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牧草を食いつ くすアワヨトウの幼虫密度

神田健一 ・内藤 篤

農林省草地試験場

Larval Density of the Oriental Armyworm, Leucania 

separata WALKER, Causing the Complete Destruction 

of Pasture Grasses. Ken'ichi KANDA and Atsushi NAITO 

(Entomology Laboratory, National Grassland Reserch 

Institute, Nishinasuno, Tochigi 329-27). Jap. J. appl. 

Ent. Zool. 22: 205•`207 (1978)

アワヨ トウは牧草地で局地的に異常に多発することが 知られ

てお り,数haか ら数10haに 及ぶ牧草の葉が全部食いつくさ

れ,収 穫皆無になることも珍 しくない。 このような現象は一般

に大発生または異常発生と呼ばれ,天 敵が少な く,牧 草の生育

条件のよい場所で起こっている例が多い。 ところで 草地ではア

ワヨトウが単位面積あた りどの程度の産卵数 または幼虫数であ

れば葉が食いつくされるのであろうか。 このことは,大 発生時

に成虫の集団飛来や集中産卵があるのか どうかという点を 知る

意味からも重要なことと思われる。 こうした観点から,ま ずア

ワヨ トウの発生にとって好条件の草地,す なわち 捕食性天敵や
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競争者等 を除去 した草地 において,ア ワヨ トウ卵 を接種 し,幼

虫密度 と被害量 との関係か ら,い わゆる大発生 にな る幼虫数 を

把握す るた めに次 のよ うな実験 を行 な った。

材 料 お よ び 方法

1. ア ワヨ トウの被害試験

草丈 を15～20cmに 刈 りそろえたオーチ ャー ドグ ラスほ場に

ビニールシー トで高 さ75cm,底 面積1m2,高 さ約70cmの

枠 をもうけ,幼 虫が枠外に 逃亡 しない よ う シー トの下端 を地 表

面下 数cmに 埋 め こんで固定 した。 枠 内に生息 している小動 物

(昆虫や クモなど)は 電気掃除機 を用い てあらか じめ吸引除去 し

たのち,ふ 化直前のア ワヨ トウ卵 を 所定数だけ枠 の 中央に接種

した。 この状 態でア ワヨ トウ幼虫が 終令末期にな るまで,ま た

は枠 内の牧草 が食いつ くされ るまで放置 し,最 後に 生存幼虫数

と牧草 の被害状態 を調査 した。実験 は1973年 に2回,1974年

に3回 の合計5回 行 ない,1973年 には第1回 を8月9日 か ら25

日まで,第2回 を9月7日 か ら10月6日 にかけて行ない,1974

年に は第1回 を6月7日 か ら7月9日 まで,第2回 を8月10日

か ら31日 まで,第3回 を9月11日 か ら10月24日 に行な っ

た。接種卵数は1973年 の第1回 が2000, 1500, 1000 500粒,

第2回 は750, 500, 250, 100粒,1974年 の第1回 は2000, 

1500, 1000, 500, 300粒,第2回 と第3回 はそれぞれ1000, 

500, 300粒 とした。被害程度 は幼虫に よって葉が ほ とんど食 い

つ くされた状 態を大発生状態 とした。

2. 幼 虫の摂食量に関する試験

摂 食量の測定のため,そ の度 ごとに与 えた葉 と 食 い残 した葉

の重 量を測定 した。幼虫は直径2cm,長 さ9cmの ガラス管 で

オーチ ャー ドグラスを与 えて飼育 した。餌は2日 ごとに取 り替

えた。若令時 には 数頭を集合 飼育 し,5令 からは単 独飼育 した。

容器 には湿 ったろ紙 を入 れて 乾燥 を防 ぐように した。 試験 は,

25±1℃ 定温,16時 間照 明下 において行ない,摂 食量は次 のよ

うに して求 めた。

摂食生葉重=供 与生葉重-摂 食後残存生葉重,

摂食乾物重=摂 食生葉重 ×
摂食後残存乾物重
/摂食後残存生葉重

結 果 と 考 察

接種卵数 と生存幼 虫数 との関係 お よび 牧草の被 害状 態は 第1

表に示 した。1973年 第1回(8月)の 実験では2000, 1500, 

1000, 500卵 の各区 とも完全 に食害 され 大発生状態 にな った。

これ に対 して第2回(9月)の 場合 は,750粒 の接種卯 数で も大

発生状態に はならなか ったが,こ れ は菌 によ って 死亡 した幼虫

が多 く,生 存率が低か ったためである。1974年 第1回(6月)

の500卵 以上接種 した区 では,牧 草 の地上部 は完全 に食いつ く

され た。300卵 接種 区でも 幼 虫の生存率が高 く,地 ぎわの固い

茎 の部分 をのぞい て葉は完全に食いつ くされた。第2回(8月)

には115頭 の幼虫数で葉 は食い つ くされ た。第3回1(9月)の

幼 虫生存率が低 いのは,や は り病気が発生 したためで,1000卵

第1表 アワヨ トウ接種卵数 ・生存幼虫数と被害との関係

接種 区が よ うや く大発生状 態にな った。

これ らのこ とか ら,夏 期には終令幼虫で1m2あ た り約150

～160頭 の密度 であれば 葉が食いつ くされ,大 発生状態にな る

と思われ る。 一方,こ れまでの草地で起 きたア ワヨ トウの大発

生時 の幼虫密度 をみる と,1970年 に長 崎で起 きた大発生時の幼

虫密度は320頭/m2で,翌 年 の壱岐 での場合 は600頭/m2で

あ った(永 野,1974)。 小林 ・奥(1973)に よれ ば,東 北各地に

おけ る大発生時 の 幼虫密度 はか な り変異 があ るが,そ の うちの

多 くが150頭/m2以 上であ る。 また筆者が調査 した1976年 の

石川県にお ける大発生 では175頭/m2で あった(神 田ら,1977)。

これ らの ことか らも 牧草地 で 大発生 を起 こす最 低幼虫密度 は終

令幼虫で150～160頭/m2と 思 われ る。産卵 数 との関係 について

は第1表 か らもわか るよ うに幼 虫の 生存率 にか な り変異が ある

ので,大 発生に至 る卵数 を 一概 に推定 する ことは 不可能 である

が,こ の場合の ように 天敵(病 原菌 も含 めて)の 働 きが ほ とん

どない場合には,最 低300～400粒 の 産卵 によって 大発生が起

こる といえ よう。雌成虫1頭 の産卵 数は約1300粒 であ り(奥 山

・井上,1967),雌1頭 で3～4m2の 範囲 の牧草 を食 いつ くす

こ とが可能 であ ると考 え られ る。

牧草 の葉が全 部食いつ くされ る場合 の 幼虫密度は その時の牧

草 の生育状 態,特 に生 葉量によ って異な る。 夏期 は1m2あ た

り終 令幼 虫150～160頭 で 食いつ くされ ることは 先 に述べたが

生葉量 の多 い春 や秋 には,こ れ より 幼虫密度が高 くなければそ

のよ うな状態 にはな らないであろ う。 また 幼虫の発育速度 とそ

れ に ともな う1日 あた りの摂食量の違い も,大 き く関連 して く

る。例 えば,卵 接 種か ら実験終了までに1974年6月 は32日,

8月 ・21日,9月 は43日 を要 し,1973年8月 にはわずか16
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第1図 夏期の草地にお けるアワヨ トウ幼虫密度 と大発生 の

関係(模 式 図).

日,9月 には29日 間であ った。 この ように大発生にな る場合 の

幼虫数 は,幼 虫 の発育速度 や 牧草 の生育状 態,そ れに 関連す る

気象条件 や施肥条件が絡 みあ って 変動す る。 ア ワヨ トウの幼虫

期にお ける 総摂食量 は オーチャー ドグラス生葉重 で約2.41g,

乾物重 で約であ った。 これ は田中 ・脇門(1974)に よる トール

フェスク生葉摂食量 の3.43gよ りもかな り少ないが,ソ ル ゴー

の2.34gと ほぼ同 じである。 この乾物摂食重 をもとに,オ ーチ

ャー ドグラスの草量 と大発生 に至 る ア ワヨ トウ幼虫密度 との関

係 を示 したのが第2図 であ る。 これ による と草 丈が43cm程 度

以下な らば,終 令幼虫数150頭/m2で ほぼ大発生状態に なると

い えよ う。

第2図 オ ーチ ャー ドグラスの草量 と大発生に至 るアワヨ ト

ウ終令幼虫密度.草 量は熊井(1974)よ り変換 して用

いた.

以上 のよ うに牧草地で 大発生状態にな る幼虫密度は,お お ま

か にみて終令幼虫で約150頭/m2以 上 と考え られ る。産卵数で

は,卵 期や 幼虫期の死亡率 を 考慮に入れなければな らないので

一概 に決め ることはで きないが,今 回の実験では 幼虫生存率の

最高 は53.6%で あ り,ま た造成草地では利用1年 目は天敵が極

めて少 な く,こ れに近い 高い生存率を示す(神 田,未 発表)こ

とか らする と,天 敵 がいないか,ま たは 少ない条件下では300

～400粒/m2の 産卵数で大発生 の状態が起 るものと考 えられ る。
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