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Forecasting mass immigration is very important for the understanding of larval outbreaks in 
the armyworm, P. separata. Accurate annual estimates of overwintering larval densities in warmer 
areas are necessary but difficult to attain; larval densities are low. I looked for correlations between 
meteorological factors and armyworm overwintering success, hoping to use them to forecast mass 
immigration years. An analysis of data from outbreak years between 1958 and 1988 searched for 
common changes in monthly mean air temperature and monthly precipitation during the over-
wintering season (December to March) in the overwintering areas (west Japan, Hiroshima, Okayama, 
Shimonoseki, Miyazaki, and Kagoshima). I noted that outbreaks occurred in years in which: 
1) January/February (the first half of the larval stage) weather was warmer, less rainy, than the 
31-year average, 2) the aridity index (monthly precipitation divided by monthly mean air temper-
ature) was smaller than average, and 3) weather in December and March was warm and dry without 
heavy rain and extreme cold. Analysis of the relationship between the armyworm developmental 
stages and the weather from June to October (the 2nd and 3rd generations) 1987 showed that the 

period from the adult to the first half of the larval stage had much less rain than the period from the 
second half of the larval period to the pupal stage. This characteristic was common for the over-
wintering generations.

緒 言

アワヨ トウは移動性 に富み,年 によ り大発生 してイ ネ

科作物 を収穫皆無 にす るこ とで知 られてい る。 とくに九

州の西側お よび本州～北海道の 日本海側 の各地で6月 下

旬か ら7月 上旬 にかけて多発す る第2世 代幼虫 の被害 は

甚大であ る。越 冬態 が確認 され ていない北 日本 における

多発生は6月 上 中旬 に見 られ る成虫 の大群侵入 に起 因す

る。北 日本 に大量 の移動 を もた らす移 出地 は,ア ワヨ ト

ウの侵入時の天気図の解析や成虫 の捕獲調査等 か ら能登

半 島以西 の西 日本や 中国華 中地方 に求 めるこ とが妥当 と

思 われ る(OKU and KOBAYASHI, 1974;平 井,1982;奥,

1983;平 井 ら,1985;平 井,1988b)。 移 出地 におけるア

ワヨ トウの発生量 には年次 による大 きな変動 があ り,移

出地で多発 した年 は北 日本で も多発 して い る 例 が 多 い

(平井,1982;奥,1983;楊 ・平井,1987)。

以上の こ とか ら第2世 代幼虫 の多発生 の予測 に当って

は,移 出地 における第1世 代 や越 冬世代 の生息密度 を明

らかにす ることが必要 である。 それ には越冬地 における

越 冬 密 度 と気 象 との関係 を解 析 して多発生の予測 に役

立 てるの が最 も望 ま しい。 しか し現 実には越 冬密度 の継

続的 な調査 は困難 なこ ともあって行 われていない。 そこ

で本報 ではア ワヨ トウが多発 した年 における越冬 地の冬

の気温お よび降水量 を解析 して多発 の前兆 を知 る指標 を

見 いだそ うと努 めた。 調査 対象 とした1958年 か ら1988

年 にかけて多発 した年数 は8年 と少ない。その上,多 発

生 の指標 も発生面積 とい う大まかな数値を用い ざるをえ

ず,解 析結果 の再現性 については今後の観測 を必要 とす

る ところであるが,ア ワヨ トウの突発的多発生 による被

害 の甚大 さとその発生予察の緊要性 を考慮 し,解 析 結果

を報 告する。

解 析 方 法

1. 北 日本にお ける31年 間 の発 生推移

ア ワヨ トウの発生 資料 や 気 象 資 料 が 整備 されてい る

1958年 か ら1988年 の31年 間につ いて侵 入 成 虫 の子
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Fig. 1. The first three generations (the bold Roman 

numerals) of P. separata larval outbreak in Japan: 
late May, late June to early July, and late August. 

Adults migrate into north Japan on and after mid-
April. Major migration takes place in early June 

in the first generation from west Japan and/or from 
abroad. Third generation adults occurring in late 

September and early October, are presumed to 
return to warmer areas.

世代で ある第2世 代幼 虫(Fig. 1)の 発生程度 を調査 対象

に した。発 生 程 度 の 指 標 の作成 に当っては,東 北 と北

海道 における発生 面積 を用 いた。その数値は,奥(1983)

または各県 ・道 で発行 してい る農作物有害動植物発生 予

察年 報か ら発生程 度中以 上の もの を採用 した。発生面積

の算 出法は各 地の調査 担当者 によ り異 なるので,絶 対値

を用 いず,発 生程度 の大小 を 知 るた めに指 数 化 した。

すなわち,発 生面積200ha未 満 を指数1, 200ha以 上 ～

1,000ha未 満 を指 数2, 1,000ha以 上～5,000ha未 満 を

指数3, 5,000ha以 上～1万ha未 満 を指 数4, 1万ha

以上 ～1.5万ha未 満 を指数5, 1.5万ha以 上～3万ha

未満 を指 数6, 3万ha以 上を指 数7と した。

発 生面積200ha以 上(指 数2)の 年 を多発 年 とし,越

冬地の冬の気象 との関係の解析対象 とした。 そのなかで

も3万ha以 上(指 数7)の 広域 に多発 した年 を広域多発

年 と し,必 要 に応 じて特記 した。

2. 越冬期 の気象条件 の把握 に 必要 な調査地 点の選定

アワヨ トウの越冬期 の気象条件 を広域的 に推定す るた

めに,越 冬地 の中か ら距離的 に接近 しすぎないよ うに11

地点(下 関,広 島,岡 山,徳 島,高 知,長 崎,佐 賀,熊

本,大 分,宮 崎,鹿 児 島)を 選び,越 冬量 の多 少 に影 響

す る と思 われ る冬期(12～3月)の 月降水 量 と月平均気温

を地点 ご とに気象庁月報 か ら1957年 か ら1988年 にか け

て取 り出 した。

さらに,気 象 は大気 の総合現 象であ るか ら,生 物 との

関係 も当然,気 象要素 ごとに独 立 して作用す るのでは な

く,こ れ ら全体 によって影響 を受 けている と考 え,気 温

と降水量 を組合わせた乾燥指 数(福 井,1966,本 項 では月

降水量 を月平均気温 で除 した値 を使用)を 算 出 した。

各地点の降水量,平 均気温,乾 燥指数 の3要 素 の多発

年 の範囲 を求 めるには,ま ず,月 ご との各 要 素 の31年

間の観測値 を小 さい順 に並べ,次 いで,前 年 が非 多発年

で多発 した6年 に相 当す る観測値 を探 した.多 発年 にお

ける各要素 の最大値 と最小値 をそれ ぞれ上 限 と下 限 とし

て多発年 の範 囲 とした。

調査地点 の選定 に当っては,越 冬 地の11地 点 につい

て上記3要 素 の観測値 を調 べ,冬 期4か 月間すべての月

が 多 発 年 の 範 囲に入 っていた年 数を数 え,そ の年数が

実 際に多発 した6年 に近 かった5地 点(岡 山,広 島,下

関,宮 崎,鹿 児島)を 取 り上げ,以 下の解 析 地点 に選定

した。

3. 多発年 における越冬期 の月降 水量,月 平均気温,

月乾 燥指数の範囲

1) 前年 が非多発年で多発 した年 の場合

前 項で選定 した5地 点 にお ける12～3月 の月降水量,

月平均気温,月 乾燥指数 の31年 間の変 動 幅 と多発年 の

範囲,平 年値(1957～1988年 の平均値)を 図 示 し,多 発

年の気象的特徴 を調査 した。多発年 にお ける気象要素 の

範囲 を調査 したのは,発 生面積 が予測式計算の 目的変数

として使 用 に耐 えるほど精確 な数値で ないことによる。

月平均気温 と月降水量,月 乾燥指 数の範囲は発生予測

の参考試料 としては使用可能で あるが,31年 間 の各要素

と多発年 の 分 布 位 置 はわか らない。そ こで,第2項 の

Table 1で 多発年 の範 囲に入 った 年 数 が 実 際 の多発年

(6年)に 近 く,か つ31年 間 の降 水 量 の変動幅 が大 きか

った広島 を例 に取 り上げ,12～3月 の月 降水量 および月

平均気温の31年 間の頻度分 布 を作成 して前 年が非 多 発

年で多発 した年 の分布状況 を調査 した。頻度分布 は,図

を見やす くす るために,各 要因の標準偏差 の0.4倍 値 を

階級幅 に して示 した。

2) 2年 連続 して多発 した場合

多発 した年 には,越 冬地 においては移動 せず残 留す る

個体群 も非多発年 に比べ て多 く,秋 には成虫群 が北方 か

ら南帰す るこ とも推察 され るので,越 冬量 は多 くなる と

思 われ る。 したがって,前 年 が多発 し,そ れに続 く年 も

多発 した場合,冬 の気象 は前年 が非 多発年 の場合 とは別

様 に越冬個体群 に作用す る と推察 され る。 そこで2年 連

続 して多発 した年 については,前 年が非多発年で多発 し

た場合 とは区別 して冬の気 象 を解 析 した。実際 に2年 連

続 して多発 した年は,1971～1972年 と1981～1982年 の



アワ ヨトウの多発生 と気 象 191

2例 が記 録 されて いるが,東 北 か ら北海道 にかけて広域

に多発 した1972年 の場合 を2年 連続 の多発 の典型 とし

て取 り上げ た。 また,前 年 が空前 の大規模発 生であ った

にも係わ らず,翌 年多発 しなかった1988年 を比 較 のた

めに取 り上げ,そ れぞれ上記5地 点 の冬期 の気象の特 徴

を調査 した。

4. 厳寒期の降水量お よび気温 に見 られ る西 日本 と中

国華中地方 との間の相関

西 日本の気象条件 がアワ ヨ トウの越冬 に有利 な年 は,

同緯度の華 中地方 も同様 な気象状態 にあ り,越 冬量 も多

い と思 われ る。 この気象状態 の斉一性 を調 べてお くこと

は,華 中地方 か らの本種 の移動 も推察 され てい ることか

ら,移 動 量 の 多 少 を予想す る上 に参 考になる と思 われ

る。そ こで,調 査5地 点 と上海 との間,お よび華 中 と華

中への飛来源 の華南(そ の代表 と して香港 を取 り上 げた)

との間の1～2月 の月 平 均気温 と月降水量 に見 られ る相

関係数 を求 め た。 西 日本 と上海 との間の相 関係数 は,

1951～1987年 の間の37年 間(1月 の平均気温 は 上海の

1976年 が欠測 のため36年 間),上 海 と香港 との間の相関

係数は,1951～1980年 の30年 間の気象資料(気 象 庁か

ら入手)を も とに計算 した。

5. アワ ヨ トウの多発に有利な気象条件

過去31年 間に最大規模 に多発 した1987年 を例 に,第

2～3世 代 幼 虫の多発に有利 な気象条件 を調査 し,第3

項で調査 した越冬世代 と気 象の関係 との異同を解析 し,

アワ ヨ トウの多発 に関係 する気象条件 を整理 した。

す なわち東北農試(盛 岡市下厨川)の 畑 作 圃 場に設置

した糖蜜誘蛾器 と誘蛾 灯(ブ ラックライ ト,3,700A,平

井,1986)各1台 に1987年6～10月 に誘引 された成 虫

数の消長 と同圃場内 の平均気温 の平年 偏差および降水 量

の対平年比 とを半旬別 に比較 した。平年値 は1952～1981

年の平均値 を用 いた。

解 析 結 果

1. 北 日本 における31年 間の発生推移

1958～1988年 の北 日本 にお ける第2世 代 ア ワヨ トウ

の発生面積指数 をFig. 2に 示 した。31年 間に200ha以

上の面積 に多発 した年 は,1960年 の 約30千ha, 1971

年 の29千ha, 1972年 の14千ha, 1978年 の3.5千

ha, 1981年 の4.6千ha, 1982年 の5.8千ha(北 海道

が主体),1984年 の1.7千ha, 1987年 の197千haの

8回 で あった。31年 間の発生面積 の平均 は9.2千(±35.7

千,SD) haで あ り,発 生量 の年 次間差 が大 きいこ とが発

生面積 の標準偏差 か らもうかが える。

北 日本 で多発 した年は,九 州では西岸地方,本 州では

日本 海側 を中心 に多発 した例が多か った。

多発年の間隔 は11, 1, 6, 3, 1, 2, 3年 で あ り,周期 性 は

見 られなか った。前年 が非多発年で翌年 に多発 した年 は

1960, 1971, 1978, 1981, 1984, 1987年 の6回 であった。

前年 が多発年で 翌 年 も多 発 した年 は1971～1972年,

1981～1982年 の2回 であった。 しか し,3年 連 続 して

多発 した例 はなか った。

2. 越冬期の気象条件 の把握 に 必要な調査地点の選定

越 冬地の中か ら選定 した11地 点の それぞれ につ いて,

12～3月 の月降水量,月 平均気温,月 乾燥指数 のすべて

Fig. 2. Larval abundance index by area (ha) of P. 

separata occurring from late June to early July in 

north Japan, from 1958 to 1988. Index 1: less than 

200ha, 2: •†200ha, 3: •†1,000ha, 4: •†5,000ha, 

5: •†10,000ha, 6: •†15,000ha, 7: •†30,000ha.

Table 1. Numbers of years that fell within P. separata 

outbreak ranges1) of monthly rainfall, monthly 

mean air temperature, and aridity index between 

December and March, 1957 to 1988, at 11 stations 

in overwintering areas

1) Outbreak ranges of rainfall
, mean air temperature, and 

aridity index are those between lower and upper limits 
of rainfall, of mean air temperature, and of aridity index 

between December and March in a six year period, in 

which P. separata outbreaks occurred, mainly on the Japan 

Sea side of Japan from 1958 to 1988.
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Fig. 3. Ranges of precipitation (A), mean air temper-

ature (B), and aridity index (C, A/B) for December 

to March from 1957 to 1988 in five stations in the 

overwintering areas of west Japan. Outbreaks 

(1960, 1971, 1978, 1981, 1984, and 1987) occurred 

in the pattern-like ranges. Outbreaks with wide 

areas (1960, 1987) occurred in the ranges shown 

by the block symbol portion. 31-year averages (•¨) 

for each station are shown in parentheses below the 

abscissae. Station 1: Hiroshima, 2: Okayama, 

3: Shimonoseki, 4: Miyazaki, 5: Kagoshima.
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の値 が多発年 の範 囲に入 った年数 をTable 1に 示 した。

降水量,気 温,乾 燥指数 の多発年 の範 囲に入 った年数 の

合 計値が小 さかった岡山,広 島,下 関,宮 崎,鹿 児 島を

越冬期の気象 と多発生 との関係 を解析 する地 点に選 定 し

た。

各地点 とも気温の多発範 囲よ りは降水量 の多発範 囲に

入 っていた年数の ほ うが少 な く,実 際 に多発 した年 の6

年 に近か った。 また,越 冬分 限帯 に含 まれ る岡山,広 島

は他の地点 に比べ,実 際 の多発年(6年)に 近 かった。 こ

れは越 冬分限帯が年 によ り越冬地 になった り,越 冬不可

能 地 にな った りす るこ とを 反 映 している もの と思 われ

る。

3. 多発 年における越冬地の月降水量,月 平均気温,

月乾燥指数の範囲

1) 前年 が非多発年 で多発 した場合

北 日本 において前年 が非多発年で多発 した年 にお ける

越 冬地の5地 点(広 島,岡 山,下 関,宮 崎,鹿 児島)の

冬の月降水量,月 平均気温,月 乾 燥 指 数 の 変動範囲 を

Fig. 3に 示 した。

地点別 の棒 グラフには,多 発 した6年(1960, 1971, 

1978, 1981, 1984, 1987)の 範囲 を網 目模様で示 し,広 域

的 に多発 した年(1960, 1987)の 範囲は ブロ ック模様 に し

て識 別 した。広域的 に多発 した年 の範囲 に多発 した年 も

含 まれてい る例 もあった。 また,各 要 因の多発年 の範 囲

の上限,下 限 を越 えた年数 を図中に示 した。

Fig. 4に 広 島における1958～1988年 の12～3月 の月

降水 量 と月平均気温の頻度分布 を示 した。多発年 は網 目

模様 で,広 域多発年は塗 りつぶ して識別 した。

12月 の降水量 を見 ると,広 域多発年は5地 点 とも多発

年 よ り多雨傾向にあ った。雨が少なか った広島,岡 山,

下関,宮 崎の4地 点 が平年値 よ り多雨 であった年 に広域

的に多発 した。鹿 児島の場合,広 域多発年 の範囲 に多発

年 が3年 入 っていた。5地 点 において多発年 の範囲 よ り

少雨だ ったのは1～11年 であった。下 関,宮 崎,鹿 児 島

で,多 発年の範囲 を越 えた降水 量の年数は,1～9年 で あ

った。

12月 の気温では,5地 点 とも平年値以上 に気温 が高 か

った年 に,広 域 多発が2回 と多発 が1回 あった。各地点

Fig. 4. Frequency distribution of monthly-mean air temperature (A) and precipitation (B) between December 
and March in Hiroshima from 1957 to 1988. Outbreaks took place in the dotted portions, Outbreaks with 
wide areas occurred in darkened ones. M stands for the mean.
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で多発年 の範 囲を越 えたのは1～2年,そ れ以 下は2～3

年で あった。

12月 の広 島,岡 山,下 関,の 乾燥指数 では,多 発年 に

指 数の上限は な く,大 きい年 に広域多発 が2回,多 発が

1～2回 あった。一方,広 島,岡 山の乾燥指数 には多発 年

の範 囲以 下の年 があ り,そ れ以 下の年 数 は6～9年 であ

った。宮崎,鹿 児島 につい ては,乾 燥指数 が平年値近 く

にあった年 に広域 に多発 した。多発年 の範 囲を越 えた年

数は3～9年,そ れ以 下は1～2年 であった。

1月 にな ると,5地 点 の降雨 が平年値 の近 くか,少 雨

の年に多発が あ り,多 発年 の範囲 を越 えた年 数 は8～12

年 と多か った。広 島,下 関,宮 崎,鹿 児島において多発

年 の範囲以 下の年数は1～8年 であ った。

1月 の気温 では,平 年値 の近 くか,そ れ以 上の高温年

に広域多発が2回 あ り,そ の範 囲内に 多 発 が1～2回 あ

った。多発年の範囲 を越 えた年 数は3～6年 で あった。

平年値以下 の年 に も2～3回 の多発 があった。 多 発 年の

範囲以下の年数 は1～3年 であった。

1月 の乾燥指数で は,岡 山の1960年 の10.3を 除いて,

その他の地点は平年値か,そ れ よ りも小 さめの年 に2回

の広域多発 と2～4回 の多 発 があ った。岡山では平年値

よ り4大 きい年(13.2)に も多発 した。5地 点 において多

発年 の範 囲を越 えたのは6～15年,そ れ以下 は2～10年

であった。

2月 になる と,降 水量 は平年値 の近 くか(下 関 の例 が

最多雨で+21mm),そ れ以 下の年 に多発 があ り,広 域

多発 は多発年 よ り少雨 の年 に起 こった。宮崎のみ に下限

があった。上限 は各地 にあ り,そ れ を越 えた年 数は6～9

年で あった。

2月 の気温 では,各 地 とも平年値以上 に高温 の年 に広

域多発 していたのが特徴 的であ る。 しか し,上 限以上 の

年 が2～8年,下 限以 下の年が1～4年 あった。

2月 の乾燥指数 は,平 年 値 よ り小 さかった年 に広域多

発 があった。下 限はなかったが,上 限 を越 えた年 数 が

2～13年 あった。

3月 の降水量 では,平 年値 を含む多雨傾 向の年 に広域

多発 があ った。広 島,岡 山,下 関,宮 崎 には上 限を越 え

た年数 が1～6年,そ して多発 の範囲 よ り少雨 の年数 が

5地 点に2～7年 あった。

3月 の気温 は,5地 点 とも平年値 よ り高 い年 に広域 多

発 した。下 関では広域 多発の範囲内 に,多 発 が1年 あっ

た。 岡山 と下関には多発の範囲 を越 えた年 数 が1～3年

あ った。5地 点 に下限 よ り低温の年数 が1～2年 見 られ

た。

3月 の乾燥指数では,広 域多発 と多発 は平年値 を含 む

範 囲に見 られ,特 徴は見いだ しがた いが,広 島,岡 山,

下 関,宮 崎 には多発の上限 を越 えた年 数 が1～8年,同

4地 点 に下 限以 下の年数が4～6年 あった のが特筆 され

る。

以上 の結論 の代 りに,Fig. 3とFig. 4を 合 わせ て被害

程度 の大 きい広域多発年の特徴 を整理す る と,12月 は気

温が高 め,降 水量は平年 よ り多 い。 そ して乾燥指数 は平

年値 よ り大 きい。1～2月 は平均並 みの気温 で,少 雨。乾

燥指数は平年値 よ り小 さめの温暖乾燥気味 にある。3月

は平年値 よ り気温 が高 く,降 水量 は2月 よ り多 く,温 暖

湿潤で,乾 燥指数 は2月 よ り大 きい。以上 の月別推移 は

下関,宮 崎 に も共通 している。 とくに1～2月 が温 暖 乾

燥傾 向で,そ の乾燥指数 が平年値 よ り小 さめの年 に広域

多発 があったのが特筆 され る。

2) 2年 連続 して多発 した場合

2年 連続 して多発 した場合 の2年 目の越 冬期 の降水量

と気温 を5地 点について示 した(Table 2)。 前年 が多発

した1972年 は,前 年12月 か ら当年3月 の越冬期 は気温

が高 めに推移 し,と くに厳寒期 の1月 は5地 点 とも,前

年 が非多発年で翌年多発 した 範 囲 を越 え た高温 であっ

た。 この越冬期 の5地 点 の平均気温 を見 て も前年 の越冬

期 よ り1.2～5℃ 高 かった。 北 海 道 に多発 した1982年

の5地 点 の越 冬期(1981年12月 ～1982年3月)の 平均

気温は,0.9～1.2℃ 高 かった。 ただ しこの多発が局地的

で あった ことと関連す るの か,鹿 児 島,宮 崎 の2月 は前

年 よ り高 くなかった。

以 上の よ うな越冬期 の高温気象 が,前 年 が非 多発年な

らば不適条 件 と思 える1～2月 の多 雨 条 件(た とえば,

多湿 による病気 の発生)を 凌 駕 し,越 冬量 を減少 させず

に多発 させ た と推察 され る。

前年 が空前 の多発年 であったに もかかわ らず翌 年発生

しなかった例 を1988年 に見 ると,1987年 の12月 ～1988

年 の3月 の越冬期 は,広 島,宮 崎,鹿 児島 において多発

年 の範囲 を越 えた高温 であったが,降 水 量は各地 とも少

なかった。 このよ うに高温 で乾燥 しす ぎた気象条件 が越

冬量 または4月 以 降の移動量,あ るいは両者 を抑制 し,

1988年 の多発生 を誘起 しなかった と考 え られ る。

さて,3年 連続 の多発がなか った ことには,多 様な要

因が関与 している と思 われるが,冬 の気 象 との関係で見

る と,3年 目の1973年,1983年 は,た とえば広島の場

合,気 温 は多発 の範 囲(Fig. 3)に 入 っていた が,降 水量

は多発 の範 囲外 に あった月が あった。す なわち,1973年

は1月 が91mmの 多雨(平 年値 よ り+45mm),と くに
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Table 2. A comparison of the winter weather in the overwintering areas in a two-year consecutive outbreak 

(1971 to 1972), and in a normal condition following an outbreak year (1987 to 1988)

Averages for 31 years (1957-1988) are indicated in parentheses.

Table 3. Simple linear correlation coefficients (r) in mean air temperature and rainfall in January and February 
between each of five stations in west Japan and Shanghai in China, and between Shanghai and Hongkong 

in China

1) 36: numbers of years from 1951 to 1987 except 1976, used for computation.
2) 37: those from 1951 to 1987.
3) 29: from 1951 to 1980 except 1976 .
4) 30: from 1951 to 1980.
Numerals of 0.26 and below are not statistically significant at the 5% level.
Numerals in parentheses show numbers of years used for computation.

3月 は31年 に1度 の異常少雨23mm (-88mm)で あ

った。1983年 は 前年 の12月 の少雨16mm (-23mm)

と3月 の多雨203mm (+92mm)が 観 察 された。3年 連

続 の多発がなか った ことに,冬 期 の気象条件 を関係づ け

ると,以 上の よ うな対平年比の少雨,ま たは多雨 があげ

られ る。

4. 厳寒期の降水量お よび気温 に見 られ る西 日本 と中

国華中地方 との間の相 関

西 日本 の5地 点 と上海,上 海 と香港 との間の相関係数

をTable 3に 示 した。 西 日本 と上海 の 平 均 気 温 には,

1～2月 を通 じて0.42～0.72の 相 関 係 数 が 得 られ た 。 降

水 量 につ い て は,西 日本 と上 海 との 間 に は0.02～0.65と

気 温 よ り低 い 相 関 係 数 が得 られ た。

詳 し く見 る と,1～2月 の平 均 気 温 で は上 海 と下 関 に は

0.71～0.72,上 海 と宮 崎 に は0.68～0.63,上 海 と鹿 児 島

には0.68～0.60,上 海 と広 島 に は0.65～0.62の よ うに正

の相 関 係 数 が得 られ た。 降 水 量 に つ い て は,気 温 の相 関

係 数 よ りは 低 く,上 海 と宮 崎 の0.45～0.55,上 海 と岡 山

の0.44～0.39が 大 き い ほ うで あ っ た。

Table 3に は示 さ な か っ た が,西 日本 と南 京 との間 の
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Fig. 5. Numbers of P. separata adults caught with a black light trap and with a molasses trap every five days 

(bottom), deviations from the norm in the five-day mean air temperature (center), and ratios to the norm 
in the five-day precipitation (upper) from June to October at Morioka, 1987. The respective norms are 
the 30-year averages between 1952 and 1981.

1～2月 の平均気温 の相関係数 を見 る と,上 海 との相関係

数 よ りは小 さかったが,南 京 と下関 の0.65～0.63,南 京

と宮崎の0.62～0.45,南 京 と広 島の0.54～0.52な どが大

きかった。

降水量 の相関係数 は,気 温 よ り低か ったが,南 京 と宮

崎0.43～0.31,南 京 と岡山の0.36～0.47の 相 関 係 数が

得 られ た。

以上 の結果 か ら西 日本 と華 中には気温 お よび降水量 に

正 の相 関がある と思 われ る。

華 中へ の 飛 来 源 であ る華 南(香 港)と 上 海 を比べ る

と,降 水量 の相 関は低 いが,平 均気温 には高 い相 関係数

(0.66～0.78)が 得 られ た。

全体 的に見 る と,西 日本 お ける越冬期 の気温 がア ワヨ

トウの越 冬に有利 な年 は,中 国東部 の一部 の地域(上 海,

南京,上 海)で もほぼ同様 な気象状態 と越 冬状況が推察

され,多 飛来の可能性 は高 まる と考 えてよいであろ う。

5. アワヨ トウの多発 に有 利な気象条件

東北農試(盛 岡)内 で1987年6～10月 に調査 した半旬

別 の成虫捕獲消長 な らびに同期 間の降水 量の対平年比 と

平均気温 の平年偏差 をFig. 5に 示 した。第1世 代 成 虫

の移動 ・侵入期～第2世 代 幼虫前半期 に相当す る6月 上

中旬は,平 年(1952～1981年 の平均値)よ り3.2～0.1℃

高 く,33.9mm少 雨であ った。幼虫後半期～蛹期 に相 当

す る期 間の うち6月 下旬～7月 上 中旬 は平年 よ り低 い気

温で あった が,降 雨は6月 下旬 が 平年 よ り48.8mm少

な く,7月 上 旬～ 中旬は 平 年 よ り49.1～13.9mm多 雨

であ った。

第2世 代の成虫発生期 ～第3世 代の幼虫前半期 に相 当

する7月6半 旬～8月3半 旬 は平年 よ り31.4mm少 雨,

幼 虫後 半期 ～蛹期 に相当す る8月4半 旬～9月 上旬 は雨

が平年 よ り189.2mm多 く,成 虫 期 の9月3半 旬～10

月16日 まで は平年 よ り64.9mm少 雨 であ った。

以 上 を整理す る と,成 虫期 ～幼 虫前 半期 は少雨,幼 虫

後半期～蛹期 は多雨 の気 象状 態に あった。

考 察

アワ ヨ トウは東北地方 に毎年4月 中に初 飛来 し,6月

上 中旬に大量飛 来が 観 察 されてい る(平 井 ら,1985;平

井,1988a, b)。本 種 の多 発 生は,移 出地 にお いて生息

密度 が高い こと,次 いで大群の成虫 を運ぶ移動媒体 であ

る温暖な強風があ り,そ して侵入地 に好適 な生息環境 と

豊富 な餌資源 があるこ とによって誘発 され る。

移出地 にお ける越冬密度の多少 が確認 できれば,成 虫

飛来の多少 を予想で きる。しか し,ア ワヨ トウのよ うに通

常低密度で(鹿 児 島県農試大隅 支 場 の調査 によ ると,そ

の地方 の越冬密度 は1～2頭/m2。 広 島 県 福山では1頭

未満/m2;平 井 ・三 田,1983),越 冬 してい る昆虫の調査

は現実的 には困難 である。 そ こで越 冬密度 と関連す る越

冬地 の気象要 因を長期 予報の指 標 と して移動 ・発生予測

に役立 てよ うとす るの も次善 の策 として有 効 であろ う。
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越 冬可能地帯に含 まれ る岡山,広 島,下 関,宮 崎,鹿

児島の12～3月 の平均気温 と降水量,乾 燥指数 の31年

間の変動 を解 析 した ところ,12～3月 のいずれ も月 平 均

気 温 と月降水 量,月 乾燥指数 のある範囲内 に入 っていた

ときに,多 発 していた ことが明 らか になった。

気象学 で い うテ レ コネ クシ ョン(遠 隔的結合作用)に

従 えば,西 日本 が温暖乾燥 な年 には,大 気 がつ ながって

い る同緯度の中国華中地方 も同様 な気象状態 にある と考

え られ るので,西 日本の越冬地 が本種 の越冬 に有利 な気

象条 件にあ る年には中国華中地帯の広大 な地域 にお いて

もアワヨ トウの越冬密度の高 いことが推察 され る。 この

よ うな年 には,中 国華 中か ら越冬世代,第1世 代 の成 虫

が西 日本 に移動侵入す ると推察 され,西 日本 の生息密度

は高 ま り,北 日本 への移動量 も当然 多 くなるであろ う。

中国 と日本 で同時に 多 発 し た例 は,調 査 した31年 間

に,1960, 1971, 1978, 1981, 1982, 1984, 1987年 の

7回 で あった(平 井,1982;奥,1983;楊 ・平井,1987)。

なお,中 国で多発 した が,国内で多発 しなかった年(1963, 

1967, 1977年),国 内だけで多発 した年(1972年)も ある

が,こ れ につい ては移動 を促進す る気象条件 の有無 も含

め,別 途検討す る。

アワヨ トウの多発 と気象 との関係 について 田村(1942)

は 茨 城 県 下 にお ける1941年 の多 発 生 を考察 し,厳 寒

期の温 暖 少 雨 が越 冬 に有利 である と述 べている。 大森

(1960)は1960年 の広域大発生の原因解析 に当 り,盛 岡

にお いて冬か ら5月 初 めに 高 温 多 照 が 続 き,そ れが成

虫 の越冬,産 卵 および幼虫 の活動 に好適 とな り,7月 上

旬 に多発 したこ と,ま た8月 中下旬 の多発 も,7～8月 の

乾燥 が多発 の原 因 と考 えた。小 山(1970)は 若 齢 幼 虫期

に降水量 が少 ない ときは,幼 虫の生存 率を高め,多 発生

の可能性 があるこ とを示唆 している。 このよ うに乾燥傾

向 の気象 が幼虫 の生存 に有 利 な傾 向は,多 発 した1978

年(平 井 ・三 田,1983),広 域 に多発 した1987年(平 井,

1987;平 井,1988a, b; Hirai, 1988)に も観 察す ることが

で きた。東北農試内 における第1～2世 代 目とも成 虫の

飛翔 ・産卵期～幼虫期前半 は平年 よ り少雨,幼 虫期 後半

(5齢)～ 蛹期 は平年 よ り多 雨 であったこ とが 読 み 取 れ

た。蛹 につ いては,乾 燥す る と死虫率 が高 まるこ と(金

ら,1965)が 上記 の解析結果 と一致 する。以 上 をま とめ

ると,ア ワヨ トウは越冬世代 を含 め,い ずれの世代 につ

いても,成 虫期～幼虫期前半 が乾燥,幼 虫期後半～蛹期

が湿潤 の気象状態 になると,多 発 しやす い と推 察 され

る。

多飛来 を予測す るには,本 文で示 した西 日本 の調査地

にお ける12月 か ら3月 までの月降水量 と月平均気温 を

4月 の段階で調査 し,各 月 いずれ も本文で示 した多発年

の範囲 に該当す る年 を多飛来年 とし,複 数地点で多発年

が予想 され るほど多発 の可能性 が大 きい とす るの も一案

で あろ う。逆 に,あ る年 が多発年 の範囲以外 に相 当 した

ときには,多 発の可能性 は少 ない とするこ とも可能 であ

る。 このよ うな方法 を天気予報 の分野 では類 似 法(あ る

ときの大気の状態 が過去 の大 気 の状 態 に 類 似 していれ

ば,そ の とき と同様 な天 気 になる とい う仮 説)と いわれ

ている。

簡便 には,越 冬分 限帯 にある広 島または岡山の冬期 の

月平均気温 と月降水量 を観測 し,そ れ らの観測値 が多発

年 の範囲 に入 った年 を 多 発 年 と予 想 す るこ ともできよ

う。 もちろん,暖 冬年 には越冬地 とその周辺 で局地 的に

多発す るこ とは警戒 しなけれ ばな らない。

4月 に多発年 と予想 され た場合 には,す でに述 べた移

動予知 と発生予測 の方法(平 井,1988a; Hirai, 1988)に

従 って4月 中旬～6月 中旬に,成 虫 の移動 を促進 する温

暖 な南西風 の観測 と侵入成虫 の監視 を行 い,幼 虫 多発 の

予測 を行 うこ とが必要 である。

さて,ア ワ ヨ トウの多発生 は,冬 期,温 暖乾燥 な気 象

状態 の年 に起 こったこ とを述 べてきた。毎年多発せず,

その多発生 に周期性 が見 られなかったのは,本 種 の越冬

またはその後 の移動分散 に有利 な気 象条件 が毎年満 た さ

れ なかったか らとい うこ とにな る。 ア ワヨ トウは休 眠 し

ないので,温 暖 な地帯 でイネ科植物 の株 元で緩慢 に発 育

しなが ら越 冬する。越 冬可 能地帯が寒冷 ・多雨の年には

越 冬地はせばめ られ,越 冬密度 も低 下す るので,第1世

代 の発生量 は少 な く,北 日本 への移動量 も相対 的に少な

くなる と考え られ る。逆 に,越 冬地 が温 暖な年 は,越 冬

密度 は高ま り,本 報 で調査 地 として扱 った広島,岡 山を

含 む越 冬分 限帯 が越冬可能地 になるな ど越 冬面積 が拡大

し,越 冬密度 と越 冬量 が増加 す ると推 察 され る。 この こ

とは本報 における解析結果 のほかに,1989年 のよ うな暖

冬年 に越冬地 を含 む地 域で 局 地 的に(香 川,福 島な ど)

多発 したこ とか らも考え られる。

冬期,乾 燥傾 向の年 に多発 生が越 こった ことは,乾 燥

状態 が病死 の発生 に抑 制 的 に作 用 した可 能性 があるこ

と,さ らに冬期 の温暖乾燥気象 が4月 ない し6月 の移動

に有利 な気圧配置 を誘導す る可能性 があるこ とも考慮 し

ておかね ばな らない。

要 約

ア ワヨ トウの多発生 と気象(気 温 と降 水 量)と の関係
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を解 析 した結果,越 冬世代 を含 め,い ずれ の世代 も,成

虫期 ～幼 虫期前半 は乾燥,幼 虫期 後半～蛹期 は湿潤 の気

象条件 下で多発 していた。

第1世 代 ア ワヨ トウの北方への 多 飛 来 を予 測す るに

は,越 冬地 における越冬密度 の把 握が決 め手 になるが,

その調査 は現実 的には困難なので,代 りに越冬密度 と関

連 の深 い冬 の気象要 因を用 いて多飛来 を推定す ることと

した。

1958～1988年 の間 に日本 海 側 を中心 に第2世 代 アワ

ヨ トウが多発 した年 にお ける越 冬 可 能 地 帯 の5地 点の

12～3月 の 月平均気温 と月降水量 の共通性 を解析 した と

ころ,5地 点の1～2月 が温 暖 少 雨 の範 囲にあ り,乾 燥

指数(月 降水量 を月 平 均 気 温で割 った値)が 平年値 よ り

小 さめの範 囲で,さ らに12月 および3月 の月降水量 と

月平均 気温 が平年 に比べ,異 常多雨や寒冷 でない年 に多

発 していた。 そ こで,こ のよ うな気象状態 になった年 を

多飛 来予想年 とするこ とを提 案 した。
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