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牧草 への施肥 がア ワ ヨ トウの生 存 とクモ の捕 食 に及 ぼす影響

神 田 健 一

草地試験場

Effect of Fertilization of Pasture on Larval Survival and Development of the Armyworm, 
Pseudaletia separata WALKER, and on Its Predation by the Wolfspider, Pardosa laura KARSH. Kenichi 
KANDA (National Grassland Research Institute, Nishinasuno, Tochigi 329-27, Japan). Jpn. J. 
Appl. Ent. Zool. 31: 220-225 (1987)

To analyse the effect of fertilization of grass on the survival and growth of the armyworm, 
Pseudaletia separata WALKER, and the interaction between armyworms and a wolfspider, Pardosa 
laura KARSH, field and pot experiments were carried out. Fertilization of orchardgrass, Dactylis 

glomerata L., increased the nitrogen contents, height and density of the grass. Survival and growth 
rate of the armyworms increased with increasing grass nitrogen contents due to fertilization. Al-
though the armyworms occurring on non-fertilized grass walked about more actively than those on 
fertilized grass, the larval mobility had little effect on the degree of wolfspider's predation. The 
wolfspiders on non-fertilized grass preyed on a larger number of larvae of the armyworm than those 
on fertilized grass. For the same level of fertilization, the wolfspiders occurring on short or sparse 

grass preyed on a larger number of larvae than those on tall or dense grass. These results suggest 
that fertilization of grass increases the survival rate of the armyworm due to the increase of the grass 
nitrogen contents as nutrient for the larvae, as well as the increase of grass height and density which 
interfere with the wolfspider's predation.

緒 言

ア ワヨ トウ,Pseudaletia separata WALKERは イネ科牧草

や飼 料作物で突発的な大発生 を起 こす。 小 山(1966)は

秋 田県下の水 稲 におけ るア ワヨ トウの大発生原 因を,多

窒素肥料 栽培が幼虫の生存 と発育 に好適 な水稲 を増加 さ

せたのではないか と推 測 してい る。 小林(1971)は 造成

時 と刈取 り後 に多量の肥料 とくに窒素肥料 を施す人工草

地 にお いて,ア ワヨ トウが大発生す る危険性 を指摘 し,

施肥 によって好適 な餌条件 が与 え られ た ことを重要 な発

生要因 とみ な して いる。 しか し,牧 草へ の施肥 がア ワヨ

トウの生存や発育 に及 ぼす影響 についての実験 的な論文

は見あた らない。 また,牧 草 への施肥 は直接 ア ワヨ トウ

の産 卵や生存に影響 を及ぼすばか りでな く,天 敵 の生息

環 境や行動 に も影 響す ることが考 えられ る。

この よ うな観点か ら,化 成肥料(窒 素,燐 酸,カ リウ

ム同成分量)の 牧草へ の施用 が アワ ヨ トウの幼 虫の生存

や発育 な らび にアワヨ トウ幼虫 の天敵 であるハ リゲ コモ

リグモ(Parudosa laura KARSH)の 捕食 に及 ぼす影響 につ

いて若 干の実験 を行 った。 なお,川 越 ・佳山(1978)は

牧草地 におけ る多量元素の収量 について施肥量 を違 えて

試験 し,オ ーチ ャー ドグラスの燐酸 とカ リウムの含有率

には有意差 を認めて いな いことか ら,本 報 にお いて もお

もに窒素 について考察す る。

本 文に先立 ち,牧 草の粗蛋 白質含量 を測定 して いただ

いた草地試験場病理研究室井沢弘一博士(現,山 形県農

業試験場),本 稿 の校閲 をいただい た 農業研究 センター

内藤 篤博 士 に感謝 の意 を表す る。

材 料 お よび 方法

供試 アワヨ トウはイネ科牧草 を餌 として,室 内で累代

飼育 して得 られ たふ化幼 虫である。ハ リゲ コモ リグモは

供試2日 前 に採草地 で採集 し,供 試 するまで水 だけで飼

育 した。実験 に用 いた牧草 は代表的 な寒地型牧草 のオー

チャー ドグラス(Dactylis glomerata L.)で あ る。化成肥料

は窒素,燐 酸,カ リウムの成分 量が同量の ものを使用 し

た。 ポ ッ ト試験 では1/5,000aの ワグネル ポッ トに栽培

したオーチ ャー ドグラスを用い,幼 虫の逃亡 を防 ぐため

に,上 部をナイ ロン布で覆 った高 さ32cmの 塩 化 ビニー

ル製 の円筒 をかぶせた。
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1. 圃場試験 での生存 と発育

実験 は草地試験場内 において,1983年 に行 った。供試

したのは1978年9月 に播種 したオーチャー ドグ ラ ス圃

場 で,1981年 以後 は施肥 を行 わずに栽培管理 した。1983

年6月18日 に,1×1×0.7mの ビニ ール枠 を設 置 し,

この枠内 に化成肥料 を施用 した。 施肥量 は成分量 で0, 

0.2, 0.5, 1.0kg/aの4段 階 とし,各 処理4反 復 とした。

また,枠 内に生息 す る天 敵 を除去 す る 目的で,6月21

日にDDVP乳 剤1,000倍 液,ケ ル セン乳剤1,500倍 液,

DEP 1%に グラニ ュー糖 とカーボ ンブラック99%か ら

なる誘 引殺 虫剤 を適 量施用 した。6月30日 に1枠 当 り

500頭 のア ワヨ トウふ化幼虫 を放 飼 し,放 飼20日 後の

7月20日 に生存幼 虫数 と齢期 の調査 を 行 った。 また,

幼虫 を放飼 した枠 と同一条件 で栽培 した枠か ら,幼 虫放

飼7日 後 の7月7日 にオーチャー ドグ ラスを刈 り取 り,

80℃ で通風乾燥後,ケ ルダール法 によ り全 窒 素 量 を測

定 し,6.25倍 して粗蛋 白質量 を算出 した。

2. 室 内飼 育実験

オーチ ャー ドグラスの株 を1/5,000aの ワ グネルポ ッ

トに移植 し,1年 間 を無施肥で栽培 した後,化 成肥料 を

成分 量で0, 1, 3kg/a施 用 した。施 肥15日 以後 にこれ

らの葉 をふ化幼 虫に投与 して飼 育 した。飼育容器 には直

径9cm,深 さ3cmの 合成樹脂製 容器 を使用 し,1容 器

当 り飼 育密 度は,3齢 幼 虫までは30頭,4・5齢 幼虫 は

5頭,6齢 幼虫 は3頭 とした。飼育温 度は25±1℃, 16

時 間照 明 とし,葉 は毎 日交換 した。幼虫の頭幅 は,脱 皮

後 の2齢 か ら5齢 または6齢 幼虫 までの頭 がい を顕微鏡

下 で ミクロメータを用 いて測定 した。終齢 幼虫の頭 幅は

蛹化時 に半分 に裂 けて測定困難 な た め,測 定 しな か っ

た。蛹重 の測定 は,蛹 化後3日 目に行 った。

3. 施肥 と幼虫の分散

牧草へ の施肥 が幼 虫の分散 に及 ぼす影響 についてポ ッ

ト試験 で検討 した。化成肥料 を成分量 で0, 0.85kg/a施

用 し,施 肥14日 後に,ポ ッ ト当 りふ化幼虫30頭 を牧草

上 に放飼 した。 ポ ッ ト外へ の幼 虫分散 防止のために上部

開 口部 をナ イ ロン布 で覆 った円筒 と,逃 亡 するに任 せ る

た め覆わ ない円筒 をポッ トにかぶせ,13日 後 に生存 虫数

を調査 した。 ポ ッ トは温室 内 に置 き,反 復数 は5と し

た。

4. アワヨ トウとクモの関係

施肥がア ワヨ トウとクモの関係 に及 ぼす影響 について

実験 した。1年 間無施肥 でポッ ト栽培 したオーチャー ド

グラスに,化 成肥料 を成分量 で0, 3kg/a施 用 した。施

肥20日 後 にポ ッ ト当 りふ 化 幼虫100頭 とハ リゲコモ リ

グモ1頭 を放飼 し,12日 後(4齢 脱皮直後)に 生存 虫数

を調査す る とともに,名 処理 の100頭 の幼 虫重 を測定 し

た。 供試 ポッ ト数 は各処理14個 とした。 牧草 の生育状

態 を知 るため,ア ワ ヨ トウを放飼 しないポ ッ トを各処理

5個 用意 し,実 験終了時 に草丈 とポ ッ ト当 りの葉数 を調

査 した。

5. 牧草の質 とアワ ヨ トウ とクモの関係

施肥量の違い に基づ くオーチ ャー ドグラスの質が クモ

によ るア ワヨ トウの捕 食 に及ぼす影 響 につ いて 知 る た

め,オ ーチ ャー ドグラスの葉数 と草丈 を揃 え,ポ ッ ト試

験 を行 った。施肥 は成分量 で0, 4.25kg/aと した。施肥

30日 後 に葉数 をポ ッ ト当 り35本,草 丈20cmに 揃 え,

ポ ッ ト当 りふ 化幼虫50頭 とハ リゲコモ リグモ1頭 を放

飼 し,放 飼7日 後にア ワヨ トウ3齢 幼 虫の生 存数 を調査

した。 反復数 は10と した。 牧草 の品質 の違 いを知 る一

指標 として,各 処理 区の牧草 の粗 蛋白質含量 を調 べた。

6. 草 丈 とクモの捕食

牧草の草丈が クモ の捕食 に及 ぼす影響 についてポ ッ ト

試験で検討 した。施肥量 が同一 で葉密度 がほぼ均一 なポ

ッ ト栽 培のオーチ ャー ドグラスを,草 丈7cmと25cm

に刈 り揃 え,ポ ッ ト当 りふ化幼虫100頭 とハ リゲコモ リ

グモ1頭 を放飼 し,10日 後 に生存虫数 を調査 した。

7. 草 生密度 とクモの捕食

葉数が クモに よるア ワヨ トウの捕食 に及ぼす影響 につ

いてポ ッ ト試験 で検討 した。施 肥量は同一 とし,草 丈 を

25cm,葉 数 をポ ッ ト当 り70本 と200本 以上に 揃 え,

ポ ッ ト当 りア ワヨ トウふ化幼虫100頭 とハ リゲコモ リグ

モ1頭 を放飼 し,放 飼14日 後に生存虫数 を調査 した。

結 果

1. 圃場での生存 と発育

オ ーチャー ドグラス圃場 に設置 した枠 内の放飼幼虫 の

生存率 と調査時 の幼虫齢期 の調査結果 をTable 1に 示 し

た。オ ーチャー ドグラスの粗蛋 白質含量 は,施 肥量 の増

加 に ともない飽和 曲線状 に増加 した。生存幼虫数 は,施

肥量 が多 いほど多 く,無 施肥区(粗 蛋 白質含量14.9%)

で は96.2頭 であったが,施 肥 量1kg/a(粗 蛋 白質含量

24.9%)で は186.2頭 であった。 また幼虫齢期 の調査 に

よる と,施 肥量 の増加 に ともなって6齢 幼虫 の割合 が著

しく増加 し,幼 虫の発育が促進 され た こ と を示 して い

る。

2. 室 内飼 育試験

施肥条件 を異 に して栽培 したオーチ ャー ドグラス葉で

飼 育 したア ワヨ トウ幼 虫 の 発 育 状態 をTable 2に 示 し
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Table 1. Effect of fertilization of orchardgrass on the survival and growth of Pseudaletia separata larvae

Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level of probability. Five hundred 

newly hatched larvae of the armyworm were released in each field cage (1•~1•~0.75m). The larvae that 

survived were counted and the instar was examined 18 days after release.

Table 2. Growth characteristics of Pseudaletia separata larvae reared on orchardgrass with varying nitrogen 

content

Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level of probability.

た。 施肥量が1kg/aと3kg/aの 葉で飼 育 した幼虫の経

過齢期 は6齢 で,幼 虫期 間はそれぞれ18.7日 と18.2日

であったが,無 施肥 の葉 で飼育 した幼 虫は7齢 まで経過

し,幼 虫期 間は24.6日 であ り,施 肥条件に よって幼虫

の発育期 間が変化 した。

幼 虫の頭 幅は測 定 したすべての齢 期において,無 施肥

区 と他 の施肥 区の間 で有意差 が認 め られ,無 施肥 区の幼

虫 の頭幅 は施肥 区よ りも小型 であった。 しか し,施 肥量

1kg/aと3kg/aの 間では4齢 幼虫 を除 き,頭 幅に有 意

差 は認 め られ なか った。

蛹重 は各処理間 で有意差 が認 め られ,3kg/aを 施肥 し

た牧草 で飼育 した蛹 が最 も重 く,つ いで幼 虫期 を7齢 ま

で経過 した無施肥区 の蛹 が重 かった。

3. 施肥 と幼虫の分散

施肥 の有無 とポ ッ トにかぶせ た円筒 のふ たの有無 によ

るア ワヨ トウ生存虫数 の違い につい て 実 験 した結 果 を

Table 3に 示 した。 施肥 したポ ッ トにおける生存幼 虫数

は,ふ たの有無 によって差 がなかった。 しか し無施肥 区

では,ふ たのないポ ッ トにお ける生存幼虫数が少なか っ

た。 これ らの結果 か ら,ア ワヨ トウ幼虫は,栄 養状態の

良好 な牧草 よ り,悪 い牧 草において分 散す る傾向が強い

こ とが示 され た。

4. ア ワヨ トウ とクモの 関係

施肥量 とハ リゲ コモ リグモを組 み合 わせた実験 のア ワ

ヨ トウ幼虫 の生存数 をTable 4に 示 した。オーチ ャー ド

グラスへ の施肥 はアワ ヨ トウ幼 虫に対 するハ リゲ コモ リ

グモ の捕食量 に影響 を及 ぼ した。 クモを放飼 しない処理

区 では,施 肥量 の違 いによってア ワヨ トウの生存数 に差

が認 められ なか ったが,ク モを放飼 した処理 区では,施

肥区 の生存数 が58.3頭 であ ったのに 対 し,無 施肥区 は

17.9頭 で,有 意差が認 められた。生存幼虫数調査時の幼

虫重 は無施肥 区が67.0mg,施 肥区 が250.2mgで あ っ

た。 また,草丈 とポ ッ ト当 り葉数 は,無 施肥区が11.2cm, 

95.1枚,施 肥区が26.3cm, 293.9枚 であった。

5. 牧 草の質 とアワヨ トウとクモの関係

施肥量 の違 いに基づ くオーチ ャー ドグラスの質が,ク

Table 3. Dispersion of Pseudaletia separata larvae on orchardgrass with different level of fertilization

Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level of probability.
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Table 4. Effect of fertilization of orchardgrass on predation of Pseudaletia separata larvae by a wolfspider, Pardosa laura

A hundred newly hatched larvae per pot were released in fourteen replicated experiments. Plant height and leaf number 

were measured in grasses, without larvae and spiders at the end of the experiment. A hundred 4th instar larvae from plants 
of each fertilization level were also weighed. Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% 

level of probability.

Table 5. Effect of low crude protein content of orchardgrass 

on predation of Pseudaletia separata larvae by a wolf-

spider, Pardosa laura

Table 6. Effect of grass height on predation of Pseudaletia 

separata by Pardosa laura

a) Means are significantly different at the 5% level .

Grasses were trimmed at a height of 20cm and the number 

of leaves per pot was adjusted to 35 by removing the leaves. 
Third instar larvae which survived were counted 7 days 

after release. Means followed by the same letter are not 
significantly different at the 5% level of probability.

Table 7. Effect of grass density on predation of Pseudaletia 

separata larvae by a wolfspider, Pardosa laura

モによ るア ワヨ トウの捕 食に及ぼす影 響 につ いて知 るた

め,葉 数 と草丈 を揃えたポ ッ ト試験 の結果 をTable 5に

示 した。 施肥 区 の 粗蛋 白質含量 は20.3で,無 施肥 区の

約2倍 で あった。ア ワヨ トウ幼虫の生存数 は,ク モ放飼

区 と無放飼 区の処 理間では有意差が認 め られ たが,ク モ

を放飼 した区の中では,無 施肥区の生存虫数が施肥 区よ

り少 ない ものの,有 意差は認め られなか った。施肥量 の

違いによ るア ワヨ トウ幼虫の発育程度や分散 な どの相違

は,ク モの捕食 にほ とん ど影 響 を与 えなか った といえよ

う。

6. 草丈 とクモの捕 食

オーチ ャー ドグラスの草丈がハ リゲコモ リグモによる

ア ワヨ トウ幼虫の捕 食に及ぼす影 響 につ いての実験結果

をTable 6に 示 した。生存幼虫数 は,草 丈7cm区 では

53.8頭 であ ったが,草 丈25cm区 では70.7頭 であ り,

牧草の草 丈が クモの捕食 に影響 を及 ぼす こ とが示 され

た。

7. 草 生密度 とクモの捕 食

草生密度の違いが クモ によるアワヨ トウ幼虫 の捕食 に

及 ぼす影響 につ いて の実験結果 をTable 7に 示 した。生

Means followed by the different letter are significantly 

different at the 5% level of probability.

存幼虫数は,ポ ッ ト当 り葉数70枚 区では39.1頭 で あっ

たが,200枚 以上 区では52.2頭 で,草 生密度 が低いポ ッ

トにおいて少 な く,草 生密度が クモの捕食 に影響 を及ぼ

す ことが示 された。

考 察

MCNEIL and SOUTHWOOD (1978)やMATTSON (1980)

は昆虫 と植物 の関係 に及 ぼす窒 素 の影 響 につ いて総説

し,植 物体 中の窒素含有量 の増加 が,昆 虫 の生存率 の上

昇や,発 育 の促進 を促 した とす る多数 の報告 を紹介 して

い る。 アワヨ トウに関 して は,小 山(1966)が 窒素の施

用量 を異 にす るポッ ト栽培 のイ ネに卵 を接種 し,多 窒素

栽培 のイ ネで幼虫生存率 が高 く,発 育 も速い ことを報告

してい る。本試験 では窒素,燐 酸,カ リウム同成分量の
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化成肥料 を施用 したが,オ ーチャー ドグラスの圃場 に設

置 した枠 内にお ける実験や室 内飼育 において も,多 施肥

した牧草 にお いて同様 な結果 が得 られ た。 また,そ れ ら

の牧草 の粗蛋 白質含量 は少施肥や無施肥 の牧草 よ り多か

った。放牧地や採草地 のオ ーチャー ドグラスの粗 蛋白質

含量 につ いて は,11.6～17.4%(石 栗,1972)あ るいは

12.5～28.8%(岡 田 ら,1969)な どの報告 があるが,こ の

野外実験 に供 したオーチ ャー ドグラスの粗 蛋白質含量 は

14.9～24.9%で あ り,現 地 の状態 に近 い値 であ った。ま

た,渡 辺 ・高橋(1981)は,オ ーチ ャー ドグ ラスの粗 蛋

白質含量 は,刈 取追肥後1週 で最 も高 く,そ の後急速 に

低下 し,6～8週 で最低 になる こ とを報 告 している。一

方,ア ワヨ トウの大発生 は成 虫移 動 期 の1～4週 間前に

刈取 りを行 った牧草地 にお いて多 い傾 向が認 め られてお

り(小 林 ・奥,1974),若 齢幼 虫期 を粗 蛋白質含 量の比較

的 に高 い牧草 で過 ご した場合 に,大 発生 が起 こる可能 性

が大 きい こ とが考 え られ る。

植物 の栄養条件,形 態や密度 な どは,植 食 性昆虫 ばか

りでな く,そ れ らの天敵 にも直接関 接 に影 響 を 与 え る

(PRICE et al., 1980)。 SLANSKY and FEENY (1977)は,窒

素含有率の高いア ブラナ科植物上で の モ ン シ ロチ ョウ

Pieris rapae幼 虫 の摂食時間 は短 く,天 敵 の攻撃 か ら身 を

隠す に適 した 中肋 に沿 った部位 で多 くの時間 を過 ご して

いるが,窒 素含有率 の低 い植物体上 では摂食 に多 くの時

間 を費やすた め,天 敵 に攻撃 され る危険性 が高 まる こと

を指摘 してい る。 この よ うな低い窒素含有率 が幼 虫の行

動 を通 して生存率 に間接的 に影響 を与 えるこ とは,ア ワ

ヨ トウ幼虫 にお いて も同様 と思われ る。牧草上 のア ワヨ

トウ若齢幼虫 は,半 展開 した葉身 の隙間や葉鞘近辺 の葉

身が重 な り合 った間 に生息 し,摂 食す る。 このよ うな場

所 は天敵 か らの攻撃 をまぬがれ る可能性 が高 い と考 え ら

れ る。今回 の実験 にお いて も,粗 蛋 白質含量 の高 いオー

チ ャー ドグラスに放飼 したアワ ヨ トウ幼 虫は分散性 が低

か ったのに対 し,粗 蛋 白質含量 の低 い場合 には,幼 虫は

分散す る傾向 が強 く,よ り好適 な餌 を求 めて動 き回 るこ

とが示 され た。動 き回る行動時 間が長 い と,上 記 のよ う

に天敵 との遭遇 の機会 が増加 するこ とが考 え られる。 こ

の点 を実験的 に確認す る 目的 で,天 敵 としてハ リゲ コモ

リグモを用 いた実験 では,ア ワ ヨ トウ幼 虫の生存 数は,

粗 蛋白質含量 の低 い牧草 で少 なかった ものの,高 い牧草

との間に有意差 は認 め られ なかった。 この原 因は,ポ ッ

ト当 りの葉数 を35本 に揃 えたが,葉 数 が少 なす ぎて施

肥 区において も幼 虫の隠れ場所 が少 なかった ことや,ク

モによる捕食量 の個体差 が大 きいに もかかわ らず反復数

が少 なか った ことな どが考 えられ る。施肥が害虫 の行動

および関連す る天敵 に及ぼす影 響 について は,さ らに究

明すべ き問題 であろ う。

一般 に牧 草の草丈や草量 は施肥量 に伴 い増大す る。草

丈 や葉数 の増加は,ア ワヨ トウ幼虫 の生息空間や隠れ場

所 の増 大 をもた らす ことにな り,結 果的 に天敵 による餌

や寄主 の探 索面積 を増 大 させ ることにな ろ う。今回の実

験 で も,草 丈 の高 い草 量の多いオーチ ャー ドグラスで は

明 らか に幼虫の生存率が高 く,ク モ の捕食活動 に とって

不利益 である ことが示 された。 このよ うな植物現存量 の

増加 が天敵 に と っ て 不 利 益 を き たす例 は,European 

corn borerの 卵寄生蜂 であるTrichogramma nubilaleにお

いて も報告 され ている(NEED and BURBUTIS, 1979)。

以上 のこ とか ら,牧 草 への施 肥は,ア ワヨ トウの餌 と

しての牧草 の栄養条件 を良好 にす るこ とによ り,直 接的

にア ワヨ トウ幼虫の発育促進 と生存率増加 を もた らす ば

か りでな く,天 敵に よる餌や寄主 の探索活動 に負担 を与

えるこ とによ り,ア ワヨ トウの生存率 をさらに高 めるこ

とになる と結 論で きよう。

摘 要

牧草 への化成肥料(三 要素 の成分量 が同等)の 施用が

アワ ヨ トウ幼 虫の生存や発育お よび天敵の活動 に及ぼす

影響 につ いて知見 を得 るため,わ が国の代表的寒地型牧

草で あるオ ーチ ャー ドグラスを用いて実験 した。

1) 牧草へ の化成肥料 の施 用量増加に伴い,牧 草の粗

蛋 白質含量 が高 ま り,ア ワヨ トウの生存率は上昇 し,発

育 の促進 もみ られ た。

2) 幼虫 の 頭 幅 と幼 虫 期 間 は,成 分量 で1kg/aと

3kg/aを 施 肥 した牧草で飼育 した幼虫間では差が な く,

終齢幼 虫の齢期 は6齢 であ ったが,無 施肥の牧草 によ り

飼育 した幼 虫は7齢 まで経過 した。

3) 無施肥 の牧 草に放飼 された幼虫は,施 肥牧草 に放

飼 され た幼 虫 より分 散す る傾向が強か った。

4) ハ リゲ コモ リグモに よるア ワヨ トウの捕食量は,

施肥 した牧 草 よ り,施 肥 しない牧草 にお いて多か った。

5) 施肥量 の違 いに よる牧 草の質(粗 蛋 白質含 量 を指

標 とした)に 基づ くア ワヨ トウの発育や行動の変化が,

クモの捕食量 に及 ぼす影 響 は明確でなか った。

6) 草丈 や草 生密度の増大は クモの捕食量 を減少 させ

た。

7) 以上 の ことか ら,牧 草への施 肥は,ア ワヨ トウの

餌 としての牧草 の栄養 条件 を良好にす ることによ り,直

接的 に発育促進 と生存率増加 をもた らすばか りでな く,
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天 敵 の活 動 に負 の影 響 を与 え る こ とに よ り,ア ワ ヨ トウ

幼 虫 の 生 存 率 を さ ら に高 め る と結 論 され た。
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