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冠水後水田でのアワヨ トウ幼虫の異常発生

野田博明＊・田 中重義＊・浜 弘 司 ＊＊

＊島根県農業試験場

＊＊中国農業試験場

Outbreak of Armyworm, Pseudaletia separata, after Flooding 
of Paddy Fields (Lepidoptera: Noctuidae). Hiroaki NODA, 

Shigeyoshi TANAKA (Shimane Agricultural Experiment Sta-
tion, Ashiwata, Izumo, Shimane 693, Japan) and Hiroshi 
HAMA (Chugoku National Agricultural Experiment Station, 

Nishifukatsu, Fukuyama, Hiroshima 721, Japan). Jap. J. 

appl. Ent. Zool. 28: 94-96 (1984)

Abstract: In August 1983, an outbreak of the armyworm 

(Pseudaletia separata WALKER) occurred in the rice fields of 
Kawamoto, Shimane. Almost all the leaves of rice plants 

were eaten by gregarious larvae. The heavy attack by the

mature larvae occurred nearly one month after flooding. 

Female immigrants appeared show active oviposrtion after

the flood.

ア ワヨ トウPseudaletia separata WALKERは 突発 大 発 生 型 の

害虫 であ り,広 域にわた り 同時性を もって発生す ることなどか

ら,長 距離 移動に よる 飛来侵入が指摘 されてい る(奥 ・小 山,

1976;奥 ・小林,1977;奥 山 ・奥,1978)。 また,常 発的に発生

す る場 合 も多 くなって きてお り,水 田では 窒素肥料 の多用がそ

の一 因 と考 え られる(小 山,1966)。 しか し,従 来か ら水 田で の

異常 発生には 水害が関与 してい るといわれ てきた。 著者 らは,

1983年 本種 の異常発生 した冠水後 の水 田を調査す る 機 会 を 得

た 。本報 告では,そ の被害状況を と りまとめ,冠 水 田での アワ

ヨ トウの大 発生 について 若干の考察を試みた。 調査に ご協力い

た だいた 島根 県川本 病害虫防除所の磯田 淳氏,寄 生バエの同

定 をたまわった九州大学教養部嶌 洪氏にお礼申 し上げ る。
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Fig. 1. Rice plants with leaves eaten by the gregarious armyworms.

Fig. 2. Rice grains falling on the ground due to larval attack of the panicles of rice plants.

Fig. 3. Larvae and pupae at the base of rice stem.

Fig. 4. Dead larva in damaged field.

調 査 結 果

1983年8月 中旬に島根県川本町 長原の農 家水田で アワヨ トウ

幼虫が異常発生 した ので,8月24日 に現地 圃場を調査 した。被

害 田は主要地方道路 と 矢谷川 との間の狭い土地 にあ り,道 路 よ

り低い所に位置 した。 アワヨ トウは 隣接3圃 場 で異常 発生 し,

その品種はチ ドリ(7a),ツ キ ミモチ(3a),ヒ メノモチ(4a)

であ った。 また,こ の順に水田の高 さが低 くなっていた 。 チ ド

リに隣接 す る上手の ヤマ ピコには 異常発生は認 め られ な か っ

た。被害 のあ った3圃 場だけが と くに熟期の 早い 品種であ り,

調査時点 ではほぼ成熟期 であ った。 これ らの水田は7月23日 の

「山陰豪 雨」に より数時 間冠水 した。

被害は チ ドリが最 も激 しく,葉 がほ とん ど食べ尽 され てお り,

穂首 ・枝梗 までが 食害 された ため,イ ネ粒が 地 表に散乱 してい

た(Figs. 1, 2)。 聞取 りに よれ ば,8月19日 頃には幼 虫が畦

畔を移動 してお り,昼 間で も 穂 の上 へ登 っていた との ことであ

った。被害田(チ ドリ)と 隣接す る上手 の水 田(ヤ マピコ)と の

間には小 さな水路があ ったが,被 害 のあった3圃 場 間には 水 路

がな く,幼 虫の移動が容易であ った。 調査時点では 被害 は沈静

化 してお り,ア ワヨ トウの発育 ステー ジは 老熟幼虫,前 蛹,蛹

であ った。 イネの葉鞘や株元には,樹 皮や落葉 ・枯草 などの有

機物が泥 とともに付着 してお り,水 害に よって 水田へ流入 した

ものと考 え られ る。ア ワヨ トウは 株元 の有機 物の たい積の中で

生息 してお り(Fig.3),蛹 は 株元 の周囲2～3cmの 土中1～

2cmの 深 さに も存在 した。8月19日 ・20日 に殺虫剤(PAP・

BPMC粉 剤)を 散布 した との ことであ ったが,多 くの老熟幼虫

が生存 してお り,防 除効果は 低か った もの と思われ る。 被 害田

内のイネ体には,幼 虫の死骸がわずか なが ら観 察されたが(Fig. 

4),そ の死因は不明であ る。

被害 田の幼虫 は,す べて黒化型の典型 的 な 高 密 度 型(巌, 

1964)で あった 。一方,隣 接 した ヤマ ピコに生息 していた 幼虫

は低密度型 で,赤 褐色型や淡緑色型 のものが ほ とんどであ った。

ヤ マピコの葉に も 食害が認 め られたが,外 観上 目立つ ものでは

なか った。隣接 した チ ドリと ヤマ ピコでの ア ワヨ トウの生息数

を調査 した ところ(Table 1),チ ドリでは1株 当 り平均2.6頭

であ ったが,ヤ マピコでは平均0.5頭 で あ り,チ ドリのほ うが

高い生息密度であ った。チ ドリで の 幼虫 の黒化 は 高密度 に よっ

て もた らされた ものであ ろ う。 児玉 ら(1963)に よれば,イ ネ

の生葉が すべて 食害 され るのは,1株 当 り4～5頭 寄生 した と

きであ る。 この川本町の被害田 の密度は それ よ り低 いが,こ れ

は,生 葉 を食い尽 くし,一 部が水 田か ら 移動 した結果 とも考 え

られる。
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Table 1. Number of armyworms in heavily and slightly-

damaged paddy fields

Each value represents the number of armyworms 

per 20 hills of rice plants on August 24, 1983.

同 日,上 記調査地点か ら江 の川 下流方 向へ約12km離 れた,

桜江町大貫 の江 の川 河川 敷にある水田で も調査 した。 冠水 した

隣接2圃 場(品 種は コシヒカ リと日本晴 と推定)に おいて,食 害株

率がほぼ100%に 達す るところ もあ った。 しか し,川 本町の被

害田に比べれば,被 害程度は軽 く,幼 虫体 色 も典型的な高密度

型ではなか った。 アワヨ トウの発育 ステージは 川 本町の もの と

ほぼ 同 じであ った 。

川本町の 被害 田か ら持 ち帰 った 高密度型 ア ワヨ トウの蛹 か ら

寄生バ エが出現 した。350頭 以上 の蝋 か ら得 られた 寄 生バエ19

頭の種の内訳は,ナ カジ ロハ リバ エCarcelia kociana (TOWN-

SEND)9頭(う ち 未 羽 化4頭),ブ ランコヤ ドリバエExorista 

japonica (TOWNSEND)5頭(う ち 未 羽 化3頭),カ イ コノクロ

ウジバエPales pavida (MEIGEN)3頭,不 明2頭 であった。 ま

た,羽 化で きた アワヨ トウの蛹は 全体 の約3割 で,翅 が伸展せ

ず奇型の成虫や,羽 化に失敗す る個 体も観 察 された。 死亡蛹は

成虫形態を整えてお り,こ の原因につ いては 不 明である。ヤマ

ピコか ら採集 した低密度型では,6割 以上が羽化 した。

考 察

被害水田での アワヨ トウの発育 ステージは 比較的 斉一 であ っ

たので,こ れはあ る時期に 集中的に 産卵が起 こった ため と思わ

れる。そ こで,被 害を もた らした世代 の産卵時期 を,奥 山 ・富

岡(1963)お よびHIRAI (1975)の 飼育 データか ら算 出 した。

8月18～20日 が老熟幼 虫に よる加害盛期 と推定 され,24日 の調

査時 点では 大半が蛹化 していたので,前 蛹期間 も考慮に入れ て

推定平 均蛹 化 日を22日 とした。そ して,地 域気象観測 システム

に よる川本 町の8月21日 以前の 日平均気温を用い て逆算 した推

定平 均産 卵 日は,前 者では7月28日,後 者 では7月25日 とな

った。ア ワヨ トウ成虫は長距離移動す るので(奥 ・小山,1976;

奥 ・小林,1977;奥 山 ・奥,1978;奥 ら,1979;平 井,1982),川

本町水 田での集中産卵 も 群飛来成虫に よると考 え られ る。 これ

までの気 象条件の解析か ら,低 気圧の通過 などの 気流条件 のと

きに飛来す る ことが 実証 されつつあ る。7月 後半の 気象条件で

これに合致す るのは,15～17日 と20～23日 であ る。 アワヨ トウ

或虫に よる推定産卵 日が25～28日 あ ることか ら,20～23日 の集

中豪雨時に飛来 した可能 性が高い。 この頃には,山 陰地方に低

気圧 の中心が位置 してお り,飛 来成虫の下降が 促進 され る条件

(LIN, 1963)に も合 致 す る。水害後1か 月た らずで被害が発生

した理 由として,飛 来成 虫が一 斉に産卵 し,そ の世代が老熟幼

虫に なった ころに葉 の食 害が激 しくな ったため と考え られ る。

川本町 の隣接 したチ ドリと ヤマ ビコの2冠 水圃場間で アワヨ

トウの生息密度が大 き く異 なった。 これは,飛 来成虫に よる産

卵数の違いに よる と思われ る。 この2圃 場だけに限れば,チ ド

リのほ うが ヤマ ビコよりも,成 虫を誘 引 もしくは産卵を誘発 し

やすい要因を有 していた ことになる。 水 田での ア ワヨ トウの異

常発生 は,特 定 の圃場 への集 中産 卵に よる と考え られ,今 後集

中産卵を引 き起 こす要 因の検討 が必要 であ る。
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