
寄 主 稲 の 生 育 段 階 の相 異 とイ ネ カ ラバ エ幼 虫 の 発育 との 関係

イネカラバエの発生に関す る生態学的研究 第5報

岩 田 俊 一

農林省北陸農業試験場

さきに筆者(1959)は,イ ネ カラバ エ幼虫 の発育 が寄

主稲 の生育段階 の相 異に よって異な り,稲 の幼穂形 成期

の少 し前 あた りにな ると幼虫の発育が一時抑制 され るら

しい と推 定 した。そ して この こ とは生理学的 には もちろ

ん,生 態 学的に も非常 に意義が ある とい うことに も同時

に触れ るところがあ ったが,さ らに1958年 と1959年

の2年 間同様 な実験 を繰 り返 し,こ の推定 を詳細 に検討

した。本報で はそ の結 果を報告す るとともに,そ の現 象

が本虫 の発生 生態 に関 して どの よ うな意 義をもつかを考

察 しよ うと思 う。

本研 究を行 な うにあた って種 々 ご指導 を受けてい る研

究室長 田村市太郎博士な らびに ご援助 を受けた岸野 賢一

技官 にお礼 を申 し上げる。

1958年 の 実 験

1. は(播)種 期 の異な る品種 シロガ ネに接種 した第2

化期 幼虫の発 育 種々異な った 日には種 し,生 育 段階の

異な る同一 品種に同時 に第2化 期ふ化 幼虫を接種 した場

合,幼 虫発育が どのよ うに違 うか,ま た発育抑制は稲の

どの生育段階で起 こるか を知ろ うとして 本実験 を行 なっ

た。

す なわ ち,水 稲 品種 シ ロガ ネ(農 林81号)を4月21

日,5月15日,同31日,6月16日,7月2日,お

よび 同11日 に種 まき し,こ れ らを ポッ トに栽培 して,

イネ カラバエ第2化 期の産卵時期が近 づい てか らは,自

然 産卵を防 ぐため にガラス室 に搬入 した。

湯 嶋 ら(1957)に 類似 した方法 で産卵 させ,7月18日

にふ化 した幼虫 を同 日上記 の稲 に接種 した。7月2日 お

よび11日 に種 まき した稲は幼 虫接種後他 のポ ッ トに移

植 した 。 これ らの寄 主稲 は調査 日まで引 き続 きガラス室

内に置い た。なお,7月19日 にお ける各供試稲 の生育

程度 は第1図 の とお りであ り,接 種 当 日の最上 展開葉位

は第1表 に併記 した。

調査はふ化10日 後 に当た る7月28日 に行 ない,幼

虫の発育状態,特 に令期 を観察 した。その結果は第1表

に示す とお りである。

第1表 に よれ ば,7月11日,同2日 お よび6月15日

は種 区の稲 では幼 虫の発育は良好で,約 半数 は3令 まで

進 んでいるが,5月15日 お よび4月21日 は種 の稲 で

はほ とん どすべてが1令 で ある。また5月31日 は種 の

稲にお ける発育は不ぞ ろい で,1頭 の3令 虫以外はすべ

て1～2令 で ある。

以上 の結 果か ら,6月15日 以後 に種ま きされた若稲

にお ける幼 虫発育 に比べて,5月15日 以前 には種 され

た稲 では明 らかに幼虫発育が全般的 に抑制 され てお り,

5月31日 に種ま きした稲では丁度 この抑制へ の変換 点

の付近であ るらしい こ とがわか る。

第1図 第1実 験 に供 試 し た稲

は 種 日 は右 よ り7月11日,7月2日,6月15

日,5月31日,5月15日,4月21日

第1表 は種 日の異 な るシ ロガネに接 種 した第2化

期幼虫 の発育 の差(ふ 化10日 後に調 査)

(1959年10月5日 受 領)
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第2表 は種 日の異 な る本 田の シロガネお よび農林8号 におけ る第2化 期幼虫 の発育 の差(8月5日 調 べ)

7月28日 におい ては,5月15日 ま きの稲 の節間 は

3～4cmに 伸長 し,幼穂形成期 に当た っていた。 また,

5月31日 ま きの稲は節間伸長開始 ごろに当た っていた。

2. は種期の異 なる本田のシ ロガ ネお よび農林8号 に

お ける第2化 期 幼虫の発育 次 に同様 の ことを本 田に栽

培 された 出穂期 の異なる品種で調査 した。す なわち,4

月21日,5月15日,同31日 お よび6月16日 に種

ま き した シ ロガネ(中 生)お よび農林8号(極 晩生)を

それぞれ6月7日,同15日,同30日,お よび7月10

日に 本 田に移 植 した。 肥料は基肥だ けを 慣行 量施用 し

た。

8月5日 に上記 の稲 を刈 り取 り,イ ネカラバ エの被害

茎 を選 んで幼 虫の発育状 況を観察 した。そ の結 果は第2

表の とお りである。

まず 農林8号 においては,4月21日 お よび5月15

日まき稲 での幼 虫発育 は非常 に遅れ,全 部1令 虫である

の に,5月31日 お よび6月15日 ま きの稲 の幼 虫発育

は不斉 である とはいえ,そ れ よ りも進 んでい るものが多

く,前 項 の結 果 と同傾 向 を示す。

次 にシロガネにおいては,5月15日 まきの稲 におけ

る幼虫発育が最 も遅れ,5月31日 お よび6月15日 ま

きの稲では 同 日種 まきの農 林8号 にお けると同等 の発育

を遂げ てい るが,4月21日 まきシ ロガ ネではかえ って最

も進んでい る。 これ はこの稲 が8月 上旬すで に一部 の茎

は幼穂の伸長期 にはい り,幼 虫はその幼穂 を摂食 したた

めに,次 項 にも述べ る とお りかえ って発育が促進 された

わ けで ある。

ただ し,5月15日 まきシ ロガネでは幼虫の発見で き

なか った被 害茎がかな りあ った。 これ は幼 穂形 成期直 後

の幼 穂に1令 幼虫が存在す る場合 は発見 がきわめて困難

であるか らで,も し2令 幼虫 ならどこにいて も容易に発

見 できる。 この ことを考 慮 に入れ る と,同 日まきシ ロガ

ネでは1令 虫の割合は さらに多 くなるはず である。4月

21日 まきシ ロガネその他 の もので もこのよ うな例 のみ

られ たものがあ り,そ れ に よって多少比率は変 わって く

る としても,第2表 の傾 向は動か ない もの と思 われ る。

3. 早 まき農林19号 における第1化 期幼虫の発育

水稲農林19号 は北海 道の早生品種であ るた めに,高 田

におい て早 まきすれ ば7月 初めに出穂す る。 したが って

第1化 期幼 虫を この ような早ま き農林19号 に晩期 に寄

生 させれ ば,幼穂 を摂 食させ る ことがで きる。すなわ ち,

第1化 期幼 虫に第2化 期に似 た寄 主条件 を与え るこ とが

で きる。そ の場合 の幼 虫発育が若 稲で生育す る場合 と異

な るか どうか を知ろ うとした。なお,本 品種の イネカラ

バ エに対す る抵抗性 は大体 中 ぐらい と判断 され る。

使用 した農林19号1は3月27日 に種 ま きし,5月

11日 に45cm×22cmの トタン製はちに移植 した。肥

料 は1は ちにつ き 基肥 として 硫安15g,過 リン酸石灰

17g,塩 化 カ リ5gを 施 したので,生 育 はきわめて良好

であ った。 また比較 としては5月17日 に種まき した農

林8号 を使用 した。 これ はポ ッ トに種 まき し,肥 料 は硫

安2g,過 リン酸石灰2.5g,塩 化 カ リ1gを 基肥 とし

第3表 早 まき農林19号 およびおそま き農林8号 におけ る第1化 期幼虫 の発育(ふ 化後11日 に調査)

*止 め 葉 をTと し て下 へ 順 次T-1
, T-2葉 と し た。

1こ の種子は北海 道農試松本蕃氏 よ り恵送 された
。 同氏 にお礼 を申 し上げ る。
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て施 した。 これ らの供試稲は調査時 までガ

ラス室 に置いた。

あ らか じめ5℃ に冷 蔵 し,ふ 化 を 遅延

させ ておいた イネ カラバ エ卵 を6月14日

に室 内に移 し,翌15日 にふ化 した幼虫 を

同 日上記 の稲の最 外葉 しょう(鞘)を 開い て

その 内側 に注意深 くそ う入 した。また接種

当 日展開 中の最上葉 には標識 をつけておい

た。

接種 よ り11日 後 に当たる6月26日 に幼虫 の発育 を

調査 した結 果は第3表 の とお りであ る。

これ によれば,農 林19号 のほ うが農林8号 にお ける

よ りも全般 に発育が進 んでい る こと,ま た農林19号 で

はすべての茎が幼穂形成期後 であったが,接 種時抽出 中

の葉が上位の もの ほど幼穂長 も大 き く,幼 虫の発育 も進

んでい ることがわか る。 このよ うに抵 抗性の弱い農林8

号の若稲 よ りも,抵 抗性 は中 ぐらい で も幼 穂 を摂 食すれ

ば幼虫の発育はむ しろ促進 され る。 したが って幼 穂の栄

養価値は高い ことが推察 され る。

1959年 の 実 験

は種期 の異 なるシ ロガネおよびBombarに 接 種 した

第2化 期幼虫の発育 前年の結果 をさ らに確 実にす るた

めに,1959年 にも同様の 接種実験 を繰 り返 した。 本 年

はシ ロガネのほかに,ス ペ イン稲Bombarを 併 用 した。

これ は前年 のほ場 観察の結果,後 者 の稲 では第2化 期に

おい ても第1化 期 のよ うな並列大裂 こん(痕)が 現われ る

ことを知 り,こ の ような品種では幼虫 は特異 な発育 を示

すの ではない か と推察され たか らであ る。

供試稲 のは種 日は,シ ロガネは4月18日,5月18

日,6月18日 お よび6月22日 の4回,Bombarは4

月18日,5月15日,6月8日 の3回 で,す べ てポ ッ

トに栽培 して野外 に置い た。前年 と同様の方法で産卵 さ

第2図 1959年 の供 試 稲(左:Bombar,右:シ ロガ ネ)

せ,7月9日 にふ化 した第2化 期幼 虫を同 日上記 の稲 に

接種 した。 これ らの稲 は14日 後 の7月23日 に調査す

るまで引 き続 き野外 に置いた。

接種 日にお ける各供試稲 の生育程度 は第2図 に示す と

お りであ り,当 日の葉位 は第4表 に併記 した。 接種14

日後 にお ける幼虫 の発育状況 および出現 した被害 葉数は

第4表 の とお りで ある。

まず,シ ロガネについ てみれ ば,4月18日 お よび5

月18日 ま き区で は6月8日 お よび22日 ま き区 にお け

る よ りも幼虫発育が劣 り,平 均体長 で も両 者間には著 し

い相 違がみ られ,後 二者 のほ うが成長 が速い。 しか し,

葉令 の 若い 後二者 におい てもなお1令 虫 がかな りみ ら

れ,前 年の結果 よ りも幼虫発育 の遅れ てい る ものの多い

ことがわか る。全体的発育遅延 のみ られ た5月18日 ま

き区はまだ節間伸長期 にはい ってい なかった。

次 に,Bombarに お ける 幼 虫発育 はいずれ のは 種 日

の もの もシ ロガ ネにお けるよ りも著 しく進み,ほ とん ど

すべ てが3令 以上 にまで達 してい る。 は種期 別に比較す

る と6月8日 まき区は さな ぎも3頭 み られ,最 も発育 が

速 く,4月18日 と5月15日 まきの稲 の間 では有意 な

差 はないよ うであ る。 これ らの幼虫発育状況 は第3図 に

よっていつそ うめい りょ うに理解す ることが できよ う。

調査 日にお ける節 問伸長状 況は,5月15日 ま きBombar

は4月18日 まきのシ ロガネのそれ と同 じ くらい で幼穂

第4表 は種 日の異 な るシ ロガネお よびBombarに おける第2化 期幼虫 の発育 の差

(野外,接 種後14日 に調査)
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Bombar

シ ロ ガ ネ

第3図 は種 期 の 異 な る シ ロガ ネ お よ びBombarに お け る1959年 度 第2化 期 幼 虫 の 発 育(ふ 化14日 後)

Bombar A: 18/IVま き,B: 15/Vま き,C: 8/VIま き,

シ ロガ ネ a: 18/IVま き,b: 18/Vま き,c: 8/VIま き,d: 22/VIま き

形成期あ るいはそ の少 し前 であ り,6月8日 まきBombar

の節間伸長状況 は5月18日 まきシ ロガネのそれ に近似

してい る。 ところが シ ロガネでは幼 虫発育は全般的 に遅

延 してい るのにBombarで は 非常に進んでい るわ けで

あ る。 したがってBombarに おいては寄主稲の 中間生

育段階 にお ける幼 虫発育抑 制は シロガ ネと違いめい り よ

うでない わけであ る。

考 察

1. 第2化 期 の イネ カラバエ幼虫 を若稲で飼育す る と

第1化 期 と異 な り,生 育 はおそ くかつ不斉一 となるこ と

はすで に しば しば報 じられ てい るところであ る(た とえ

ば,岩 田,1959)。 本 実験 で もBombar以 外 の品種 では

その傾向が うかが われ た。また稲の幼穂が本 虫幼 虫に と

って好適食 物である ことも周 知の とお りで(た とえば,

湯浅 ・湖 山,1940),第2表 お よび 第3表 によって も 明

示 され る ところである。上記 第2化 期幼虫 の若稲 におけ

る生育 は幼 穂よ りは劣 り(第2, 3表),ま た第1化 期幼

虫 にも劣 る とはい って も短期 間で2～3令 まで発育 を遂

げ る早発育個体 も多数現われ る。 しか るに中間生育 段階

の稲 では幼 虫の生育 は全般的 に抑制 され,前 報(1959)の

推測 がほぼ正 しか った ことがは っき りと示 され た。

しか し,こ の全般的抑制の始 まる時期 は第1表(1958

年の結果)と 第4表(1959年 の結 果)の 間で 多 少の

差 がある ようで,前 者の5月31日 まき区は幼 虫接種時

10葉 期,後 者の5月18日 ま き区は接種時9.7葉 で大

差 ないが,幼 虫の発育は前者の ほ うが変異 が大きい とは

いえ平均的 には進 んでいる。 したが って,発 育の全般的

抑制 の始 まる時期 は1958年 の結果では,第10～12葉

の間 であ り,1959年 の結果 では第10葉 期にはすでに抑

制 された。 よってその時期は栄養成長期の後期で ある と

い った ほ うが よ く,条 件 に よって多少変動す るものであ

ろ う。

筆者 は別報(1959a)で 稲体の イネカラバエ に対す る

栄養的 な価値 は稲の生育 段階 によって変化 し,大 別すれ

ば栄養成長 期の若 稲,生殖 成長への移 り変わ りのころ(こ

れ は前記 のよ うに栄養成長期の後期 ころ とした ほ うが よ

い)か ら幼 穂の伸 長前,幼 穂の発達伸長期 の3段 階 に分

けるこ とがで き,第2の 時期は幼虫 の生育 に不適 である

とした。 しか し上述 のよ うな理 由か ら,第2化 期の環境

条件下 では第1の 時期すなわ ち若稲 は,第3の 時期す な

わち幼 穂 よ り食物 としての好適度 は劣 るわ けである。

わが国で普通 に抵抗性が弱い とされ てい るシ ロガネや

農林8号 の ような品種で もこの発育 に不適 な時期が ある

のに,Bombarで は多少の良,不 良 はあっても大体育一

な発育を示すため に,こ の品種 は中間生育時期 における

幼 虫発育の抑制 も微弱 で,イ ネカラバエの食物 としては

るかに適 してい るとい うこ とができよ う。また この こと

か ら,第2化 期幼虫 の若稲 における発育 の不斉 も,第1

次的には寄主植物 による影響 のよ うに思 われ る。

なお,上 記の よ うな寄主稲 の生育段階 の相 異 と幼 虫発

育 の関係はすべ て弱品種 を使用 して得 られ た ものであ る

ために,も う少 し抵抗性 の強 い品種 においてはい く分 異

な って くるか も しれ ない。 しか し筆 者は品種あるいは栽
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培 環境に よって細部の時期的な 点ではい くらか食い違い

はあ って も,中 間生育時期が幼虫発育 に不適 である とい

う上述のpatternに 関 しては変更はない もの と考 える。

2. 以 上に論 じて きた事実は,本 虫 の発生生態 に関 し

て重要 な意 義を有 す るものであ る。以下 このこ とについ

て若干 の考 察を行な ってみ よ う。

まず,上 記 のよ うに発育抑 制の始ま る時期は高 田地方

の早～ 中生品種 では大体7月 上旬 ごろにあた る。第2化

期 の産卵開始時期 はおおむね7月 上旬であ るた めに,第

2化 期の幼虫はすべ て初期 に この期間に遭遇す るこ とに

な る。 したが って幼虫 は食入 して もただ ちに成長で きな

いわけで,第1化 期 には3～4枚 の食葉で さな ぎになる

ことがで きるの に,第2化 期 には傷 葉が3～4枚 現われ

る中～晩生品種で もそ の食 こん(痕)は 小 さく,幼 穂摂食

までは 目だ った発育 を しない。 この ことが本 虫3化 地帯

では第2化 期の全発育期間が第1化 期のそれ よ り長 くな

る原因 の一 つであ る,と い うこ とについ てはすでに前報

(1959)で 考 察 した。

次 に2化 地 帯においては,第1化 期 の産卵時 期は6月

下旬 ごろ以降 とな るので,食 入後 まもな く稲は食物 とし

て不適 当 となる。 したが って食葉期 間中の発育 のおそい

2化 性 系統の幼虫は,3化 地帯 の第2化 期 の ように幼穂

摂 食までは 目だ った発育 を遂げ ない こ とになる。

最後 に,2, 3化 混発地産幼虫 を若稲 で飼育 した場 合の

発育期 間は特 異な大幅な変異 をもち,3化 地帯産 幼虫の

よ うな短い幼 虫期間の もの,2化 地帯産 の幼 虫のよ うに

非常 に長 いもの,お よび両 者の種 々な 中間程度 のものが

現われ る(田村 ・岩 田 ・岸野,1959)。 しか し標準時期 に

種ま きされた稲 に寄生 した場合は,葉 だ けを食 って幼穂

伸 長前 に成熟 よ う(蛹)化 して3世 代 を繰 り返す個体 と,

幼 穂摂 食後に成熟す る2世 代個体 とに分かれ る。上記 の

中間的な個 体 も両者の どちらか に分かれ るのであ るが,

それ らの うち幼穂摂食後 に成熟す る個体 は2化 性系統の

幼 虫 と異な り,幼 穂摂食前 に2令 あるい は一 部は3令 ま

で発育 を遂げてい る個体の あるらしい ことは傷 葉の大 き

さに よって推察 された。 これは稲が発育 に不適 当 とな る

前 に大 き くな った個 体はその ままさなぎになれ るが,そ

うでない個体 は幼 虫期間が延長 して幼穂摂食後 に初 めて

さなぎになれ るか らである。ただ し筆者は弱品種 では止

め葉 の次位葉 とか,第3葉 までを摂食 して幼穂摂食前 に成

熟す る個体 の現われ る ことについて も観察は してい る。

また,筆 者は2, 3化 混発現地 では2, 3化 両個体 の

発現す る割合が品種(出 穂期)に よって異 なる場合のあ

る ことも見てい るが,こ れ も上記 中間的 な個 体が稲の生

育 の相異で2, 3化 の どち らか に動 くためか もしれない。

3. 一 般に晩生品種 では早生 や中生 品種におけ るよ り

も傷 穂率が低 い とい うこ とが現在 まで しば しば観察 され

ている(湯 浅,1952;末 次 ・渡部 ・川上,1958)。 この

現 象は3化 地帯におい ては抵抗性 の弱い 品種 でもみ られ

る。 これ について湯浅(1952)は イネカ ラバエ幼虫の生

育 には幼穂 の摂 食が必要で,幼 虫が好適食 物である幼 穂

を早 く摂食 するか どうかで若令期幼虫 の死亡率 が左右 さ

れ るか らであ ろうとしてい る。 しか し湯浅 の研究 は2化

地帯 である秋 田県で行 なわれた ものであ り,抵 抗性 の強

弱は主 として傷穂 の出かたで判定 された ので,本 質的 な

抵抗性が 出穂期 の早晩 と交 絡 して考え られた感が ある。

筆者は3化 地帯 において もこの現象のみ られ る原因 を種

々の資料 によって考察 したが(岩 田,1959a),抵 抗性の弱

い品種で も晩生種 では傷 穂率が低 くな るの に反 し,抵 抗

性がそれ ほど弱 くな くても早生品種では傷穂率が割合高

くな る原 因 を次の よ うに説 明 した。すなわ ち,第2化 期

幼 虫がふ化食入す る ころは丁度 抵抗性の弱い品種で も幼

虫の発育に不適な時期 であ り,晩 生 品種では この不適 な

期 間が長いため に中途死亡個体 が多 くな る。一方早生品

種 では食入後ま もな く好適度 の高 い幼 穂を摂 食で きるた

めに傷 穂率が高 くなるもの と考 え られ る。

摘 要

は種 期の種 々異な る水稲品種 シ ロガネお よび農 林8号

で第2化 期 イネ カラバエ幼虫の発育状態 を観察 した とこ

ろ,は 種 期が早 く幼穂が発達伸長 しつつある稲では幼 虫

は非常 に良好な生育 を遂げ,ま た は種期 の著 しくおそい

若稲 でも不斉 ではあ ったがかな りの割合が良好 な生育 を

示 した。 しか るに両 者の中間の生育状態 を示す稲 では幼

虫の発育は全般的 に不 良になる ことがわか った。 この全

般的発育抑制 の始 まる時 期はシ ロガ ネでは第10葉 期 ご

ろすなわ ち栄養成長期 の後期 ごろであ ったが,年 によっ

て若 干の変動がみ られ た。

この事実は イネカラバ エの発生生態 と密接な関係 を有

し,本 虫の3化 地帯 におい ては一般 に第2化 期は第1化

期 よ りも全 発育期間が長い こ と,2化 地 帯では幼 虫は幼

穂摂食前 は 目だ った成長 をしない こ とや,2, 3化 混発地

帯の発生生態 の特 異性な どの原因 の一部 に上記 の原理 が

関係 してい るほか,晩 生品種は抵抗性が弱 くても傷穂が

出 に くく,早 生 品種 では抵抗性は弱 くな くても傷穂率が

高 くな るこ とについ て も上記の原 理で考察で きた。

なお,外 国稲Bombarで は上 記の ような稲の生育段

階 と幼 虫発育の関係が めい り ょうでな く,ど の ような生
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育 時 期の稲 で も良好な発育がみ られた。 したが って この

品種 は イネ カラバエに対す る感受性が著 しく高 い とい う

べ きであるが,こ の ことか ら 上述 の関係 はpatternは

共通 で も細 部の時期的関係 には品種そ の他 の条件 に よっ

て多少の相 異が予想 され る。
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Summary

The Relation between the Larval Growth of the Rice 

Stem Maggot, Chlorops oryzae MATSUMURA, and the 

Stages of the Host Rice Plant

By Toshikazu IWATA

Hokuriku National Agricultural Experiment Station, Takada, Niigata Pref.

The larval growth of the rice stem maggot of 

the second brood was studied on rice plants sown 

at different dates and at various stages. On 

young plant of susceptible variety, Shirogane, 

most of the individuals grew to the second and 

third instars in ten to fourteen days after hatching 

except some individuals remaining as the first 

instar. The larval growth was excellent on the 

host plant at the formative stage of young panicle•E

On the plant in the stage between the above two, 

the growth of the hatched larvae was retarded 

and almost all the individuals remained as the 

first instar even on the eleventh or fifteenth day 

after hatching. This retardation of growth was 

observed from 10-leaf stage or from the latter 

parts of the vegetative growth, although there 

were small differences between the results 

obtained in 1958 and 1959.

This relation of larval growth to the host 

condition effected the occurrence of the rice 

stem maggot. In the districts where three 

generations occurred, the duration from oviposi-

tion to emergence of fly was longer in the second 

generation than in the first generation. In the 
districts of two generations, the larval growth 
was retarding until the host rice plant began to 

form the young panicles. The growth of the 

hatched larvae was suppressed as the hatching 

of larvae coincided with the latter part of 

vegetative growth to formative stage of young 

panicle. The said principle is also related to 
that the late varieties develop rather few injured 

panicles although they are originally susceptible, 
and that the early varieties develop injured 

panicles more although they are originally less 
susceptible.

In a Spanish variety, Bombar, no remarkable 

relationship was found between the larval growth 

and the stage of host plant and the larvae grew 

very rapidly. This variety seems very susceptible 

to the rice stem maggot. Accordingly, there 

may be some differences in the details of the 

relationship between the host plant stage and 
larval growth, although the general pattern of 

the relationship is the same.


