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Movement behavior of the final instar larvae of M. brassicae and S. litura from a food plant 

to another was experimentally investigated. In both solitary and crowded (5 or 10 larvae) condi-

tions, M. brassicae larvae hardly emigrated from a leaf of Chinese cabbage or Chinese mustard, 

but tended to emigrate from that of sweet potato. On the other hand, S, litura larvae scarcely 

emigrated from any leaves when tested under the solitary condition. The order of feeding pre-

ference of M. brassicae larvae was Chinese cabbage>Chinese mustard>sweet potato, and that 

of S. litura larvae was sweet potato•àChinese mustard>Chinese cabbage. Thus the emigration 

of M. brassicae larvae seems to occur depending less on the larval density during the experiment, 

more on difference of the species of food plant. However, the emigration of S. litura larvae may 

be more dependent on the larval density during the experiment. When a larva of one species 

was mixed with four or nine of the other, the former scarcely emigrated. This suggests the ex-

istence of some species-specificity in both the density-dependent stimulation and the larval sus-

ceptibility to such stimulation. When 20 larvae were released on a central plant of 25 Chinese 

mustard plants in a mimic field (in a wooden pallet, 1m•~1m), M. brassicae larvae showed con-

centric consumption on the central several plants, but S. litura larvae showed a dispersed infesta-

tion almost all over the plants after a few days.

は じ め に

著者 らは前報 で ヨ トウガMamestra　 brassicae,ハ スモ

ン ヨ トウSpodoptera litura,タ マナヤガAgrotis ipsilon,

の幼 虫期 にお けるい くつか の行動差,特 に食草 に対す る

定着性 の相違が食毒剤 の地表面施用 による防除効率 に影

響 を与 える ことと示唆 した(小 美野 ら,1974;横 井 ら,

1975)。 食草間 の幼 虫の移動 は 畑や草地で の殺 虫剤 の葉

面散布 に際 しても留意すべ き項 目である。前報 では,ハ

クサイか らハ クサイへ の移動 は ヨ トウガ6令 幼 虫の場合

は餌が 多い場合5頭 が共存 して も移動が起 こりに くいの

に対 し,ハ スモン ヨ トウ6令 幼 虫では餌が 多 くあ って も

密度依存的 に移動が起 こる ことも示 した。

本報では前報に引 き続 いて ヨ トウガ とハスモン ヨ トウ

各終令(6令)幼 虫の食草間の移動について実験 を行 な

い,移 動 に関す る両者 の性質 の違 い を特 に食草 の差 と幼

虫密度の働 き方に重点 をおいて検討 したので報告す る。

材 料 お よび 方 法

1. 供試虫:供 試 した ヨ トウガ,ハ ス モンヨ トウは前

報 同様25℃, 16時 間照明の恒温室内で1容 器(28cm

×37cm深 さ7cmの 木箱)あ た り100～200頭 の集 合

条件下で累代飼育 した もの を用いた。

2. 移動性の実験:前 報に準 じて適当に湿 らせたバー

ミュキュライ トを約1cmの 深 さに しいた プラスチ ック

製 のバ ッ ト(30cm×20cm深 さ8cm)の 一方の端 にハ

クサイ,コ マツナ,サ ツマイモ等の食草の葉片(A) (3

cm×18cm)を 数枚重ね て置 き,1頭,5頭,ま たは10

頭 の幼 虫 を静か に放 ち,そ の葉片に幼虫が静止定着す る

の を確か めてか ら16cmは なれた位置に別の葉片(B)

を上記 同様数枚 重ね て置 き,バ ッ トに半透明のふた を し

たのち25℃, 16時 間照 明の恒温室 で24時 間後 に幼虫

の存在位 置 を調べ た(前 報第6図)。

3. 食 草選好 性の 実験:上 記 同様適 当に湿 らせ たバー
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A:幼 虫放飼直後 B:幼 虫放飼後24時間

第1図 食草選好性実験装置

ミュキ ュライ トを約1cmの 深 さに 敷 いた ガラス シャ

ー レ(内 径18cm内 高4cm)の 周辺部 に比較す る食草

の葉片(2cm×3cmに 切 った もの を数枚重ね た)を 交

互等 間隔にそれぞれ2ケ 所,計4ケ 所 置き,シ ャー レの

中心部に6令 幼 虫 を3頭 放 ち,ガ ーゼでふた をしたのち

25℃, 16時 間照明 の恒温室 に置 き,24時 問後の幼虫

の存在位置 とそれぞれの食草の摂食 された程度 を調べた

(第1図)。

4. パ レッ ト模擬ほ場における食草間移動の実験:温

室 内で広 さ1m×1m深 さ10cmの パ レ ッ ト内に土 を入

れ,別 にほ場において栽 培された コマツナ(晩 生)を 等

間隔に25株 移植 し,す べて本 葉が4～5枚 残 るように

摘葉 した後,ヨ トウガまたはハスモン ヨ トウの6令 初 期

幼 虫 を中央 の株に20頭 放飼 した(第2図)。 調査は放飼

後2日 お よび9日 に行な い,幼 虫の発見位置お よび コマ

ツナの食痕の有無 を調べた。

結 果

1. 同種食草間における移動(第1表)

ヨ トウガは 食草がハ クサイ,コ マツナ(い ずれ も 葉

片,以 下 同様)の 場合,5頭 放飼で も1頭 放飼で も他の

食草へ移動す る個体はみ られなか ったが,食 草 がサツマ

イモの場合には5頭,1頭 いず れの場合 において も移動

す る個体が あった。

ハスモ ンヨ トウ5頭 放飼の実験 では,ハ クサイ,コ マ

ツナ,サ ツ マイモのいず れの葉片 を使 った場合 でも放 飼

後24時 間に最初 に幼虫が放飼された葉片(A)が 充分

残存 してい るに もかかわ らず併 置 した他 の食草(B)へ

の移動がみ られた。 一方1頭 放飼 の場合 にお いてはハク

サ イでわずかに移動がみ られた(10%)以 外 は放飼 され

た食草か らはなれる個体 はなか った。

第2図 パレット模擬ほ場における食草間移動実験装置

(幼虫放飼5日 後)

第1表 同種食草間における移動

＊ 食草がハクサイの結果は前報より抜粋

2. 異種食草 間における移動(第2表)

ハ クサイか らサツマイモへ の移動:ヨ トウガでは5

頭放飼,1頭 放飼 ともにサツマイモ葉片 に移動 している

個体 はみ られ なか った。 ハスモン ヨ トウでは ヨ トウガの

結果 と異 な り,5頭 あるいは1頭 放飼 いずれ の場合 で も

移動 している個体がみ られ た。

サ ツマイモか らハクサ イへの移動:ヨ トウガで は5

頭放飼,1頭 放飼 いずれ におい てもハクサイ葉片 に移動

している個体がみ られたが,ハ ス モンヨ トウで は5頭 放

飼 の場合のみ移動 している個体がみ られ,1頭 放飼 では

移動 しなか った。

3. 食草選好性(第3表)

ハ クサイ,サ ツ マイモ間の選好:ヨ トウガではハ ク

サイの葉片上 にい る個体が多 く食痕 もハ クサ イの方が多

か った。ハス モン ヨ トウではサ ツマイモの葉片上に いる

個体の割合が多 く,食 痕は どち らの食草 も同 じくらいで

あ った。
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第2表 異種食草 間におけ る移動

第3表 幼虫の食草選好性

＊ 食痕の割合の計算法

A葉 片の食痕の割合(%)

食害係数:全 く食痕がない………0

わずかに食痕が認められる……1

食痕が認められる………2

ほとんど葉片が残っていない…3

ハクサ イ,コ マツナ間 の選好:ヨ トウガでは どち ら

の葉片上に も大差な く認め られ,ハ ス モンヨ トウでは コ

マツナの葉片上 にいる割合が若干多か った。 しか し食痕

をみ るとヨ トウガ,ハ スモ ンヨ トウともハ クサ イ,コ マ

ツナ間に顕著な差がみ られなか った。

4. パ レッ ト模擬 ほ場における食草間移動

幼虫の分布(第3図):ヨ トウガの放飼2日 後の コマ

ツナほ場におけ る分布は,最 初に幼虫 を放 った中央の株

お よびそれに隣接す る3株 に限 られてお り,放 飼9日 後

では2日 後にいた株は食いつ くされて幼虫は発見に され

ず,そ れ らに接 した株 に認め られた。ハスモ ンヨ トウで

は放飼2日 後 にほぼ全 面に散 らば って発 見され,9日 後

では実験に使 ったパ レ ッ ト内か らは幼虫 をみつけ ること

はで きなか った。

幼虫に よる食痕(第4図):ヨ トウガでは食痕の認め

られた 株の大部分が 幼虫の発見 された 中心部の 株 であ

り,放 飼9日 後で も25株 中,外 側の大部分13株 には

食痕がなか った。ハス モンヨ トウでは放飼2日 後か らす

第3図 パ レット模擬 ほ場 のコマツナで の幼 虫の分布。

D:死 亡 虫率,U:不 明 虫率。

数字 は全発見 虫数,○:発 見 虫数 の うち株元 に

いた虫数。

第4図 パ レット模擬ほ場コマツナの幼虫による食痕。

■:食 痕の認められる株。

でに非常 に広 い範囲 で食痕がみ られ,9日 後では25株

中22株 に食痕が認め られた。

5. 2種 幼虫が混在 した場合の 同種食草間の移動(第

4表)

実験法(2)に 準 じて ヨ トウガ4ま たは9頭,ハ ス モ
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第4表 2種幼虫が混在した場合の同種食草間における移動

ンヨ トウ1頭 を同時に(混 合5ま たは10頭)放 飼 した

場合,ヨ トウガでは食草がハ クサ イ,コ マツナいずれの

場合で も移動す る個体はほ とん どな く,ハ スモンヨ トウ

で も食草がハ クサ イの時移動す る個体が1例 み られ たに

す ぎなか った。

逆 にヨ トウガ1頭,ハ ス モンヨ トウ4ま たは9頭 を同

時 に放飼 した場合,ヨ トウガでは移動す る個体はみ られ

なか ったが,ハ ス モンヨ トウでは食草がハ クサ イ,コ マ

ツナいずれの場合で も移動す る個体がみ られた。

考 察

高密度が りん翅 目幼 虫の活動性 を高 める ことはPlusia 

gamma (LONG, 1953)や ア ワヨ トウ,Leucania separata 

(IWAO, 1962, 1963)等 で知 られてい る。 前報(横 井 ら,

1975)で ハ クサ イを食草 とした場合 ヨ トウガ幼虫の移動

は起 こ りに くいが,ハ スモン ヨ トウや タマ ナヤガでは密

度依存的な移動があ り,離 れた食草間の幼虫の移動 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(に よる刺 激)の 方が重要度がは

るかに大 きい ことを示 した。

ハ クサ イ,コ マツナ,サ ツ マイモ を食草に用いた今回

の実験において も,同 種食草間の6令 幼虫の移動が ヨ ト

ウガではサツマ イモの時だけ起 こり,生 息密度 に関係な

く,一 方ハスモ ンヨ トウは高 密度 区で移動 が起 こり,そ

の時点での 生息密度 に 敏感で あ ることが 示 されてい る

(第1表)。

異種食草間の移動 をみ ると(第2表)ヨ トウガは生息

密度に関係な くサツマ イモ→ ハ クサイの一方向性 を示 し

た℃ハス モンヨ トウは単独区で ヨ トウガ とは逆のハ クサ

イ→サツ マイモの一方向性 を,高 密度 区でハ クサイ→ サ

ツマイモの両 方向の移動 を示 してい る。

両 種幼 虫の食草選 好(第3表)は,ヨ トウガではハ ク

サイ≒ コマツナ>サ ツマイモであ り,ハ スモン ヨ トウで

はサツマイモ>コ マツナ>ハ クサイの順位 である。 この

順位 で異 種食草 間(第2表)の ヨ トウガの単独,高 密度

両 区の移動,お よびハスモン ヨ トウの単独 区の移動 の方

向 を説 明す る ことが できよ う。一方,異 種食草 間でハス

モン ヨ トウが高密度 の時 に単独 区 と反対 の方向 に移動 を

起 こし得 る(第2表)こ とは,前 報(横 井 ら,1975)お

よび本報第1表 で示 され たよ うに,ハ スモン ヨ トウが食

草間 の移動 に際 し,生 息密度 に敏感で ある ことを反映 し

ていると考 え られ る。

以上 の傾向 は畑 や野外 における幼 虫の移動 や分布 に関

係が深 い と思われ る。模擬 ほ場 としてパ レッ ト内に植 え

られた コマツナにおいても ヨ トウガでは放飼 され た株 か

らの幼 虫の広が りは少 な く,被 害 も集 中的 であるのに対

し,ハ スモン ヨ トウでは幼 虫の分 布は広 範囲であ り,ほ

とん ど全部 の株 に 被害が およんだ(第3, 4図)。 この

ことは殺 虫剤 による これ ら害 虫の防除 の際,留 意すべ き

ことで あろ う。す なわ ちハスモン ヨ トウ を防除す る場合

は ヨ トウガを防除す る場合 と比べ,よ り全体的な薬剤散

布が必要であ ろ うと思われ る。

ハス モンヨ トウが移動に関 して生息密度に敏感であ る

に もかかわ らず,4頭 また は9頭 のヨ トウガと同居 した

ハス モンヨ トウ幼虫1頭 の移動は必ず しも顕著ではな く

(第4表),ヨ トウガの生息密度 に対 してハスモン ヨ トウ

は鈍感で あった。 これは移動 の生起 に必要 な生息密度依

存的な刺激が種特異的であ ることも暗示 している。

また,ハ ス モンヨ トウ幼虫 と同居 した ヨ トウガ幼虫の

移動 も起 こらず,刺 激 を受 け移動す る側 の能力 にも種間

差のあ ることがわか った。

摘 要

ハ クサイ,コ マツナ,サ ツマイモ葉 を使 い,ヨ トウガ,

ハ スモン ヨ トウ終令幼 虫の食草間 にお ける移動性 を実験

室条件下で調べた。

ヨ トウガでは放飼密度 に関係 な く食草が ハクサイ,コ

マツナでは幼 虫の移動 は起 こり難 く,サ ツマイモの場合

移動がみ られた。ハス モンヨ トウでは5頭 放飼の場合,

実験 したいずれの食草の組合せで も移動がみ られたが,

1頭 放飼 の場合移動が ほ とん ど起 こらなか った。

両種幼 虫の食草選好 を調べ た結果,ヨ トウガではハ ク

サ イ≒コマツナ>サ ツマイモであ り,ハ スモンヨ トウで

はサ ツマイモ>コ マツナ>ハ クサイの順位 であった。
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以上 の結果か ら ヨ トウガは生息密度 に関係 な く食草 の

相異 に敏感 であ り,ハ スモンヨ トウは食草 の相異 にもま

して生息密度 に敏感 に反応 して幼 虫の移動が起 こる と考

えられ る。

模擬 ほ場 としてパ レッ トに植 え られた コマツナ株群 で

も ヨ トウガ幼虫は集 中的な食害 を示す のに対 し,ハ スモ

ンヨ トウ幼虫は,よ り拡散的な分布 と食害 を示 した。

ハス モンヨ トウ1頭 に対 しヨ トウガ4ま たは9頭,お

よびその逆の組合せの2種 幼虫混合群の移動実験では,

1頭 の種は 移動が 起 こらないか あ るいは 起 こ り難か っ

た。 これは生息密度 依存的な移動刺激お よびそれ を感受

して移動 す る能力の両方に種特異性があ ることを示 して

い る。
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