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The outbreak of army worm (Leucania separata WALKER) had been known to 

occur unexpectedly in the flooded paddy field, but it started to occur usually without 

relation to the flood from around 1957 in Akita Prefecture. The amount of the 

nitrogenous manure used in Akita Prefecture increased rapidly in about 1957. The 

population density of the larva of army worm was high at the deep green rice plant 
that was supplied richly nitrogenous manure. The survival rate of the larva which 

were inoculated on the richly nitrogenous manured rice plant was higher than the 

one inoculated on the standard rice plant. Similar phenomena were found in the 

fresh weight and the age of the larva.

Judging from the above mentioned observations it was suggested that, the richly 
nitrogenous manured cultivation of rice plant might have provided some suitable 

environment for the growth of the army worm and increased the chance of the 

outbreak of the army worm from around 1957 in Akita Prefecture.

ま え が き

イネ科 作物の害虫で あるア ワヨ トウLeucania sepa-

rata WALKERは,幼 虫が突発的 な大発生 をお こし,と

くに水害後約1ヵ 月の大発生が多 い ことが知 られ ていた

(山崎,1938;河 田,1938;安 藤,1950;石 倉,1950)。

と ころが,近 年水害 と関係な く,ひ んぱんに大発生が起

こることが報告 され るよ う に な っ た(長 谷 川 ・渡辺,

1957;大 森,1960;渡 辺,1961)。 著者 は この点 に注 目

し,秋 田県下 のア ワヨ トウ発生記録 の検討,大 発 生地で

の発生状況調 査,幼 虫の飼育実験 などをお こない,上 述

のよ うな アワ ヨ トウ幼虫の発生 のよ うすの変 化について

考察 したので,こ こに報告す る。

この報文を御校 閲下 さった,東 北大学理 学部,加 藤陸

奥雄 教授,な らびに研究に際 して多 くの助 言 と協力をい

ただい た秋 田県農業 試験場病虫科 の諸氏 に,心 か らの謝

意 を表す る。

ア ワ ヨ トウ発 生 記 録 の 検 討

秋 田県 下 の水,陸 稲に おけるア ワヨ トウ幼虫の大発生

記 録 と,耕 地 における水害 の発生記 録 とを,1940～1965

の26年 間 につ いて検討 した。ア ワヨ トウ発生記録は秋 田

県の資料 によ り,水 害記録 は秋 田県災害誌(1960)お よ

び秋 田県農業気象月報 によった。

秋 田県で は,ア ワ ヨ トウは1年 間 に3世 代 を くりかえ

してい るが(小 山 ・渡辺,1962),イ ネで の被害 は第2

世 代幼虫によ るもので ある。第1図 は,ア ワ ヨ トウ幼虫

の大発生年,発 生時期,発 生地域 と水害 の発生年,発 生

時期 とを示 してい る。 この図か らまず わか る こ と は,

1940～1956年 には大発生年 が4回 しか ないのに,1957年

以降は毎年大発生が起 こっている ことである 。 しか もそ

の発生地域が,1940～1956年 では由利郡 を中心 に比較的

限 られて いるのに対 し,1957年 以降では全県に ひろが っ

てい るのが注 目され る。

水害 との関係 をみ ると,1956年 以前の4回 の大発生 は

水害後1～1.5ヵ 月に起 こって いろ。 一方1957年 以降で

は,水 害 の有 無にかかわ らず毎年大発 生が起 こり,水 害

のある年 で もそ の1ヵ 月後 とはか ぎらな い。

第2図 は,秋 田県下 の水 ・陸稲に おけるア ワヨ トウ幼

虫の発生面積 と,第2回 成虫 の産卵期 であ る7月 の耕地
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第1図 秋田県におけ るアワ ヨ トウ幼虫の大発生時期,発 生地 域(第2世 代,イ ネ)と 水害 の発生 時期

に おけ る水害発生面積 とを示 してい る。 この ような発生

面 積は,発 生程度の評価や報告 の精 度について限界が あ

るが,大 よその傾向 はつかむ ことがで きると思われ る。

この図か らは,前 述 と同 じ傾 向が認 め られ る ほ か に,

1957年 以降,水 害の発生面積 は同 じか,む しろ減 ってい

るのに,ア ワヨ トウ幼虫の発生面積 が全体 と して増加 し

て いる ことがわか る。 と くに,水 害 のなか った1960年 に

ア ワヨ トウ幼 虫の発生面積が最 も大 きい ことは注 目され

る。

以上述べ た ことか ら,ア ワヨ トウ幼虫 の発生 のよ うす

は,1957年 頃 を境 に して,そ の前後で大 き く変 った こと

が認め られ る。 この変化を表 にまとめる と次のよ うにな

る。

1956年 以前

大発生は稀に起 こる

発生 地域が狭い

水害後に起 こる

1957年以降

毎年大発生が起こる

発生地域が広い

水害と関係な く起こる

このよ うなア ワ ヨ トウ幼虫 の発生のよ うすの変化 と開

係 があ りそ うに思われ るのは,第2図 に示 してあ る窒素

肥料 の秋 田県内入荷量 の増加 である。 これは秋田県農林

部 の資料 によ るもので ある。秋 田県 は耕地面 積の約9割

が米作で あ り,作 付面 積にはほ とん ど変化が ないので,

これ は窒素肥料 のイネへ の施 用量の増加傾向を示す もの
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第2図 秋 田県 におけるア ワヨ トウ幼虫の発生面積(第2世 代,イ ネ)と 水害面積(7月,耕 地)お よび

窒素肥料 の県内入 荷量(縦 太線は各発生面積 を示 し,折 細線は窒素肥料入荷量 を示す)

之 考え られ る。 これ によ ると,1953年 頃か ら増 えは じ

め,1957年 頃 には1952年 頃の約2倍 の水準 に達 して い

る。 したが って このよ うな窒素肥料の施用の急増 と,ア

ワヨ トウの発生 との間 になん らかの関係が ありは しな い

か とい う示唆が与え られ る。

大 発 生 地 で の発 生 状 況

1960年 の大発生の際,渡 辺(1961)は ア ワヨ トウ幼虫

第3図 葉色指数と幼虫密度との関係

が,窒 素肥料 を多用 したイネ,と くに イモチ病に強 く罹

病 した,い わ ゆるズ リコ ミ症 状の イネに多 く発生す るこ

とを報告 して いる。 その後,著 者が大発生地での発生状

況 を調査 した際 にも,葉 色 の濃 い,窒 素肥料 を多用 した

と思 われ るイネに アワ ヨ トウ幼虫 が多 く発生 してお り,

隣 りあ って栽培 されてい るイネで も葉色 の淡 い ものには

発生 が少 ない ことを認めた(小 山,1963)。

第3図 は,1965年8月23日,秋 田県本荘市 内越 の連続

して並 んで い る20枚 の水 田において,ア ワ ヨ トウ幼虫 の

密度 と,イ ネの葉色 について調査 した結果を示 した もの

であ る。

幼虫密度 は,水 田1枚 ごとに,20株 あた りの幼虫数を

数えて算 出 した。調査 当時 の幼虫 の令 は4～5令 であ っ

た。葉 色は次のよ うな方法で測定 した。各水 田ごとに最

上位 の葉 を5枚 採取 し,ポ リエチ レン袋に入れて実験室

に持 ち帰 り,生 体重を測定 したの ち,暗 黒室温下で,メ

タノール20mlに よ り24時 間葉 緑素を抽 出 した。抽 出液

0.5mlに 対 しメタノール10mlを 加え,日 立FPO-3

型光電比色計 によ り,葉 緑素の吸収線660mμ におけ る

吸光度を測定 し,-logT/生 体 重(g) (Tは 吸光度)

を もって葉色指数 と した。葉色 の濃 い葉 ほ ど葉色指数の

値 は大 き くな る。
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第3図 は このよ うに して測定 した幼 虫密度 と葉色指数

との関係を示 してい るが,葉 色指数 が小 さい うちは幼虫

密 度が低 く,葉 色指数が大 き くなると幼 虫密度の高い点

がでて くる。 この ことか ら,葉 色 の濃 い ことが幼虫密度

を高 くす る必要条件 にな って いるとい うことが考え られ

る。葉 色指数が大 き くて も,幼 虫密度 が低い 点 も あ る

が,こ れはその他の条件が満 たされ ないためであろ う。

一 般に多窒素条件で は葉色が濃 くなる ことが知 られて

いるので(山 口他,1965),以 上 の調査結 果は,窒 素肥料

を多用 した イネで は,ア ワ ヨ トウ幼 虫の密度 が高 くな る

可能性があ ることを示 すものと考 え られ る。

幼 虫 飼 育 実 験

上述のよ うに,窒 素肥料 の多用が大発生 と関係が ある

よ うに思われ たが,水 田においては さま ざまの条件が重

な ってい るので,ポ ット栽培 のイネに卵を接種 して,幼

虫の生存 と発育 とを調べ た。

水稲品種 チ ョウカイを,1964年4月20日 に水苗代 に播

種 し,6月5日 に5,000分 の1ア ールポ ットに1株 植 し

た。施肥条件 は,下 表 に示 すよ うに窒素標準 区(以 下N

区 と呼ぶ)と 窒素3倍 区(以 下3N区 と呼ぶ)と を も う

けた。3N区 は元肥 でN区 と同 じに したものに窒素成 分

の2倍 量を7月7日 に追 肥 して作 った もので ある。

*1 .0g 7月7日 に追肥。

各 区 ごと3ポ ッ トを作 り,網 室 内で雨露にあてて栽培

した。

卵 の接種 は8月18日 に次のよ うな方法 でお こな った。

あ らか じめ飼 育 した成虫がパ ラフ ィン紙 に産卵 した卵を

100粒 ず つ紙 ごと ビニールテ ープで イネの 上位か ら2枚

目の葉 に張 りつ けた。接種 に先だち,8月17日 にDDVP

乳剤1,000倍 液を イネに散布 し,イ ネについてい る他 の

虫 を殺 した。DDVPは 残効性 のきわめて少ない薬剤で,

接 種された卵か ら孵化す るアワ ヨ トウ幼虫を殺す ことは

ない。 クモ類が若干生 き残 ったが,こ れは手で取 り除 い

た。接種 後はポ ッ トを雨露 のあた らない網室に移 し,ポ

ッ トごとに寒冷紗の袋をか けて,幼 虫の分散 と他の虫の

侵 入を防いだ。

卵は接種後約3日 で全て孵化 した。 孵化後10日 と14日

に幼虫数を数え,14日 後 には幼虫 の生体 重 と頭 巾を測定

した。

第1表 に イネの生育状況 を示 したが,N区 よ り3N区

が茎数 が多 い。出穂 は接種 当時 すでには じま ってい たが

N区 よ り3N区 が お くれていた。

第1表 接種を行なったイネの生育状況(3区 平均)

N:窒 素標準区;3N:窒 素3倍 区。

第4図 は,幼 虫 の生存率 を示 してい るが,こ れ による

と,孵 化後10～14日 の幼虫生存率 は,N区 よ り3N区 が

はるかに高い。第5図 には孵化後14日 の幼虫 の 生 体 重

と,頭 巾か ら推定 した令 とを頻度分布で示 して いる。 こ

の図か ら,N区 よ り3N区 が幼虫の体重 も重 く,令 も進

んでい ることがわか る。 この場合,N区 が3N区 よ りも

葉 数が少な いため,食 葉 が不足 したので はないかとい う

疑いがあ るが,孵 化後14日 で も未食害葉が残 って いる こ

第4図 窒素肥料 の施 用量 と,接 種虫 の生存率(3区 平均)

N:窒 素 標準区;3N:窒 素3倍 区。縦 太線は80%

信 頼区間を示す。
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第5図 窒素肥料の施用量と,孵 化後14日の幼虫の令およ

び体重(3区 平均)

N:窒 素標準区;3N:窒 素3倍 区。

とか ら,こ の よ うな ことは考 え られない。

以上 の結果か ら,多 窒素肥 料条件で栽培 され たイネに

お いて は,ア ワ ヨ トウ幼 虫の生存率が高 く発育 も速 い こ

とが あき らかで ある。

考 察

1940～1965年 の秋 田県下の アワ ヨ トウ発生記 録か ら,

アワ ヨ トウ幼虫 の イネで の大発生が1957年 頃か ら水害 と

関係な く頻発するよ うにな ったことがわか った。そ して

この ことは,1957年 頃に急増 した窒素肥料 の施 用 と関係

するのではないか と思われ た。

次に,大 発生地域での幼虫密度 を調 べ ると,多 窒素肥

料条 件 と思われ る葉色の濃い イネにおいて,幼 虫密度が

高 くな ることがわか った。一方,飼 育実験か ら窒素肥 料

を多 く施 した イネで は幼虫 の生存率 が高 く,発 育 も速い

ことが認め られた。

大発生時の幼虫 は,ふ つ う4～6令 に達 した時には じ

めて発見,報 告 され るが,飼 育実験 において も多窒素肥

料 条件の時4～6令 幼虫 の生存率 が高い ことか ら,多 窒

素肥料栽培 のイネは,お もに若 令期の幼虫死亡率を低下

させ るもの と思われ る。

以上の ことか ら,1957年 頃に急増 した窒素肥料 の施用

によ って,秋 田県下にア ワヨ トウ幼虫 の生存,発 育 に適

したイネが増加 したため,大 発生の機会がふえて,水 害

と関係のない大 発生が頻発す るようにな ったものと推論

され る。

窒素肥料 の多用が作物害虫の発育を よ くすることは,

石 井 ら(1957, 1958, 1959)と 笹本(1953, 1955, 1956, 

1958)が ニ カメイチ ュウにつ いて報告 して いる。石井 ら

は イネの栄養成分の面か らこれを解釈 し,笹 本 はイネの

機械的な堅 さの面か ら説 明 して いるが,ア ワ ヨ トウの場

合 も,こ の両面か らのはた らきで,多 窒素肥料栽培 のイ

ネでの生存 と発育がよ くな るものと思 われ る。

奥山 ら(1962)は,孵 化後 まもな いアワ ヨ トウ 幼 虫

は,若 い イネ,ム ギ,ト ウモロ コシなどの葉 を食 って発

育 することはで きるが,出 穂期 前後のイネの 葉 は 食 わ

ず,ほ とん ど生存で きな いと報告 して いる。 しか し,こ

れは葉を切 りはな して与え た場合で あって,著 者 のよ う

にイ ネの株全体を与え た場合 にはあて はま らないよ うで

あ る。 また奥山 らは,普 通栽培 のイネを用 い て い る の

で,い っそ う生存,発 育 に不都合で あったものと思 われ

る。

また,多 窒素栽培によ って説明 され るのは,1957年 頃

を境に して起 こったアワ ヨ トウ幼虫の発生のよ うすの全

体的 な変化 であ って,発 生量の年 ごとの こまかい変動に

ついて は,な ん らの解釈 も与 えていない。1956年 以前に

お いて,水 害 の年 であ って もかな らず しも大発生が起 こ

らず,1957年 以降,窒 素 肥料 の施用は増加 していて も,

年 ごとの発生 量は変動 してい る。 したが って,こ のよ う

な年 次変動 に対 しては別の要因が働 いて いるものと考え

られ,今 後検討 すべ き問題 と して残 されて いる。

摘 要

ア ワヨ トウは,そ の幼虫が水害後の イネに突発 的に大

発 生す る害 虫であ ったが,秋 田県下で1957年 頃 よ り水害

と無関係に常発的に発生す るよ うになった。

(1) 1957年 頃に,秋 田県下の窒素肥料入荷量が急速 に

増加 してい る。

(2) 発 生地において は,窒 素肥料を多用 したと思われ

る葉 色の濃い イネにおいて,幼 虫密度が高 い 傾 向 が あ

る。

(3) ポ ッ ト栽培の イネにアワ ヨ トウの卵を 接 種 す る

と,窒 素肥料を多用 したもので は幼虫 の生存率が高 く,

発育 も速 い。

以上の事実か ら,秋 田県 において は,1957年 頃か らの

イネに対 す る窒素肥料の多用が,ア ワ ヨ トウ幼虫の生存
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と発 育 に好 適 な 環 境 を つ く り,全 体 と して ア ワ ヨ トウ幼

虫 の大 発 生 の機 会 を 増 加 させ た もの と推 測 され る。
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