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Behavioral differences among three noctuid species larvae were experimentally investiga-

ted in relation to the efficacy of a commercial bait (Nekiriton(R) Sankyo Co., Ltd., Tokyo) 

against three species. The order of efficacy of the poison bait granules (containing 1% 

trichlorfon), when placed on soil surface, was A. ipsilon>S. litura>M. brassicae. However, 

the efficacy order differed with that of trichlorfon EC as well as that of isoxathion EC 

when applied on leaves of Chinese cabbage. In this case, the order of efficacy was A. ipsilon

=M. brassicae>S. litura. The order of earliness of the developmental stage at which the 

larvae begin to enter into soil was A. ipsilon•†M. brassicae>S. litura, suggesting that the excel-

lent efficacy of the poison bait against A. ipsilon larvae was to some extent due to their 

marked behaviour concealing underground. The order of feeding preference for the bait 

granules was S. litura>A. ipsilon>M. brassicae. This indicates some possibility that the 

relatively lower efficacy of the poison bait against M. brassicae larvae is related to their feeding 

preference. The closest correlation, however, was found between the order of efficacy of the 

poison bait and that of readiness of the three species larvae leaving the leaves of the normal 

food plant. The occurrence of migration of S. litura and A. ipsilon larvae from a leaf 

to another leaf was less dependent on the rearing density of the larvae before the experiment, 

but was much dependent on the larval density during the experiment. M. brassicae, on the other 

hand, hardly migrated as far as the leaf was suitable as their food even if the larval density 

was high before and during the experiment. These results suggest that density-dependent field 

migration of S. litura and A. ipsilon larvae may occur considerably before the complete consum-

ption of their food plant, whereas that of M. brassicae larvae may be induced by the nearly 

complete food consumption.

は じ め に

著者 らは土壤害虫の中で重要 な地位 を占めるネキ リム

シ(タ マナヤガ等の幼虫)や,そ れ に近い性質 を示す ヨ

トウムシ類の行 動 と殺虫剤に よる防除効率 との関係 を研

究 してきた。前 報(小 美野 ら,1973)で は,実 験条件下

で各令 期の幼 虫について昼間の生 息場所を調べ,そ の結

果は土 壤混和 や地表面施用 した殺 虫剤 が防除上 有効な幼

虫ステージを暗示す るものである とした。

本報 では,引 き続き前報3種 の幼 虫の行 動 と,地 表面

施用 され た食毒 剤の効 果 との関係を調べ るため葉面施 用

したイソキサチオ ン剤,ト リクロル フォン剤 の効 果,食

毒剤 に対す る幼 虫の摂食選好性,食 草 に対す る幼 虫の定

着性をそれぞれ検討 し,前 報で報告 された潜土性,地 表

面居住 性を含めて考察を行 った。

は じめに前報でお世話にな った方々,三 重県 のハスモ

ンヨ トウ を下 さ った 筒井 喜代治博士(植 物防疫協 会),

文献等 ご教 示下 さ った巌俊一名古屋大学助 教授 に厚 くお

礼 申 し上 げる。1現 在,三 共株式会社農薬部普及課
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材 料

供 試虫は タマナ ヤガ,ヨ トウガ,ハ ス モンヨ トウの幼

虫で,い ず れ も前 報同様 に して累代飼育を行 った ものの

中 よ り必要 に応 じて令 期をそろえて使用 した。飼育方法

は実験5の 場合 を除 きいず れの場合 も1容 器(28cm×

37cm× 深さ7cmの 木箱)当 り100～200頭 の集合 飼育

とした。供試薬剤 の うち食毒剤 は米 ぬか,ふ すまを主 成

分 とし,殺 虫成分 として トリクロル フォンを1%含 有 す

る粒剤(ネ キ リ トン(R),三共KK)で ある。 また殺 虫成

分 を含 まない食毒剤 は上記 の食毒剤 よ り トリクロフ ォン

を除 いたものを作 って用 いた。 また,別 途 に トリクロル

フ ォン剤(デ ィプテ レックス(R)50%乳 剤,三 共KK),

イソキサチオン剤(カ ル ホス(R)50%乳 剤,三 共KK)

をそれぞれ用いた。

方 法 お よ び結 果

実験1. 幼虫に対する食毒剤の模擬地表面施用の効果

方法:ガ ラスシ ャーレ内(内 径13cm,内 高4.5cm)

にバー ミュキュライ トを1cmの 深 さに入れ水を10～15

ml加 え攪はん し適当な湿度を保たせ るように した。 こ

の容器内に幼 虫の発 育ス テージに応 じて適当な大 きさの

ハ クサイ葉片 を1枚 置き,そ のわ き2～3cmの 所 に食毒

剤0.5gを1ケ 所 にかためて施用 した後,幼 虫を葉片上

に放飼 した(第1図)。 食毒剤 は25℃ 24時 間後 に取 り

除 き,そ の際必要 に応 じて新 しい葉片 を追加 した。死亡

率(行 方不明 を含む)の 調査 は48時 間後 に行 った。

結果:結 果 を第2図 に示 した。食毒剤施用 は,3種 の

幼 虫に対 して殺 虫効果 を示 したが,そ の有効順位 は発育

前～ 中期 で,タ マナヤガ>ハ スモンヨ トウ>ヨ トウガで

あ り,発 育後期では,タ マナヤガ=ハ ス モン ヨ トウ>ヨ

トウガで あった。すな わちタマナヤガで はふ化 当 日(他

第1図 食毒剤の模擬地表面施用試験装置(幼 虫放飼直後)。
A:食 毒剤

第2図 3種 幼虫に対 す る食毒剤24時 間地表面施 用の効果。

ふ化後2日 お きに試験,死 亡 率(行 方不明 を含む)は

施 用2日 後に判 定。Agrotis:タ マナヤガ,Spodo-

ptera:ハ スモンヨ トウ,Mamestra:ヨ トウガ。

3, 4図 も同様 。

2種 は行 方不 明が多い)を 除きすべ ての時 期で他 の2種

よ り死亡率 が高 く,殺 虫効 果が極 めてよい。 ハスモン ヨ

トウで は発育後期 に死亡率 が100%に 達 した。 しか し,

ヨ トウガにお いては上記2種 幼 虫 とく らべ一般的 に死亡

率が低か った。

実験2. 葉面処理 した殺虫剤の幼虫に対す る食毒効果

方法:ハ クサイの 葉片 を展着剤(グ ラ ミン(R),三 共

KK) 0.01%加 用の水 で所定濃度に希釈 した薬液 中に30

秒間浸漬 し,室 内で風乾 したの ち,ろ 紙を しいた直径8

cmの プラスチ ック製 アイス ク リームカ ップに入 れ,そ

の中に幼 虫を放飼 し,25℃ 3日 後 に生死虫お よび摂食

量 を調 査 した。薬液を処理 したハ クサイ葉片は48時 間

与え,そ の後 は無処 理の餌 と交換 した。実験は,3令 幼

虫の場合 は1区15頭2連 制,6令 幼虫の場合 は1区5

頭3連 制 で行 った。

結 果:結 果は第3図 および第4図 の通 りである。3種

ヨ トウムシ類 の3令 お よび6令 期 におけ る幼 虫に対 して

両殺 虫剤 ともに有効 で,特 にイ ソキサチオ ンの効 果が高

か った。3種 幼 虫間の感受性 の高 さを比較 する と両令期

の幼 虫 ともに両薬剤 に対 し,タ マナヤガ=ヨ トウガ>ハ

スモン ヨ トウで あ った。 また,い ずれ の幼 虫にお いて も

3令 幼 虫は6令 幼 虫の4～5倍 感受性が高か った。

実験3. 食毒剤に対す る幼虫の摂食選好性

方法:適 当 に湿 らせ たバ ー ミュキ ュライ トを1cmの

深 さに しいた ガラス シ ャー レ(内 径18cm,内 高4cm)

の周辺部 に約2gを 正確に秤量 した殺虫成分の除いてあ

る食毒剤 とハ クサイ(ま たは ギシギシ)の 葉片(2cm×

3cmに 切 ったもの を数枚重ねた)を 等間隔 に それぞれ

4ケ 所置 き,シ ャー レの中心部に幼虫を放 ち25℃ 48時

間後の摂食量(乾 燥重量で測定)を 調べた(第5図)。 一
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第3図 葉面処理した殺虫剤の3種3令 幼虫に対する効果。

第4図 葉面処理した殺虫剤の3種 終令(6令)幼 虫に対

する効果。

第5図 食毒剤に対する3種 幼虫の摂食選好性試験装置

(幼虫放飼直後)。A:食 毒剤,B:葉 片

方 これ らの結果 を対照区 と して殺虫成分を除いた食毒剤

のみ を与 えた場合の摂食量 と比較 して,食 毒剤に対す る

摂食量が ハクサイ(ま たはギシギシ)の 葉片 の併置 によ

って低下す る割合 を求 めた。供試 した幼 虫は,い ずれ も

6令 幼 虫で1区3頭3連 制 で行 った。また乾燥 重量 の測

定は,110℃ で3時 間乾 燥機に入 れて乾燥 させ,デ シ

ケ ータ内で室温に もどしたの ち化学天秤で正確 に秤量 し

た。摂食量(x mg)は 下記の式 によ って算 出 した。

x(mg)= 無処理 区の乾燥重量(mg)

/無処理 区の施用量(mg)

×試験 区の施用量(mg)

-試 験区の残 った食毒剤の乾燥 重量(mg)

結果:結 果を第1表 に示 した。併 置されたハ クサイを

摂食 したためにみ られ る食毒剤の摂食量低 下の割合は種

間でかな り異な った。 しか し,ギ シギ シ葉を併 置 した場

合は この よ うな差は大 きくない。全体 と してみ ると食毒

剤 に対す る好みは,ハ ス モンヨ トウ≧ タマナヤガ>ヨ ト

ウガの順 とな った。

実験4. 食草 に対する幼虫の 定着性

方法:初 令幼虫の場合 は,適 当に湿 らせ たバー ミュキ

ュライ トを しいたガ ラスシ ャー レ内(内 径13cm,内 高

4.5cm)に,幼 虫の付着 してい るハ クサ イの葉片(1cm

×2cm,あ らか じめ孵化幼 虫が定着 してい るもので,余

分の幼 虫は ピンセ ッ トで 除去 し,虫 数 を一定 に した も

の),お よび幼 虫の付着 してい ない葉片 を1枚 ずつ4cm

の間 隔をおいて併 置 し,24時 間後 における幼 虫の生息

場所 を調べ た。

3令 お よび6令 幼虫の場合は適当に湿 らせ たバー ミュ

キ ュライ トを しいたプ ラスチ ック製のバ ッ ト(30cm×20

cm,深 さ8cm)の 一方の端にハ クサ イの葉片(3cm×

18cm)を 数枚重ねて置 き,15ま たは5頭 の幼虫を静かに

放 ち,そ の葉片 に静止定着す るのを確かめてか ら16cm

の間 隔をお いて別 の葉片 を数枚重ね て置 き,25℃ 24時

間後 にお ける幼 虫の生息場所 を調べ た(第6図)。

結 果:結 果を第2表 に示 した。全体的 にみ て3種 幼 虫

の放飼葉か らの離 れやすさ(定 着性 の弱 さ)は,タ マナ

ヤガ>ハ スモン ヨ トウ》 ヨ トウガの順位 と言 える。 タマ

ナヤガ3令 お よび6令 幼虫では土壤 に潜入す る性質があ

るので,1令 幼 虫の場合 の ように葉面上 にはお らず,約

半数の ものが放飼 した葉の下 の土の中にお り,そ の他 は

別の葉の下に移動 していた。ハス モンヨ トウ1令 幼 虫で

は大部分が放飼 した葉 に存在す るが,発 育が進むにつれ

て別 の葉 および別 の葉の下 に移動 しているものが多 くな

った。一 方 ヨ トウガ幼 虫は移動性が少 なく,わ ずかの1
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第1表 食毒剤(殺 虫成分ぬき)に対する3種 終令(6令)幼 虫の摂食選好性

第6図 食草に対する3種 幼虫の定着性試験装置(幼 虫放

飼24時 間後)。A:幼 虫を放った葉片,B:別 葉片

令幼虫 を除いて,放 飼 した元 の葉の下 に潜入す るもの以

外 は元の葉か ら離れた ものはなか った。

実験5. 幼虫の飼育時の密度および実験時の放飼 密度

と6令(終 令)幼 虫の食草 に対す る定着性 との 関係

方法:実 験4に お ける6令 幼 虫の方法 と同様 に して,

今 度は個体飼育お よび1頭 のみ放飼す る実験 を取 り入れ

た。集団飼育 虫はこれ まで の他 の実験 の場合 と同様,幼

虫期の飼育密度が容器当 り100～200頭 で ある。 この場

合ハス モンヨ トウ,ヨ トウガ幼 虫の体色 黒化がいち じる

しく,り ん翅 目幼 虫で のいわゆ る高 密度型 生成 条件 とみ

てよい(FAURE, 1943, 1943a; LONG, 1953;平 田,

1954;巌,1956; IWAO, 1962)。 個 体飼育虫は3令 初期

よ り内径5.5cm,深 さ4cm,バ ー ミュキュライ ト入 り

のガ ラス容器 内で1頭 飼育に した もので黒化 した幼虫 は

なか った。

結果:第3表 に示 した結果は全体 と して次の ことを示

してい る。1)摂 食期の終令幼虫の放飼葉か らの離れ や

第2表 実験前集団飼育,実 験時集団放飼された3種 幼虫の食草に対する定着性
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第3表 実験前及び実験時の幼虫密度と3種 終令初期幼虫の食草に対する定着性との関係

＊ 第2表6令 のデー タと同 じ

すさ(定 着 性の弱さ)の 順位 は飼育密度,実 験放飼密度

によ って逆転 せず,タ マナ ヤガ>ハ スモ ンヨ トウ》 ヨ ト

ウガであ った。2)ヨ トウガ幼虫は特に放飼葉 に対す る

定着 性が強 く,た とえ放飼葉か ら離れて もその直下の地

中にお り,別 葉に移 らなか った。3)タ マナヤガ とハ ス

モンヨ トウ幼虫では実験時の放飼虫密度に依存 して別葉

または別葉の下 まで移動す る傾向が顕著にあ った。実験

時以前の集 団飼育 もわずかに別葉への移動を促進す る傾

向があ ったが,実 験時の放飼虫密度の影響 ほど顕著で は

なか った。4)タ マナ ヤガ,ハ ス モンヨ トウで も1頭 放

飼 では移動 が起 こりに くか った。

考 察

本実験 において,ト リクロル フォンを殺 虫成分 とす る

食毒剤 の地表面施用 は,タ マナヤガ,ハ スモ ンヨ トウ,

ヨ トウガ,のいずれの幼 虫に対 して も殺 虫効 果を示 した。

特 に発育が進む につれ て効果が高 くなる傾向 を示 し,一

般 の薬剤散布では防除が 困難 と思 われ ている老令幼 虫に

対 して も有効であ った。 しか し3種 間 にお ける効 力順位

は,ど の時期の幼虫に対 して もタマナヤガ>ハ ス モン ヨ

トウ>ヨ トウガであ った(第2図)。 この効力順位は,

作 物葉面 処理 したイ ソキサチオ ン剤お よび トリクロル フ

ォン剤 が ヨ トウガに も極めて有効 であ ること(第3図,

第4図)か らみて,種 間におけ る薬剤感受性の差異に よ

るのではな くて,地 表面 に施用 され た食毒剤 に対 す る3

種幼 虫の行動 の違 いによるものである と思 われる。

前 報(小 美 野 ら,1973)に 示され た3種 間の潜土開始

ステージの早さの順序 は,タ マナヤガ>ヨ トウガ>ハ ス

モ ンヨ トウで,食 毒剤の 効力順位 と完全 には 一致 しな

い。 しか しタマナヤガが早 くよ り植物か ら離れてい る性

質を示す点は,こ の種に対す るこの食毒剤の効力が最 も

す ぐれてい る大 きな理由であ ろう。

次に食毒剤に対す る好みは,ハ ス モンヨ トウ≧ タマナ

ヤガ>ヨ トウガで(第1表)食 毒剤の効力順位 とは完全

な一致をみせないが,ヨ トウガの効力順位 に若干寄与す

る可能性を示 してい る。

一方幼虫が食草か ら離れやすい順序は,タ マナヤガ>

ハス モンヨ トウ》 ヨ トウガ(第2表 お よび第3表)で あ

った。 これは地表面施用の食毒剤に達す る幼虫の行動の

種間の差 と して重要 と考え られ,事 実 この食毒剤の効力

順位 と一致す るものであ った。 これは前報(小 美野 ら,

1973)で 昼間で もタマナヤガが発育前 期に,ハ スモン ヨ

トウが発育後 期に地 表面(地 下 や植物体上 でな くて)に

いる個体が 多か った こととも関係が深 い と思 われ る。

タマナヤガや ハスモン ヨ トウでは葉か ら離れやす いば

か りでな く,地 面 を経 て離れた別の葉 に移 りやすい性質

を持 ってい る。そ の移動はそれ までの飼育密度 に少 し影

響 されたが,そ れ よ りも試験す る時点で現に存在す る虫

数 密度には るかに大 きく依存 した(第3表)。 観察時 に

単 離 した場合 で も,そ れまでの高 い生息(飼 育)密 度 が

りん翅 目幼虫の 活動性を 高め ることはPlusia gamma 

(LONG, 1953)やLeucania unipuncta(巌,1956, 1959, 

1963)等 で知 られ ているが,そ れ は刺激 を与 えて移動 を

起 こさせ た場合 や移動せ ざるを得 ない条件下 での結果 で

ある。本実験 の結 果はハスモン ヨ トウやタマナヤガで も

密度依存的 な移動が あるが,離 れ た食草間 の幼虫の移動
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を起 こす直接の原因 と しては,そ れ までの高密度飼育 よ

りも,そ の時の他個体の存在の方が重要度がは るか に大

きい ことを示 している。

また第3表 は,ヨ トウガ幼 虫では食草があれば幼虫密

度 が高 くても移動 が起 りに くい ことも示 してい る。おそ

らく畑等 での大発生時 に見 られ る ヨ トウ ガ幼 虫の群移動

は個体間 の直接的 な刺激 よ りも食 物の食いつ くし等 に よ

るものであ ろ う。 これ に対 し,ハ スモン ヨ トウや タマナ

ヤガで は,食 物が十分 あ っても移動 を起 こす 可能性 が強

い。

要 約

ほ場での食毒剤の地表面散布 を想定 して,土(バ ー ミ

ュキ ュライ ト)を 入れた シャーレ内に食草(ハ クサイ葉

片)と 幼虫を入 れ,そ の土の上に トリクロル フ ォン(有

機 リン酸エス テル殺虫剤)を 含有す る食毒剤 を(模 擬的

に)施 用 す ると,ヨ トウムシ類3種 幼虫に対す る防除効

果が示 され た。 その有効 順位 は若令 ～中令 期で,タ マナ

ヤガ>ハ スモン ヨ トウ>ヨ トウガ,老 令 期では,タ マナ

ヤガ=ハ スモン ヨ トウ>ヨ トウガであ った。

ほ場作 物に対 する殺 虫剤 の葉面散 布を想定 して トリク

ロルフ ォンまたはイソキサチオン乳剤希釈 液にハ クサイ

葉片 を浸漬 し,風 乾後幼 虫を放 つ と両殺 虫剤 は,3種 幼

虫に高 い食毒効果 を示 した。 しか しこれ ら殺 虫剤 に対 す

る3種 幼 虫の感受性の高 さは タマナヤガ=ヨ トウガ>ハ

ス モンヨ トウの順で,前 記の食毒剤 の模擬的 な地表面施

用の効 力順位 とは一致 しなか った。 当然,3種 幼 虫の行

動の差が問題 となる。前報(小 美野 ら,1973)で 示され

た潜土性 を示す よ うに なるス テージ(若 さ)の 順位,タ

マナヤガ>ヨ トウガ>ハ ス モン ヨ トウも完全 には一致 し

ないが,タ マナヤガに対す る効 力には関係が ある とみ ら

れ る。

前記食毒剤か ら殺虫成分を除去 して与え,ハ クサイま

たは ギシギシの葉片 を併置 して,3種 幼 虫による摂食量

をみ ると,食 毒剤に対す る選好性は,ハ ス モンヨ トウ≧

タマナヤガ>ヨ トウガの順であ った。 これ は前記 の模擬

施用の効力順位 と完全には一致 しないが,ヨ トウガ幼 虫

に対す る効力 との関係を うかがわせ るものであ る。

一方
,容 器 内に2個 の葉片 を離 して置 き,一 方 の葉片

のみに幼虫 を静止 させ る と,元 の葉片か らの離れやす さ

は,タ マナヤガ>ハ スモンヨ トウ≧ ヨ トウガの順位で,

前記食毒剤の 効力順位 と 関係が大 きい と思われた。 ま

た,別 の葉片に移 る傾向は ヨ トウガ幼 虫で は極め て少 な

く,タ マナヤガやハス モンヨ トウで は移動がみ られ,そ

れ は幼虫の 密度 に 依 存的であ った。 しか し前 もって 高

密度 飼育された もので も,葉 片に1頭 のみつけ られた実

験 では移動 が起 こり難 く,1頭 飼育 された もので も5頭

で実験 した場合,移 動 が起 こ りやすか った。従 って この

移動 の主 な原 因は,そ れ 以前 の飼育密度 よ りも,そ の時

点 における 他個 体の 存在 によ る ものであ ると考 え られ

る。
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