
日本応 用動物昆虫学会誌(応 動昆)第
32巻 第2号:129-134 (1988)

ア ワ ヨ トウ幼 虫 に お け る相 変 異 と緑 き ょ う病 菌感 染抵 抗 性

満井 順1)・国見 裕久

東京農工大学農学部

Effect of Larval Phase on Susceptibility of the Armyworm, Pseudaletia separata WALKER 

(Lepidoptera: Noctuidae) to an Entomogeneous Deuteromycete, Nomuraea rileyi. Jun MITSUI2) and 
Yasuhisa KUNMI (Faculty of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology, Fuchu, 
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Larval susceptibility in solitary and gregarious phases of Pseudaletia separata to Nomuraea rileyi 
was examined under laboratory conditions. The larvae reared in isolation were more susceptible 
and died in a shorter period of time than those reared in crowds when the final-instar larvae were 
inoculated percutaneously with N. rileyi. The difference of susceptibility was also observed when 

gregarious larvae were reared in isolation after the inoculation. The pale larvae which were pro-
duced under crowded rearing conditions were more susceptible than the black larvae when N. rileyi 
was inoculated percutaneously. However, no differences in the susceptibility and time of death 
were observed between the solitary larvae and the gregarious larvae when N. rileyi was inoculated 
subcutaneously.

緒 言

イ ネ,ム ギ,ト ウモ ロコシ,牧 草 などの害虫 で,個 体

数 の変動 が激 しく,大 発生時に長距離移動す るアワ ヨ ト

ウ(Pseudaletia separata)に は,生 息密度 の高 低に 応 じて

形態的 に も,生 理 ・行動 上か らも著 し く異 なる個体 が出

現す る 相変異 と呼ば れ る 現象が 知 られ て い る(IWAO, 

1962)。 ア ワヨ トウの低密度型幼 虫は,全 体 に 黄緑～赤

褐色で あるのに対 して,高 密度型 幼虫は著 しく黒化 し,

発育 の促 進,摂 食量や 活動性 の 増大 な どが 認 め られ る

(IWAO, 1962, 1963; SHIBAZAKI and ITO, 1969;柴 崎,

1969)。 また,高 密度型幼 虫 で は,飢 餓や 不適食草 に対

す る耐性の増大が認 め られ る ことな どか ら,大 発生時 に

起 こ りうる食物不足 の状況 に よ く適応 した特性 を もつ と

いわれ,さ らに,高 密度型 成虫 の 飛翔筋 の 発達 が 顕著

で,翼 荷重 が小 さいな どの ことか ら,移 動に適 した特性

をもつ といわれて い る(IWAO, 1962;厳,1971)。

しか し,低 密度 で出現 す る淡 色型幼虫 と,高 密度で出

現す る黒色型幼 虫 とで,病 気 に対す る感受性 に差が ある

か どうかについては,ほ とん ど知 られてい ない。著者 ら

は,ア ワヨ トウ幼 虫の生 息密度 に依存 した相 の違 いが,

緑 きょ う病菌(Nomuraea rileyi)に対す る感染抵 抗性 に及

ぼす影響 につ いて調査 したので,そ の結果 を報告す る。

本文 に入 るに先立 ち,本 研究中,有 益 な ご助言 をいた

だい た東京農工大学 農学部 の福原敏 彦博士,ア ワヨ トウ

幼 虫を分与 いただいた農業環境技術研究所 の八木繁実博

士,緑 き ょう病菌 を分 与いた だいた東京農工大学農学部

の青木襄 児博 士に対 し深 く感謝の意 を表す る。

材 料 と 方 法

1. 供試 昆虫

供試 したアワ ヨ トウは,東 京農工大学農学部害虫学研

究室か ら卵塊 を譲 り受 けた後,数 世代飼 育 して得た幼虫

を用 いた。幼虫は,人 工 飼料 ま た は トウモ ロコシの生

葉 を用 いて 集合飼育 した。人工 飼 料は,服 部 ・阿 津 沢

(1980)の 飼料に ヒ ドロキシ 安息香酸 と ソル ビン 酸 をそ

れぞれ800ppm添 加 した もの を用 いた。飼育は,25℃,

長 目条件下(16L-8D)で 行 った。

2. 供試 菌

供 試 した緑 き ょう病菌 は,ハ スモ ンヨ トウ(Spodoptera 

litura)から分離 された 菌株 で,東 京農 工大学農 学部の青

木襄児博士 よ り譲 り受 けた。実験 には,酵 母エキス を加

えたSabouraud maltose寒 天培地 で,25℃, 16～20日

間培養 して得 た分生胞子 を用 いた。

3. 幼虫体 色の識別

体色型 の判 定は,IWAO (1962)の 方法 に従 い,ほ とん
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ど体色の黒 化の見 られないI型 か ら,体 色黒化 の最 も著

しいV型 までの5段 階に分 け,6齢 あるいは7齢 脱 皮後

24時 間以内 に 調べた。 また,体 色 の黒 化の 程度 の 指標

として,mean colour (IWAO, 1962)を 算出 した。

4. 飼育 区の設 定 と検 定法

(1) 単独 および集合飼育 虫での経皮 接種試験

ア ワヨ トウふ化幼虫150～250頭 ず つ を,プ ラスチ ッ

ク製容器(直 径15cm,高 さ9cm)で 密度区 を設定す る

まで集 合飼育 した。1齢 眠か ら50mlプ ラスチ ック製 カ

ップで1頭 ずつ飼育(単 独飼育 区;以 下S区 とす る),あ

るい は430mlプ ラスチ ック製 カ ップで20頭 ずつ 飼育

(集合飼育区;以 下G区 とす る)す る二 つの 密度 区 を設

定 した。ア ワヨ トウ幼 虫は,通 常,6齢 を経過 して蛹化

する6齢 経過型 であるが,若 齢期 の高密度 育な ど,飼 育

条件に よ っては 齢数 が 増加 す る(厳,1967)。 本実験 で

は,6齢 経 過型幼虫 のみ を供試 した。両飼育区 の脱 皮直

後 の6齢 幼虫 に所定濃度 の緑 き ょう病菌分生胞子懸濁液

(Tween 40を0.02%添 加)を,幼 虫腹部背 面 に塗 布 し

た。風 乾後,餌 を与 え,接 種前 と 同 じ飼育条件 で10日

間飼育 した。各濃度20頭 の 幼 虫を 供試 し,2連 制 で行

った。飼育 は,ト ウモ ロコシの生葉 を用 い,25℃, 16L-

8D条 件下 で行 った。

(2) 接種後 の密度 を一定 に した 場合 の 経皮接種試験

(1)の 実験 と同様 に,S区 とG区 の2区 を設定 し,餌

として トウモ ロコシの生 葉 を与 え飼育 した ところ,7齢

経過型幼 虫が最 も多 く出現 した。そ の原因 の一 つ として

は,時 期的 に トウモ ロコシの葉が劣化 してきたこ とが考

えられ る。本実験 においては,7齢 経過型幼 虫を用 いた。

S区 のI型 とG区 のIII型 の脱 皮直後 の7齢 幼 虫に所 定

濃度 の緑 き ょう病菌 分生胞子懸濁液(Tween 40を0.02%

添加)を,幼 虫腹部 背面に 塗布 した。風乾後,両 区の幼

虫 とも50mlの プラスチ ック製 容器 に1頭 ずつ移 し,10

日間個体飼育 した。各 濃度20頭 の幼 虫 を供 試 し,2連 制

で行 った。飼育 は,ト ウモ ロコシの 生葉 を用 い,25℃, 

16L-8D条 件下で行 った。

(3) 体色型 を異 にす る幼 虫での経皮 接種試験

2齢 まで 容器 当 り250頭,3齢 か ら150頭,4齢 か ら

100頭,5齢 か ら50頭 の密度 で,人 工飼料 に よ り飼育 し

て得た 体色型II型 とIV型 の脱 皮 直後 の6齢 幼虫 を 供

試 した。両 体色区の幼虫に所定濃度 の緑 き ょう病菌 分生

胞子懸濁液(Tween 40を0.02%添 加)を,幼 虫 腹 部 背

面 に塗 布 し た。風 乾後,430mlプ ラスチ ック製 カップ

に1容 器当 り5～9頭 にな るよ うに し て10日 間 飼 育 し

た。飼育は,人 工飼料 を用 い,25℃, 16L-8D条 件下で

行 った。 なお,緑 き ょう病菌 接種後3日 間は,防 腐剤 を

除いた人工飼 料 を与 えた。

(4) 単独 および集合飼 育虫での注射接種試験

人工飼料で 飼育 したS区 とG区 の脱皮直後 の6齢 幼

虫 を供 試 した。両飼育区 とも出現 した幼 虫は,ほ とん ど

が6齢 経過型で,実 験 には,ふ 化か ら6齢 までの所 要 日

数 が12日 の6齢 経過型幼 虫 を供 した。幼虫 をエチルエ

ーテル で麻酔 し,昆 虫用 の生理塩類溶 液に懸 濁 させた所

定濃度の緑 きょ う病菌分生胞子浮遊 液 を,支 持台に固定

したマイ クロシ リンジ を用いて,1頭 当 り4μlを 幼虫の

腹部背 側に注射 した。対照区の幼虫 には,生 理塩 類溶 液

を同量 注射 した。注射後は,S区 の幼虫は,50mlの プ

ラスチ ック製 カ ップで 個体飼育 し,G区 の幼虫 は,430

mlの プ ラスチ ック製 カップで1容 器 当 り15頭 の密度 で

集合飼育 した。前 蛹にな った個体は,湿 らせ たティシュ

ペーパ ーを敷 きつめた カップ内で 蛹化 させ,4日 目以 降

に,脱 皮 が正常に行 われたか ど うか を確認 した。各濃度

15頭 の幼虫 を供試 し,2連 制 で 行 った。飼育 は,人 工飼

料 を用 い,25℃, 16L-8D条 件下で行 った。

結 果

1. 経皮接種 での感染抵抗性

(1)単 独育 と集合育 での感染抵抗性

トウモ ロコシの 生葉 で 飼育 したS区 とG区 の6齢 幼

虫の体 色型分布 をFig. 1に 示す。

S区,G区 の6齢 幼 虫のmean colourは,そ れ ぞれ

1.2お よび3.5で あ つた。脱皮直後 の6齢 幼虫 の平 均体

重 は,S区 で159mg,G区 で130mgで あ り,単 独飼育

幼虫が集合飼育幼虫 に比 べて重 か った。 また,ふ 化か ら

6齢1日 目 までの所要 日数は,S区 で12日,G区 で11

目であ った。

致死個体 は,緑 き ょう病菌塗布接種後2日 目か ら認め

Fig. 1. Frequency distribution of colour types in the 

final-instar larvae of Pseudaletia separata reared on 

fresh leaves of maize at different densities. Solid 

and open columns indicate the larvae reared in 

isolation and in crowds, respectively.
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られ た。S区 ではG区 に比べ 致 死 が 急 激 で,3.2×109 

conidia/mlの 接 種濃度では,S区 の幼 虫は接種 後4日 目,

5日 目に 多数感 染致死 した の に 対 し て,G区 の幼虫 は

4～8日 目 までの 間に 連続的 に感 染致死 した。 罹病虫の

体表 には黒 色の病斑が形成 され,病 斑 の とくに著 しい個

体 の体表 は,ほ ぼ全 体にわた って黒色 を呈 した。病斑 が

形成 され た罹病 虫は,行 動が不活発 にな り,摂 食 を停止

し,数 日後 に 死亡 した。死後1～2日 目の 個体 の体液 中

には,緑 き ょう病菌 の短 菌糸が観察 され た。 また,脱 皮

が阻害 され,完 全 に蛹化 できない個体が出現 した。

累積感染致死率 プ ロビ ッ トと菌接種後の 日数 との関係

をFig. 2に 示す。 な お,累 積感 染致死率0～5%あ るい

は95～100%の データは解析 か ら除外 した。

同 じ接種濃度 では,S区 のLT50はG区 に比べ て1～

1.5日 短 か った。 ま た,回 帰 直線 の 傾 きは,ど ららの接

種濃度 におい て もS区 がG区 に 比べ 大 きか ったが,統

計的に有意な差は認 められ なか った。

感染致死 率 プ ロビ ッ トと接種濃度 の対 数値 との関係 を

Fig. 3に 示 す。

S区 お よびG区 のlogLC50 (conidia/ml)は,そ れ ぞ

れ8.0お よび8.4で,G区 の 幼虫がS区 の幼虫に 比べ,

緑 き ょう病菌 に対 して2.3倍 抵抗性 である ことが 示 され

た。

(2) 接種後の飼育密度 を一定 に した場合

脱皮直後 の7齢 幼虫 の平均体 重は,S区 で175mg, G

区 で151mgで あ り,(1)の 実験同様,単 独飼育幼 虫が

Fig. 2. Time-mortality response for Pseudaletia separata 

larvae inoculated with Nomuraea rileyi percuta-

neously. ●, ○: solitary and gregarious larvae 

inoculated with 109.5 conidia/ml, respectively, ■, 

□: solitary and gregarious larvae inoculated with 

109.0 conidia/ml, respectively.

Fig. 3. Dosage-mortality regressions for solitary (●) 

and gregarious (○) larvae of Pseudaletia separata 

inoculated with Nomuraea rileyi percutaneously.

Fig. 4. Time-mortality response for Pseudaletia separata 

larvae inoculated with Nomuraea rileyi percutane-

ously. Gregarious larvae were reared in isolation 

after inoculation. ●, ○: solitary and gregarious 

larvae inoculated with 109 conidia/ml, respectively, 

■, □: solitary and gregarious larvae inoculated 

with 108.5 conidia/ml, respectively.

大 きか った。7齢 幼虫の体色型 は,S区 では,70%がI

型,G区 では65%がIII型 で あった。

緑 き ょう病菌接種 後の 日数 と累積感染致死率 プ ロビ ッ

トとの関係 をFig. 4に 示す。

両 区のLT50を 比較 す ると,接 種濃度109で は,S区

がG区 よ りも半 日短 かった。 ま た,実 験(1)の 同接種

濃度 のLT50値 と比べ ると,本 実験でのLT50値 は,1～

2日 短 かった。

感染致死率 プ ロビッ トと接種 濃度の対数値 との関係 を

Fig. 5に 示す。

logLC50値(conidia/ml)は,S区 お よ びG区 で,そ
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Fig. 5. Dosage-mortahty regressions for solitary (●) 

and gregarious (○) larvae of Pseudaletia separata 

inoculated with Nomuraea rileyi percutaneously. 

Gregarious larvae were reared in isolation after 

inoculation.

れそれ8.1お よび8.4と,G区 の幼 虫がS区 の幼 虫に比

較 して,2倍 抵抗性 であ った。

(3) 体色型 を異にす る幼虫の感染抵抗性

終齢幼虫の 体色型 を調査 した。I型,II型,III型,

IV型 お よびV型 の幼 虫の出現 百 分 率 は,そ れ ぞれ0, 

18.3, 72.0, 9.4お よび0.3で,mean colourは2.9で あ

った。本実験 で 用いた 脱 皮直後 の6齢 幼 虫の平 均 体 重

は,体 色型II型 が98mg, IV型 が87mgで,体 色 の

淡い幼 虫が若干 重か った。

両体色型幼 虫に,緑 き ょ う病菌分生胞子懸濁液 を塗 布

接種 した時 の感染致死率 をTable 1に 示 す。

致死個体 は接種 後4日 目か ら認 め られ,体 色型II型

の幼虫 は,IV型 の幼 虫に比べ 感染 致死率 が高 く,致 死

までの 時間が 短 か った。接 種 濃 度3.2×108 conidia/ml

Table 1. Susceptibility of pale and black larvae of Pseudaletia 

separata inoculated subcutaneously with conidia of 

Nomuraea rileyi

a) Two types of larvae were produced under crowded 

rearing conditions.
b) Final-instar larvae were used .

Fig. 6. Frequency distribution of colour types in the 

final-instar larvae of Pseudaletia separata reared on 

artificial diet at different densities. Solid and 

open columns indicate the larvae reared in isolation 

and in crowds, respectively.

におけるLT50は,II型 の 幼虫で7.8日,IV型 の幼 虫

で11.2日 であ った。

2. 注射 接種 での感染抵抗性

S区 お よびG区 の6齢 幼 虫の 体色型 分布 をFig. 6に

示 す。

平均 体色値 はS区 が1.5, G区 が3.1で あった。脱 皮

直後 の6齢 幼 虫 の 平均 体重 は,S区,G区 で それ ぞれ

197mg, 160mgで あ った。

両飼育 区の6齢 幼虫に緑 き ょう病菌分生胞子 を注射 接

種 した時の感染致死率 をTable 2に 示 す。

感 染致死 す る個体 は,接 種後2日 目から認 め られ,そ

の後3日 目,4目 口に多数 の個体 が 致死 した。罹病 虫の

体表には,わ ずか に病斑 が認 め られ た。死後1日 経 過 し

た幼虫の体液は粘性 を帯び,白 濁 し,そ のなかに無 数の

短 菌糸が充満 して いるのが観察 され た。

BEHRENS-KARBER法 によ り算 出 したlogLD50 (conidia/

Table 2. Mortality of solitary and gregarious larvae of 

Pseudaletia separata inoculated subcutaneously with 
conidia of Nomuraea rileyi

a) Larvae were reared on artificial diet.
b) Final-instar larvae were used.

c) Physiological saline was injected.
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larva)値 は,S区 お よびG区 で それ ぞれ5.7お よび5.6

と,ほ ぼ同 じであ った。

考 察

単独 飼育お よび集合飼育 され たア ワヨ トウ幼 虫に,緑

き ょう病菌 を経皮的 に接種 した結果,体 色 の黒 化 した集

合 飼育幼虫は,体 色 の淡 い単独飼 育虫 に比 べ致 死が緩慢

で,致 死率が 低 い 傾向が 認 め られ た。両飼育 条 件 での

LT50とLC50の 値の 差 は 小 さか ったが,す べ て の実験

条 件下で この よ うな傾 向が認 め られた ことか ら,集 合飼

育幼虫 は,単 独飼育幼 虫に比べ,経 皮 的に接種 され た緑

きょ う病菌 に対 し抵抗性 であ ると考 えられ る。 また,接

種 後は個体飼育 した場合 で も,接 種 前に集合飼育 され た

幼虫 は,単 独飼育 され た幼 虫よ りも抵抗性で あったこ と

か ら,接 種後 の飼育条件 の違 いに よ り感 染抵抗性 の差異

が生 じた ものではない と推 察 された。 さらに,集 合飼育

で得 られた体色の黒化 した幼 虫は,体 色の淡い幼 虫に比

べ抵 抗性で あった ことか ら,経 皮感染抵抗性 の違い は,

緑 き ょ う病菌接種時 における体 色黒 化の程度 と関係 して

い るもの と思われ る。 これ に対 して,注 射接種 では,体

色黒化に伴 う感染抵抗性 の増大 は認め られ なか った。 こ

の ことか ら,体 色黒化 に伴 う感染抵抗性 の差異 は,幼 虫

表皮 に付着 した分生胞子が発芽 し,皮 膚 を貫通 して体内

に侵入す る際 に生 じる もの と思 われ る。

RIBA et al. (1982)は,経 皮接種 に よって 認 め られ た

Beauveria bassianaとNomuraea rileyiに対 す る蚕 品種間で

の感 受性 の差が,注 射接種で は認 め られなか った ことか

ら,本 研究 と同様,感 受性 の差 は菌が外皮 か ら侵入す る

際に生 じた もので あるとして,硬 化病菌 に対 す る生体防

御機能 としての外皮 の重要性 を主張 してい る。

糸状 菌の 侵入 に 対す る 昆虫の 皮膚 の 防御機能 として

は,ク チ クラの厚 さまた は硬 さが重要 である といわれ,

とくに,外 表皮 のワ ックス層 は,耐 水性 があ り,病 原微生

物 の侵入 を防いで いる と考 え られ て い る(BELL, 1974)。

また,皮 膚 に遊離状態で存圧す るカプ リル酸,カ プ リン

酸 等の低級飽和脂肪酸 が抗菌性 を もつ こ とが報告 されて

い る(小 泉 ら,1954;小 泉 ・牧 野,1955)が,本 研究 で

は,こ れ らの存在 を明 らかにす る ことはで きなか った。

一方
,ア ワ ヨ トウ幼 虫を高密度飼 育 した ときに皮膚 に

沈 着 す る 黒 色 色 素 は,イ ン ドールメ ラニ ンで(池 本,

1971),メ ラニン生成 の酵素 系 で あ るフェ ノールオ キシ

ター ゼ(PO)の 活性 は,黒 色型幼 虫が淡 色型 幼虫 に比べ

て高 い(IKEMOTO, 1972)。 AOKI and YANASE (1970)に よ

る と,病 原性 の強 い.B. bassianaに 感染 した カイ コ幼 虫

では,POが 阻害 され,病 斑 が形成 されないのに対 して,

病原性 の弱 いPaecilomyces fumosoroseusに感染 したカイ コ

幼虫で は,皮 膚 のPO活 性が高 く,皮 膚 に著 し く病斑 が

形成 され る。 さ らに,メ ラニ ン化 による病斑 部には菌糸

が認 め られ ていない(VEY and FARGUES, 1977)こ とか

ら,病 斑形成 は,昆 虫病原 糸状菌に対す る昆虫の示す防

御反応 の一つ と考 え られてい る(青 木,1977)。 これ らの

ことか ら,ア ワヨ トウの相 変異に よるメラニ ン堆積が,

緑 きょ う病菌 に対す る感染抵抗性 に関与 してい るこ とも

考 え られ るが,ア ワ ヨ トウ幼虫の皮膚の,ど の よ うな生

体防御機能 の変化 によ って感 染抵 抗性 の差異が生ず るの

か につい ては,今 後 の課題 であ る。

摘 要

アワヨ トウの相変異 によ り生 じた体色の淡い低密度型

幼虫 と,体 色 の黒化 した高 密度型 幼虫の緑 きょ う病菌 に

対す る感染抵抗性 を調査 した。

1) 1齢 眠 か ら個体飼育(単 独飼 育幼虫)あ るいは20

頭育(集 合飼育 幼虫)し た6齢 脱皮 直後の 幼 虫に 緑 き ょ

う病菌分生胞子 を塗 布接種 し,接 種後 もそ のままの密度

条件 で飼育 を継続 した ところ,単 独飼育幼虫 は集合飼育

幼虫 に比べ感染致死率 が高 く,致 死 までの時間 も短か っ

た。

2) 7齢 脱皮 直後 の 単独飼育幼虫 と集合飼 育幼虫 に,

緑 きょ う病菌 を塗布接種 し,接 種 後はいずれ も個体飼育

した ところ,単 独飼育幼 虫は集合 飼育幼虫 に比べ感染致

死率が高 く,致 死 までの時 間 も短 か った。

3) 集合 飼育 して得 られ た6齢 幼虫か ら体色の淡い個

体 と体色 の黒化 した幼 虫を選び出 し,緑 きょ う病菌 を塗

布接種 した ところ,体 色の淡 い幼虫は体色 の黒化 した幼

虫に比べ 感 染 致死率 が 高 く,致 死 までの 時 間 も短 かっ

た。

4) 単独あ るいは集合飼育 した6齢 幼虫に緑 きょ う病

菌 を注射接種 した ところ,単 独飼育虫 と集合飼育虫 に緑

きょ う病菌に 対 する 感受性 の 差異は,認 め られ なか っ

た。

5) 以上 の ことか ら,ア ワヨ トウの 高密度型幼虫 は,

低密度型幼 虫に比べ緑 きょ う病菌 に対 し抵抗性 であ り,

抵抗性 の差 は,幼 虫表皮 の生体 防御機能の なん らかの違

いによ り生ず る と推 察 された。
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