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南 大 東 島 に お け る ト ノ サ マ バ ッ タ の 転 移 相 に つ い て
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Occurrence of Locusta migratoria Phase transiens in Minami-Daito Island. Hiroaki NAKAMORI 

(Faculty of Agriculture, The University of Ryukyus, Naha 903) and Yosiaki ITO (Okinawa Pre-
fectural Agricultural Experiment Station, Naha 903) Jap. J. appl. Ent. Zool. 18: 5-8 (1974) 

Population density of Locusta migratoria has reached a notably high level in sugar cane field 
of Minami-Daito Island, 360km east of Okinawa Island in 1972 and 1973. The larvae in the 
outbreak area were black in body colour and showed remarkable gregariousness. Group 
oviposition and small scale mass-flight of adults were observed in these years. Morphometric 
study showed that the ratio of the bend of upper ridge of pronotum to pronotum length of the 
adults collected in the outbreak areas was significantly lower than that of solitary adults from 
Honshu, Kyushu and Okinawa Island. Thus, the phase-transformation at least to the phase transi-
ens, is considered to have taken place in Minami-Daito Island.

ま え が き

南大東島 は北緯25℃55′,東 経131°13′30"沖 繩本島の

東方360kmに 位 置する孤島で,面 積3,100ha,そ の

うち1,600haは サ トウキ ビ畑 である。 島は円形の隆起

珊瑚礁で,島 内は平坦 な盆地 とな りその周 辺を幕上(は

ぐうえ),幕 下(は ぐした)と い う二 重の防 風林が とり

囲 んでい る。

1971年 以来 この島 のサ トウキ ビ畑 において,ト ノサマ

バ ッタ(Locusta migratoria1)が 大発生 し1973年 現在 も

続い てい る。筆者の うち仲盛 は1972年 の10月 に,伊

藤は1973年6月 に,大 発生の実体 を見,標 本 を持 ち帰

ることがで きた,そ の結果 この島の トノサマバ ッタには

相の転換が あった ことが 明 らか とな ったので簡 単に報告

したい。

現 地 にお け る観 察

最初の観察は 琉球大学の 東清二助教授 によ って1971

年8月 に行なわれた。密度はすで に この時期 に相 当高 か

った とい う。同氏は翌年の5月 にも同島 に行 き多数 の標

本を持ち帰 ったが,そ の色彩は著 しく黒化 し,ま た形態

も孤独相 と群生 相の中間,す なわ ちいわゆ る転移相pha-

se transiens (UVAROV and ZOLOTAREVSKY, 1929)に 近

ついていた。

1972年10月17日,仲 盛 らは 字新東区 において広

い範 囲のサ トウキ ビが中肋だけを残 して食いあ らされ糞

があた り一面 に散 らば った食害跡を観察 した。翌18日

字北 区において3～4令 幼虫が群生 してい るのを観察 し

また同地 区において外国の トビバ ッタ類の大 発生にみ ら

れ る集 中産卵(UVAROV, 1966)を 確認 し22卵 塊,1,525

卵粒 を採集 した。 これ らの卵塊か ら孵 化 した幼 虫はシ ャ

ー レの一方 に集 中 し,明 らかに群集 性をおびた,真 黒い

幼 虫であ った。また成 虫は前胸 背板上面 がややたい らで

あった。

翌19日 には新東 区で群飛を観察 した。 この地点での

成 虫は朝9時 頃 には鈴 な りにな ってサ トウキ ビの葉を食

っていたが,10時 頃やや暖か くな り は じめ ると一定の

間隔 をおいて波 を打 つよ うに数百～数 千の成 虫が上空 に

舞い飛 び隣 の畑 に移動 して行 った。

1973年6月19日,伊 藤 は字南 のサ トウキ ビ畑 におい

て,真 黒 な トノサマバ ッタの1～2齢 幼 虫が1株 に数十

～数百匹 も集 団をな しているの を発見 した。分 布の様式

は,著 しく群が っている株 とそ うで ない株 とが あ り,ま

た移動 も集 団的 に行 なわれ,こ の幼 虫が 明 らかに集合性

をおび てい る ことがわか った。翌6月20日 には同島字

新東 において前 日よ りもさ らに密度の高い集 団を発見 し

1 日本 の トノサマバ ッタLocusta migratoriaが 本 種の多数の亜種の うち どれに属す るかは明 らかでない。 福原楢男氏に よれば

L.m. manilensis(伊 藤 ・桐谷,1971が 「アジア ワタ リバ ッタ」の名で呼んだ もの)と の差異 を見出 し得 ない とい うが,こ こ

では亜 種名 を記 さない ことに した。
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第1図 南大 東島字南 で大発 生 した トノサマバ ッタ幼虫

(1973年6月19日,寄 主サ トウキビ)。

た(第1図)。 集 団は1株 当 り数 百 匹にも達 してお り,

これが広い範 囲のサ トウキ ビ畑におい てみ られ た。 また

この集 団は徐 々に移動 してい るよ うに見受け られた。

6月19日 お よび6月20日 に試みたす くい取 り結果 を第

1表 に示す。 これ らの幼虫はいずれ も体全体が真黒で,

各齢 とも前 胸背板上部が凹んでいた。 この 日にはさ らに

字北 において も成虫の群飛を観察 した。草高2mく らい

のサ トウキ ビの上空を数百匹がい っせい に飛び廻 ってい

た。

第1表 南 大東 島におけ る トノサ マバ ッタ1～2齢

幼 虫のす くい取 り結果

注) 方 法(1)は 幼 虫が特に群が っているサ トウキビの株を

す くった もの,方 法(2)は 幼虫 の群が っていた畑 内の

3地 点を無作 為に選び,一 方向に進みなが ら20回 振 っ

た ものである。

なお南大東駐在農業改良 普及員嘉陽宗 男氏 と南大東村

産業課佐藤民樹氏 によると,も っと大 きな集 団が1973年

3月 頃 に見 られ,そ の際集 中産卵 も観 察され た とい う。

1973年6月 の時点 には,バ ッタ の大 発生 は全 島には

及んで いなか った。字南 の一部の放棄サ トウキ ビ畑(イ

ネ科雑 草が繁茂)で は密度 が低 く,そ こで捕えた トノサ

マバ ッタの幼 虫は淡緑色で前胸背板が隆起 し,幼 虫も典

型的 な孤独相であ った。

成 虫 の 形 態

UVAROV(1921)は 最初 に相変異 の学説 を唱 えた とき,

孤 独相 のバ ッタは前 胸背板上 面がふ くらんでい るのに対

し,群 生 相では これ が凹む とい う顕著な事実に注 目した

が,両 型の形態 計測 的示標 としては(恐 らく計測が しに

くいために)こ れを用いず,か わ りに前翅長 と後翅腿節

長 お よび前胸背板の幅 と前胸背板長の比を用いた。 しか

し,前 胸背板のふ くらみは,も っとも顕著な形質であ り

DIRSH (1953)に よって サバ ク トビバ ッタSchistocerca 

gregariaで も指摘 され ている。そ こで,農 業技術研究所

昆虫科 よ り貸与 された,日 本本土産の孤独相 トノサ マバ

ッタ32頭 と南大東島で採集 した トノサ マバ ッタ82頭 を

真横か ら写真を取 り(第2図)拡 大 して第3図 のh/P比

を測定 した。その結果 をま とめ て示 したのが第4図 と第

2表 であ る。

第2図 上:沖 繩本島産 トノサマバ ッタ 孤独相(1973

年3月),下:南 大東 島産 トノサマバ ッタ 「転

移」相(1972年10月)。

第3図 形態計測 の方法 。下図 は負 の値 とす る。
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第4図 南大東島大発生地 区お よび本 州の トノサマ
バ ッタのh/P比 の分布 。

第2表 本州,九 州(熊 本県)お よび沖繩県産 トノサ
マバ ッタの前胸背板の形態

この表を見る と本 州各地,熊 本県お よび沖繩本島産孤

独 相の標本 は,前 胸 背板上部 が盛 り上 ってお り,h/P比

は0.07位 であ る(最 少はh/P=0.049),こ れ に対 し,

南大東島の大発生地域の標本は,大 部分がh/P比 マイ

ナスの値を示 し,本 州 との間に有意差が あった(雌 雄の

間に差は認め られなか った)。 これ らの個体が 相の転換

を経 過 しつつあ った ことは明 らかであ ろ う。 また,南 大

東 島に おいて,1972年5月 か ら1973年6月 までの間

に,群 生 相へ と一層 近づいた傾向 も認め られ る。参考 ま

でに本土産 トノサ マバ ッタを東京都多摩動物園で集合飼

育 して得 られた標本の価 も表示 した。転移相 は移行型で

あるか ら,群 生相 と 転移相 を 分 ける明確 な 区別点 はな

い。 しか し,南 大東島では遠距離の集 団飛翔が観察 され

ていない ことか ら,わ れわれは,こ の島の大発生地域の

トノサマバ ッタが転移相にあ るもの と考えたい。

考 察

明治以 前においては 日本で も飛蝗-す なわ ち トノサ

マバ ッタ群生相-が 発生 していた ことは周知の事実で

あるが,群 生 相の形 成は1930～1931年 に北海道でみ られ

た ものを最後 として 日本では認め られなか った(MIYA-

SHITA, 1964;伊 藤 ・桐 谷,1971)。

一 方沖繩 では1865年 と1914年 に,石 垣島 にフ ィリ

ピン方面 よ り 「雲霧の ように飛来」 した ことが報告 され

(無署名,1914), 1923年 には宮古島において やは りフ

ィリピン方面 で形成 された群生相の集団飛来が報告 され

てい る(MIYASHITA, 1963)。 また1925年 には南大東

島において セス ジツチ イナゴと トノサマバ ッタが大発生

しサ トウキ ビに大害をあた えた こ とが報告 され てい るが

これが南 方か らの飛来に もとず くのか否かは明 らかでな

い(屋 代,1939)。 しか し,沖 繩の島 々において孤独相

か ら転移相ない し群生相への相の転換がみ られた とい う

報告は存 在 しない。今回 の南大東島 にお ける転移相 の出

現は,(1)幼 虫 も転移相の特徴 を持つ ことや,(2) 2年

間のあいだにh/P値 が次第 にマイナスへずれ ている こと

か ら,南 大東島内部 にお いて相変異が生 じている ことは

明 らかであ り,珍 らしい ケース とい えよ う。今 回発見 さ

れた転移相が,フ ィリッピン等か ら1971年 以前 の時 期

に飛来 しなが ら気付かれ なか った群生相の子孫 であるの

か,南 大東島産の孤独相が大発生 しこれが島 内にお いて

転移相 に転化 した もので あるのか は明 らかで はないが,

前記の(2)点 か らみ て,後 者の可能性が大 きい。

個体群が南方か らの飛来 でない とすれ ば,何 が最初 の

異常増加の原因で あろ うか。南大東島で は長 い こと塩 素

系殺 虫剤が 多量 に使用 され た。 おそ らく,そ のために地

表面ない し地 中で活動す る天敵 の密度 が低下 したで あろ

う。その後,塩 素剤の使用が 中止 され,そ れ まで抑 え ら

れていた土壌害虫が大発生 を示 した。南大東島字南で は

60haほ どのサ トウキ ビ畑 にカンシ ャクシコメツキが大

発生 し,耕 作放棄 さえ始 まっている(照 屋 ら,未 発表)。

同様な過程が島の面積の52%に お よぶ サ トウキ ビの単

作,お よび株出 し(ratooning)回 数の増加 による土壌 中

の卵の生存率の上昇 とい う生態的条件 と相 まって,大 増

加 を まねいた とも考 えられ る。

なお,南 大東島で は1973年 夏村役所 によ って薬剤散

布が行 なわれたた め,本 種の個体数 はやや減少 した。

摘 要

1) 1971～1973年,沖 繩県南大東島 の サ トウキ ビ畑

で,ト ノサ マバ ッタが大発生 した。

2) 大発生地 区の幼 虫は体色 が黒化 し,前 胸背板上面

が凹み,顕 著な集合性 を示 した。 また小規模 なが ら,成

虫の群飛 と集合産卵が認め られた。

3) トノサ マバ ッタの孤独相 と群生相 を分 ける形質 の

一つであ る,成 虫前 胸背板上方の形状(第3図 のh/P
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比)を しらべた と ころ,南 大東島大発生地 区の標本 はい

ずれ もマイナスの 値を示 し,本 州,九 州産 の孤独相 と有

意 に異 った。 しか し,大 規模 な群飛 がみ られ ない ことか

ら,本 個体群は転移相 に達 したもの と判断 した。
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