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筑 後 に お け る コ ブ ノ メ イ ガの早 植 水 稲 へ の飛 来

宮原義雄1)・和 田 節 ・小林正弘

農林水産省九州農業試験場

Appearance of Cnaphalocrocis medinalis GUENEE in Early Planted Rice Fields in Chikugo. 
Yoshio MIYAHARA, Takashi WADA and Masahiro KOBAYASHI (Kyushu National Agricultural 
Experiment Station, Chikugo, Fukuoka 833, Japan) Jap. ,J. appl. Ent. Zool. 25: 26-32 

(1981)
The appearance of Cnaphalocrocis medinalis GUENEE in early planted rice fields was investigated 

in Chikugo between 1976 and 1979. The leaf tip of rice plants was brushed with a rod and the 
number of the moths which had flown away from the plants was counted every day from June to 

July, while the numbers of eggs, larvae and pupae on the rice plants were monitored at three or 
four day intervals. The female moths collected in the field were checked for the number of sper-
matophores and mature eggs, and the amount of fat. The moth was found in paddy fields from 
the latter half of June every year and the average number of the moths was usually less than ten 
individuals per are with the number of females exceeding that of males. The moths found in 
the fields seemed to move from field to field. Nearly all the female moths had already mated 
and had mature eggs whenever they were collected in the fields. The moth was usually ob-
served one day to three days later than the two species of rice pests, Sogatella furcifera HORVATH 
and Nilaparvata lugens STAL, which are known to be long distance migrant planthoppers. How-
ever, when the interval between the landing and the finding of the moth in the field is taken into 
account, out of nine long distance migratory flights of the planthoppers during the test period, 
seven were thought to be associated with the moths. These findings strongly suggest that the 
moth might be a long distance migrant. None of the moths were captured by black light traps 
in June.

ま え が き

コ ブ ノ メ イ ガCnaphalocrocis medinalis GUENEEの 福 岡

県 筑 後 市 に お け る初 飛 来 の 調 査 は,従 来 予 察 灯 あ る い は

ブ ラ ッ ク ライ トに よ り行 わ れ て い た が,初 飛 来 時 の 誘 殺

数 は 予 察 灯 よ り誘 引 力 の す ぐれ る ブ ラ ッ クラ イ トを 使 用

して も,ほ とん ど誘 殺 され なか っ た(宮 原,1976)。 福 岡

県 農 業 試 験 場 に よ る調 査 で も 同様 で,本 種 は年 に よ り ま

れ に5月 に誘 殺 され た例 も あ るが,一 般 に6月,7月 に

はほ とん ど誘 殺 され なか っ た(村 田 ら,1968)。

近 年,本 種 につ いて の 幾 つ か の報 告 は,海 外 か ら 日本

へ の長 距 離 移 動 を 示 唆 す る(布 施,1978;岸 本,1978;

佐 藤 ・岸 野,1978)。 圃 場 へ の 飛 来 の 実 態 を 明 らか にす

る こ とは,単 に当 年 の 発 生 予 察 の ため ばか りで な く,本

種の長距離移動 の問題 とも関連 して重要 である。 この調

査 では,す う光性 を利用 した誘殺調 査が上述 の実情 にあ

ることか ら,水 稲 の早植栽培 田での飛来成 虫を見 とり調

査で 確認 しようとした。1976年 か ら調 査を始 めたが,

毎年その年の結果 に検討 を加 えるこ とに より,調 査 内容

は逐年増加 した。 この ような 目的 のためには,今 後 より

一層広域かつ詳細 な調査 が必要 と思 われるが
,ひ とまず

1979年 までの結果 について報告す る。

この報告を行 うにあた り,成 虫調査 に便宜 を図 ってい

ただいた九州農業試験場土壤肥料第2研 究室,同 作物第

5研 究室の各位に感謝の意を表す る。 また,セ ジ ロ ・ト

ビイ ロウ ンカの飛来 データを提供 して いただいた虫害第

3研 究室長平尾重太郎博士 に感謝 の意 を表す る。

1) 現在 東北農業試験場

1980年7月28日 受領(Received July 28, 1980)
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方 法

1976年 は虫害第1研 究室の1aの 早植水稲で,6月1

日か ら定期的に成虫を調べた。 しか し,こ の年の調査結

果か ら,成 虫は特定圃場に定着せず,絶 えず移動す るこ

とが考え られ,3～4日 間隔の調査では見落す懸念が持た

れた。そ こで,1977年 か らは6月1日 以降毎 日観察す る

ことに した。

1978年 か らは さ らに成虫だけでな く,同 じ圃場で卵 ・

幼虫 ・蛹について も調べた。 また,こ の年か ら場 内の他

の研究室の早植圃場について も,飛 来成虫の確認を行 っ

た。 この年の調査 で,本 種は ク リー クに 自生す るキシユ

ウスズメノ ヒエの1亜 種Paspalum sp.に 飛来産卵 し,

かつ幼虫は成育す ることに気付いた。 そこで,1979年 は

この雑草 も成虫調査の対象 とした。

1. 調査圃場

4年 間継続調査 したのは,福 岡県筑後市,九 州農業試

験場虫害第1研 究室の早植水稲(主 圃場)で,面 積は1a

(11×9m),品 種 レイホウ,移 植時期は5月13日 か ら

5月19日 の間で,当 地方の慣行栽培のそれ よ り約40日

早か った。

1978年 お よび1979年 は,こ れ とは別の水 田につ いて

も成虫調査を行 った。す なわ ち,1978年 には この圃場か

ら150m離 れた土壤肥料第2研 究室の早植水稲(以 下A

圃場 と呼ぶ)で,面 積2.9a(4×36m×2筆),コ シジ

ワセ,コ シヒカ リの2品 種,4月17日 植 えであ った。

1979年 は約100m離 れた作物第5研 究室圃場(以 下B

圃場 と呼ぶ)で,面 積3.29a(3.5×47m×2筆),品

種 コシヒカ リ,4月27日 植えであ った。

既述のPaspalum sp.は 九州農試か ら約3km西 方の

字蛭池南の ク リークに浮遊繁茂 し,ホ テイ アオイ ととも

に ク リークの水面に広が るイ ネ科の雑草であ る。 ここで

捕獲 した成虫は,解 剖 して交尾の有無,成 熟卵数お よび

脂肪体の量を記録 した。

2. 成虫 調査

水田,ク リー クでの成虫の確認は,そ の畦畔か ら稲,

水 草の 草冠部 を 棒 では らい,成 虫を 飛び立 たせて 行 っ

た。 この場合,飛 び立 った成 虫の種 の判定 が困難 な時に

は,捕 虫網 で捕 えて確認 した。 この ような方 法を用 いた

のは,初 期の飛来数 は非常 に少 な く,広い面積 を調べ る必

要があ るこ と,調 査の ため毎 日水 田に入 る と稲 に対す る

損傷が大 き くな る恐れがあ るか らである。 ただ し,成 虫

数の多い時は水 田に入 って確認 した。使用 した棒 は グラ

スフ ァイバ ー製の継 ぎ竿 で,調 べ る広 さに応 じて伸縮 さ

せた。原則 として毎 日午前中,6月1日 か ら7月 末 まで

継続調査 した。A圃 場 では1978年6月14日 か ら,不

定期 に7月1日 まで,B圃 場 ではその翌年,主 圃場 とほ

ぼ同様に調査 した。ただ し,両 圃場 とも成虫は捕 獲 し,

雌 は解剖 用に供 した。

3. 卵 ・幼虫 ・蛹の 調査

1978年 と1979年 の両年,主 圃場 において,卵 ・幼 虫・

蛹 の密度を調べた。 これは前年の結 果か ら,成 虫の見 と

り調査だけでは見落 しの可能性が考え られ,飛 来を より

確実には握するため と,早 植稲における本種個体群の消

長 とをは握す る目的があ った。調査株数 は30株 か ら40

株,週2回,1978年 は6月1日 か ら,1979年 は6月9

日か ら,そ れぞれ稲の生育に応 じて見 と り調査 または株

の抜 き取 り調査を行 った。

4. その他

A, B両 圃場お よび クリーク内のPaspalum sp.で 捕

えた雌成虫を,実 態顕微鏡下で解剖 し,交 尾状況,成 熟

卵の 内蔵程度お よび脂肪体の量を調べ た。

交尾 については交尾の う内の精包数を,蔵 卵程度につ

いては1卵 巣小管 あた りの 成熟卵数を それぞれ 記録 し

た。脂肪体 については,そ の量に よ り5段 階に類別 した。

すなわ ち,腹 部に脂肪体顆粒が充満 し,卵 巣小管が完全

に脂肪体 でおおわれて いる状態を グ レー ド5と し,脂 肪

体顆粒が全 くみ られな い状態を グ レー ド1と し,そ の間

を脂肪体顆粒の量 によ り,達 観的に3段 階に分けた。

また,主 圃場か ら400m離 れた地 点に,20ワ ッ トの

ブラ ックライ トトラ ップを設け,誘 殺数を毎 日調べた。

結 果 お よび 考 察

1. 圃場における成 虫 ・卵調査

a. 1976年

主圃場 での飛来成虫は,6月 中は全 く発 見で きず,7

月に5頭 確認 したに とどまった。す なわち,7月19日

雌1頭,24日 雄2頭,お よび29日 雌2頭 であった。一

方,7月13日 に この圃場 で,本 種老令幼 虫に よる被害

茎9茎 を発見 したので,前 述 の成 虫は飛来 次世代成 虫の

可 能性 もある。幼 虫の発育期 間を逆算す る と,6月 中 に

産卵が あった ことを示す。事実,著 者 の1人 和 田は,調

査圃場か ら200m離 れ た雑草地横 の螢光灯 で,6月25

日成虫1頭 を確認 している。調査圃場 に6月 下旬飛来の

あ ったこ とは間違 いな いが,正 確な飛来 日は分 らなか っ

た。4年 間を通 じて この圃場 での本種の発生は最 も少な

く,被 害 はほ とん ど無か った。

b. 1977年
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成 虫調査の結 果を第1-1図 に示 した。6月 中に調査圃

場で確認 した成虫は22日 か ら24日 までの5頭 お よび

30日 の1頭 の計6頭 であ った。 この年は 初期 飛来虫の

次世代の発生が多 く,7月 上旬には老令幼 虫に よる被害

が 目立 ち,こ の幼虫か ら羽化 した成虫の ピークが第1-1

図に示す よ うに7月 中旬にみ られた。なお,こ れ らの経

過については既に発表 した(和 田 ・島津,1978)。

WADA and KOBAYASHI(投 稿中)に よると,本 種の

卵 ・幼虫 ・蛹を通算 した発育零点は12.7℃,有 効積算

温量は349.7日 度 であった。7月16日 を発蛾 最盛 日と

し,農 業気象研究室観測に よる日平均気温を用いて有効

積算温量を計算 し,産 卵最盛 日を推定 する と6月18日

(363.3日 度)と な った。 しか し,第1-1図 か ら明 らか

な よ うに,18日 の前後に成虫は発見 されず,最 も近接す

るのは6月22日 であ った。

この ように,明 らかに産 卵があ ったに もかかわ らず,

成虫が発見 されなか った ことの原 因を解明するため,成

虫のは握 を困難 に させる ような気象条件,す なわ ち,異

常な低 温,強 風,お よび 降 雨な どについて,先 の気象

観測資料を検 討 したが,該 当す る条件は見当た らなか っ

た。

岸本(1978)は7月7日 か ら8日 にかけて,東 シナ海

の調 査で本種 を多数採集 したが,こ の調 査では,同 じ期

間に著 しい成 虫数 の増加 はみ られなか った(第1-1図)。

c. 1978年

この年 か ら稲株 上の卵数 も調べ たので,成 虫数 と合 わ

せて第1-2図 に示 した。卵数 は成 虫 と同様,主 圃場 全体

として,す なわち,ア ール当た りに示 した。

成 虫の発見数 は6月17日 の4頭 に始 ま り,22日 まで

に合計11頭 に達 した。ただ し,18日 は欠 測であ った。

図に示 す ように6月15日 に卵 を発見 したので,こ の年

は成虫発見前に卵 を発見 した ことになる。 この飛来世代

の次世代の羽化の ピー クは,前 年 と同様7月 中旬に認め

られ,そ の羽 化数 は1977年 より多 く,調 査 した4年 間

の うちで最 も多 発 した。

さて,県 外 における本種 の飛来について,諫 早市の長

崎県総合農林セ ンターの圃場 では,6月13日 に払い出

し法に より0.5a当 た り40頭 を確認 した(永 野道 昭,

私信)。一 方,九 州 農試 では翌14日 にA圃 場 で雌15頭,

雄4頭 を発見 した。既述の よ うに研究室圃場では15日

に卵 を発見 しているので,こ の産卵 はA圃 場 と同一 の飛

来群に よる もの とみ られる。

A圃 場 ではさ らに17日 に も雌33頭,雄17頭 を確

認 してお り,主 圃場 に比べ著 しく発見数 が多 かった。 両

第1-1図 早植水稲に おけるコブ ノメイガ成虫 の推移

Δ印は欠測 を示す.

第1-2図 早植水稲にお けるコブ ノメイガ 成虫お よび 卵の

推移 Δ印欠測 を示す.

折線 グラフ(卵 数),棒 グ ラフ(成 虫数).

圃場 の成 虫数 の違 いは,品 種,移 植 時期,お よび施肥 条

件 な どの違 いに よる成 虫の選好性 の差 と考 え られる。 そ

の具体的 条件 は分 らないが,A圃 場 は既 に出穂期 にあ り,

主圃場 とは著 しい生 育差 がみ られた。

6月19日 の主圃場 の卵密度は,株 当た り5.2個 で,

圃場全体 では9,000個 を上廻 った もの と推定 され る。卵

期 間を考慮 する と,こ れ らの卵 は15日 夜 か ら19日 朝

までに産下 された とみ られる。1雌1夜 当た りの産卵数

を100個 と仮定 して も,4夜 で延 べ90頭 余 りの雌成 虫

が存在 していた ことを示す 。 この 平均産卵数100と い

う値 は,羽 化後10%シ ョ糖液 を与 えた好条件 での和 田

(1977)の 結果 と比較 して も,過 大評価 と思われ る。 した

が って,実 際 は90頭 以上 の雌成 虫が夜 間に産卵活動 し

て いた もの と推定 され る。

一方,15日 か ら19日 までの間 に調査圃場 で確認 され
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た成虫は,18日 が欠測 であ るが,雌 雄を合わせて もわず

かに8頭 にす ぎなか った。 この差は調査での見落 し,圃

場 内での死亡,天 敵に よる捕食な どを考慮 して も大 きす

ぎる。前年の調査で も推定 産卵 ピークに成虫を発見で き

なか った(第1-1図)。 これ らの結果か ら,本 種はあ る

圃場 に飛来 して もその圃場 に定着せず,絶 えず移動 して

い るよ うに思われ る。

先 に1977年 の調査では,羽 化の ピー クか ら産卵 ピー

クを推定 したが,1978年 も同様の推定 を試 みた。第1-

2図 の ように羽化の ピー クが7月13日 なので,こ の 日

を基準に逆算 する と,産 卵 ピー クは6月18日(349.8日

度)と な り,実 際の調 査結 果 と一致 した。

d. 1979年

成 虫調 査の結 果をB圃 場 の結 果 とともに,第1-3図 に

示 した。 この年 は6月15日 に主圃場 で1雌 を発見 した

のが始 ま りで,同 じ日ク リー クのPaspalum sp.上 で も

1雌 を採集 した。 しか し,そ の後 は主圃場 では6月27

日まで発 見されず,28日 か ら7月 上 旬にかけ てほぼ連続

的 に発 見され た。

一方
,B圃 場 では6月21日 以降7月 上 旬まで継続 し

て発見され,特 に6月29日 には雌12頭,雄6頭 が発

見され た。 この圃場 では発 見 した成 虫を逐次捕獲 したの

で,個 体数 は放任 の場合 より少 ない と思 われ る。

Paspalum sp.で は6月15日 以降21, 22, 23日 およ

び28日 に成 虫を確 認 した。 この草 で発 見 した場所 は,

人家 わきの クリー クの場合が多か った。 これ は,成 虫が

人家 の夜 間の照 明に集 った ことが考 え られ る。

主圃場 の稲 に対す る産卵 は6月9日 か ら19日 までの

5回 の調査 では発見 されず,6月22日 に始め て発 見さ

れ た。 しか し,6月 中の産卵は非常 に少 な く,7月1日

に1,000個 をこえる卵がみ られ たに とどまった(第1-

第1-3図 早植水稲 におけるコブ ノメイガ 成 虫お よび 卵 の

推移 Δ印 欠測 を示 す.

折線 グラフ(卵 数),棒 グラフ(成 虫数)

3図)。 この よ うに1979年 は産卵の始 ま りは遅 く,か つ

その量 も少なか った。 したが って,蛹 の初発見は7月16

日であ り,前 の2年 間にみ られた よ うな7月 中旬の明 り

ょうな羽化 ピー クはみ られなか った。

2. 成虫の 密度および性 比

4年 間の調査か ら,飛 来成虫の密度 について述べ る。

発見数 の最 も多 か った場合 のアール当た り虫数 は,主 圃

場23頭(1979年7月12日),A圃 場17.2頭(1978

年6月17日),B圃 場5.5頭(1979年6月29日)で,

これ らに比べ る と既述 の諫早市 の80頭(1978年6月13

日)は む しろ異例 に属す る。 なお,主 圃場の23頭 中 に

は,次 世代成 虫が混 入 している疑 いが ないでもないが,

その数 は極め て少 ない と思われ る。以上 は最高密度の事

例 である。第1-1, 1-2, 1-3図 に示 され る7月 上 旬まで

の成虫数は,通 常10頭 以下 であ った。

これ らの結 果は,い ずれ も 日中 に確認 した虫数 で,先

に1978年 の場合,そ の産卵数か ら夜間に産卵 した雌数が

日中 に発 見され た虫数 より著 しく多 いことを推定 した。

日中 と夜間の この よ うな虫数の食い違いは,本 種の成虫

期 におけ る飛 しょう行動 とも関連 してい ると考え られ る

の で,今 後の解明が必要であ る。

性比についてその1例 と して,1979年 のB圃 場の結果

を第1-3図 に示 した。6月21日 か ら7月13日 までの

累計は雌58頭,雄30頭 で,雌 は雄の約2倍 であ った。

この結果は著 しく雌に偏 るが,1事 例にす ぎないので今

後 さ らに事例を重ね る必要があろ う。

3. 捕獲虫の交尾,成 熟卵数および脂肪体の推移

1978, 1979年 の両年に捕 えた雌成虫の交尾状況につい

ての結果を第1表 に示 した。 この うち,1978年 の結果に

ついては既に報告 した(WADA et al., 1980)。 捕獲場所

お よび捕獲数は 日に よ り異なつたが,共 通す る事実は捕

獲虫のほ とん どが交尾済みであ った ことであ る。特に7

月以降の 水田 ・草地におけ る 交尾率の変動(WADA et 

al., 1980)に 比べ ると,極 めて安定 かつ高い交尾率 であ

った。

1979年 に調査 した蔵卵数 と脂肪体 の消長 を第2図 に

示 した。 この図か ら成熟 卵を有 しない個体 は全般 に少 な

く,捕 獲 時ほ とん どの個 体の卵 巣が成熟 していた ことを

示 す。 しか し,成 熟卵数 の量的 変動 については,一 般的

な傾 向は引 き出せ そ うにない。

一方
,脂 肪体の推移をみる と,明 らかに3つ の流れが

指摘出来 る。すなわ ち,6月21日,28日 お よび7月11

日を起点に脂肪体の充実 した成虫が出現 し,以 後 日数 の

経過に したが って消耗 した ことを示 してい る。
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第1表 捕獲虫の精包数および交尾率

4. ブラ ック ライ トによ る誘殺結果

ブラ ックライ トには4年 間を通 じ,6月 は全 く誘殺 さ

れなか った。7月 の誘殺は1976年 はな く,1977年 か ら

1979年 までは,そ れぞれ,雌7雄2頭,雌7雄1頭 およ

び雌2頭 にす ぎず,従 来の調査結果を裏付け るに とどま

った。

5. コブノメイガとセジ ロ ・トビイ ロウンカ との飛来

の 関係

成虫調査の結果を,同 じ季節に東 シナ海を越 えて飛来

す るセ ジ ロ ・トビイ ロウ ンカ(KISIMOTO, 1971)(以 下 ウ

ンカと呼ぶ)の 飛来調査の結果 と共に検討 した。 ウ ンカ

の調査は虫害第3研 究室に よ り,同 じ農試内圃場で ネッ

ト,予 察灯お よび見 と り調査を平行 して実施 された。第

3図 は農試 圃場 における ウンカの飛来 日と本種の確認 日

とを示 した。

1976年 は既 述の ように6月 飛 来を確 認で きなか った

ので,こ の図か ら省 いた。 また,7月5日 までに限った

のは,1977年,1978年 のよ うに飛来次世代が多発 した

場合,7月 第2半 旬にみ られ る成虫には,飛 来個体 のほ

か飛来次世代の羽化個体 も含 まれ る可能性があ るが,7

月第1半 旬 までは飛来個体 と考 え られ るか らであ る。

a. 1979年

既述の よ うに飛来次世代の羽化の ピークが7月 中旬に

第2図 捕獲雌の成熟卵数,脂 肪体の推移(1979年)

第3図 九州農試圃場におけるコブノメイガの 確認日とセ

ジロ ・トビイロウンカの飛来日 Δセジロ ・トビイ
ロウンカの飛来日 ● 主圃場 ○A, B圃 場のコブノ

メイガの確認日 ◎推定産卵日E卵 発見日/欠 測

あ り,こ れか ら逆算 した産卵 ピー クが7月18日 と推定

された。第3図 に よる と6月10日 にウ ンカの第1波 の

飛来があ り,続 いて16日,17日 に第2波 の飛来があ っ

た。 したが って,18日 の本種の発 見され た群は この第2

波 と時間的に対応す る。6月22日 か ら24日 にかけて も

本種の成虫が確認 されてい るが,こ れが18日 の成虫の

生残 りか ど うかは,検 討す る材料がないので分 らない。

6月30日 か ら7月 上旬にかけて,再 び本種の存在が

確認 された。一方,ウ ンカの第3波 の飛来は6月27日,

28日 お よび2日 おいて7月1日 と続いた。 したが って,

6月30日 か らの本種の発見 された群は ウンカの第3波

と対応 する。 しか し,7月 上旬の本種のすべてが同 じ群

に属す るか どうかは分 らない。

b. 1978年

第3図 による と6月14日 にA圃 場 で成虫が確認 され,

2日 おいて17日 に も同 じ圃場 で確認 された。第1表 に

示 され る14日 お よび17日 の成虫の精包数を比較す る

と,3日 間の 日数 の経過に よって明 らかに増加 がみ られ,
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同 じ飛 来群に属する ことを示 してい る。19日 か ら22日

に確認 され た成虫 は解剖調査が ないので断定 はで きない

が,第1-2図 の産卵消長 との関係 でみ る限 り,14日 と

同 じ群 の可能性が高 い。一方,ウ ンカの第1波 の飛来は

11日,12日 にみ られ た。 したたがって,14日 か ら17

日までに発 見され た群 はウ ンカの第1波 に対応 する。

7月1日 か ら再 び本種が確認 された。一方,ウ ンカは

6月30日 か ら7月3日 まで第2波 の飛 来が続 いた。 本

種 の7月1日 の群 は ウンカの第2波 に対応す る。 しか し,

7月 上 旬の本種 のすべ てが 同 じ群 に属す るか どうかは分

らない。

c. 1979年

6月15日 研究室 圃場 お よびPaspalum sp.で それぞ

れ本種 の1頭 が確認 された。一方,ウ ンカの第1波 は6

月8日,9日 にあ り,本 種 の確認 までには5～6日 の空

白の期 間がある。 したがって,15日 の成虫 とウンカの

第1波 との関係 は明 らかではない。

21日 か ら1日 お きに,B圃 場 で本種が確認 された。 こ

れは20日,21日 の ウンカの第2波 に対応 す る。23日,

25日 の成虫は第2図 の脂肪体 に よる と,21日 以降 日数

の経過 に したが って 消耗 がみ られ,同 じ群 と みな され

る。27日 の成虫は解剖 調査がないので,そ の来歴は分 ら

ない。

つ ぎに,28日 か ら7月 上旬にかけてみ られた個 体は,

圃場 の成虫密 度お よび脂肪体の推移(第1-3図,第2図)

な どか ら,新 たな群 に よる もの と推定 される。一方,ウ

ンカの第3波 の飛来が6月27日 か ら7月2日 にかけて

断続的 にみ られ,上 述の28日 以降の本種は この第3波

の飛来 に対応 する。

第2図 の脂肪体の消長に よれば,7月11日,12日 に

も新 たな群が うかがわれる。一方,第1-3図 に よると7

月12日 に研 究室圃場 お よびB圃 場 の両者で,同 時に多

数 の成 虫を確 認 した。 この年 の研 究室 圃場 の飛来次世 代

は産卵 が前2年 より1週 間 も遅 れた こともあ って,7月

16日 に蛹が発見 され ている。 したが って,7月11日 か

ら15日 頃まで,す なわち,7月 第3半 旬の成 虫の山は,

16日 以降 の 次世代 の羽 化成 虫 とは 異質の成 虫 と考 え ら

れる。 ただ し,産 卵 調査では6月19日 まで卵 は発見 さ

れなかったが,6月28日 に4令 幼 虫1頭 を確 認 した。

したがって,こ の幼 虫 と同時に産卵 された幼 虫か らの羽

化虫が混入 していた可能性 について,全 く否定 はで きな

い。 しか し,そ の数 は非常 に少ない もの と思われ る。

一 方,ウ ンカの第4波 は7月10日 か ら14日 にかけ

てみ られたが,7月 第3半 旬の成虫は この第4と 対応す

る。

以上の3ヵ 年 につ いて,本 種 とウ ンカの飛来時期につ

いての 関係 を 総括す る と,本 種 は ウ ンカの飛来 日か ら

1～3日 遅れ て発 見され る傾 向が認め られ た。 そ して,こ

れ ら発 見虫の雌成虫 は高い交尾率 を示 し,か つ成熟 した

卵巣 を有 していた。

発 見され た本種 の飛来源 であるが,九 州農試周辺 で6

月 中旬以前 に本種幼虫 の発生はみ られ ないの で,外 部か

らの飛来 とみ られ る。 日本 においてこの時期 に本種の発

生が確認 され ているのは沖縄 で(玉 城 ・宮 良,1977),奄

美群 島は明 らか でない。 また,九 州本 島お よび周辺諸 島

も確認 され ていない。

一般 に長距離移動す る昆 虫では
,移 動 中の雌成 虫の卵

巣 は未発育 である ことが知 られている(JOHNSON, 1963)。

この調査 の捕獲 虫は採集時 ほ とんどの個体 の卵巣 は発育

していた。 また,東 シナ海東径126度,北 緯31度 付近

の海上 で,1977年 か らの1979年 の3ヵ 年 に捕獲 され た

雌成 虫の交尾率 を調べ た結果(宮 原,投 稿中)は,年 に

よ り最低2.0%か ら最 高11.5%ま で変動 し,非 常 に低

か った。 しか し,こ の調査 の捕獲 虫のそれ は,既 述の よ

うに著 しく高か った。 したが って,こ れ ら雌成虫は飛来

着地後,交 尾,卵 巣 の発育 に若干 の時 間を費や して お り,

ウ ンカでみ られた ような飛来直後 の個体(岸 本,1975)

は この調査 では得 られ なか った。先 に本種 はウ ンカの飛

来 より1～3日 遅れ て発 見され るこ とを述べ たが,こ の

時 間の遅れ は,本 種が飛来着地後,交 尾 のの ち捕獲に い

たるまでの時 間を指す ものであろ う。筆者 らは着地地点

は筑後以外 の場所 と推測す るが,着 地か ら捕獲 にいたる

までの経過 の解 明は,今 後 の重要 な問題点 であ る。

3ヵ 年 の 調査期 間に 合計9回 の ウ ンカの 飛来波が あ

り,う ち7回 は本種 も対応 して発 見され たこ とは,本 種

も東 シナ海 を越 えて長距離移動飛来す るこ とを強 く示唆

す る。

摘 要

コブノメイガ成虫の早植水稲への飛来を,卵 ・幼虫 ・

蛹の消長お よび捕獲雌の生理状況 と合せて,6月 か ら7

月 にかけて筑後 で調べ た。

調査 した1976年 か ら1979年 の4年 間では,成 虫は

6月 中 旬以降 に発見 され,通 常 アール当た り10頭 以下

で,雌 は雄 より多か った。

圃場 へ飛来 した成 虫は,飛来後 もその圃場に定着せず,

絶 えず移動 しているよ うに推察 され た。

圃場 で捕獲 した雌成 虫は常 にそのほ とん どが交尾済み
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で,か つ,そ の卵 巣 は 発育 して い た 。

ブ ラ ッ ク ライ トへ の誘 殺 は非 常 に 少 な く,特 に6月 は

4年 間全 く誘 殺 され なか っ た。

コブ ノ メイ ガ は セ ジ ロ・トビイ ロ ウ ン カの飛 来 日か ら,

1～3日 遅 れ て発 見 され た。 こ の調 査 期 間 に9回 の ウ ン

ヵ の飛 来が 認 め られ,う ち7回 は本 種 も対 応 して確 認 さ

れ た。 この こ とは,本 種 も東 シ ナ海 を越 え て長 距 離 移 動

飛 来 す る こ とを 示 唆 す る。
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