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Seasonal Changes in the Number and Size of the Egg Masses of Prodenia litura. Yoshio 
MIYAHARA (Kyushu Agricultural Experiment Station Chikugo, 833), Toshiharu WAKIKADO 
and Akira TANAKA (Kanoya Branch of Kagoshima Agricultural Experiment Station, Kanoya, 
893) Jap, J. appl. Ent. Zool. 15: 139-143 (1971)

Field studies on the seasonal prevalence and changes in the number and size of the egg 
masses laid by Prodenia litura FABRICIUS were conducted in Kanoya, Kagoshima Prefecture in 
1968. The egg mass number laid on three field crops such as taro, sweet potato and peanut was 
recorded at weekly intervals from June to October. All egg masses found during the studies 
were collected and kept singly in glass vials in order to count the number of hatched larvae 
instead of the number of eggs. Judging from the fluctuation of the egg mass number laid on 
taro, a total of four generations was distinguished from July to October, during which 
the highest number of egg masses was found in September. Among these crops, the number of 
egg masses laid on taro was more abundant than those on sweet potato or peanut. The size 
and the variation of egg masses laid on taro in July were apparently smaller than those of later 
months and the mean egg mass size of each month were 269, 520, 653 and 453 for July, 
August, September and October, respectively. No significant differences were found in the 
mean egg mass size laid on the different crops studied. The frequency distribution of the 
size of egg mass fitted well with the log-normal distribution. No egg parasite emerged from 
the collected egg masses.

ま え が き

ハスモンヨ トウは南川(1937)の 台 湾におけ る調 査に

よれば,32科64属96種 の植物 を加害す るこ とが 知 ら

れてい る。鹿屋 においてはサ トイモ,サ ツマイモ,ダ イ

ズ,ナ ンキンマ メお よび クローバ などの夏作物 に産卵 し,

この うちサ トイモ,サ ツマイモは例年被害が大 きい。 こ

の虫の ような多食性 で しか も卵塊で産卵す る害 虫で は,

産卵植 物の種類は単に昆虫の栄養的 な立場か らだけで な

く,ふ 化幼 虫の集 団の維持形成に も関与す ることか ら,

その害虫の生存 曲線,作 物の被害の両面に深い関係 を有

す る もの と考 え られ る。 しか しハスモ ンヨ トウのほ場 に

おけ る生態場面 の調査は少な く,特 に産卵の実態 につい

てはほ とん ど知 られ ていない。 この報告ではサ トイモ,

サツマイモおよびナンキンマ メにおけ る産 卵消長 と卵塊

サ イズの季節的変動,作 物間の卵塊 サイズの差異につい

て調査 をお こなった。

方 法

鹿児島県農業 試験場 鹿屋支場内に栽培 されたサ トイ モ

4ほ 場(A,B,C,D,第1図 参照),サ ツマイモ(E,

F)お よびナンキンマ メ(G,H)そ れ ぞれ2ほ 場 につい

て,産 卵数 と卵塊 サイズの消長 を原則 として7日 ごとに

調べた。各 ほ場の条件,調 査期間,調 査面積 は第1表 に

示す とお りで,ま たほ場の位置 を第1図 に図示 した。 こ

の図の南側お よび東側は畑が展開 していたが,北 側は斜

線で示 され るよ うに住宅地で 占め られ ていた。 したが っ

てサ ツマイ モFほ 場,お よび ナンキンマメG,Hほ 場は

住宅地にやや片寄 っていた。各調査ほ場の周辺は主 とし

て早期栽培畑水稲,陸 稲,サ ツマイモが栽培 され,そ の

ほかにサ トイモ,ナ ンキンマメ,キ ャベ ツあ るいは休閑

ほ場が 散在 していた。

産卵数 の調査 は,サ トイモ,サ ツマイモについては葉

を1枚 ごと表裏を調べたが,ナ ンキンマメは葉が著 しく

小 さ くかつ茎が立性 なので小枝全 体 として調べた。 この
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第1図 調査 ほ場の配置図。

斜線の部分は住宅地お よび竹林を示す。黒太線は道路,空

白の部分は各種作 物ほ場 。A,B,C,D:サ トイモほ場,

E,F:サ ツマイモほ場,G,H:ナ ンキ ンマ メほ場 。

第1表 調査ほ場および調査期間,調 査面積

調査期間 におけ るハスモン ヨ トウの卵期間 は約4日 で,

調査直後 に産卵 された卵塊は次回調査時 には既 にふ化 し

てい る。そのため記録の さい は未ふ化卵塊お よびふ化 し

た卵か くと併存す る幼虫集団 とに分けて記す とともに,

全株調査のばあいは,調 査の さいに発見 した幼虫集団お

よび卵 か くはその都度 と りのぞ き,次 回調査の妨げ にな

らない ように した。調査時に発見 した未ふ化卵塊はすべ

て採集 し,直 径6cmの 小型シ ャー レに1卵 塊ずつ収容

した。 この さいふ化幼 虫が脱出で きない ようシャー レの

上縁を ビニールでおおい,室 温下でふ化 させたの ち幼虫

数を数 えて卵 粒数 とした。 調査 の全期間をつ うじ,採 集

した卵 塊のほ とん どが正常 にふ化 したが,9月24日 以降

の卵 に14卵 塊,卵 粒の半数 か らほぼ全卵 粒にいた るま

でふ化 しない卵塊が あ ったが,こ のよ うな卵塊 は未ふ化

卵 を力性 カ リ液 で処理 して卵粒数 を数 えた。

産卵調査結 果の検討 資料 として,発が状況 を知るため,

Fほ 場の南側 に設 けた乾式予察燈(60W,つ や消 し電球

使 用)に よ る誘 殺状況を毎 日調べた。一方産卵当夜の夜

間気温 を知るため,Fほ 場か ら数m西 側の気象観測露

場 に設 置 され た長 期 自記温湿度計か ら20時,22時,24

時,2時,4時 の気温を調べ これ らの平均を もって夜間

気温 とした。 なお,各 調査ほ場の農薬の散布はお こなわ

なか った。 この調査 は1968年 に実施 した。

結果および考察

産卵消長

産卵調査 の結 果か らほ場 ごとに卵 塊数 の消長 をアール

あた りに換 算 して示 す と第2図 の ようになる。 これ らの

第2図 各ほ場における産卵消長および半旬計誘殺消長。

実線は未ふ化卵塊,点 線は幼虫集団を示す。

作物へ の産卵 は,サ トイモAほ 場 において6月22日 に

幼 虫集 団を発見 した時か ら始 ま り,以 後調査の全期間産

卵 はつづいた。サ トイ モにおけ る産卵消長か ら,7月 以

降10月 までの間に4つ の 世代の存在が推定 され る。 こ

の4世 代の産卵は,各 作物いずれ も9月 の世代 による産

卵 が もっとも多 く,予 察燈の誘殺結果 も9月 が もっとも

多か った。 しか し誘 殺消長 と産卵消長 とは,調 査の全期

間を とお してみる と必ず しも平行 していない。

9月 の世代 について比較 した場合,サ トイモ とサツマ

イモの産卵数 はほ とん ど変 らなか ったが,8月,10月 の

世 代においてはその差 は明 りょうで,サ ツマイモにおけ

る産卵 はサ トイモよ り少 なか った。 ナンキンマ メ,サ ツ

マイモ間では,ナ ンキンマ メが サツマイモよ りやや少 な

い よ うで あるが,比 較 ほ場数少 なく,か つ調査 ほ場が偏

在 してい るので さらにに検討 を要す る。 ナンキンマメも
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サ ツマイモ同様9月 前後の世代 にお ける産卵 はサ トイモ

よ り少 ない もの と思われ るが,調 査の開始がおそか った

ので8月 については正確では ない。サ ツマイモ,ナ ンキ

ンマメは第1表 に示 され るよ うに植付 けあるいは,は 種

の時期がか な りおそか ったが,8月 上 旬にはいずれ もほ

場全面をおお うほ ど繁茂 してお り,生 育のお くれか ら産

卵の少なか った ことは考 えられ ない。 この よ うにサ トイ

モでは,全 期間一貫 して産卵が多か った ことは,こ の虫

の これ らの作物におけ る本 質的な選好性の違いを示 して

い るもの とみて よいであ ろう。

第2図 におけ る点線部分は幼虫集団数を,実 線は未ふ

化 卵塊数を示 してい るが,各 時期の幼虫集団数は当然 な

が ら未ふ化卵塊数 よ り少ない。作物間の幼虫集団数 を比

較す ると,サ トイモに くらべサ ツマイモ(F),ナ ンキン

マ メ(G,H)の それはかな り少なか った。 これは葉面

積の大 き さの違 いか ら,サ トイモでは3令 位 まで幼 虫集

団を維推 で きるので見落 され ることがないのに,サ ツマ

イモやナン キンマ メ,特 に後 者においては集 団の形成は

できず,卵 か くだけでは計数 され ないため,実 態 よ り少

なめに見積 られ る ことが 関係 している。 なお,ナ ン キン

マ メは この虫の食草 として栄養的 に不適 な条件 があ るの

かも しれ ないが,筆 者 らは当地においてサ トイモ,サ ツ

マイモに見 られ る ような被 害を全 く知 らない。

各調査 ほ場 は第1図 にみ られ るように,ナ ンキンマメ

や サ トイモのC, Dほ 場 のよ うに隣 接す る場合があ った

が,そ のほか は100m～300m離 れ ていた。 この ような

配 置下 における同 じ作 物の産卵数 のほ場 間差 は,あ ま り

大 きな違 いはなか ったが,サ トイモのDほ 場が他の3ほ

場 よ り,ナ ンキンマ メのHほ 場 がGほ 場 よ りやや多か っ

た,ま た産卵 の ピークを9月 の世代 について 比較 する

と,9月12日 か9月19日 かのいずれ かに ピー クがあ

りほ場間に1週 間のずれがみ られた。それ らの うちサ ト

イ モのC,Dほ 場,作 物は異 なるが サツマイモのFほ 場

とナンキンマメのG,Hほ 場の よ うに隣接 または近接 し

ていて もピー ク時のずれが見 られ る反面,サ トイモのA,

B,Cほ 場間,サ ツマイモのE,Fほ 場 間のよ うに200

m程 度離れていて も変 らない場合 もあ り,野 外 において

は この程度の産卵時期のずれは一般的 に認 め られ るので

あ ろう。

なお,調 査年のハス モン ヨ トウの発生情況 を予察 燈に

よる誘殺資料 か ら検討す ると,次 の よ うで あった。1963

年以降の6年 間について,例 年誘殺数の もっ とも多い9

月の世代の雌雄合計で比較 した場合,調 査年 の誘殺数 は

最多年の1/5,最 少年の1/2で あった。一方,7月 以降

11月 までの全誘殺数 につい て 比較す る と最多年 の1/8,

最小年の1/4で,こ の調査年は 当地方 におい ては発生 の

少 ない年の結果 を示 しているもの と言 えよ う。

卵塊サ イズの季節的消長

季節の推移 に ともな う卵塊サ イズの変化 を,も っ とも

産卵の 多か ったサ トイモについ て以下 に検討 した。既述

の よ うに7月 以降 に,各 月 ごとに1世 代ずつ,合 計4世

代が認め られたので4ほ 場 の結果 を月別 にま とめて卵粒

数のひん度分布を示す と,第3図 の よ うになる。 この図

第3図 月別,卵 塊あたり卵粒数のひん度分布。

による と,7月 か ら9月 までのひん度分布 曲線において

は,季 節 の進 むに したが って 大卵塊 の 産下 され る ひん

度 は高 くな り,分 布 曲線 は図の右側,す なわち卵塊 サイ

ズの大 きい階級 に移行 する傾 向が認 め られ,各 世 代の平

均卵粒数 も多 くな った。 そ して この平均卵粒数 のも っと

も多い9月 の世代 は,誘 殺数 の最 も多 い世代 であ った。

しか し10月 になると分布 曲線は再 びも とに復 し,8月 の

それ に近 くなった。 この4世 代 を くらべ る と,7月 のひ

ん度分布曲線は ほかの月 と著 し く異 な り,曲 線の散布度

は小 さく,か つ平均卵粒数 ももっ とも少 なか った。各世

代の ひん度分布 曲線はいずれ も左右非対称で,正 規分布

に適 しない ことは明 らかで ある。森本 ・河野(1962)は

昆虫の卵塊サ イズは正規分布 に適合す るもの と,対 数正

規性を示す もの に分け られ るこ とを報告 したが,第3図

の結果か ら卵塊サ イズを対数変換 し,卵 塊 の累積 ひん度

分布を プロ ビッ ト変換 して示す と第4図 のよ うになる。

第4図 か ら8月,10月 の世代 はか な りふれが 大 きいが,

各世代の値は ほぼ直線上 にプ ロッ トされ,対 数正規性 を

示す もの とみな され る。そ こで調査 した各世代のすべて
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第4図 月別,卵 塊 あた り卵粒数 の累積 ひん度分布。

卵 塊について卵粒数を対数変換 し,世 代間の平均卵粒数

の差 の検 定を試みた。 その結 果は,7月 世代 と残 りの 月

の世代 との間には1%の 水準で有 意差が認め られ,9月

と8月,9月 と10月 の 世代の間に も同様の差がみ られ た

が,8月 と10月 との間には差はな く,第4図 にみ られ

るように7月,8月 ・10月そ して9月 の3つ の グル ープ

に分け られた。

以上は 世代 ごとの比較を試みた結 果で あるが,次 に調

査の時 期を追 って卵塊サイズの動 きをみた。その結果は

第5図 に示 され るように7月 の調査においては,平 均卵

第5図 卵塊サイズの季節的消長。

黒丸は平均卵粒数と90%の 信頼限界を,白 丸は夜間気温

を示す。

粒数は250～300で あ ったが,8月 にな ると急激 に大 き

くな り,8月 後半か ら9月 をとお して一つの 山 を形成

し,600～800卵 粒の大 きさとな り,9月 末か ら減少の

傾向をた どった。産卵数においては第2図 にみ られ るよ

うに,7月 末,8月 末,9月 末 にそれぞれ世代の切れ 目

が見 られたが,卵 塊サ イズにおいては連続 した。 したが

って世代内の変動の傾向は一定で なか った。

卵塊サ イズの変動要因 につい て,平 田(1965)は ヨ ト

ウガの調査か ら,雌 の 日令,成 虫の移動お よび気温の3

つの要因 をあげ ている。筆者 は これ らの要因 の うち直接

検討で きる気温 について調べ,ハ スモン ヨ トウの10月

か らll月 に産卵 され る卵塊 サイズの減少は,夜 間気温

の 低下の 影響 と考 え られ る 結 果を 得 た(宮 原 ・上野,

1968)。 そ こで 夜 間気温 との 関係について 検討 を試み,

第5図 に夜 聞気温 の 推移 を示 した。 この図 の夜間気温

は,採 集卵塊 の産卵期 間を考慮 し調査 日前夜 か らさかの

ぼ った4日 間のそれ の平均を もって示 した。 その結 果は

夜 間気温 と卵 塊サイズ との関係は,9月 後半か らは両 者

はかな り平行 した関係にあ るが,そ れ以前の期間におい

ては全 く無関係に動いてお り,夜 間気温の影響は考 え ら

れない。 先に述べたが7月 の 世代が 平均卵粒数におい

て,ま たその変異において小 さいのは,8月 以降の世代

と異な る大 きな特徴 と考え られ興味深い。 この よ うな違

いは,少 な くとも産卵時 におけ る気温か ら特 にその影響

が考え られない ことか ら,羽 化後の影響 と言 うよ り,む

しろ羽化までに受けた環境条件の反映ではないか と考 え

られ る。 しか し,そ れ らの条 件が栄養的条件 によるもの

か,気 象的条件か,あ るいはその他の条件 によるものか

は今後 検討を要す る。

作 物による卵塊サ イズの違い

調査 した この3種 類の作物は,葉 面積,葉 の表面お よ

び全 体の形態な どの点において著 しく異な るので,そ の

ような違いが産下 され る卵塊サ イズに影響を与えないか

検討 した。比較 した調査の期間はいずれ も8月 以降の世

代を一括 したが,そ の結 果は第2表 お よび第6図 の よ う

第2表 作物による卵塊サイズの差異

で ある。 第2表 か ら平均卵粒数 についてみ る と,最 大

(ナンキンマメ)と 最小(サ ツマイモ)値 間に99卵 粒の

差があ ったが,累 積 ひん度分布曲線では この3つ の作物

の値は重 な り,統 計処理の結 果 も有意の差 は認め られ な

か った。 ナンキンマメは葉の長 さ3cm程 度で,ハ ス モ

ン ヨ トウの体長か ら考 えると産卵行動 に制約 を受 け,ほ

かの作物 よ り卵塊サ イズは小 さいので はないか と予想 し

たが,特 に影響 は受 けない よ うで ある。

つ ぎに,こ の調査で 得 られ た 卵塊サ イズ と室内 にお



ハスモ ンヨ トウの季節的消長 143

第6図 作物別,卵 塊あたり卵粒数の累積ひん度分布。

け る 産卵調査での それ とを比較 して みた。 岡本 ・岡 田

(1968)は5世 代について平均 卵粒数 を調べ,185,218,

183,194,お よび274卵 粒 を得 てい る。 一方,鹿 児島に

おけ る堀切(1964)の3か 年 の調査結 果か ら計 算 した値

(総産卵数/卵 塊数)は211,320,120卵 粒 で,両 者 は

比較的 よく似 た値 を示 している。室 内における これ らの

値 は,こ の調査 の7月 の世代の平均卵粒数 に近 い値 で,

野外 におけ る卵塊サイズに くらべ ると1/2～1/6程 度 の

卵塊の大 きさであ った。個体あた りの総産卵数 を比較 し

た場合,野 外 と室内で この よ うな開 きが あるとは まず考

え られないので,室 内調査 においては,空 間的 にまた産

卵対 象 として制約を受け るため,卵 塊数は多 目に卵塊サ

イズは 小 さ 目に 産下 され る 傾 向があ るのでは なか ろう

か。

なお,採 集調査 した404卵 塊 か ら卵寄生蜂 の羽化 はみ

られ なか った。

摘 要

サ トイモ,サ ツマイモお よび ナンキンマメに産卵 され

たハスモ ンヨ トウの卵塊数お よび卵塊サ イズの季節的消

長 を1968年 に調査 した。

1) サ トイモにおける産卵数 の消長 か ら,7月 以降10

月までの間に4つ の世 代の存在が推 定 され,そ れ らの世

代 のなかで は9月 の世代 による産卵が,各 作物 いずれ も

もっ とも多か った。

2) 各作物 におけ る産卵数 は,サ トイモにおけ る産卵

がサ ツマイモ,ナ ンキンマメよ り多か った。

3) 卵塊サ イズは世代 によって異な り,サ トイモの場

合,7月 の世代が もっとも小 さく卵塊あた り平均卵粒数

は269,8月520,9月635と 季節 の進行 に ともな って

大 きくな ったが,10月 は453で8月 との間に有 意な差

はなか った。 この4世 代 間の卵塊 サイズは7月 の世代 の

それが,平 均卵粒数 およびその変異 の両面 か ら,他 の世

代 よ り小 さ く,か な りそ の傾向 は異 な った。

4) 作物間 の平均卵粒数 には有意 な差 は認め られ なか

った。

5) 卵塊サ イズのひん度分布は対数正規性 を示 した。

6) 採集 卵塊か ら卵寄生蜂は発見 され なか った。
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