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Life Tables of the Tobacco Cutworm, Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae), and an Evalu-
ation of the Effectiveness of Natural Enemies. Hisaaki YAMANAKA, Fusao NAKASUJI and Keizi 
KIRITANI (Prefectural Institute of Agricultural and Forest Science, Ino, Kochi, 781-21) Jap. J. 
appl. Ent. Zool. 16: 205-214 (1972).

Preliminary life tables of the tobacco cutworm, Spodoptera litura, were developed in taro fields 
in 1970 and 1971 in Ino, Kochi. Three kinds of plots were prepared to evaluate the role of natural 
enemies: (1) caging of host plants by nylon gauze to exclude all natural enemies; (2) enclosure 
by a plastic plate (30cm in height) which was coated by tangle-foot to prevent the invasion of the 

plot by natural enemies of ground fauna, and (3) the untreated plot. All the natural enemies 
in plot 1 and that of the ground fauna alone in plot 2 were eliminated one month before the experi-
ment with insecticides (BHC and Mesomil) as well as by hand-picking. Six species of parasites 
and 13 species of predators were recorded, and they were responsible for 68-89 per cent loss of the 
caterpillars. Ground-living invertebrate predators attacked middle-stage caterpillars, whereas 
natural enemies of air-borne type did so at the early or late stages of the host. The survivorship 
curve was concave in early summer when the micryphantid was abundant. This spider greately 
affected the survival of hatchlings by disturbing the larval aggregation of the 1st instar. In mid-
summer when the density of micryphantids was low, the survivorship curve became diagonal. 
Nevertheless, predation of mature larvae by Polistes wasps became important and the survivorship 
curves in the plots from which natural enemies were excluded were convex throughout the seasons. 
The survival rate of the 1st instar larvae decreased linearly with increasing density of micryphantids. 
That of the 2nd instar larvae was lower in the rainy season than in the summer season and vice versa 
for the 4th and 5th instar larvae. These phenomena can be caused by seasonal variations in the 
activity of major natural enemies, i.e. ground-living invertebrate predators in the 2nd instar and 
the Polistes wasps in 4th and 5th instars.

は じ め に

内藤 ら(1971)に よる と ハスモン ヨ トウSpodoptera 

lituraが,西 南 日本に多発生 しは じめたのは1960年 前

後 か らである とされている。最初 は西南暖地 中心であ っ

た この害 虫の被害が,最 近で は,北 陸 ・東北 地方にまで

拡大 してきている。 この 昆 虫の 害 虫化 の 原 因について

は,い くつかの仮説が出 され てい るが(内 藤 ら,1971)

明確な証明は得 られていない。

ハスモ ンヨ トウの発生 の季節的変動や気象要因の影響

な どについては堀切(1964),山 口(1968),杉 野(1971)

宮原 ら(1971)の 報告があ る。また岡本 ・岡 田(1968)

は,こ の昆 虫の生活史 と発育や増殖 に関す る諸性質 を詳

しく研究 した。 しか し,こ れ らの一連 の研究で は,野 外

の個体群変動 の重要 な要因で ある生物的要因,と くに天

敵類 の働 きについては殆 ん どふれ られ ていない。そ こで

われわれは,ハ ス モン ヨ トウの野外個体群 に対す る天敵

類の働 きを明 らか にす るため,こ の害虫の生命表を作成

す るとともに,網 かけ法 などの天敵除去法を利 用 して,

天敵がハスモ ンヨ トウの個体群動態に及ぼす影響を評価

しようと試みた。

本 文にはい るに先立 ち,こ の研究 を行 な うにあた って

有益 な御助言 をいただいた農林省農業 技術研 究所 河野達

郎 昆虫科長,高 知県農林 技術研 究所 昆虫研 究室川村満,

松崎征美 氏同 じく指定 試験室川原幸 夫,笹 波隆文氏に厚

くお礼 申 し上 げる。 また,卵 塊の捕食実験については,
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大阪市立大学東浦康友氏の協力を得た。天敵類の同定は

次の方々にお願いした。九州大学農学部大熊千代子氏,

同教養部嶌洪氏,北 海道大学農学部渡辺千尚博士,神 戸

大学農学部桃井節也助教授,愛 媛大学農学部立川哲三郎

助教授,東 京農業大学農学部立川周二氏,西 川勝氏,農

業技術研究所土生和申博士。以上の方々にここで厚くお

礼申し上げる。

調査圃場および実験方法

調査圃場と調査法

寄主植物 と しては,ハ ス モンヨ トウの発生す る全期間

にわた って栽培が可能な サ トイモを選んだ。1970年,

1971年 の2年 間,高 知県伊野町にあ る県農林技研実験

圃場(面 積300m2)に5月 中旬に定 植 して11月 下旬 ま

で栽培 した。農薬は全 く使用 しなか った。 このサ トイモ

畑の 中に16株(4×4株)を 単位 と した実験区(面 積

10m2)を 設け次の ような処理 を行な った。

(1) 全天敵除去 区:高 さ1.8m,長 さ3.3m,幅3.0

mの 木枠を組み24メ ッシ ュの防 虫網 を張 り,区 内に生

息す る クモ,ア リ,ハ サ ミムシ等 の天敵類 を除去す るた

め,ハ スモン ヨ トウ卵塊 接種 の1か 月前 にBHC・ メソ

ミル剤 の各1,000倍 混合 液を散 布及 びかん注 した。

(2) 地上 移動 性天敵 除去 区:実 験区の周 囲を上 縁に

タングル フッ トを塗布 した プラスチ ック製畦畔 アローで

区切 り,区 外か らの地上 移動性天敵の侵入 を防いだ。区

内の土壌中に生息 す るア リ,ゴ ミムシ,ハ サ ミムシ等 は全

天敵除去区 と同様の薬剤 をかん注 して殺 した。ただ し,

この区では空中を移動す る天敵は 自由に攻撃で きる。

(3) 天敵攻撃区:自 然状態のままで放置 し,す べて

の天敵類が 自由に攻撃で きるように した。

1970年 は上記のすべ ての区 を設けたが,1971年 には

(1)と(3)区 のみを設けた。 区内の サ トイモは1株

当た り4～6枚 の葉 を残 して他の葉や分けつ茎はすべ て

取 り除いた。雑草は手でていねい に1週 間 々隔で取 り除

いた。 接種用の卵は25℃,75% R.H.,16時 間照明

の恒温室 内で サ トイモ葉 を餌 として飼育 して羽化 した成

虫に西洋紙 に産卵 させ た。前 に述べ た正方形 の実験 区の

四隅 の株 の中位葉 を区の中心 に向 けて杭で 固定 し,そ の

葉 の裏側 に合計1,600卵 粒 になるよ うに,4～7卵 塊 を

ア ラビアゴムで接種 した。実験期 間中は区内に自然に産

卵 され た卵塊 はすべ て取 り除 いた。1令 幼 虫のふ化後 は

全株 につき,茎,葉 別 に生存幼 虫数 とそれ ぞれ の令 期,

区内のすべ ての天敵の種類 とその個 体数 を調べ た。調 査

は幼虫が4令 に達す るまでは毎 日,そ れ以後 は隔 日に行

なった。蛹化前 に,区 内にワ ラ製 の コモを敷 き込み蛹化

場所 と した。

1970年 には蛹化 完了後 に土壌 を深 さ10cmに 堀 り起

こし,す べ ての蛹 を 採集 した。 これ らの蛹 は 恒温室 内

(25℃,75% R.H.,16時 間照 明)で 死亡要因,羽 化数

を調査 した。1971年 には蛹化前 の 終令幼 虫を寒冷紗 を

張 った 野外のケー ジに 投入 し羽化数を 記 録 した。 ただ

し,全 天敵除去区では,実 験区のケー ジ内に蛹を放 置 し

隔 日に羽化数を記録 した。また,羽 化完了後 土を堀 り起

こして死亡蛹数を調べた。

これ らの実験はそれぞれ1970年 は6月26日(以 下

7月 世代 とい う),8月3日(8月 世代)に,1971年

には6月22日(6月 世代),7月7日(7月 世代),8

月16日(8月 世代)に 幼 虫がふ化す るよ うに卵塊 を接

種 して始 めた。 この他1970年10月16日 お よび1971

年10月7日 に天敵攻 撃区をそれ ぞれ1区 ず つ,1971年

8月2日 と9日 には,水 田の中に栽培 したサ トイモで天

敵攻撃 区をそれ ぞれ1区 設け同様の調査を行 な った。

卵寄生蜂調査

1970年10月2日 か ら27日 の間,野 外 サ トイモ畑 の

卵塊密度の調査時 に,ク ロタマゴバチ科の1種(Teleno-

mus sp.)に よる高率の寄生が観察 されたので,25℃,

75% R.H.,16時 間照明の恒温室内に卵塊を もち帰 り被

寄生 卵粒数を調 べた。

卵期の死亡 要因

上 記の実験では,ふ 化直前の卵塊を接種 したため,卵

期の死亡要因は全 く評価で きない。そ こで1971年8月

16日 か ら22日 にかけ て,調 査圃場の実験区外のサ トイ

モに卵塊 を人為的 に接種 して,捕 食の有無 を観察 した。

この とき卵塊 の りん毛が天敵 の攻撃 に対 して防御 の働 き

をもつものか どうか を知るために,り ん毛 を取 り除 いた

卵塊 と自然卵塊 を接種 した。供試卵塊 は産卵後1日 以 内

の ものを用いた。

結 果

生存曲線

1970年,1971年 の各時期について得 られた生 存曲線

を第1図 に示 した。1970年7月 世 代の全天 敵除去 区は

薬剤処理 が不十分 で,区 内に残 った コサ ラグモ類(Mic-

ryphantidae)に よるふ化幼虫集団の攻撃に よって,ふ 化

後数 日間に急激な個体数の減少がみ られた。また除草 が

十分 でな く,雑 草に分散 した若令幼虫が多か ったため こ

の時 期の個体数 を過小評価 した。 しか し,他 の時期の全

天敵 除去 区の生存 曲線はいずれもほぼ同 じ傾 向を示 し,



ハスモ ンヨ トウの生命表 207

第1図 ハスモ ンヨ トウの生存曲線。

季節的な変化は殆ん どみ られない。 これ らの区は24メ

ッシ ュの除 虫網で被覆 され てい るため降雨,暴 風等 の気

象条件の直接の影響は除かれ てい るが,温 度や湿度等 の

違 いは あま りハス モン ヨ トウの生存率 に影 響 しない こと

がわか る。一方 いずれ の時期 においても,天 敵 攻撃区の

生存幼 虫数 は急激 に減少 し,天 敵 の働 きが大 きい ことを

示 している。1970年 の7月 と1971年 の6月 世 代の天敵攻

撃区の生存 曲線 は,若 令期 に急激 に低下 しているが,中 ・

老令期 には比較的 ゆるやか に減少 している。 これ ら初 期

の急激 な減少 は,主 に コサ ラグモ類に よるふ化幼 虫集 団

の捕食 と それ に伴 う集 団攪乱 に よる 間接的な 死亡に よ

る ことが確認 され ている(NAKASUJI et al.,印 刷中)。

1971年7月 世代 では若令 期に コサ ラグモ類 が働 き,更

に中令 期に フタモンアシナ ガバ チPolistes chinensisが

活発 に働いたために生存率 が急激に低下 し,5令 期で絶

滅 した。 一方 コサ ラグモ類 の密度 は,サ トイモ畑では梅

雨明け とともに急激に低下 し,夏 季 には殆ん ど生息 しな

くなる。 その結 果 コサ ラグモ類 が 働 かない8月 世代 で

は,若 令 期に著 しい減少を示 さず若 ・中 ・老令 のすべ て

の令期 に対応 して天敵 が平均 して働 き,ほ ぼ直 線的 に生

存数 が減 少す る。 しか し,若 令期 の著 しい減少 のない8

月世代 では,年 によ り中 ・老令期 に働 く天敵 の働 き方が

異 な り,生 存 曲線 の傾 きが異 なる。1971年8月 世代 は

1970年8月 世代 よ り中・老令期 にフ タモンアシナガバチ,

老令 期にセ グロアシナ ガバチP. jadwigaeが よ り強 く働

いた。 その結 果,天 敵攻 撃区では6令 期に幼 虫が絶滅 し

第2図 ハスモンヨトウ各令幼虫の存在個体数の百分率頻度曲

線と各令幼虫の令期間(1970年8月 世代の全天敵除去区の例)。

た。他方1970年 では29頭 の幼 虫が6令 に達 した。1970

年8月 世代では全天敵除去 区,地 上移動性天敵除去区,

天敵攻撃 区の順 に生存率の低下がみ られ,そ れぞれの天

敵除去 の 効果が明確 に示 された。10月 世代では 低温の

ため著 しく令期間が遅延 し,最 終的には霜害でサ トイモ

が枯死 し,幼 虫は4令 期で絶滅 した。なお,す べての時

期の実験で,全 天敵除去区内のサ トイモは茎の地際まで

ほぼ完全に喰いつ くされて しま ったが,天 敵攻撃区では,

1970年8月 世代以外には殆ん ど被害が 目立 たなか った。

令期間の推定

自然個体群の令期間の推定はKIRITANI and HOKYO 

(1962)の 方法に従 った(第2図)。 すなわち第2図 の

i-1令 とi令 の幼虫の生存 個体数の百分率頻度曲線の

交点か ら,i令 とi+1令 の頻度曲線の交点までの期間

をi令 期間 と した。KIRITANI and HOKYO (1962)の 方
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第1表 ケージ内の個体群とケージをかぶせなかった自然個体群に於いて推定された各令幼虫の平均令期間

法 との違いは,存 在個体数の頻度 曲線 の代わ りに百分率

頻度曲線 を使用 した点であ る。百分率頻度 を用 いたのは

次の理 由か らであ る。i令 の脱皮が斉一で なく令期間が

i+1令 に比べて長 いか,i+1令 期の死亡率がi令 に

比べて著 しく高い時,KIRITANI and HOKYO (1962)の

方法では,i令 とi+1令 の存在個体数の頻度曲線の交

点がi+1令 の存在 期間の後 半にずれた り,は なはだ し

い場合 にはi+1令 の頻度 曲線がi令 のそれ と殆ん ど重

な り合 って しま う。 このよ うな例 が老令幼 虫期に しば し

ばみ られた。 この場合i令 期 間が 明 らかに過大評価 され

た り,推 定不可能 になった りす る。 しか し存在個体数 を

百分率頻度 に直せ ば この欠 点が取 除かれ る。 この方法 で

求 めたi令 期間 は対 象の個 体群 内の発育 の早い一部分 が

i令 にな った 日の直前か らi+1令 になる 日の直前 まで

の期間 と比較す ると良 く一致す る。

全天敵除去区は24メ ッシュの網で被覆 され てい るた

め,温 度等の気象条件が他の区 と異な り,そ れが平均令

期間に影響す ることが考 え られたので全天敵除去 区(ケ

ー ジ内個体 群)と それ以外の区(自 然個体群)に 分 けて

令 期間を求 めた(第1表)。1971年6月 世 代において,

ケージ内個体群 と自然個体群 の間で,ふ 化か ら6令 初 期

まで の発育期間 に4日 間 の差がみ られ る以外 は,両 者 の

差は1日 ない しはそれ以下で,一 般に防虫網 を被せ た影

響はそれ程大 きくなか った。

生命表の作成

第1図 の生存曲線に,求 めた令期間をあてはめ個体数

を読み取 ることに よ り,各令期の初 期個体数 を評価 した。

蛹 ・成虫数についは実数 を用 いた。 各発育段 階について

得 られた死亡率 は以下 の方法 によ り要因別 に分類 した。

まず,全 天敵除去 区の死亡率 を生理的死亡 を含む非生物

的要因 による不 明死亡 とす る。次 に,地 上移動性天敵除

去 区の死亡率か ら不明死亡率 を差 し引 くと,こ の 区で特

異的 に働い たと思われ る空中移動性天敵に よる死亡率が

評価 され る。最後 に天敵攻撃 区の死亡率 か ら不 明死亡率

お よび空 中移動性天敵 による死亡率 を差 し引 くと,地 上

移動性天敵 による死亡率が評価 され る。 ただ し1971年

には地上移動性天敵除去 区は設 けなか ったので,不 明死

亡率 と天敵 による死亡率の二種類の死亡率 しか評価で き

な い。 この よ うに して作成 され た1970年8月 と1971年

6月 世代の生 命表の例 を第2表 に示 した。 また第3表 に

は,2年 間4世 代について得 られた生命表か ら,6令 終 り

までに起 こった全 死亡率 と,天 敵に よる死亡率を各世 代

で比較 した。 いずれの世 代において も最終的 には,99.8

%～100%の 高 い死亡 率が見 られ るが,そ の中で天敵 に

よる死亡率 は68%～89%と 非常に大 きい。

ハ スモン ヨ トウの 天敵とその働 き

1970年 と1971年 の2年 間に観 察 され た天敵 と,そ れ

らが攻撃す るハス モン ヨ トウの令期 を第4表 に示 した。

この他,ITOら(1792)が,1971年9月 に非放射性

稀元 素Europium-151を 用 いて我 々の実験圃場で行な

った 天敵相調査の 結果,エ ンマコオロギTelegryllus 

emma,オ オハサ ミムシLabidura ripania japonicaが

幼 虫の捕食者 として働 く可能性 が示 され た。 また我 々は

キ リギ リス科Tettigonidaeの1種(種 不明)が 幼虫 を

捕食す ることも確認 してい る。

(1) 卵 期の天敵

ハスモン ヨ トウの卵 には クロタマ ゴバチ科 の1種(Te-

lenomus sp.)が 寄生 す る。1970年 には9月 以降 に産卵

され たものに被寄生卵塊が多 く,10月15日 に採集 した

50卵 塊の うち38%の 卵塊が寄生 を受けていた。 また

1971年 には7月14日 に既に被寄生 卵塊が観察 された。

1970年10月 に採集 した卵塊のサイズ と被寄生 卵粒数 の

関係 を第3図 に示 した。被寄生卵 粒数 は,卵 粒数が300

粒 まで は大 きなば らつきはあるが,卵 塊 サイズ の増加 に

伴 って増加傾向 にあ り,そ れ以上 の卵塊 サイズでは,増

加せず,被 寄生卵教は250で ほぼ上限 に達す る。 これ
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第2表 ハスモ ンヨ トウの生命表の例

第3図 1970年10月 に採集 され たハ スモ ンヨ トウ卵塊の

うち卵寄生 蜂Telenomus sp.に よ って寄生 を受 けた

卵塊の卵塊 サイズ と被寄生卵粒数 の関係 。

は寄生蜂 の産 卵数 や,寄 主を発 見す る能力に限界があ る

ことのほかに300粒 以上 の大 きな卵塊は,3～6層 に重

ねて産 まれ る ことが多 く,表 面 よ り2～3層 以下では寄

第3表 6令 の終 りまでにみられた全死亡率と

天敵による死亡率

生蜂 の産 卵管が届 かず産 卵 されない ことも原 因の一つ と

考 え られる。被寄生 卵塊 は,り ん毛 が毛 ば立 ち,所 々に

産 卵行動 に由来す る りん毛の くぼみがで きてお り,寄 生

され ていない卵塊 と容易 に区別 され る。
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第4表 ハ スモ ソヨ トウの天敵 とそれ らに より攻撃され るハ スモ ンヨ トウのステー ジ

第5表 捕食虫に よるハスモ ンヨ トウ卵塊の捕食

第4図 各種の天敵による攻撃が観察されたハスモンヨ トウ

の幼虫の令期と攻撃の百分率頻度。

1971年8月 に産卵直後 の卵塊 を接種 して卵塊 の捕 食

頻度 を観察 した(第5表)。 この実験で は卵塊 の りん毛 が

捕食者 に対 して防御 の役割 をもつか どうか も合わせ て検

討 したが,接 種卵塊は りん毛の有無 にかかわ りなく攻撃

され24%が 捕 食者 の攻 撃を受け,13%の 卵塊 は卵塊全

体 が捕食 され た。 この実験で捕食が観察 され たのはア リ

の1種 のみで あった。 ここではみ られ なか ったが クサ カ

ゲ ロウの1種 の幼 虫が卵塊 を捕食す る ことも観察 され て

い る。

(2) 幼 虫期の天敵

1970年 に実験区で観察 された 天敵類の 各令幼虫に対

す る攻撃頻度 を第4図 に示 した。 コサラグモ類(セ ス ジ

ア カムネグモ,ニ セ アカムネグモ)は1令 幼虫 を捕食す

る。 ハナグモ,サ サグモの1種,ユ オ ウイ ロハ シ リグモ

は1～4令 期の幼虫 を捕 食す る。なかで もハ ナグモは2

～3令 期 の捕食者 として重要 である。 この クモは夏季 に

はサ トイモ畑で優 占種 とな る。セ グロアシナ ガバチは5

～6令 幼 虫を攻撃 し捕食す る。 セ グロアシナ ガバチに よ

る捕 食数 は,幼 虫の内臓部をサ トイモ葉上 に残す ことか

ら将来,綿 密な観 察を行 なえば捕食数を推定で きる可能

性が ある。 一方,1971年7月 世 代では中令期に対 す る

フ タモンアシナガバチの攻撃が活発 であ ったが,こ の場

合 は捕食残 骸を残 さないため,上 記の方法で捕食数 を推

定す る ことはで きない。 ブランコヤ ドリバ エは主 として

6令 幼 虫に産 卵す る。まれに5令 幼虫に産卵す るが,こ の

場合 は産 まれ た卵はハスモン ヨ トウ幼 虫の脱 皮によ って

脱落 し無効産 卵 となる ことが多か った。 アマガエルは,

区内に存在 した個体数 を,ハ ス モン ヨ トウの令 期の進行

に対応 して百分率頻度で示す と3令 期 に4%,4令 期46

%,5令 期38%,6令 期12%で,4～5令 期 に区内に

侵入 した個体が多か った。横 山 ・河野(1971)は,ハ ス

モンヨ トウに対す るアマガエル の捕食実験 の結果,2～

4令 を好んで捕食す ることを報告 してお り中令期の捕食

性天敵 と して重要 と思われ る。 また我 々もサ トイモの葉

の表面上の 若令幼虫集団が アマガエルの 攻撃を 受け易

く,攻 撃を受けた集団は,し ば しば殆ん ど全滅 させ られ

ることを観察 してい る。

ところで第4図 に示 した天敵類は,す べて生 命表の中

で空中移動性天敵 と して取 り扱 った ものであ る。 これ ら

の天敵の各令期への働 き方は1970年8月 の生 命表で評

価 された空 中移動性天敵 による死亡率 とよく対応 してい

る(第2表)。 他方,地 上移動性天敵 と しては,セ アカゴ

ミムシ等の ゴ ミムシ類や,ハ サ ミムシ,コ オロギ等の天
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第5図 生命 表作成 のための調査 プ ロッ トにみ られ たハ ス

モン ヨ トウ1令 期 間中の コサラグモ類 の平均密度 と

1令 期間中の生存率 。それ ぞれ の世代 の全天敵 攻撃

区および,1971年8月 に水田内のサ トイモ畑 に設

け られ た2つ のプロ ッ トと1971年10月 に設 けた

2つ のプロ ッ トのデータを用 いて作 図 した。1令 幼

虫の生存率 は,こ こでは各区内のふ化幼 虫数 に対 し

て,90%以 上 が2令 に移 行 した時点の幼 虫数に対 す

る割合 で示 めされ ている。

敵が重要な働 きをす るもの と思われ る。ただ し,コ オ ロ

ギについてはITOら(1972)に よるによ るEuropium 

151に よる推定であ り捕食の現場は確 認 していない。

クモ類の中では コサ ラグモの働 きが非常に大 きい こと

は先 に述べ た。NAKASUJI et al.(印 刷 中)は,コ サ ラグ

モ類は幼虫を直 接捕食す ることよ りも,そ の捕食行 動 を

通 してふ化 幼虫集 団を攪 乱す ることに よって間接的 に死

亡を もた らす働 きが大 きい ことを明 らかに した。

第5図 に,各 時期に行 な ったすべての天敵攻撃区につ

いて区内の1令 期 間中の コサ ラグモ類の 日当た り平均密

度 の対数(X)に 対 して,90%以 上の ハスモ ンヨ トウ

の幼 虫が2令 期に移行 した 日までの幼虫の生 存率(Y)

をプ ロッ トした。第5図 か ら,コ サ ラグモの密度に依存

した1令 幼 虫の生存 率の低下が み られ る。 この分析では

季節的 な気 象条 件の違 いに よる死亡 の起 こ り方を除いて

いない。 しか し,コ サ ラグモはふ化幼 虫集 団に高 率の死

亡 を起 こし,か つその死亡率が コサ ラグモの密度 によ っ

て決定 され ている ことは疑 いない。 このよ うな コサ ラグ

モに似 た働 きは捕 食性 のア リによ ってもなされ るが観察

頻度 は前者 よ りはるか に少 なか った。

(3) 2令 期以後 の幼 虫期に働 く死亡要 因の働 き方

2令 幼虫期以後 の死亡要因の働 きを明 らかにす るため

第6図 上:2令 幼虫初期数と2令 幼虫の生存率の関係。

下:4令 幼虫初期数と4・5令幼虫の生存率の関係。

〇 梅雨期,● 夏期。

第6表 ハスモンヨトウ幼虫の2令 初期から6令 初期

までの各令期間の死亡要因の基本要因分析

MORRIS (1959)の 基本要因分析法を用いて 分析を 試み

た。 この研 究では,そ れ ぞれのプ ロッ トの個体群 につい

て総個体数 の 減少を令 を 追 って 追跡 してい るので,標

本誤差に 起因す る この 分 析法 の 欠 点は 一応無視で きる

(KUNO, 1971)。 それ ぞれ の世代 の天敵攻撃 区の2令 か

ら6令 初 期個体数 を用 いて,相 続 く2つ の令期 の個体数

(対数)の 問の回帰係数(b)と 相関係数の2乗(r2)

を求めた(第6表)。 この結 果,2-3令 個体数 の回帰係

数 は1よ り大 き く,2令 期 に密度逆依存的 な死亡要因が,

また4-5令 と5-6令 個体数 の回帰係数は1よ り小 さ

く4,5令 期に密度依存的 な死亡要因がそれぞれは た ら

いている可能性が示唆 され た。

そ こで,よ り詳 しくみ るために,気 象条件 の著 しく異

なる梅雨期(1970年7月 世代,1971年6月 世代)と,

それ以後 の夏季(1970年8月 世代,1971年8月 世代)

に分 けて,2令 幼 虫初期個体数 と2令 期 の生存率(第6

図上)と4令 幼虫初 期数 と4～5令 期の生存 率(第6図
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下)を プ ロッ トした。 まず2令 幼 虫数 と生存率 の関係 を

梅雨 期,夏 季 で別 々にみる と,そ れ ぞれ については明確

な 密度逆依存的 関係 は み られ ない。 しか し,梅 雨期 の

生存率 は夏季 の生存率 よ り一般 に低 いために,両 者 を こ

み にす る と見か け上 の密度逆依存関係が得 られ る。夏季

よ り梅雨期 の生存率が低 い原因は不 明で あるが,こ の令

期 には地上移動性天敵の働 きが活発で ある ことは先 に述

べ た(第2表)。DEMPSTER (1967)は モンシロチ ョウ

Pieris rapaeの 若令幼 虫の捕食者,ゴ ミムシ類の活動は

降雨 によって活発 にな ると報告 してい る。ハス モン ヨ ト

ウにお ける上記の結果 もその ような気象条件の間接的影

響 に由来 した ものか も知れない。

次 に4-5令 期の死亡の起 こり方 につ いてみ る と,2

令期の場合 とは逆 に,梅 雨期 の生存率が高 く夏期 に低 く

なる。第6表 でみ られ た密度依存的関係 も,こ のよ うな

季節的違 いを反映 したみか け上の結果で ある ことがわか

る。 この令期での重要な死亡要因 はアシナガバチ類で あ

る ことが観察 によって確かめ られ ている。 アシナガバチ

の働 きが活発 にな るのは梅雨明 けの7月 中旬頃 か らで あ

り,第6図 の結果 も,夏 季 のアシナガバチの働 きの重要

さを裏付 けている。

考 察

この 研究では,ハ ス モンヨ トウの 幼虫期 の 死亡要因

の中に占め る天敵の役割 りを評価す るため種 々の物理的

障壁 によって天敵 を除去 し,生 命表 を作成 した。天敵 の

働 きを物理的障壁 を設 ける ことによって評価 しよ うとす

る試みはSMITH and DEBACH (1942)に よって初め て

試み られ て 以来多 くの 研究者 に よって 試み られ てきた

(KIRITANI and DEMPSTER(印 刷 中)の 総説 に詳 しい)。

しか し,こ の方法では,野 外の昆虫個体群 に対す る天

敵の働 きを評価す る方法 と して,次 の ような欠点があ げ

られ ている(FLESCHNER, 1958; DEBACH and BARTLETT, 

1964)。 第1に,寄 主個体群 または寄生者個体群 の移動

分散が制限 され る。第2に,障 壁 内の物理的環境が 自然

状態 と異 な って来 る。 したが って障壁 内 と外 の個体群 の

単純 な比較 によ って天敵 の有効性 を示す ことは,厳 密 な

意味でで きない。 この実験で も,防 虫網で覆 ったケージ

内の個体群 は,も しこれが開放系で あれ ば天敵が働か な

くても,移 出によってもっと多 くの個体が消失 した と思

われ るので,上 記 の指摘が あては まる。物理的条件 につ

いては,直 接 の降雨 や暴風等 の影響 を除 けば,ケ ージ内

の幼 虫の発育 期間が著 しく短縮 され るな どの影響 はみ ら

れなか った(第1表)。 これ は,用 いたケージが比較的

大 きか ったために,ケ ージ被覆 の影響が緩和 され た結果

か も しれ ない。 また地上移動性天敵除去 のため設 けた障

壁 については,こ れ によって除去で きる天敵群 を具体的

に,明 確 にで きなか ったが,そ の障壁 によ り除去 され る

地上移動 性 天敵 の働 きも 比較的大 きい ことが 示 され た

(第1図,第2表)こ の障壁 によ って除去 され るハスモン

ヨ トウの天敵 としては,ア リ類,ゴ ミムシ類,ハ サ ミム

シ類 などがあ げ られ るで あろ う。

この研究 を通 して,ハ ス モン ヨ トウの幼虫 を死亡 させ

る最 も有効な天敵は,セ ス ジアカムネグモを主体 と した

コサ ラグモ類で あった。 コサ ラグモはふ化幼 虫集団 を攻

撃す る時,直 接幼 虫を捕食す る とともに,そ の捕食行動

を通 してふ化幼 虫集 団を攪乱 して分散 させ て しま う。分

散 した幼 虫は,良 く除草 され た畑地環境 では,新 しい寄

主植物 に定着で きず餓 死 して しま う(NAKASUJI et al.

印刷 中)。

コサ ラグモについで重要 な天敵 は,ア シナガバチで あ

る。1971年7月 の世代 にはフ タモンアシナガバチが活

発 に働 き,幼 虫は4令 期で絶滅 した(第1図)。 しか し,

アシナガバチの働 きは梅雨期 には不活発で,こ の時期の

4～5令 幼虫 の生存率 は高 い(第6図)。

りん翅 目害 虫に対す るアシナガバチの働 きの重要性 に

ついては,例 えば アメ リカシ ロヒ トリHyphantria cunea

に ついてITO and MIYASHITA (1968),マ ツカ レ ハ

Dendrolimus spectabilisについて古 田(1968),モ ンシロ

チ ョゥPieris rapae curcivoraはこついて守 本(1960),松 沢

(1958)や 入江(大 竹,1970よ り)に よって 報告 され

てい る。

ITO and MIYASHITA (1968)は,一 般 に卵塊で多数の

卵を産む りん翅 目昆虫の生 存曲線はDEEVEY (1947)の

い うTypeIIIに なる と述べ ている。 ハス モンヨ トウの

生存 曲線について も,コ サ ラグモの密度の高い6月 や7

月上 旬の時 期にはType IIIに近い(第1図)。 と ころが

コサ ラグモの密度が低 い8月 世代で はType IIに 近 く

な る。他方,す べての天敵が除去 された場合の生存曲線

は,い ずれ もゆるやかな直線状 に低下 してい るが,こ れ

らの生存曲線 に成虫の平均寿命(岡 本 ・岡 田(1968)に

よると7月 上旬で12日 前後,8月 中旬で5日 前後であ

る)を 考慮す ると,明 らかにType Iの 生 存曲線に近

い。 この ように,ハ ス モン ヨ トウの生存曲線は決 して一

定ではな く,働 く天敵の種類 とその強度 によって生 存曲

線の型がかわ ることを示 してい る。

内藤 ら(1971),中 筋 ら(1972)は,近 年 日本にハスモ

ンヨ トウが多発 して来 た原 因について,ハ ウス栽培 面積
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が増加 しは じめて来 た ことにあ るのではないか と考 えて

いる。高 知県 のよ うな西南暖地 では,ハ ウス内で冬 期間

中もハスモン ヨ トウが増殖 し続 ける(山 中,1970)。 これ

らのハウス 内で増殖 したハス モン ヨ トウが,5月 下旬 ～

6月 上旬 にハウスの ビニールが取 り除かれ る ことによっ

て大量 に野外 に放 出され,初 期密度 を高 めているので は

ないか とい う仮説で ある。 しか し,ハ ウス栽培 のみが こ

の害虫多発生の 原因で あるとは 考 え られな い 事例 もあ

る。例 えば徳島県の早堀甘藷地帯で1960年 にヘプタク

ロール を大量 に使用 した ところ1961年 にハス モン ヨ ト

ウが多発生 したな ど,有 機塩素剤の使用 によ りハス モン

ヨ トウの 多発生を導いた とみ られ る事例があ り,鹿児島,

静岡両県で も同様の例が認め られてい る(そ 菜病害虫に

関する中国.四 国 ・九州地域 試験打合 せ会議資料,1971)。

この研 究で も,ハ スモン ヨ トウのすべての天敵を除去

す ると,1,600卵 粒か ら出発 したハスモ ンヨ トウの幼虫

は,16株 のサ トイモを 殆 とん ど喰い 尽 くして しま う程

の個体数 が生 き残 るが,天 敵 の攻 撃を受けた区では,殆

ん ど食害が認め られ ない程度 に幼 虫数 が減少 して しま っ

た(第1図)。 これ らの結 果は,も し農 薬散布 や大規 模機

械開墾 な どによって天敵相 を貧弱に した り取 り除いて し

ま うと,ハ スモン ヨ トウの多発生 を導 く要 因にな り得 る

ことを示唆 している。

以上述べ てきたよ うに,ハ ス モン ヨ トウの害虫化 の原

因 を明 らか にす るためには,寄 主-天 敵 の相互作用 系に

及 ぼす各種 の耕種条件(耕 転,除 草,殺 虫剤 な ど)の 影

響 を解 明す る ことが きわめ て重要で ある。

摘 要

ハス モンヨ トウ野外個体群の密度の変動 に果たす天敵

の役割を評価す るために,す べての天敵の働 きを除去す

る区,地 上移動性天敵の働 きを除去す る区,天 敵 を自由

に働かせ る区の3つ の実験区を用いて生命表の作成 を試

み た。

その結 果,ハ スモン ヨ トウの1令 幼虫期か ら成虫の羽

化 まで に99.8～100%の 高 い死亡率 がみ られ,そ の内

68～89%が,天 敵 による死亡 と評価 され た。 天 敵 とし

て,6種 の寄生性天敵 と13種 の捕食性天敵が確 認され

た。 なかで も,ふ 化幼 虫集 団を分散 させ て間接的 に死亡

に導 くコサラグモ と中 ・老令幼 虫を捕食す るアシナガバ

チがハス モン ヨ トウ幼 虫の個体数変動 に重要 な役割 を果

してい ることが明 らか にな った。

ハス モン ヨ トウの生存曲線は コサ ラグモの密度 の高い

梅雨期 にはDEEVEY (1947)の タイプIIIになるが,コ サ

ラグモの密度 の低 い夏 期には タイプIIに 移行 し,天 敵が

働か なけれ ば タイプIに な り,天 敵 の働 き方 によって生

存 曲線 の タイプが必ず しも一定で ない ことが解 った。
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