はみ られない。 しか し前 よ う(蛹)を 除 く6

令期 日数(=摂 食 日数)で 総ふ ん数 を割 って1日1頭 あた

りの平均排ふん数を出す と,い ずれ の密度型 でも食草悪

化 に伴い(す なわち さな ぎ体重 の軽い区 ほ ど)平 均排 ふ

ん数は少な くな ってい る(第7表)。 これ は,不 適 な食草

では何 らかの原因で摂食が抑制 され てい ることを示唆す

る。表には示 さなか ったが,ア ラカシ区では1日 平均ふ

ん数約4個 で,体 重 も5令 眠体重 よ り増加せず数 日中に

全部死亡 した。 この場合 には葉 の硬 さが摂食抑制 に大 き

く影響 してい ると考 えられ るが,他 の食草 ではそれ以外

の原因に よるものであ ろう。

第7表 6令 期 中の1頭 あた り排 ふん数 お

よび1日 平均排 ふん数(実 験II)

ふん の大 きさには相 当個体変異が あるが,同 じ密度型

におい ては食草 によるふん形 の変化 はそれ ほど見 られ な

い ようであ る。 しか し密度型間 には明瞭 な差が あ り,イ

ヌムギ区6令4日 目のふん1個 あた り平均重 は低密度型

17.1mgに 対 し,高密度型は8.4mgに す ぎない。ふ んの

大 きさは5令 体重 とはそれ ほど関係な く,同 じ5令 体重

の もの を比べ ても高密度型 のほ うがふ ん形が小 さい(第

5図)。 したが ってふ ん数 によ り両密度型 の排 出量 を比

較 す ることはで きないが,低 密度型 はふん形 は大 きいが

ふん数が少 な く,高 密度型 は小 さいが数が 多い とい う傾

向は,両 密度型 の生理状態 の違い を示 す もの として興味

があ ろ う。 また不適 な食草(シ ロナ ・イ ノコヅチ)に お

け る1日 あた り平均排ふ ん数 の減少程度 は低密度型 のほ

うが少ないが,体 重増加率 の減 り方 は高密度型 よ りもは

なはだ しい。 この ことか ら,不 適 な食草 におい ては高密

度型幼虫の ほ うが 同化効率が高 くなるのではないか と も

考 え られ る。

第5図 低密度型 と高密度型のふん粒の大

きさ(イ ヌムギ区)

○:低 密度型,・ ニ高密度型

成長の パター ン さきにVI/V, P/VI, P/Vな どの

比 によって,各 食草,各 密 度型におけ る体重変化の有様

を分析 したが,6令 最 高体重に達す る時期あ るいは よう

化 の時期 はそれ ぞれ 異な ってお り,そ れ らがかみ合 わさ

って具体 的な成長 のパ ター ンが形成 され てい る。 よう化

までの 日数 については前 述 したが,6令 最高体 重に達 し

てか ら前 ようとな るまでの 日数 も食草や密度型に よって

違 う(第8表)。 すなわち,イ ヌムギでは両 密度型 とも約

1日 後 に前 よ うとなるが,シ ロナやイノ コヅチ で は こ

の期間が長 くな り,同 時 に 密度 型間に 差 が 現 われ て く

る。

5令 か ら6令 最高体 重に達す るまでの体 重増加 期間お
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第8表 体 重が最高に達 してか らよ う化

す るまでの 日数

第6図 各食 草 に お け る低 密 度 型,高 密 度 型 の

成 長 の パ タ ー ン(実 験II)

-:イ ヌ ム ギ,----:シ ロ ナ,-・-・-:イ ノコ ヅ チ

○:低 密 度 型,・:高 密 度 型

よびそれ か らよう化 まで の減少期間 にお ける重 量変化率

は決 して一定ではな く,時 間 とともに変 わって行 くが,

ここでは簡単にVI/Vお よびP/Vを 時間軸 に対 して

プ ロッ トし,各 食草各密度型 の成長 のパ ター ンを模式的

に示す と第6図 の ようにな る。

好適な食草で は,高 密度型 は低密度型 よ り5令 か ら6

令へ の体重増加率 は低いが,よ う化 の際 の体 重減 少歩合

も少 ない ため,さ なぎになるまでの重量成長率 には両 者

ほとん ど差が ない。そ して6令 最高体 重に達す るまでの

時期 やよ う化 までの 日数 も違 わない 。不適 当な食 草では

6令 最高体重 やさなぎ体 重が減少 し,か つそれ らの時期

に達するまでの期間が延長 す るが,こ れ ら悪影響の受 け

方 はすべて低密 度型のほ うがはなはだ しいので,体 重増

加 率において もよう化 までの 日数 において も高密度型幼

虫のほ うが優位 を占め るようにな る。 イノコヅチの よう

に不適度 の 高 い 食 草での死亡 率が低 密度型に 高い こと

も,こ の ような密度型に よる成長パ ターンの差 を反映 し

た もの と思われ る。

4. お わ り に

アワヨ トウにおいては,幼 虫期 を通 じての総摂食量 の

約80%は 終令期 の 摂食活動 によるものであ り(巌,

1958),野 外の大発生で 好適 な食草が欠乏す るのも 主 に

この時期 と考 え られ るので,こ の実験では終令期 のみ の

食物耐性を調べた。そ の結果は上記 のよ うに,不 適 な食

草において発育を完了す る能力は,5令 まで隔離飼育 さ

れ た低 密度型(淡 色)幼 虫 よ りも集合条件下 で育 った高

密度型(黒 色)幼 虫の ほ うが高い ことがわか った。

THORSTEINSON (1953)は,一 般 に老令幼虫の食性範

囲が若令幼虫 のそれ よ りい くぶ ん広い とい う事実 につい

て,通 常 の食草 がな くなって飢餓 に遭遇 した高密度 の個

体群 にお いては,こ れ はかな りの生 態学的重要性を もつ

で あろ うと述べ てい るが,少 な くともア ワヨ トウでは老

令幼 虫の食性 範囲 自体 も生育 中の密 度条件に よって変化

す る ことが 明らか になったわけである。

アワ ヨ トウの高密度 型幼 虫は活動性 が高 く,過 剰密度

におい て起 こる群移動 に適 した性 質を もつ と考 え られ る

が(巌,1956),こ の ような 個 体において 不適 食草に対

す る耐性 も高い とい うことは,相 変 異を密 度の激 しい変

動 に対 する適応 として考 える とき,非 常 に興味深い現象

といわなけれ ばな らない。

KENNEDY (1956)は,バ ッタの相 変異に関す る総説 の

中で,群 生相 の個体はおそ らく腐食者(scavenger)の 傾

向 をもち,孤 独相 の個体 に とっては非常 に環境抵抗 の高

い よ うな条件 の下でも,し ば らくは生 き残 りうるのでは

ないか と推測 しているが,実 験的 な根 拠はなか った。 し

か しア ワヨ トウにおけ る上の結果か ら考 えて,お そ らく

バ ッタ類に もその ような食性に関す る適応的変化がみ ら

れ るものと想像 され る。

5. 要 約

1) ア ワヨ トウ幼 虫の相 に よる食 物耐性 の差 を調 べ る

ため,5令 まで1シ ャー レあた り1, 10あ るいは20頭

の各密度 で飼 育 した幼 虫を,終 令 期にすべて密度1に 分

離 して,好 適 な食草(ト ウモロコシあ るいは イヌムギ)

のほか,サ サ,シ ロナ,イ ノコヅチお よび アラカシな ど

不適 と思われ る食草に よって飼 育 した。

2) 一般 に 不適 当 な食草では,終 令 期の 日数 が 長 く

な り,さ なぎ体 重は減 少 し,死 亡率 も増加す る。 ササ

やシ ロナでは この ような悪影響は比較的少な く,前 者で

は密度聞 の差 もは っき りしないが,後 者では 低 密度型

(淡色)幼 虫のほ うが高密度型(黒 色)よ り終令期間の延

長,さ な ぎ体重の減少,お よびそれ らの個 体変異の増大

が著 しい。更 に不適度 の高い イノコヅ チで飼育 した場合

には,上 記 の点の ほか死亡率 の増加 も低密度型 に顕著 に

現われ る。 アラカシを与 えた場合 はすべ て数 日中に死亡
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し,密 度型 間の差 はみ られ なか った。

3) 好適 な食草 にお ける両密度型 の重量成長 のパ ター

ンをみる と,高 密度型 は低密度 型よ り5令 か ら6令 へか

けての体重増加 比が小 さいが,よ う化 の際の体重減少歩

合 も少 な く,結 局5令 眠体 重に対 するさなぎ体 重の比は

両者 でほ とん ど違 わない。不適 な食草 では6令 最高体重

は減少 するが,そ の程度 は高密 度型のほ うが少な く,一

方 よ う化時 の重量損失率 の差 は変 わ らないので,さ な ぎ

になるまでの成長率 は高密度 型のほ うが大 きくな る。不

適 な食草 におけ る幼 虫期の延長 は低密 度型のほ うがはな

はだ しいか ら,これ らの重量比を時 間軸に対 して とれば,

両密度 型の成長 パ ター ンの違いは一層 は っき りす る。

4) 幼 虫1頭 の1日 あた り平均 排ふん数は食草が不適

になるにつれ減 少す るが,こ の減少度 は低 密度型のほ う

が少 ない。 この事実 と体 重増加 率の低 下度が逆 に低密度

型 におい てはなはだ しい ことを考 え合 わせ ると,不 適食

草 にお ける同化 の効 率は高密度型のほ うが高いのではな

いか と思 われ る。

6. 文 献

BRUES, C. T. (1949) Insect Dietary. Harvard Univ.

Press, Cambridge.

DETHIER, V. G. (1954) Evolution 8: 3354.

巌 俊 一(1956)個 体 群 生 態 学 の研 究 III: 60～78.

巌 俊 一(1958)応 動 昆 2: 237～243.

巌 俊 一(1959a)日 生 態 会誌 9: 32～38.

巌 俊 一(1959b)生 理 生 態 8: 107～116.

KENNEDY, J. S. (1956) Biol. Rev. 31: 349370.

THORSTEINSON, A. J. (1953) Canad. Ent. 85: 276

282.

Summary

Phase Variation in the Armyworm, Leucania unipuncta HAWORTH 

IV. Phase Difference in the Range of Food Tolerance of 

the Final Instar Larvae

By Syun'iti IWAO

Entomological Laboratory, College of Agriculture, Kyoto University, Kyoto

It is well known that under epidemic condition 

the caterpillar of Leucania unipuncta known as a 

grass-feeder often feeds on a wide variety of 

plants owing to the shortage of its suitable food 

plant.
Experiments were done to analyse whether 

the larvae found in dense population are more 

tolerant to unpalatable food than the individuals 

in low density. The larvae which had been 

reared in isolation and in crowds on normal diet 

(i.e. maize or Bromus unioloides) were separated 

individually into containers at the end of their 

5th instar, and were forced to feed on the leaves 

of unusual food plants such as Sasa albo-marginata 

(Gramineae), Brassica chinensis (Cruciferae), 
Achyranthes japonica (Amaranthaceae) or Quercus 

glauca (Fagaceae), except those reared on grasses.

The similar experiments were repeated twice 

under temperatures of 2026.

All of the individuals reared on grass pupated 

within a week from the final moult, regardless 

of their previous condition of rearing density. 

The body weight at pupal stage was consistently 

heavier in low-density type (pale larvae) than 

in high-density type (dark larvae), but there 

was no significant difference in the ratios of the 

pupal weight to the final weight of 5th instar 

(P/V) between both types.
When the larvae were transferred to Sasa or 

Brassica, their pupation retarded for 13 days 

and pupal weight decreased, as compared with 

those of grass-eating insects. In the latter case 

these harmful effects were more marked in pale 

larvae than in dark ones. Some of the larvae reared
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on Achyranthes failed to reach their maturity. 

Again, the mortality was much higher in low-

density type; 67 per cent of pale larvae and 27 

per cent of dark ones died in one experiment, 

and 25 and 0 per cent respectively in another. 

Survived pale larvae also required longer period 

than the dark ones to complete the development, 

and the pupal weights of both types were not 

different from one another. The larvae fed on 

Quercus died out within few days and no differnce 

was found in the mortality curves between both 

types of larvae.

Mean number of faecal pellets per day decreas-

ed as increasing the unsuitability of food. The 

degree of such reduction was marked in high-

density type while the lowering of growth ratio 

was small in it. This may suggest that dark 

larvae have better ability to utilize unpalatable

food than pale ones.

Some of the numerical data in the 2nd experi-

ment are summarized in the following table:

 The results mentioned above apparently indicate 

that the larvae grown under crowded condition 

have wider range of food tolerance than the 

larvae in isolation. It is interesting to under-

stand the ecological meaning of phases observed 

in this insect.


