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蚕糸研究第 110号 1979i'J三4月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 110， April， 1979 

フクラスズメによる桑の被害について

西 和文

フクラスズメArctecoerulea G UEN五Eはカラムシ，ヤブマオ，コアカソ，ラミー，イラ

クサなどのイラクサ科植物を食することが知られている 1)川，11〉. 発生は年 2回で， 幼虫

は 6-7月および 8~10月に出現し11) 時に多数発生して，寄主植物葉をほとんどくいっ

くしてしまうことがあるという口. 著者も 1972年および1973年にそのような大発生をみた

が，その際幼虫の一部が桑園に侵入し，桑業を摂食していることを観察した.その後，数

年間は大発生がみられなかったが， 1978年秋に蚕糸試験場東北支場構内で大発生し，幼虫

の一部が桑園に侵入して桑業に若干の被害が生じた.この機会に著者は桑の被害状況なら

びに 2，3の試験を実施したので，その結果を報告する.

本文に先だち木稿の御校閲をいただいた東北支場長上回金時博士に対し謹しんで感謝の

意を表する.また，東北支場病理研究室の三枝隆夫室長には有益な助言を，福地幸英技官

には調査に御協力いただいた.記して厚くお礼を申し述べる.

材料および方法

フクラスズメ幼虫の侵入を受けた桑閣は蚕糸試験場東北支場〔福島市飯坂町，以下当支

場と略〉構内桑図の一部で，桑品種育成のために種k の系統が栽培されたほぼ直角三角形

の区域である.斜辺と他の一辺にあたる部分に 1mほどの幅でカラムシが群生し，また桑

圏内にも若干のカラムジが点在していた.被害調査は桑閤内にフクラスズメ幼虫が観察さ

れなくなった10月上旬に 1株ごとに行なった.寄主選択試験および摂食試験には，調査

桑固から離れた当支場構内のカラムシ群落上より採集したフクラスズメの終齢幼虫を用い

た 寄主選択試験はフクラスズメによる食害の認められた桑・コウゾ・カラムシのうち 2

極または 3種を用いて，高田の方法9)に準じて実施した.すなわち，直径約50cmの円周上

に桑とカラムシ，または桑，コウゾおよびカラムシを交互に配列し，中心に約30頭の幼虫

を放して，一定時間後に各k の供試植物上に集まった幼虫数を調べた 実験は，暗室で円

の中心の真上約 1mの所に， 100W白熱電球を点灯し 2回くり返して行なった.摂食試

験には直径11cm，高さ 18cmのガラス円筒を用い，あらかじめ葉面積を測定した桑，コウゾ

およびカラムシの 3種を単独，または混合していれ，そこにフクラスズメ幼虫を放して，

24時間後に摂食面積および排糞数を調べた.業面積の測定には緑葉面積計を用いた.
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結果

l 桑図の被害状況

1978年に当支場機内で大発生したフクラスズメ は 9月中旬にはカラムシの葉をほぼ食

いつくし(第 l図)，その頃から幼虫の一部が桑園に侵入した.桑を 食害している幼虫数

は9月下旬頃が最も多く ，10月上旬までこれがみられた.10月以後には桑園だけでなく ，

カラムシ群落上でも幼虫数は非常に少なくなり ，同時にすべての葉を食いつくされたカ ラ

ムシ群落でも新築が伸長をはじめた.カラムシの葉を食いつくした幼虫のその後の加害賠

物は桑およびコウゾであった.

第 l図 フクラスズメの大発生によりすべての菜を食いつくされたカラムシ群落

桑闘に侵入した本種幼虫は，桑業を葉柄および葉脈の一部を残して完全に食いつく し，

時には葉柄の部分まで食害した (tfi2図).食害は恨際部の葉から伎の先端部(高さ約1.5

m)の葉にまで広い範聞に認められた.被害程度の特に大きな桑株では，総葉数の70%以

上が食害される惨状を呈したが，多くの桑株の被害程度はごく軽微であった(第 l表)

被害株は桑WIィi':{.t:にみられたが，被害程度の高い株はカラムシ群落に近い位置に集中して

第 1表 フクラスズメによる調在桑闘の被害実態

被害程度 I 0 

株数 I 35 

+ 朴 #t 

40 2 

o食害のlitめられないもの

+ 食害は受けているが， l:ì }j~ しないとそれと認
められない程度のもの

十十 食害が総菜数の30%に満たないもの

ttt・食害が総菜数の30%以上に及ぶもの
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第 2図 桑柴を食t守中のフクラスズ 〆幼虫

第 H宣 桑とカラム シiこ対するフクラ六ズメ幼虫の.i2:択t'1

¥¥、 経過日制l
¥¥¥  3(;分後

供試植物 ¥¥  

桑

カ ラ ム シ

10 

22 

1時間後 211寺!日]後

11 

32 

¥l 

32 

注 : 表中の数字;主J!~ぷ泊物上に集まった幼虫数をぷす

31時間後

10 

28 
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2. 寄主選択試験

桑，コウゾおよびカラムシの 3種を用いて行なったフクラスズメ幼虫の寄主選択試験の

結果，いずもれの場合も，幼虫はカラムシに最も多く集まった.また桑とコウゾに集まっ

た幼虫には，あわただしく動き回る個体が多く，摂食活動も不活発であった.

第 3表 桑，コウゾ，カラムシに対するフクラスズメ幼虫の選択性

ι戸~l 叩
桑 l

2時間後 3時間後

コウゾ

カラムシ

13 

28 

6

8

m

 

3
3
9
h
W
A
V
 

i
-
-

注:表中の数字は供試植物上に集まった幼虫数を示す

3. 摂食試験

桑，コウゾおよびカラムシを用いた摂食試験の結果を第 4-6表に示す.これらの植物

を単独で与えた場合の摂食面積はカラムシが最も多く，コウゾがこれに次ぎ，桑はあまり

摂食されしなかった.排糞数も同様にカラムシ>コウゾ>桑の11買であった.桑とカラムシを

混合して与えると，カラムシは供試量のほとんどが摂食さわしたが，桑の;菜食量は少なかっ

た. 3種をまぜ合わせて与えた場合にも，カラムシは優先的に摂食され， 24時間後におけ

るカラムシの残存量はきわめて少なかった.以上の結果は，すでに述べた寄主選択試験の

結果と同様で， フクラスズメの寄主選択性はカラムシ>コウゾ>桑の順であるといえる.

第 4表 桑，コウゾまたはカラムシを単独で与えた Yクラスズメ幼虫の摂食量

供試植物 調査個体数 |摂食面積(crn'/頭 日 )I排糞数 (crn'/頭・日)

桑 15 18.7 15.3 

コウゾ 12 53.5 30.6 

カラムシ 9 135.8* 53.1 

* 1:共試カラムシをすべて食いつくした区が 1例あったので，実際の摂食量は若干多くな

る.

第 5表 桑とカラムシを混合して与えたフクラスズメ幼虫の摂食量

供試植物 調査個体数 [供試面積(c川良 ) I摂食面鼠(crn2
/ 頭・日〉

} 9 
91.1 5.7 

54.0 53.3 
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第 B表 桑，コウゾ，カラムシを混合して与えたフクラスズメ幼虫の摂食量

供試植物

桑

コウゾ

カラムシ

供試個体数 供 試 面 積 川 /頭)I摂食商積川/頭・日〉

ハ
Ul
 

、i
l
!
t
r
i
l
l
-，

62.9 

73.2 

71.1 

2.2 

46.7 

53.3 

考察

ある種の害虫によって通常はほとんど食害が認められない植物でも，その害虫の大発生

時には摂食されることはしばしば観察される.本報のフクラスズメの場合もこの一例で，

桑やコウゾはカラムシにくらべて本種の寄主選択性がはるかに劣るため，通常はほとんど

加害されないが，大発生時にカラムシなどのイラクサ科植物が食いつくされれば，幼虫は

桑やコウゾをも食害することが明らかになった.近年，西南暖地でクワゴマダラヒトりが

大発生し，果樹園とくに柑橘園に侵入して大きな被害を与えたが，)，川町川1)附，10)，これも

大発生によってもたらされたものと考えられる.

フクラスズメによる桑の被害は通常きわめて少ないが，時として問題となることが観察

された.カラムシなどのイラクサ科植物が周辺に群生している桑図では，フクラスズメの

大発生には充分な注意を払う必要がある.
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Summary 

Damage of the mulberry by Arcte coerqlea GUEN品E(Lepidoptera: 

~octuidae) . 

By 

Kazufumi N1SHl 

An insect， Arcte coerulea GUENEE is known to feed on several kinds of 

plants such as Boehmeria nivea GAUD. subsp. nivea， B. grandifolia WEDDELL， 

B. spicata TIIUN.， B. nivea GAUD. var. candicans WEDD.， Urtica thunbergiana 

5mB. et Zuoo. When the outbreak of this insect happened in 1972 and 1973， 

the author found that this insect invaded mulberry field and attacked 

mulberry leaves. In fall of 1978， this phenomenon also happened， so the 

author investigated the actual conditions and tried a few experiments. The 

results obtained are summarized as foIlows : 

(1) Invasion of Arcte ¥arvae into mulberry field was found from middle 

of September to early October. The insect attacked mulberry leaves， but the 

quantum of damage of the mulberry was little. 

(2) Damage by the insect was found not only in the mu¥berry but 

also in Broussoneti a kazi noki 5mB. 

(3) Larvae of this insect markedly preferred Boehmeria nivea GAUD. subsp 

nivea to mulberry and Broussonetia kazinoki 5mB 

(4) From thes巴 results mentioned above， it may be quite all right to 

consider that the damage of the mulberry by Arcte coerul四 GUEN品E can 

be found on¥y in the time of the outbreak of this insect. 
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