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Abstract: Effective radius of the tow net used for the col-

lection of migrating insects on the East China Sea was measured 
at various wind speeds generated by a wind tunnel. A linear
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equation Y=69.4+1.22X was obtained in which Y indicates 
the collecting efficiency (%) transformed from the effective 

radius and X the wind speed (m/s) in a range of wind speeds 
of 4.9m/s to 13.1m/s. Aerial densities per 103m3 of the white-

backed planthopper, Sogatella furcifera HORVATH, the brown 

planthopper, Nilaparvata lugens STAL and the small brown 

planthopper, Laodelphax striatellus FALLEN, were estimated based 
on surveys conducted in 1977, 1979 and 1980 on the East China 
Sea.

目的 お よび 方 法

東 シナ海 など海上 で移動性 昆虫の採集調査 に使用 されてきた

捕虫網の採 集効率 を名古屋 大学工学部所属 の風洞 を使 って測定

した。Fig. 1に 示 したように風洞 は対辺1.94mの 正八角形で,

捕虫網 は風 洞の吹出口か ら1m下 流に 鉛直にそ して網 の中心が

気流の中心 と一致 す る よ うに0.3φ の ピアノ線 で6方 向に張っ

た。捕 虫 網 は直 径1m,深 さ1.7mで,用 いた網 は50メ ッシ

ュ,糸 の太 さは0.175mmの サ ラン網 であ った。

気流は軸 対称 と仮定 し,上 半分 のみ を対象に,ス モー クワイ

ヤ法で流線観測 を行 った。 スモークワイヤ は0.16φ の ニ クロム

線で,捕 虫網 リングの 上流470mmと980mmの 所 に1本 ず

つテ ンシ ョンをかけて張 った。 スモークライ ン を照 らす ためス

トロボを スモー クワイヤ の上 方 と下方 にそれぞれ 設 置 した。風

洞 を運転す る前に 流線 を観 測す るための 基準 目盛板 を スモーク

ワイヤ を含む 鉛直面にセ ッ トし,固 定 カメ ラで撮影 しておき,

実験後流線の 写真 と重ね合わせて 流線の 変位 を求 めた。 カメラ

は捕虫網 リング前面の側方延長 上約4mの 位置 に固定 した。捕

虫網の 半 径をR,流 線 の変位 を Δrとすれば,(R-Δr)2/R2を 透

過率 とした。

予備実験の結果風速7～8m/sと12～13m/sで は流線 の形 に

無視で きない 違 い が認 め られ た。 また,金 網 の抵抗係数 は11

m/sを 境 に これ より高速では一定,低 速 で は増大す るこ とが示

されてい る(SIMMONS, 1945)。 これ らの ことを考慮 して風速5.9, 

9.0, 13m/sで 実験 を行 った。実験 は大気圧767 Torr,気 流気温

9℃,密 度0.128kgs2/m4下 で行 った。

Fig. 2. Photographs showing smoke lines at a wind 

speed of 4.9m/s (upper) and 13.1m/s (lower).

Fig. 1. Diagram showing the experiment measuring the air permeability of the tow net. N: tow net, S: smoke 

wire (0.16ƒÓ nichrome line), T: piano lines stretching the tow net (0.3ƒÓ), W: wind tunnel.
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結 果 お よび 考 察

Fig. 2に 示 した とお り流線 は捕 虫網 の抵抗 に よって変位 した。

この変位 の大 きさを風速4.9m/sと9.0m/sの 場 合 は2本 のス

モークワイヤによる写真 を連結 して判定 し,13m/sで は遠 い方

のワイ ヤの結果 を用 いた。風 速4.9m/sで は 動 圧 が不十分 で,

網 の尾 がやや下 が りぎみ とな り,非 対称の傾向が見 られた。

Table 1か ら風 速 と透 過率 との間にはほぼ直線関係 が認 め ら

れ,風 速(X)と 透過率(Y%)の 間 に 次 の よ うな実験式が得 ら

れ た。

Table 1. Air permeability of the tow net used on the East 

China Sea at various wind speed generated in a 

wind tunnel

Y=69.4+1.22Xた だ し有効範 囲は風速5m/sか ら13m/s程

度であ る。

1977, 1979, 1980年 に東 シナ海 で行われた ウンカ類 の長距離

移動調 査で得 られた結果の うち飛来虫の多 かった ときの103m3

あた りの空 中密度 を求めたのがTable 2で ある。 セ ジロ ウン カ

で1～4個 体,ト ビイ ロウ ンカで0.3～3個 体,ヒ メ トウンカで

0.4～1個 体 程度であ り,九 州地上で の 結 果 と同 程 度 で あった

(KISIMOTO, 1976)。 飛来密度 の高 い場 合,た とえば,ア ブ ラ ム

シの一種Aphis fabaeで は3,400/103m3,チ ョウ の一 種Ascia 

monusteで は14.8/103m3,ヤ ガ の 一種Agrochola lychnidisで は

19/103m3 (JOHNSON, 1969),と 比較 して ウンカ類の飛 来 空 中密

度はかな り低 く,し か も小型であ るので 肉眼で これ ら飛来 を観

察 するのは困難であろ うと考 えられた。
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