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In an atempt to develop an integrated control programme of Spodoptera litura, investigations 
were carried out in a taro field in 1972 in Ino, Kochi. Three kinds of plots were prepared as 
follows: (1) weeds in a plot were cut by a sickle at a height of 5cm above the ground, straw 
mats were spread all over the ground, and the plot was treated fortnightly with 30ppm of chloro-

phenamidine emulsion 3 times during summer (improved cortrol), (2) weeds were removed by 
hands, and 450ppm emulsion of methomil was used instead of chlorophenamidine (conventional 
control), (3) weeds were removed by hands, straw mats were spread and no pesticide was used 

(untreated). Incidences of caterpillars and their natural enemies were recorded every other day. 
Yield was examined at harvest. Densities of the 1st and 4th instar larvae of S. litura were lower 
in the improved control plot than the other two plots. But the density of 6th instar larvae in 
the conventional control plot was as low as that in the improved control plot. Presumably, larvae 
in the former plot emigrated out of the plot due to lack of the straw-mat shelter. Thirty ppm emul-
sion of chlorophenamidine was satisfactory in preventing hatchlings of S. litura from establishment 
on the leaf up to 7 days after the treatment, and no appreciable effect was observed on larvae 
of advanced stages as well as on polyphagous predators. Methomil killed not only larvae of all 
stages but also predators. Consequently, the order of abundance of predators was improved, 
untreated and conventional plots in a decreasing order. Survivorship curves of the larval po-

pulations which originated from those egg masses having deposited between the insecticidal 
treatments were compared among the three plots. The lowest survival rate was found in the 
improved control plot. The negative correlation between survival rate of S. litura and density 
of predators was observed among four combinations of predator group and larvae of vulnerable 
stage of S. litura. The yield was highest in the improved control plot, followed by conventional 
and untreated ones in a decreasing order. It was concluded that S. litura could be controlled by 
an integrated use of polyphagous predators and ultra-low concentration of chlorophenamidine.

は じ め に

ハスモンヨ トウSpodoptera lituraは,1955年 か ら1960

年頃西 日本 を中心に しば しば多発生がみ られ るよ うにな

った(内 藤 ら,1971)。 その後西南暖地で は毎年発生が恒

常化す ると共に,こ の多発生の傾向が関東や東北 の一部

の 地方で も 時に 見 られ るよ うに な ってい る。 われ われ

は,こ の害虫の生命表 を作成 して,自 然条件下 での死亡

の起 こり方 を分析 した結 果,そ の中に占める天敵 に よる

死亡 の割合 が非常に大 きく,幼 虫期 の 全 死亡率 の68～

89%に もな ることを 明 らかに した(山 中 ら,1972a)。

注 目すべ きことは,多 食性捕食者の果す役割 が大 きい こ

とである。 なかで もコサ ラグモ類は,ハ スモン ヨ トウの

ふ化幼 虫集 団を攻撃 し,1令 幼 虫を捕 食す る とともに集

団を撹乱 し分 散させて,間 接的 に 死亡 させ る働 きがあ

り,こ の コサ ラグモの密度 の高 い時期 には,常 に高 い初

期 死亡 が引 き起 こされ る(NAKASUJI et al., 1973)。 しか

し,良 く除 草管理 された畑地では,梅 雨明け と共 に,コ
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サラグモの密度は急激に低下す る。雑草地へ移動 して し

ま うためで ある。夏季には,い ろい ろな捕食 虫がすべ て

の発育段階 にわた って働 くが,大 きな初期死亡が起 こら

ないために生存率が高 ま り,8月 下旬か ら9月 上旬 にか

けて,ハ ス モンヨ トウの密度が高 ま り,野 菜や牧草 な ど

に被害がみ られ るよ うにな る。 この様に,ハ ス モンヨ ト

ウ個体数 変動に土着性の天敵,と りわ け多食性捕食者が

重要な働 きをす ることが分 った。そ こで,こ れ らの天敵

の働 きの利用を中心に した個体群管理の可能性 を野外 の

サ トイモ畑で,具 体的に試みた。

この研究を行 な うに当 って,種 々の議論 を行 なってい

ただいた川原幸夫 ・笹波隆交 ・高橋洋治 ・鈴木芳人の各

氏(高 知県農林技術研究所),ま た調査 を援助 してい ただ

いた大崎直太氏,宮 地謙一氏,岡 内雄幸氏の方 々に厚 く

お礼 申 し上げ る。

また,天 敵類の固定 をお願い した長谷川仁 ・土生 昶申

両博士,福 原楢男氏(農 業技術研究所),大 熊千代子 氏

(九州大学農学部昆 虫学教室)の 方 々,子 芋 の 農薬残留

分析 を依頼 した鈴木敏雄 ・横 山昭一両 氏(日 本農薬株 式

会社)に も併せ て厚 くお礼 申 し上 げる。

方 法

1. 実験計画 と調査法

実験 圃場 として高 知県伊 野町 の約4ア ールの畑にサ ト

イモを5月10日 か ら11月14日 まで栽培 した。実 験の

デザイン と実験 区の設定 は第1表 に示 した通 りであ る。

モデル防除 区は,多 食性捕食者 の密度 を高め るため,雑

草 を完全 に取除か ないで下部5cm位 残 して刈取 った。

雑草 を残す ことによ り捕 食性天敵 密度 が高め られ る可能

性 についてはDEMPSTER (1969)の 実験 で示 されてい る。

除草条件 の改善以外 に 「こも」 を敷 き込んで捕食性天敵

のか くれ場所 を設 け る試 みをつけ加 えた。また夏 期には

ハスモン ヨ トウの密度が高ま り被害が出 る可能性があ る

ためハスモン ヨ トウのふ 化幼虫を分散 させ,間 接的 に死

亡 に導 く働 きのあ る(山 中 ら,1972b)ク ロル フェナ ミ

ジン水和剤(成 分量60%)を20,000倍(30ppm)で 散

布 した。散布 間隔は桐谷 ら(1972b)の 結 果か ら有効 期

間 を約2週 間 と考 え,梅 雨 明け後2週 間間隔で3回 散布

した。慣行防 除区は,慣 行 の畑地条件 の ように完全除草

を行 ない,メ ソ ミル水 和剤(成 分 量45%)を1,000倍(450

ppm)で クロル フェナ ミジン剤 と同時期に散布 した。無

防除 区は,除 草 は慣行 に従 ったが,老 令幼虫が高密度に

な り移動分散 が起 こることが予想 されたため,他 の実験

区に接 した面 のみを タングル フ ットを塗 った畦畔 アロー

で 囲み,老 令幼 虫のか くれ場所 として 「こも」を敷 き込

んだ。各 区のサ トイモの栽培法は慣行に従 ったが,各 実

験 区内の1プ ロ ッ トずつを生存率調査用の プロ ッ トに選

び,個 体数 の観察を容易にす るため茎数 を4～6茎 残 し

分 けつ茎をすべて取 り除いた。なお,先 に述べた処理薬

剤 以外の殺虫剤,殺 菌剤は一切散布 しなか った。 また こ

の圃場は,前 年に も薬剤散布は行な っていない。

ハス モンヨ トウの発生源 と しては,自 然に産卵 された

ものを利用 したが,三 つの実験 区の密度 をで きるだ け揃

えるために,1部 室 内飼育虫か ら得 た卵塊 を人工的 に設

置 した(第2表)。 一般 のプ ロッ トで は,6月27日 か ら

10月12日 までの期間1～2日 お きに全株調査 しハス モ

ンヨ トウ卵塊数,1令,4令,5令,6令 の幼 虫数(生

存 率調査 プロ ッ トではすべ ての令期の幼虫数)と 各種天

敵の種類別個体数 を記録 した。地上排徊性天敵について

は,地 面 を丁寧 に観察 し,「 こも」の下 も調査 した。発見

された卵塊 につ いては,サ トイモ葉 にマジ ックペンで発

見月 日を記録 し,産 卵 され た葉 には,そ の茎 に黄色の テ

ープを巻 きつ け,そ の後の調査の 目印に した。被害程度

を知 るため には,8月23日 と9月13日 の2回 主茎数,

第1表 実験のデザインと区の設定

* 1プ ロ ッ トは10m2
,サ トイ モ4株 ×4株=16株
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分 けっ茎数 と,葉 の食害程度 の調 査を各実験区の三つの

プ ロッ トについて行 ない,11月14日 には収量調査を行

な った。 また子芋 の クロル フェナ ミジン剤 並びに メソ ミ

ル剤 の残留量 を 日本農薬株式会 社へ分 析を依頼 した。

2. ハスモン ヨ トウ卵塊 サイズ とふ化率の推定

調査時 に発 見された卵塊のサイズは調査者が これ まで

自然 に産卵 された 卵 塊を室内で 計数 した経験か ら,100

卵粒段 階で大まかに推 定 した。なお,こ の方法に よる推

定卵粒数 とふ化後少 な くとも2日 以内に実際に数 え られ

た定着1令 幼 虫数 の関係を,山 中 ら(1972a)の 野外網

室 内に卵粒数 を数 えて設 置 した卵塊の卵塊サ イズ と定着

1令 幼 虫数 の関係 と比較す ると,近 似的な推定が行なわ

れ ている ことが分 った。一部 の卵 塊では定着幼虫 よ り推

定 卵粒数 の方が少 ない例 もみ られたが,こ の様な場合に

は定着幼 虫数 をも って卵粒数 とし,そ の卵 塊のふ化率は

100%と した。

捕食 され た卵塊 は,卵 塊全体 の何割捕食 されたかを,

また不明死亡卵 のある卵塊 について も,不 明死亡卵粒数

の全卵粒数 に占める割合 を10段 階 に分 けて大 まかに推

定 した。 卵寄生蜂 によ って 寄生 された 卵 塊は,卵 寄生

蜂,Telenomus sp.が 卵塊上で産卵 中のものはもちろん,

既 に寄生 を終 えているもので も卵塊 の鱗毛 に くぼみがで

き容易に識別で きるため調査時 に寄生卵塊 の有無 も記録

した。被寄生卵粒数の評価は,卵 塊 サイズの対数(X)

と被寄生 卵粒数(Y)の 間には山 中 ら(1972a)の デー

タでY=97.74X-132.14の 関係が み られ る ことを利

用 して,被 寄生卵粒数 を 推定 した。 以上 の結 果を もと

に,ふ 化幼 虫数=卵 塊 の推定卵粒数-捕 食卵粒数-被 寄

生卵粒数-不 明死亡卵粒数,と してふ化幼 虫数 を推 定 し

た。

3. 子芋の残留分析

11月8日 に収穫 した 子芋は 日本農薬,生 物研究所で

分析を 行な った。 クロル フェナ ミジンは 試料 を メタノ

ール 抽 出 したの ち加水 分解 し,4-ク ロルー0-トル イジン

とす る。ついで これを ヨウ素化 しECD-GLCで 定量 し

た。 この方法に よる回収率は92.0% (0.1ppm),検 出

限界は0.001ppmで あ る。 メソ ミルは試料を酢酸エチ

ルで抽出 し,加 水分解 しメソ ミル ・オキシ ムとする。 つ

いで これをFPD(Sフ ィル ター付)-GLCで 定量 した。

この方法 に よる回収率は85.7% (0.5ppm)で,検 出限

界は0.01ppmで あ る。

結 果

1. 各実験区におけるハス モンヨ トウの密度の比較

それぞれの実験区に産卵 された(ま たは接種 した)卵

塊数,推 定卵粒数,ふ 化幼虫数を 時期別に 示 した(第

2表)。 実験圃場に近接 して ビニールハ ウスが あ り,7月

中旬に このハ ウスの ビニールを除いたためハ ウス内に発

生 していたハスモ ンヨ トウ成虫に よって実験区にかな り

産 卵 され,7月 か ら異常に高い卵密度にな った。7月 の

卵 塊数 は,100株 に毎 日平均5卵 塊産 まれた ことにな る

が,こ れは高知県や静岡県 におけ る多発生 年の産卵 ピー

ク時 の密度 にほぼ等 しい。8月 には,慣 行 防除区の卵密

度 が 他 よ りもかな り高 くな った。 無 散布 区で 少 ないの

は,8月 下 旬にすでにかな りの食害を受け,寄 主植 物の

状態が悪化 し産卵 が忌避 されたため と思 われる。推定卵

粒 について も,7月,8月 を通 してモデル防除区が慣行

防除 区よ り,や や卵 密度 が低 か った。ふ化 率についてみ

る と,時 間が経 過するにつれて,次 第 に悪 くなる傾 向が

どの実験 区でもみ られ る。 これは後 に述べ るよ うに,捕

食 虫や寄生蜂 の働 きが季節 の後 半になるに従 って活発 に

第2表 各実験区への産卵数とふ化幼虫数(10m2当 り)
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第1図 各防除区の幼虫密度の比較(矢 印は薬剤散布日を示す)。

な るためであ る。ふ化率の実験区間の差は,8月 世代に

モデル 防除区でやや低 い 以外には,殆 ん ど 認め られな

い 。

次 に,そ れ ぞれ の区の問で1令 幼 虫数,4令 幼虫数,

6令 幼 虫数 の季節的変 化を比較 した(第1図)。 モデル防

除 区では1令,4令 幼 虫数 とも他の2区 に くらべて著 し

く少 ない。 また6令 幼 虫数 も無防除 区よ り少 な く,慣 行

防除 区 とほぼ同程度 である。慣行防除 区では1令 幼 虫密

度 は,薬 剤の散布直後 を除 けば無防除 区よ り高 い。 これ

は,慣 行防除 区の卵密度が無防除 区よ りやや高 か った こ

ととメソ ミル剤の残効期 間が短 かい(3日 以 内)た めに,

薬剤散布 によ り死亡 しなか った卵 や,散 布翌 日に産卵 さ

れた卵 か らふ化 した幼 虫に も殆 ん ど殺 虫効 果がみ られな

い ことによる。4令 幼 虫数 は薬剤散 布によ って7～10日

間は低 くおさえ られ てお り9月 上 旬までの密度 は無防除

区よ り低 くな っている。 しか し9月 上 旬以降 に密度 が急

激 に高 くな り,そ の後 は無散布 区よ り4令 幼 虫数 が多 く

な った。慣行防除 区の6令 幼 虫密度 は全期 間にわた って

無散布 区よ りか な り低か った。 これ は一 つには6令 まで

の発育期間 に くらべ て薬剤 の散布間隔が短 かか ったため

に,散 布後産卵 され た卵塊か らふ化 したすべ ての幼 虫が

6令 に到 らな い間に次の散布が行 なわれ るためである。

また後で述べ るよ うに慣行防除 区で は区の周 辺部以 外に

「こも」を敷 き込 まなか ったので(第1表),5.6令 幼 虫が

区外に大量に移出 して しまった こともその一因 である。

2. 殺虫剤の防除効果と天敵類に及ぼす影響

これ までに野外の観察や室内の捕食実験,Europium-

151を 含む人工飼料で飼育 したハ スモンヨ トウの野外放

飼実験(ITO et al, 1972)に よって推定 された,ハ ス モ

ンヨ トウ幼虫の捕食性天敵の種名を第3表 に示 した。種

別に区別で きた捕食虫は,28種 にのぼ る。 今回の調査

でITO et al. (1972)が 非放射性稀元素Europium-151

を用いて捕食虫であ る可能性を示 したエ ンマコオ ロギ,

ヒゲ ジロハサ ミムシが 幼虫を 捕食す るこ と も 確認で き

た。 しか しゴモクムシ類(Harp lus属)に ついては捕 食

を確認す る ことがで きなか った,ま た種名が確 認で きて

いないものにア リ類 の数 種が卵 と若令幼 虫の捕食者 とし

て知 られ ているほか,ス ズ メを中心 とした鳥類の捕食 も

無視で きない。

モデル防除 区に用 いた クロルフ ェナ ミジン剤 のふ化幼

虫分散効果の持続期間 を第2図 に示 した。薬剤散 布後い

ろい ろな 日にふ化 した幼 虫集 団について産卵 された サ ト

イモ葉への定着率 を示 している。散 布後7日 目までにふ

化 した幼虫集団では,定 着率 は10%な い しそれ以下で

あ る。 しか し9日 目以降か ら急速 に定着率が増加 しは じ

め,14日 目には この時期の 無散 布区 とほぼ 同程度 の定

着率にな った,野 外条件で は,桐 谷 ら(1972b)の 示 し

た ビニールハ ウス 内の ク ロル フ ェナ ミジン剤の有効期間

(約2週 間)よ りは,か な り短 い ことが分か る。 また,

9日 目以降か らの急速 な定着率の増加の原因の一つに,

サ トイモの 新展開葉に 産 まれ た卵塊は 薬剤の 被膜がな

く,正 常 な定着率 を示す ことも,関 係 していると思われ

第2図 モデル防除区のクロルフェナミジン剤散布後いろい

ろの日にふ化した幼虫集団の産卵葉への定着率(図 内

の日付は散布日を示す)。
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第3表 ハ スモ ンヨ トウの捕食性天敵

*1 ITO et al. (1972)

*2 山 中ら(1972a)

第4表 薬剤散布前 後のハスモ ンヨ トウ幼虫 と捕食性天敵の密度の比率(散 布後個体数/散 布前個 体数)

る。

次 に,ク ロル フ ェナ ミジン剤 とメソ ミル剤 のハスモン

ヨ トウ各令幼虫 に対す る防除効 果 と天敵 に与 える影響 を

薬剤散布前後の調査 日の個体数の比 で示 した(第4表)。

7月17日 の散布時は,天 敵類 の密度が低 いため表には

示 さなか った。 メソ ミル剤は,1令 か ら6令 のす べての

令の幼虫に卓効 を示す。 また完全で はないが殺卵効 果も

かな り高い。一方,ク ロル フェナ ミジン剤は,1令 幼虫

を分散 させ る 効果以外に,他 の令には 殆ん ど 影響はな

い。天敵に対す る影響については,慣 行 防除区の メソ ミ

ル剤 は空中移動 性天敵1)に 対 し著 しく,特 に コサ ラグモ

は100%に 近 い死亡率 がみ られ た。地上排徊性1)の 天敵

に も影響が認め られ る。実際の観察で もゴ ミムシやハサ

ミムシの死体 がかな り認め られたが,試 験区の面積が狭

1) 地上 俳徊性天敵は タングル フッ トを塗 った畦畔 アローで侵入 を除去 で きる天敵 をさ し,そ れ以外の天敵 を空中移動性 天敵 と

してい る(山 中 ら,1972a)。
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第5表 寄生性天敵による寄生数の比較

第3図 それぞれの区にみられた重要な捕食性天敵の

密度の比較(6月23日 から10月13日 までに

観察された個体数の合計で示した)。

いため1～2日 の間にか な り外部か らの侵入が起 こり,

空 中移動性天敵 ほどには個体数の差が見 られ なか ったも

の と思われ る。無散布区 にお ける天敵個体数 の比率 の変

動が大 きいため に厳密 な比較 は行 ない難 いが クロル フェ

ナ ミジン剤 を20,000倍 程度の低濃度で散布す る限 り,

天敵類 に殆ん ど影響は無い と思われ る。

も う少 し詳 しく各防除区の天敵の密度 を比較 したのが

第3図,第5表 で ある。第3図 は,捕 食 虫のグループ別

に,全 調査期間 中に観察 された捕食 虫の個体数 の合計数

を実験区間で比較 した。慣行防除 区でキ リギ リス類 が多

い こと と,ハ サ ミムシ類が無防除 区で 多い例 を除 いて,

すべ てモデル防除 区の個体数が最高で ある。 キ リギ リス

類が慣行防除区で 多い理 由は不明 である。 ハサ ミムシ類

は老令幼虫 も捕食す るが主 な捕食 の対象 は嫡 である。従

って蛹密度の高い無防除 区へ周 辺部か ら集 ま って来 たた

め と思われ る。他 の捕食 虫がそ の様 な数 の反応(行 動的

反応)を 示 さないでむ しろ棲息場所の環境条件 に支 配さ

れ ている理 由は明 らかで ないが,こ れ らの捕食 虫は,餌

としてのハスモン ヨ トウへ の依存度 が低 く,他 の餌 も利

用 してい るためか も知れ ない。 この他 に重要 な捕食 虫 と

して アシナガバチ類が いるが,8月 中旬 に行 な った活動

個体数の調査では,実 験 区間 の差 はみ られ なか った。 な

お第3図 で,コ サラグモ類 の全期 間を通 じての個体数 は

区間に大 きな差は見 られ ない,し か し一般 にコサラグモ

の密度の低下す る夏季 の時期 についてみる と,7月 のモ

デル防除区,慣 行防除 区,無 防除 区の10m2当 り平均 個

体数はそれぞれ15.2, 4.9, 11.7頭 であ り8月 にはそれ

ぞれ7.3, 5.8, 4.0頭 で モデル防除 区の密度が高 く慣行

防除 区で低 い。第5表 には,3種 類 の寄生性 天敵 によ っ

て寄生 を受 けたハスモン ヨ トウの卵塊数,幼 虫数 とウイ

ルス病 で死亡 した幼 虫数 を比較 した。寄生蜂 の活動 は,

慣行防除 区で最 も高 い。 これ らの寄生 蜂は,8月 下 旬 ご

ろか ら活動 をは じめ るが,こ の頃の寄生対象にな る若令

幼 虫は,慣 行 防除 区で最 も高か った ことに よるもの と思

われる(第1図)。 ウイルス病に よる死虫数 は,老 令幼

虫の密度 が高 い無 防除区で多か った。 しか し寄生 蜂や ウ

イルス病 に よる死亡個体数はわずかであ り,自 然状態で

は これに よる防除効 果は余 り期待で きない。 この他 ブラ

ン コヤ ドリバエ(Exonista japonica)の 寄生 はかな り認め

られ たが,幼 虫期の死亡に結 びつかないため正確な寄生

数 を知るための調査は行 なわなか った。

3. 天 敵類の効 果

モデル防除区 と慣行防除区は薬剤処理の影響を受けて

いるために,全 期間を通 じてのハスモ ンヨ トウの生存率

を比較 して も 天敵類の 果 した 役割を 知 ることがで きな

い。 そ こで7月 と8月 の二 つの時期について,薬 剤散布

の影響が殆ん どみ られない と思われ る時 期を選 んで2),

その間のハスモ ンヨ トウ幼虫個体数の減少程度を生 存率

調査 プ ロ ットのデー タを用いて比較 した(第4図)。 観察

された存在 個体数 と調査間隔,平 均令期間か ら,そ れぞ

2) モデル防除区ではクロルフェナミジン剤の残効期間が長いため散布後に産卵された卵からふ化した幼虫個体群は薬剤の影響

を大きく受ける。しかしふ化幼虫以外の令期の幼虫には影響を与えない(第4表)こ とから,散 布時に定着して2令 になっ

ている幼虫個体群は散布の影響を殆んど受けない。逆に慣行防除区のメソミル剤は直接殺虫効果が高いために散布前の幼虫

個体群は大きな影響を受ける。しかし残効期間が短いために散布後産卵され,そ れらからふ化した幼虫個体群は影響を受け

ない。このような点を考慮して第4図 の説明に示 した時期の卵から出発 した幼虫個体群を取 り出した。無防除区は他の二つ

の実験区の両方の時期にまたがるように幼虫個体群を取 り出した。
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第4図 薬剤 散布の影響を除いた時期におけ る各区 のハ スモ ンヨ トウの生存率 の比較。

それ ぞれ の区について下 記の時期に産卵 された卵 よ り出発 した幼虫個体群 をと

り出 した。左(7月 世代),右(8月 世代)モ デル防除 区(-----)7月13日 ～

7月17日 と8月16日 ～8月21日,慣 行防除 区(－ ・－ ・－)7月19日 ～8月

2日 と8月25日 ～9月8日,無 防除 区(―)7月13日 ～8月2日 と8

月10日 ～9月8日 。

第6表 慣行防除区 と無防除 区のそれ ぞれ のサ トイモ葉上 と地面 のハスモ ンヨ トウ6令 幼虫個 体数

の比較(薬 剤散布 の影響 を除 いた二 つの時 期の10m2当 り合計個体数)

れの令期の 幼 虫個体数 を推定す る方法 はKIRITANI and 

HOKYO (1962)に よった。平均令期間は山 中ら(1972a)

の野外実験か らそれぞれに対応す る世代の値 を用い た。

薬剤 の影響を除いた場合で も生 存率の低下が最 も著 しい

のはモデル防除区,つ いで慣行 防除区であ る。無防除区

はいず れの場合 で も最 も高 い生存 率を示 した。但 し慣行

防除 区では,7月 には4令 以降は薬剤 散布の影響を受け

ている。 また,慣 行防除 区では,「 こも」 の敷込みがな

いた めに5・6令 期幼 虫の大量 の区外 逃亡 が起 こった可

能性が ある。 ハスモン ヨ トウの老令幼 虫は,大 部分 の幼

虫が昼間は地面の物隠 に移動 して,夜 間再 び寄主植物上

に登 り摂食す る。無防除区の調査で昼間地面で観察 され

た個体の割合は,4令 で0.7%, 5令 で29.3%, 6令 で

92.4%で 残 りはサ トイモ葉上にいた。第6表 に,慣 行防

除区の薬剤 散布の影響がない8月14日 か ら8月23日 と

9月8日 か ら10月13日 の二 つの時期の6令 幼虫個体数

を,サ トイモ葉上 と地面 に分 けて同時期の無防除区 と比

較 した。そ の結 果,ど ち らの時期 もサ トイモ葉上 の幼虫

数 は慣行防除 区の方が多いにもかかわ らず地面には殆ん

どみ られ ない。 この ことは 「こも」 の敷込みのない慣行

第5図 捕食性天敵の 密度とハスモンヨトウ幼虫の 生存率
の関係。生存率は第4図 で得られた値,天 敵密度は,

それぞれの区の各世代期間中の平均個体数を用いた。

左上:コ サラグモ類密度 とふ化～1令 中期の生存率

右上:コ サラグモ類+カ ゲロウ類幼虫+ニ ホンアマ

ガエル密度 とふ化～2令 中期の生存率

左下:ニ ホンアマガエル+キ リギリス類+ク モ類

(コサラグモを除く)密度 と2令 ～4令 中期の

生存率

右下:地 上俳徊性捕食虫密度 と4令 ～6令 中期の生

存率
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第7表 葉の食害率 と収量の比較(月 日は調査時を示めす)

a 無防除区と比較して5%水 準で有意差がみられる

b モデル防除区と比較して5%水 準で有意差がみられる

防除区では地面に降 りた幼虫が,大 量に実験区外へ移出

して しまった ことを示 してい る。第6表 のサ トイモ葉上

と地面の幼虫数の比で補正を行な った ところ,第4図 の

慣行防除区の生存率は無防除区 よ りわずかでは あるが高

くな った。第3図 と第4図 の関係か ら,そ れぞれの実験

区の捕食性天敵の密度 と,幼 虫の生存率の高 さとの間 に

は,逆 の関係が認め られ るために,さ らに次の様 な分析

を試みた。第4図 に用いた卵か らふ化 した幼虫個体群 が

6令 を終 えるまでの全期間の各実験 区で の捕食 虫の平均

密度 を求め,第4図 で得 られ た生存率 と捕食 虫の密度 と

の関係 をプ ロッ トした(第5図)。 但 し,慣 行防除 区の4

令以降 のデータは分析か ら除 いた。捕食性天敵 のグルー

プは,そ れぞれが主 な捕食対象 としているハスモン ヨ ト

ウ幼 虫の令 に対応 させ た。それ ぞれ に変動 は大 きいが,

いずれ の場合 にも天敵密度 が高 くなる と生存率 が低下 す

る傾 向がみ られ,保 護 によ って密度 が高 め られた天敵が

ハスモン ヨ トウ幼 虫の密度 の低下 に重要 な役割を果 して

いる可能性 が示 され た。

4. 収量調査 と殺虫剤の残留

防除効 果の上 か らモデル防除の方法 が慣行防除に くら

べても決 して劣 っていない ことが明 らかに されたが,こ

れ らの ことが最終的 には収量 に どの ように反映 してい る

かが重要 である。なお この実験圃場では,ハ スモ ンヨ ト

ウ以外の 鱗翅 目類の 害虫の 発生 は殆ん ど 見 られなか っ

た。 アブラムシの発生 がモデル防除区 と無防除区で,ハ

ダニ類の発生 が慣行 防除区でみ られたが,い ずれ も大 き

な被害を与 えるほ どの ものではなか った。第7表 に ハス

モンヨ トウの 食害程度 と 芋の収量を 比較 した。 食害率

は,葉 の食害程度を4段 階に分 けて調べそれを もとに算

出 した。無防除区の食害率が33～55%に なってい るが,

茎が食い尽 くされた ものは含 まれてい ないので実際 には

もっと 大 きな 食害を 受 けてい ることになる。 葉の食害

率,収 量でみて もモデル防除区は慣行防除区 と同等 ない

しそれ以上の防除効果 をあげ てい ることが分か る。 なお

モデル防除区 と慣行防除区に処理 した殺虫剤の子芋 にお

ける残留分析の結果,分 析法の検 出限界範 囲内の 濃度 の

残留は認 め られ なか った。

考 察

桐谷 ・中筋(1973)は,害 虫の総合 防除の中での天敵

の役割 を評価 して,土 着害虫の防除には土着性 天敵の利

用を重視す ること,森 林や果樹園な ど比較的安定 した生

態 系では,寄 生性 天敵の果す役割が大 きいが,畑 地や水

田な どの主に1年 性 作物が栽培 され る不 安定な生態系で

は,多 食性捕食者の果す役割が大 きい と述べ,こ れ らの

天敵類の働 きを増す技術を重視すべ きであ ると述べた。

しか し一般に天敵類,特 に捕食性天敵の働 きは,数 の反

応に限界を もち,そ のため害虫の密度が急激に増加す る

時には,害 虫の 密度は 天敵の働 きの 有効 な範囲か らエ

ス ケープ して しま う。 したが って,土 着の この よ うな天

敵の働 きを利用す る場合,天 敵の密度 を可能 な限 り高め

ると共に,天 敵 に与 える影響 を最少限 に とどめ害 虫の密

度が急激 に増加す るの をお さえる防除技術の併用が重要

な 課題に なる。 これ まで に 畑地害虫の 総合防除 をめ ざ

したい くつかの 試み は 共通 して この よ うな 観点か らな

されて きた。それ らはカ リフ ォルニアのアルフ ァルフ ァ

ーアブラムシTherioaphis trifolliに用い られ た条 刈 り法

(SCHLINGER and DIETRICK, 1960)や ワタの害虫の防除

での アル フ ァル フ ァー条刈 りとの混作,選 択性殺 虫剤 や

微生物殺 虫剤の利用(van den BOSCH et al., 1971),ペ ル

ーの ワタ害 虫の防除 に用 いた耕 種法 の改 善 と選択性殺 虫

剤 の利用(SMITH and van den BOSGH, 1967),高 知県

の ツマグ ロヨコバイNephotettix cincticepsや ウン カ類の

防除 に用 い られ た選択性 殺虫剤 や農 薬の散布回数 の軽減

の努 力(桐 谷 ら,1972a)な どである。

ここでも,ハ スモン ヨ トウの重要 な死亡要 因であ る多

食性捕食者 の 働 きを 増す ために,除 草を 完全 に行 なわ

ず,天 敵 の隠れ場所 を作 ることと,ハ スモン ヨ トウの密

度が高 まる時期 に,天 敵類にで きるだけ影響を与えない

よ うに クロルフ ェナ ミジン剤 を超低 濃度 で散布 し,ハ ス

モン ヨ トウのふ化幼 虫を 分 散 させ 間接的に 死亡に 導 く

技術 の併用 を試 みた。 クロルフ ェナ ミジン剤 はニ カメイ
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ガChilo suppressalisの 卵の重要 な捕食者 ホシササキ リ

Conocephalus maculatusに は影響が少 ないが,ツ マグ ロヨ

コバイの捕食者 キクズキ ドクグモLycosa pseudoannulata

には比較的毒性は高い(TAKAHASHI and KIRITANI, 

1973)。 したが って,こ の殺虫剤 も慣行の使用濃度(1,000

～1,500倍)で 用いれば,天 敵に対す る影響が少 ない と

はいえない。しか し,20,000倍 の濃度で使用 したわれわ

れの実験結果か らは,散 布に よる天敵類への影響 はみ ら

れなか った)一 方慣行防除区に用いた メソ ミル剤 は,ハ

ス モンヨ トウに卓越 した殺虫効 果を持つ ことか ら近年そ

の使用頻度が著 しく増 し,高 知県の栽培者 もサ トイモに

平均3～4回 の散布を行 なってい る。 この殺 虫剤 は,捕

食虫 ホシササ キ リ,キ クズキ ドクグモ(TAKAHASHI and 

KIRITANI, 1973),コ サラグモ類の セスジアカムネグモ

Oedothorax insecticeps(山中 ら,1972b)に 対 しても高 い

毒性を もち,特 に前二者に対 しては,非 選択性殺 虫剤 と

して良 く知 られてい るBHC剤 とほぼ同等の毒性 である

ことが知 られてい る。 ここで行 なった実験で も,各 種捕

食性天敵に与 える影響が大 きい ことが示 され た。 これ ら

の ことか らこの殺虫剤を畑地 に多用す る ことによってハ

ス モンヨ トウの多発生を誘発す る可能性が あるのみ な ら

ず,他 の潜在害虫の害虫化を引 き起 こす可能性が ある。

例 えば この実験において も慣行防除区のみ にハダニ類の

発生 がみ られた ことは注 目され る。

ここで示 したモデル防除法には まだ問題点が残 され て

いる。 その一つは この実験が 非常に 狭い実験区で 得 ら

れ た結 果である こと,ま た畑地の天敵類の密度は前作物

の栽培 方法 や周 囲の環境に大 きく影響を受け ることが予

想される。2年 間殺虫剤散 布を行 な っていないわれわれ

の実験 圃場 で み られた ような 天敵の 働 きが,一 般の畑

地 で期待 で きるか どうかであ る。 とくにハスモ ンヨ トウ

の重要 な天敵 であ るコサ ラグモ類は水田内に も棲 息 し,

ウン カ ・ヨコバイの 重要 な 捕食者で あ る(KIRITANI et 

al, 1972)。 したが って,こ れ らの天敵 の働 きを高 め る

ためには,畑 地 のみな らず水 田 も含めたすべての農 地生

態系 における天敵 の保護 もあわせ て考 えてい く必要があ

る。第二 に,こ の方法 がサ トイモ以外の作物で も普遍的

に適応 しうるか どうかである。特 に果実 もハスモ ンヨ ト

ウの加害対象 にな るナスや ピーマン,葉 その ものが商品

になるキ ャベツ,ハ クサ イな どでは,間 接的 被害を受け

るサ トイモな どに くらべて,被 害 許容 密度が よ り低い水

準 にある ことが予想 され る。 このよ うな作物に対す る有

効性の検討 も早急 に行 なわれなければな らない。

摘 要

サ トイモ畑 の雑草 を一部残 した り,天 敵 のか くれ場所

と して 「こも」 を敷 き込んでハスモン ヨ トウの捕 食性天

敵の密度 を高 め,夏 季 のハスモン ヨ トウ多発生時 に忌避

的作用 を通 してふ化幼 虫集 団を分散 させ死亡 に導 く働 き

をもつ ク ロルフ ェナ ミジン剤 を超低 濃度(30ppm)で 散

布 してハスモンヨ トウを有効 に防除 できるか どうか を検

討 した(モ デル防除 区)。対象 区 として慣行栽培圃場 に メ

ソ ミル剤 を散布 した区(慣 行防除 区)と 無防除 区を設 け

た。

ハス モン ヨ トウ1令 お よび4令 幼 虫密度 はモデル防除

区で最 も低 く,慣 行防除 区 と無防除 区は高か った,し か

し6令 幼虫密度 は慣行防除 区で老令幼 虫の区外へ の逃亡

が起 こりモデル防除 区とほぼ等 しくな った。 ク ロルフ ェ

ナ ミジン剤は散布後7日 間 にわ たって有効 にハスモンヨ

トウふ化幼虫 を分散 させ たが,2令 以降の幼 虫や天敵類

には殆ん ど影響はみ られ なか った。 メソ ミル剤 はハスモ

ンヨ トウのすべ ての 令の 幼 虫をほぼ100%死 亡 させた

が天敵類 にも大 きな影響 を与 えた。 また残効期間が短か

く,散布後急速に ハスモンヨ トウの幼虫密度が 回復 した。

捕食性天敵の密度は1, 2の 例外 を除い てモデル防除

区で最 も高 く,続 いて無防除 区,慣 行防除 区の順で あ っ

た。 また殺虫剤散布の影響の ない時期での ハスモン ヨ ト

ウ幼虫の生存曲線 を比較 した ところモデル防除区の生存

率が最 も低 く,続 いて慣行防除区,無 防除区の順で あ っ

た,し か し慣行 防除区では老令幼虫の区外への逃亡が起

こってい るため後二 者の順位 はみかけ上 の ものであ る。

次 に捕 食性天敵 を四つのグループに分 け,そ れ らの密度

と捕食 され るハスモン ヨ トウ幼 虫の令期 の生存率 の関係

をみ た ところいずれ の間に も負の相 関が得 られ,捕 食性

天敵が ハスモン ヨ トウ幼 虫の生存率 を有効 に下 げる働 き

を している ことが示唆 され た。
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