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Abstract: Pseudaletia separata occurred in high-larval den-

sities, 32-180 larvae/m2 along the northwesterly part of the 

Japan Sea coastal areas during the mid-July in 1984 result-
ing in considerable losses to pasture and wheat. The 

percentage of parasitism on the larvae, collected from the 
wheat field at Oogata in Akita, by hymenopterous insects 

was low, 1.4%. But 42.5% of the larvae died from diseases 
except viruses. Moths captured in a molasses bait trap 

suggested that there were two waves of moth immigrations 

carried by cyclonic winds on June 10 and 17-18. Possible 
sources of the migratory populations were discussed.

日本におけ るア ワヨ トウの発生は通常低密度であ るが,年 に

よって突発的に生ず る多発生は成虫の移動侵入に起因す るとい

う報 告が多い(奥 ・小山,1976;平 井,1982)。1984年 の ア ワ

ヨ トウは7月 中旬に北海道留萌支庁以南か ら下北半島,秋 田県

西部の直線距離に して500kmの 範囲 のイネ科牧草や コムギ畑

に多発 した。本報 では,当 年 の発生状況や発生原因,天 敵寄生

について報告 し,本 種 の多発生機構 や移動性 の解明,発 生予測

の精度 向上 の一資料 としたい。

調 査 方 法

青森県大間町 のオーチ ャー ドグ ラスを主体 とした放牧地では

7月15日,秋 田県鷹巣町の オーチ ャー ドグラス 草地 では7月

11日,同 県大潟村 の コムギ畑では7月14日 に多発 していたア

ワヨ トウ終齢幼 虫の発生 密度 を1m2の 方形枠を 用 い て 調 べ

た。大潟村 の幼虫につ いては442頭 を採集 し,東 北 農業試 験場

に持 ち帰 り,体 色 の黒化度 をOGURA (1975)の 写真を参考 に

調べ,さ らに網室で オーチ ャー ドグ ラスを与 えて飼育 し,天 敵

発生 と発育を調べ た。

成 虫の侵入時期は,蛹 化 日か ら前蛹,幼 虫,卵 の 発 育 日数

(HIRAI, 1975)を 逆算 して得た推定産卵 日とそ の前後数 日の天

気 図におけ る低気圧の移動か ら推測 した。成虫 の飛来は東北,

秋 田の各農業試 験場の圃場,お よび青森県大間町 の放牧地に本

種 の合成性 フ ェロモ ン(武 田薬品(株)製)を 誘引源 とす る水盤式

トラ ップ と糖 蜜盆(糖 蜜液は 小山(1968)の 北農式 に よる),

大潟村 では幼 虫の多発地 よ り約1kmの 位置に同上の フェロモ

ン トラップを5月 下旬か ら設置 して調べた。

結 果

1. 発生状況

3地 点(Fig. 2)に おけ る ア ワヨ トウの発生密度 はTable 1

のとお りで,北 に行 くほ ど高か った。発生地はいずれ も起伏の

少な い所で,成 虫侵入期 か ら幼 虫期にかけては食草が よく繁茂

して いた。大 間町 の発生地は海岸 より約1.5km東 方の丘陵地

(標 高50m)に 戦後造 られ た放牧地 である。鷹 巣町の発生地は

海岸か ら米代川沿 いに34kmほ ど東方 に入った地点 で,南 西

に開け たなだ らかな傾 斜 面(標 高60～80m)に 造成 された5

年 目の草地(向 黒沢)で ある。大 潟村の発生地は干拓地のほぼ

中央に ある南北 に長い コムギ畑(A 17)で,南 側に多発 してい

た。周 囲は水 田であ ったが,ま った く被害はな く,よ く繁茂 し

ていた コムギ畑 にのみ発生 した。そ して コムギ よりもカズ ノコ

1) この報告は農林水産省 の別枠研究 「長距離移動 性害 虫の移動予知 技術の開発(昭 和58年 度 ～62年 度)」 の一部であ る.
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Table 1. Density of P. separata larvae occurring at 

three localities in northern Japan during the 

3rd 5-day period of July, 1984

a) Larvae mean at the final instar, showing average 

numbers except Oma.

Table 2. Rate of pupation and mortality by diseases 
except viruses and by parasitic insects for each 

of the larval body colors in P. separata collected 

at Oogata on July 14, 1984

Numerals in Table are indicated as mean and 95% 
CL.

グサ,コ ヌカグサを食べ尽 くし,畦 畔 の ヨシも食害 していた。

2. 幼虫の体色

採集幼虫 の体色 の変化は連続的 であったが,そ れほ どの高密

度でなか ったた めか,極 度 に黒化 し て い な か っ た。OGURA 

(1975)の 基準に より区分す ると,黒 化段階Dに 相当す るもの

(黒 色型)が 全体の80.5%, B～Cに あた る 灰白色の幼虫(灰

色型)が19.5%を 占めた。黒色型 と 灰色型 の幼虫 間には 蛹化

率,病 死率,寄 生蜂寄生率 に差 はみ られなか った(Teble 2)。

3. 幼虫の発育 と死亡要因

採集幼虫442頭 は7月17日 に半分以上,同25日 までにすべ

てが蛹化 した(蛹 化率56.1%)。 幼虫期 の病死は42.5%で,死

因を症候別に みると黒変 した軟化 病183頭,白 き ょう菌4頭,

黄 き ょう菌1頭 で,ウ ィルス病は認め られなか った(岩 手県蚕

業試験場鈴木繁実 氏検鏡)。 コマユバチに よる死虫は1.4%(カ

リヤサ ムライ コマユバチに よる死虫4頭,二 次寄生蜂 のコガネ

コバチ科Eupteromalus sp.,ヒ メバチ科Mesochorus discitergus 

(SAY)に よる死 虫,各1頭)で あ った。

4. トラ ップへの飛来

成虫 の誘殺 は大間町の放牧地に設置 した糖蜜盆 のみで確認 さ

れ,他 の地点 の糖 蜜 トラップお よびすべ てのフ ェロモン トラッ

プでは認 め らなか った。初飛来は5月31日,6月13～14日 に

71頭 が誘引 され ピー クとな った(Fig. 1)。7月19日 までの飛

来総 数は185頭 であ り,小 発生の昨年は10頭 のみ 誘 引され た

ことに比 べ るとは るかに多い ことがわか る。 この世代 の成 虫は

大 間町 では7月6半 旬 と8月2半 旬に各1頭 糖蜜 トラップへ入

ったのみであ り,次 世代の幼虫は発生 しなか った。

Fig. 1. Numbers of P. separata caught with a ferment-

ing molasses bait trap set at the pasture of 
Oma, the most northerly part of the mainland, 

in Aomori from May 31 to June 19, 1984. The 
lower horizontal arrows show the periods during 

which the moths were trapped: but one record 

of the moths was made on the day showing 

their number with a vertical bar. The upper 
arrows mean the supposed days on which the 

moths flew to these areas.

北海道におけ る発生は6月 下 旬～7月 上 旬 と8月 中 ・下旬の

2回 であ った。第1回 は渡 島,檜 山,後 志お よび留萌 の 日本海

沿岸で,イ ネ科牧草を主体 にエ ンバ ク,春 まき コムギ,ト ウモ

ロコシなどに発生 した。大野 町の予察灯では羽化 した成虫が7

月6半 旬を ピー クに8月3半 旬 まで14頭 誘殺 さ れ た。第2回

発生 の多 くは第1回 の発生地でみ られ,イ ネ科牧草,ト ウモロ

コシ,水 稲に発生 した。発生密度は第1回 よ りもやや高か った

(北海道立農業試験場,1985)。

5. 飛来 日の推定

大潟村で採集 した 幼 虫の 前蛹 終期 に当た る7月16日 を起点

に各態 の発育期間を逆算 した ところ,産 卵は6月9日,成 虫 の

侵入は6月7日 と推測 された。そ の前後数 日の地上お よび850

mb天 気図(気 象庁,1984)を 調べた ところ,6月8日 と14日

に中国華中にあ る低気圧が東進 し,前 者は10日21時 に沿海 州

へ(Fig. 2),後 者は18日9時 に北海道北部に達 した(Fig. 3)。

Fig. 1と 発生密度か ら判断 して大間町以北へは両気圧 の移動に

伴 う気流に よって運ばれ,6月10日 と17～18日 に降下 した と

推測 され るが,大 潟村へ の飛来は,採 集幼虫 の発育進度 か らみ

て,6月10日 に起 こった可能性が大 き い。なお,Fig. 3の 低

気圧進路か らみ ると,北 海道や 青森県では6月17～18日 の飛

来のほ うがむ しろ虫数は多か った かもしれ ない。

考 察

1984年 の発生は大潟村以北 の北 日本西部にかた よっ た よ う

で,山 形での発生は み られなか った(佐 藤政太郎,私 信)。 一

方,大 潟村以北では本文で述べた3地 区以外に も日本海沿岸部
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Fig. 2. Approximate surface trajectory of the cyclone 

presumably responsible for the moth immigration 

on June 10, 1984 and distribution of outbreaks 

in northern Japan. ••: outbreak sites (1: Oogata, 

2: Takanosu, 3: Oma, 4: on China, Juxian 

Co., Shantong Province, where the armyworm 

occurred on wheat fields in the highest larval 

densities during the past 22 years, 20-50 larvae/

m2 in most fields, 150 larvae/m2 at max, p.c. 

YANG De Yi).

(青森 県金木,中 里,市 浦,深 浦,岩 崎,計42.5ha, 11～33

頭/m2)で 発生 した。 しか も北に行 くほ ど 発生密度は高 い傾 向

にあ り,北 海道 積丹半島以南の草地におけ る発 生 は(Fig. 2,

奥 山七郎,私 信)秋 田,青 森 より多か った。

大潟村 で採集 した幼虫 は軟化 病に よる死虫が多か ったが,こ

れが野外に も起 こった ことなのか,飼 育 条件に よるものかは判

断で きな い。一方,寄 生蜂に よる死虫は少なか った 。これは,小

発生時の寄生率が,た とえぼ広 島県福 山の ソル ゴーほ場(0.03

頭/m2)で は60.5%(平 井,1982),盛 岡の スーダ ング ラスほ

場(0.019頭/m2)で は81.3%(平 井,1984)と 著 しく高かっ

たの と対照的であ る。多発生時に寄生蜂寄生率が低 くな る の

は,寄 主が突発的に異常増殖 したため,通 常 の密度 レベルで発

生 していた在来寄生蜂の勢力が相対的に低下 した ことに よる と

考え られ る。

前記 の ように成虫の飛来は何回かあ った とみ られ るが,大 潟

村には6月10日 に侵入 した と考 え られ た。 当 日は 日本全 国が

梅 雨入 りした 日で,21時 の地 上天気図では沿海州に中心を もつ

低気圧 か ら派生 した寒冷前線 が北海道 西部を経て 日本海沿岸を

石川県 付近 までのびている。発生地がいずれ も起伏の少な い所

で あった ことを考慮す ると,成 虫群は地 形的な障害物に よって

降下 したの で は な く,寒 冷前線 後面 の下降気流 と驟雨(大 潟

村 の当日の降水量 は16mm,最 大1時 間雨量 は4mm;日 本

気象協会秋田支部,1984)に よって着地 を促 された と推測 され

る。

大潟村では繁茂 した コムギ畑には多発 したが周辺 の移植 後間

Fig. 3. Approximate surface trajectory of the cyclone 

presumably responsible for the moth immigration 
on June 17-18, 1984.

もない水稲には発生 しなか った ことや,牧 草が よく繁茂 した大

間町の放牧地に設置 した糖蜜盆 のみに侵入成 虫が入 った ことか

らみて,降 下後の成虫は繁茂 した植物を めざ して移動 す ると考

え られ る。北に行 くほ ど発生量が多 かったのは,第2波 の飛来

(Fig. 3)が,北 海道の多発地 のす ぐ北方を通過 した低気圧 に よ

って もた らされ,そ こへ降下 した虫数が著 しく多 かった ことに

起 因す ると考え られ る。

飛来 源については国内な らば中国地方かそ のす ぐ西側 にあ る

と思われ るが,こ の時期に異常飛来を もた らす だけ の成 虫個 体

群 がそ こに存在 したか否かは疑問であ る。一方,中 国華 中地 区

に発 生源を求めてみ ると,山 東省呂県(Fig. 2, 4)で は,1984

年春 の発生 は 過 去22年(楊,1983;私 信)の うち最多で,多

くの コムギほ場 で20～50頭/m2,多 い と こ ろ で は150頭/m2

の幼虫 密度 であ った。 この ことは華中の他地 域に もかな りの発

生があ った ことを示唆す る。問題 とな った低気圧はいずれ も夕

刻に華中 コムギ作地帯 にあったので,こ の地区が飛来源であ っ

た可能性が 高い。 この ように,北 日本におけ る多発生は飛来源

におけ る多発生 と関係づ け られ るが,1983年 の ように大陸で多

発 してい ても(多 くの圃場 で20～40頭/m2,最 多130頭/m2;

楊,1983),そ こか ら 日本 へ達す る気流が なかったために,日

本では多発生 とな らなか った場合 もある。 同様 の こ と は1950

年～1962年 の資料か らも察せ られ る(奥,1983)。

さて,発 生予測の確実を期す るには飛来 した成虫 を捕 えるの

が望 ま しい。今回,成 虫が糖蜜 トラ ップに入 った のに対 してフ

ェロモ ン トラップに まった く入 らなか ったが,合 成 フェロモン

の誘引性 はすでに確認 されてい るので,そ の原因は トラ ップの

構造そ の他にある とみ られ る。なお,次 の点か らみて糖蜜が フ

ェロモン より誘 引効率 が高い ことも考え られ よ う。本種の雌成

虫が産卵す るまで には吸蜜,卵 巣発育,交 尾 とい う一連の過程

があ るので(HIRAI, 1984),卵 巣未発育の状態で飛来 した成虫

は まず求蜜飛翔をす る と考 え られ る。 このため草地の ように蜜
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源が少 ない所 では糖 蜜 トラップへ誘引 されやすいであ ろ う。 さ

らに性的に成熟 した雌成虫 とフェロモ ン トラップの競合関係 も

考慮に いれ る必要 があろ う。
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