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九 州 地 方 に お け る フ タオ ビ コヤ ガ誘 殺数

の 減 少 につ い て1・2

宮 原 義 雄

農林省九州農業試験場

(1972年5月6日 受領)

戦後の稲作栽培は,品 種,作 期,栽 培法および農薬などの面

で幾多の変遷がみられ,そ れにともなって 害虫の発生相にも幾

多の変化がみられる。しか し,20数 年を経て,発 生相 も一応の

安定相にあるようにみえるが,近 年,南 九州をのぞく九州各県

における予察灯によるフタオビコヤガの 誘殺数には 著しい減少

がみられる。場所によっては,過 去に毎年数千頭の 誘殺がみら

れたのに,こ こ1,2年 全 く誘殺されなくなった事例すらある。

従来,害 虫の大発生は,そ れが直接人類の経済と深いかかわ り

のあることもあって注目されるが,減 少については あまり関心

が払われない。しかし,水 田害虫を調査する立場からは,水 田

の生態系の構成員である個々の昆虫の減少は,注 目して見守る

必要がある。それは,何 らかの栽培環境の変化の反映を意味し,

その影響が一場面にとどまるかどうか予測出来ないからである。

この減少の原因については,充 分な解明は出来ていないが,そ

の実情の一部について報告する。

検討資料は九州各県農試,福 岡県筑後防除所,同 じく吉井防

除所および九州農試,虫 害第3研 究室の誘殺資料によったが,

これらの資料を提供していただいた 発生予察関係担当者に 心か

らの謝意を表する。

調 査 資 料

誘殺資料は,い ずれも60ワ ット白熱電球を使用した乾式予察

灯による調査の結果である。 各県いずれも県農試所在地におけ

る調査結果を用いたが,福 岡県は,さ らに県内の防除所および

九州農試の結果を含んでいる。 調査地点は次の とお りである。

福岡県:筑 紫野市(福 岡農試),糸 島郡前原町,嘉穂郡穂波町,

行橋市崎野,宗 像郡宗像町,浮 羽郡吉井町,山 和郡三橋町およ

び筑後市和泉(九 州農試)の8地 点で,第1図 に示 した。

佐 賀 県:佐 賀郡川副町,1967年 以降調査。

長 崎 県:諌 早市貝津町。

熊 本 県:熊 本市上の郷町。

大 分 県:宇 佐市北宇佐,1966年 以降調査。

宮 崎 県:宮 崎郡佐土原町。

鹿児島県:鹿 児島市上福元町。

第1図 福岡県内の調査地点。

第2図 吉井,筑 後,三 橋 における誘殺数,性 比 の変化。

結 果 と 考 察

1. 吉井,筑 後,三 橋の状況

福岡県内において誘殺 数の減少が著 しく,か つ 統計 期間の長

期にわた る地点の代表 として吉井,筑 後,三 橋の3地 点におけ

る1953年 以降1970年 まで18年 間の,毎 年の総誘殺 数お よび

性比(♀/♀+♂ ×100)の 消長は第2図 の ようであ る。 この図

1 On the decline in the number of Naranga aenescens MOORE moths captured by light traps in Kyushu. By Yoshio 
MIYAHARA (Kyushu Agricultural Experiment Station, Chikugo, Fukuoka-Prefecture, 833)

2 本報告は第36回 九州病害虫研究会(昭 和46年2月)に おい て発表 した。
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か ら吉井,筑 後は1965年 まで毎年5千 頭以上の誘殺がみ られ

る。三橋は年 次変動 の幅が大 き く4百 頭か ら5万 頭 まで変動 し

てい るが,1千 頭に達 しない年は2年 にす ぎなか った。 しか し,

1968年 には吉井 をのぞ き筑後,三 橋は百頭 を割 り,1969年 には

吉井をのぞ き10頭 を割 り1970年 には筑後は1頭,三 橋は誘殺 さ

れず,そ の変化は急激であ った。 性比は1964年 以前は70～80%

で,雌 の誘殺数が多か ったが,1965年 以降は10～30%の 低下が

み られた。1968年 以降,筑 後,三 橋の性比は再び上 昇す るが,

誘殺数が非常に少ないので信頼度は低い。 この ような減少の発

端 とな った年次は,1964年 が多発年で以後減 少す るので正 確な

は握 は困難 であるが,1964年 以前 の年次変動 の幅 か ら推測 し,

1966年,1967年 頃 か らではないか と思 われ る。一方,性 比の変

化 はこれ よ り1～2年 早 い。

これ らの地点にお ける季節的 な 誘殺 の消長 に ついての一例 と

して,筑 後にお ける半旬別 の誘殺消長 を第3図 に示 した。 この

図では誘殺数の減少が全 く認 められ ない と考 え られ る1963年 以

降につ いて示 されてい るが,そ れ以前 の年 次の誘殺消長 は,7

月以前の誘殺数が7月 以降の誘殺数に くらべ,か な り大 きな比

率を 占め ることをのぞ けば,基 本的 な誘殺の型に 大 きな違い は

認め られない。第3図 か ら,7月 に殆ん ど誘殺が なく,5～6

月お よび8～9月 に誘殺消長は大別 され,吉 井,三 橋 もほぼ同

様なので,毎 年の誘殺数を7月 を中心に,前 期,後 期に分 けて

1953年 以降について示す と第1表 の ようであ る。 宮下(1956)

は 日本におけ るこの蛾の発生型を分類 し,福 岡県の筑紫野(二

日市)に ついて4～6化 型Aと して ランクしてい る。 この型は

宮下に よれば,年4～6回 の発生で,第1化 期の山が5月 に現

れ,6～7月 は発生 の少ない凹型で,8～9月 に再び誘殺の山

第3図 筑後における誘殺消長。

がみ られ るタ イプ としてい る。 第3図 の筑後に お ける誘殺 消長

は,7月 中旬以前 にお ける誘殺が 非常 に少ない点で,宮 下の述べ

た型 とは異な るようであ る。 しか し,宮 下の資料は1948～1953

年の結果を もとに してい るので,10数 年の隔 りがあ り,こ の間

におけ る発生型の変化が考え られ る。 事実,第1表 に示された

1953～1955年 におけ る3地 点の誘殺数は,近 年に くらべ前期の

占め る比率が高い。特に1962年 以降,筑 後,三 橋は前期の誘殺

数が 著 しく減少 してお り,発 生型の変化がみ られ る。 以上の よ

第1表 福岡県内3地 点における誘殺数の変化

＊ 7月 の誘殺 数は2等 分 し前期(6月 以前),後 期(8月 以降)に それぞれ 加えた.小 数点以下は切 り捨てた。
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うな誘殺の型から,近 年における毎年の総誘殺数は,8月 以降

の後期の誘殺数に支配されていることを示している。 この後期

の誘殺数について,同 じ年次の前期の誘殺数との関係を第1表

についてくらべると,各 地点何れも殆んど関係が明らかでなく,

前期誘殺数の多小が後期に反映されていない。 したがって,こ

の蛾の多発条件は,後 期誘殺虫の生育期間にあたる7～8月 に

おける環境条件が重要と考えられる。

2. 福岡県内における状況

筑後をのぞく,福 岡県内7地 点における1964年 以降の年次変

第4図 福岡県内の7地 点における誘殺数の変化。

動 は第4図 のよ うになる。第4図 か ら,先 に述べた,吉 井,三

橋 など と同様.県 内何れ の地 点において も 誘殺 数の 減少がみ ら

れ,か つ年 次的推移 についても同様であ る。 これ ら 各地 点の う

ち,穂 波,宗 像,前 原 は,吉 井,三 橋 同様1970年 には百 頭を割

り,穂 波 をのぞ く宗 像,吉 井,前 原,三 橋の4地 点は,1964年

に くらべ ると百分 の1以 下 に減少 してい る。 行橋,筑 紫野は

1970年 には再び増加 の傾向 にあるが,こ れが 密度 の回復 を意味

す るか ど うかは,さ らに今後 の調査 を待 とう。 この ように福岡

県内の全調査地点で誘殺数 は 減少 してい るが,そ のなかで も筑

後,三 橋や,後 述す る佐賀県川副 では,1970年 には殆ん ど誘殺

されな くな った ことか ら,有 明海に面す る 筑紫平野 において,

特にその傾向は著 しい ように思われ る。

3. 九州各県の状況

第5図 九州各県における誘殺数の変化。

九州各県におけ る農 試所在地の誘殺 結果は,第5図 の ように

な る。第5図 か ら,各 県のなかで,全 く減 少の 認 め られないの

は宮崎 県で,鹿 児島県は幾 分減 少気味 であ るが 明 らかでない。

しか し,残 りの ら県 はいずれ も減少 し,特 に佐賀,熊 本 は著 る

しい。そ して各県にお ける減少 の過程 も,年 次的には ほぼ同時

期 と思われ る。 これ ら各県 の うち,佐 賀,大 分は,農 試の移動

にともな う統計期間 の長 さか ら,厳 密 な意味で 誘殺数 のす う勢

を述べ るには問題が あるが,誘 殺蛾 の絶対数か ら考 え,減 少 と

みて差支 えないであろ う。 以上 は,福 岡県をのぞき各 県いずれ

も農試 所在地 の結 果なので,さ らに県内の他の地 点に ついての

検討 を必要 とするが,九 州 内では南九州 をのぞ く各県全域 に,

誘殺数 の減 少が み られ る可能性 がある。

戦 後の栽培 技術にみ られ る著 しい変遷 に もかかわ らず,毎 年

の総誘殺 数では特に大 きな変化のみ られなか った この虫が,こ

こ4,5年 の うちに,中 部以北の九州において 急激 な減少 がみ

られ ることは,興 味 深い現象 であ る。 この減 少の 原 因について

は,現 在まだ充分満足出来 る説明は得 られていない。 同様の現

象 が,生 活様式の類似 した他の りん翅 目昆虫に も み られ るかど

うかは,資 料の不足 もあ って明 らかでないが,フ タオ ビコヤガ

とほぼ同時期に発生 す るニ カメイ ガについての,筑 後,三 橋に

おけ る調査 の結果では,こ の ような減少は認め られない。
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