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札 幌市 におけるアワヨ トウ多発世代成虫の発生圃場周辺での

消長 と性成熟程度 お よび集団吸蜜行動の観察

斉 藤 修1)・北 村 實 彬2)

北海道農業試験場

Observation of Oriental Armyworm Moth, Pseudaletia separata WALKER in Pasture with Nectar Sucking 
by Congregating Moths. Osamu SAITO3) and Chikayoshi KITAMURA4) (Hokkaido National Agricultural 
Experiment Station, Hitsujigaoka, Toyohira, Sapporo 062, Japan). Jpn. J. Appl. Entomol. Zool. 39: 235-
240 (1995)

An outbreak of the oriental armyworm moth, Pseudaletia separata WALKER, occurred in summer, 1987 
in Hokkaido. We surveyed the behavior of the first (outbreak) generation from late July to mid August 
in Sapporo. Daily emergence from pupae collected from outbreak pastures showed a clear peak in late 

July. Daily numbers of moths captured by dry grass bait traps, raw sugar bait traps and light traps 
peaked on 30 July, 30 July and 1 August, respectively. In early August, captured females were virgin and 
their ovarioles were previtellogenesis stage. By mid August, most females had copulated and their ovarioles 
had developed. We found and caught many moths in insect collecting nets in and around outbreak 

pastures in late July, but no moths were found in early August. No females captured in the outbreak 
pastures had copulated and their ovarioles had not developed to the vitellogenesis stage. We observed 
moths congregating on Japanese linden trees where they sucked flower nectar during the day in late July 
to early August. After the flowering finished in early August, the moths disappeared on and around the 
trees. All females captured sucking nectar were virgin and their ovarioles were at the previtellogenesis 
stage.
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緒 言

アワヨ トウは移動性 の強い害虫で,北 日本で異常発生

す るアワ ヨ トウは飛来個体群 の集中産卵 によって もたら

され る と考 え られてい る(奥,1983)。 アワ ヨ トウ成虫 は

羽化後,吸 蜜 によって卵巣 が発 育 し,交 尾,産 卵 が可能

となる(HIRAI, 1984;平 井 ・三田,1983)。 また,卵 巣

が発育す る前 に活発 な飛翔 活動 を行 い,こ の行動が本種

の 長距 離 移 動 に結 びつ くと考 え られ てい る(HIRAI, 

1991)。 しか し,本 種 は北 日本 では突発 的 に発生す るた

め,多 発圃場や その周辺 での成 虫の消長 や行動観 察は十

分 に行 われて いない。

筆者 らは1987年 の北 日本 にお ける本種の異常発生 の

際 に,札 幌市の北海道農業試験場内 の牧草地 に発 生 した

ア ワヨ トウ成虫の消長 を,多 発 圃場 とその周辺 で調査 し

た(斉 藤 ・北村,1988)。 本報で は,そ の性 成熟程 度 につ

いて報告 し,本 種 多発 時の羽化 後の行 動習性 を考 察 し

た。 また,そ の調査 の際 に日中 におけ る本種の集団吸蜜

行動 を観 察 した。吸蜜行動 を観察で きたのは短期間であ

り,そ の後,同 様 の観察 を行 う機会 を得ない。 ここに観

察結果 を公表 し,今 後,こ の ような機会 に遭遇 した場合

の参 考 に供 したい。

調 査 方 法

成 虫羽化消 長調査:1987年6月 下旬 か ら7月 中旬 に

か けて,札 幌市豊 平 区羊 ヶ丘 の北 海道農業 試験場 内の

オーチ ャ ドグラス とアルフ ァルフ ァ混播の牧草圃場 にア

ワヨ トウが多発 した。同年7月21日 に,ア ワヨ トウ幼

虫食害が終息 した5カ 所 の牧草 圃場で,地 表部 を掘 りお

こ して蛹 を採集 した。蛹 は採集 圃場 ごとに浅 く土 を敷い
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た シャー レに入れ,こ れ を飼育 箱(30×27×38cm)に 収

容 して実験 室内に放 置 した。毎 日9時 に観 察 して成 虫の

羽化消長 を調査 した。実験 室 は窓を開放 して室 内気 温 を

野外気温 と同 じになる ように した。

3種 の トラ ップによる成 虫の捕獲:試 験 場内 に設 置 し

てい る100W高 圧 水銀灯(1基)で 成虫の捕獲 消長 を調

査 した。幼虫が多発 した圃場 に,7月27日 か ら8月22

日まで枯 草 トラップ(3圃 場,各 圃場2基)と 糖蜜 トラ ッ

プ(北 農式)(3圃 場,各 圃場2基)を 設 置 した。枯 れ草

トラ ップは田 中 ら(1971)の 方法 を模 し,ト ラ ップ1基

あた り枯 れた トウモロコシ3本 と脱穀 した小麦 の桿 を,

地上約150cmの 竹の棒 に固定 して用 いた。糖蜜 トラ ッ

プは,底 面 の直径30cm,高 さ40cmの ポ リバ ケツの

側面 に横5cm× 縦25cmの 四角 の穴 を10個 あ けた容

器 を用い,誘 因源 と して脱 脂綿 に浸 ませ た20%黒 砂糖

溶液 を使用 した。毎 日9時 ～10時 に誘引 された成 虫 を

回収 した。 これ らの トラップによる捕獲消長 は既 に報告

した(斉 藤 ・北村,1988)。

多発 圃場の成 虫の観 察 と捕 獲:第1世 代成 虫の発 生期

に,幼 虫 が多発 した牧 草圃場 を1回30分 か ら45分 間

歩 き,前 方4～5m幅 の範 囲か ら飛 び出 した成虫 あるい

は飛翔中の成虫 を捕 虫網 で捕獲 した。調査 は上述 の第1

世代成虫の羽化消長調査結果 に基づ き,圃 場 で成虫の羽

化が始 まった と思 われ る7月25日 か ら2, 3日 間隔 で

行い,圃 場に成虫のみ られな くな った8月2日 まで行 っ

た。調査 時刻 は午前10時 か ら12時 の 間 と した。

成虫の集団吸蜜行動の観 察 と捕獲:ア ワヨ トウ幼 虫多

発圃場 に接 して ミズナ ラや カエ デ類等 の落葉広葉樹 を主

体 と した山林が あ り,成 虫発 生時の7月 下旬 はシナノキ

Tilia japonica (MIQ.) SIMONKAI(シ ナノキ科Tiliaceac)の 開

花期 であ った。7月30日 の 日中 に成 虫の生息場 所や行

動 を探索 中,成 虫が シナ ノキの花 に群が って吸蜜 してい

るの を観察 した。 その後,随 時 この場所で成虫の吸蜜 を

観察 し,そ の一部 を捕 獲 した。観 察 と捕獲 は午前11時

か ら午 後2時 の 間に行 った。

雌成虫の交尾の確認 と卵 巣発育 程度:以 上の各調査で

捕獲 した雌成虫 につ いて,腹 部 を解剖 し交尾の有無 と卵

巣の発育程度 を調査 した。交尾 の確 認 は精包の有無で判

定 し,卵 巣発 育程度 は小 山(1968),田 中(1973)に 従 っ

て,I:卵 細胞 に卵黄蓄積 な し,II:卵 細胞 に卵黄蓄積あ

り,III:卵 殻 の形成 され た完 成卵 あ り,IV:産 卵 に よ

り完成卵が減少 し,腹 腔 内が空 になる,の4段 階 に分け

た。

結 果

成虫羽化消長:蛹 か らの成 虫羽化消長は圃場間で差が

なか ったので,合 計 してFig. 1に 示 した。採集 当日の7

月21日 に1頭 が羽化 し,そ の後,24日 か ら本格 的な

羽化 が始 ま り,27日 に羽 化 ピー クを示 し,8月3日 に

終息 した。調査 地の7月5半 旬 の平均気温 は19.7℃,

6半 旬:21.2℃, 8月1半 旬:16.9℃ であ った。同 じ

期 間の平均地温 は,7月5半 旬 か ら8月1半 旬 までそ

れぞ れ21.3℃, 23.6℃, 18.7℃ と気温 よ りも2℃ 程 度

高 く経過 した。

3種 の トラ ップによる捕獲雌成 虫の卵巣発育程度:水

銀灯 による捕獲消長 は,7月25日 に第1世 代 の初誘殺

Fig. 1. Daily fluctuations in emergence of first-generation P. separata moths in laboratory. Pupae were collected 

from outbreak pastures.
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Table 1. Daily numbers of first-generation P. separata moths 

captured by mercury-vapor light trap, with number of 

mated females and developmental stage of ovary

1

) Number of females.
2) I: Ovary before vitellogenesis, II: In vitellogenesis, III: After 

chorion formation, IV: After oviposition.

があ り,8月1日 に誘殺 ピー クを示 し,そ の後,減 少 し

て毎 日数頭が捕獲 され,20日 に終息 した。捕獲 日ご と

の雌成虫 の交尾 の有無 と卵 巣発育状態 をTable 1に 示 し

た。7月25日 に捕獲 され た1雌 は既交尾 で卵 巣 は卵黄

蓄積が 始 まって いたが,そ れ以外 の8月 の1半 旬 まで

に捕獲 された雌はすべて未交尾であ った。 これ らの雌 の

卵巣 は卵 黄蓄積が始 まっていない ものが大半 を占め た。

8月2半 旬以 降 に捕獲 された雌 は既 交尾 の ものが多 く

な り,卵 巣 も発 育 して完成 卵 を持 つ ものが多 くな った

が,産 卵 をほぼ終 えて腹腔 が空 にな った個 体は調査全雌

数38頭 の うち,2頭 であ った。

幼 虫多発 圃場 に設置 した枯 草 トラップでは,ト ラップ

を設 置 した7月27日 か ら成虫 が捕獲 され,30日 に捕

獲 ピー クを示 した。 その後は8月5日 に小 さな ピー ク

を示 し,19日 まで少数 が捕獲 された。捕獲 日ご との雌

成虫 の交尾 の有無 と卵巣発育程度 をTable 2に 示 した。

Table 2. Daily numbers of first-generation P. separata moths 

captured by dry grass bait trap, with number of mated 

females and developmental stage of ovary

1, 2) See Table 1 for abbreviations.

Table 3. Daily numbers of first-generation P. separata moths 

captured by raw sugar bait trap, with number of mated 
females and developmental stage of ovary

1, 2) See Table 1 for abbreviations.
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Table 4. Observation and capture of P. separata moths in outbeak pastures and number of mated females 

and ovary development

1) See Table 1 for abbreviations.

Table 5. Observation and capture of nectar sucking P. separata moths on Japanese linden trees and 
number of mated females and ovary development

1) See Table 1 for the abbreviations.

8月2半 旬 まで に捕獲 され た雌 は全 て未 交尾で卵 巣 も

まった く発 育 してい なか った。8月3半 旬以降 に捕獲 さ

れた雌は少なか ったが,一 部は既交尾で完成卵 を持 ち,

さらに産卵 を終えて腹 腔が空 になった個体がみ られた。

糖 蜜 トラ ップで も トラップ設置当 日か ら成虫が捕獲 さ

れ,7月30日 に捕 獲 ピー ク を示 し,そ の後 も8月5

日,8日 に多数の成虫が捕獲 され,17日 に終息 した。捕

獲 日ごとの雌成虫 の交尾率 と卵 巣発育程度 をTable 3に

示 した。7月28日 に捕獲 された雌成 虫の うち,1頭 が

既 交尾 であ り,そ の後 も8月1～2半 旬 に捕獲 された個

体 の中に少数 の既 交尾 雌がみ られた。 これ ら既交尾個体

の卵巣 は卵黄 蓄積 が開始 されてい るか,さ らに発育が進

んで完成卵 を持 ってい た。8月10日 以降 に誘 引 され た

個 体 は全 て既 交尾で完 成卵 を持 ってい た。

多 発圃場 での成 虫 の消長 と捕獲 雌成 虫の卵 巣発 育程

度:第1世 代 幼虫多発圃場での成虫捕獲結果 と交尾の有

無,卵 巣発育 程度 をTable 4に 示 した。7月25日 には

1頭 を目撃 したのみ で捕 獲 で きなかったが,27日 には

2名 で45分 間に45♀ 47♂ を捕獲 した。30日 に は2名

で30分 間 に20♀ 36♂ を捕獲 で きた。 しか し,8月2

日には圃場 内を歩 き回って も飛び出す成虫は まった くな

く捕獲 で きなかった。捕獲 した雌成虫は全て未交尾で,

卵巣 も発育 してい なかった。

集 団吸蜜行動の観察 と捕獲雌成 虫の卵 巣発育程度:本

種成 虫が群が って吸蜜 していたシナ ノキ は樹高10mを

越 え るが,樹 全体 に花 がつ いていた。7月30日 の観察

では,成 虫は一 カ所 に長 く留 まらず,花 か ら花へ と移動

しなが ら吸蜜 してい た。成虫 は着花位 置には関係 な く吸

蜜 してお り,樹 全体 に無数 の成 虫が飛 び回っていた。吸

蜜個体 の一部は,樹 か ら離 れ,近 くの牧草 の中に着 陸 し

た。7月30日 に,捕 虫網 を用 いて吸蜜 してい る個体 や

牧 草へ下 りた個 体 を30分 間に2名 で35♀ 30♂ 捕獲 し

た。8月2日 にも観 察 を行 い,7月30日 同様,多 数 の

成 虫が吸蜜 してい るの を目撃 した。 シナノキの開花が終

わ りか けてい た8月4日 には,吸 蜜 してい る成虫は非

常 に少 な く,2名10分 で2♀ 1♂ を捕獲 しただけで あっ

た。これ以後は成虫が見つ か らず捕獲 を中止 した。捕獲

した雌 成虫は全て未交尾で,卵 巣 は発育 していなかった

(Table 5)。

考 察

アワ ヨ トウ第1世 代幼虫が多発 した圃場か ら採集 した

蛹 の成 虫羽化消長 は,3種 類の トラ ップに よる捕獲 消長

(斉藤 ・北村,1988)よ りも4日 程 度早 い ピー クを示 し

た。採集 した蛹 か らは採 集当 日に羽化 した個体があ り,

採集 後3日 目か ら本格的 な羽化が 始 まってい るこ とか

ら,こ れ らの蛹 は採集 時には既 に蛹期 間の大半 を経過 し

ていた と考 え られ る。
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アワヨ トウ蛹 の有効温量 と発育零点 はそれ ぞれ163.9

日度,9.6℃(奥 山 ・富 岡,1963),あ るい は158.8日

度,10.6℃(平 井 ・三田,1983)で ある。調査 地 の7月

下旬 の平均気温 は約21℃ 平均 地温 は約23℃ であ っ

た。21℃, 22℃, 23℃ の時の蛹 の発育 日数 は奥 山 ・富

岡 に従 えばそれぞれ14.3日,13.3日,12.2日,平 井 ・

三田 によれば15.3日,13.9日,12.8日 とな る。蛹 を放

置 した実験室 の気温 は連続 して記録 しなか ったが,随

時,実 験 机上の気温 を測定 した ところ,日 中は野外気温

よ り1～2℃ 高 かった。本種の蛹 は牧草株 の地際 あるい

は土中浅い ところにお り,そ の発育は気温 よ りも地温 の

影響 を強 く受け ると思われ る。平均地温 は気 温 よ り2℃

程度 高 く経過 している ことや,上 述の ように採集時 の蛹

が蛹期 間の大半 を経過 していた と考え られ るこ とか ら,

ここに示 した実験室 内での羽化消長は野外で の羽化消長

を反映 してい るもの と考 えられた。

上述 の結 果 と,幼 虫多発圃場 での観察 と捕虫網 による

捕獲 結果か ら,圃 場 での成虫の羽化 は7月25日 前後 に

始 ま り,27日 か ら30日 にか けて ピー ク とな り,8月1

半旬には一応,終 息 した もの と思われ る。枯草 トラ ップ

と糖 蜜 トラ ップの捕獲 消長にみ られ た7月30日 の ピー

クは,圃 場での羽化 ピー クを示 してい ると考 えられる。

枯草 トラ ップで は8月5日 を中心 に,水 銀灯 と糖蜜 ト

ラ ップで は8月5日 か ら10日 頃 にか けて第2,第3

の捕獲 ピー クがあった。この時期 には長距離移動 によっ

て新 たな個体群 が侵 入 した と考 え られ る気 象条件 は な

かった ことか ら(梶野 ら,1988),こ れ らの個 体 は近隣地

域 で発 生 した もの と考 え られる。枯 草 トラップに捕獲 さ

れた個 体は8月11日 までは未交尾で卵巣 が発 育 してい

なか った こ とか ら,遅 れ て羽化 した個 体の 可能性 があ

る。実 際,調 査 地の8月1半 旬 の平均気温 は16.9℃(平

年 差-4.5℃),2半 旬19.6℃(平 年差-1.7℃)と,低 く

経過 してい る。 また,糖 蜜 トラ ップで は8月5日 以降

には少数 の交尾 ・卵巣発育個体 が混 じって捕 獲 されてい

るこ とか ら,羽 化後,吸 蜜 して卵巣 が発育 し,交 尾 した

個体 が圃場 に現 れた可能性 も考 え られ る。

枯草 トラ ップは,従 来,本 種 の産卵 トラップと して開

発 された ものであ るが(田 中 ら,1971),雄 や未 交尾 で卵

巣発育 の進 んでい ない雌 も捕獲 され,糖 蜜 トラップ と同

様の捕獲消長 を示す こ とが判明 した。調査期 間に捕 獲 さ

れ た雄の割合 は51.5%,交 尾 ・卵 巣発 育雌 は2頭 のみ

で,捕 獲雌の2%で あ った。 トラ ップ設置 圃場 は,幼 虫

が多発 して牧草が食いつ くされ,ほ とん どが裸 地状態,

あ るいは再生 した牧草が小 さな状態で,羽 化 した成虫の

潜伏場所がないので,成 虫が枯草 トラ ップに集 まった可

能性 が考 え られ た。

アワヨ トウ成虫の吸蜜行 動は夜 間に行わ れる(神 田 ・

内藤,1979;児 玉,1968;QUO et al., 1963;田 中,

1977)。 中国で は,成 虫 は通常,夜 行性 で あるが飢餓時

には 日中で も吸 蜜行動 をと り,吸 蜜植物 は30種 類以上

あ るとい う(中 国農作物病虫害編纂委 員会,1968)。 しか

し,日 中の集団での吸蜜行動の記述 はみあた らない。今

回,シ ナ ノキで成虫の吸蜜行動が観察 され たのは日中で

あ ったが,7月30日,8月2日 共 に曇天で,時 折,日

が さす天候で あ り,7月30日 と8月4日 には少量の降

雨があった。天候 と吸蜜行 動 との関係や夜 間の吸蜜行動

につい ては今後の観 察に待 ちたい。

羽化消 長 と幼 虫多発 圃場での観察 と捕獲の消長,水 銀

灯 と枯 草 トラ ップ,糖 蜜 トラ ップで の捕獲 消長 を比較

し,こ れ らで捕獲 された雌 の性成熟程度 を総合 して,成

虫羽化 後の行動 を次 の ように考察 した。圃場での成虫の

羽化は7月27日 前後 を中心 に起 こ り,8月 初頭 には羽

化 が終 了 して,羽 化成 虫はほ とん ど圃場外 に移動 した。

これ らの成虫 は吸蜜 のため圃場周辺 へ移動 し,適 当な吸

蜜源 をみいだ した個体 は吸蜜行動 に うつる。今回の観察

では,8月4日 には シナ ノキの開花が終 了 し,そ れ まで

多数吸 蜜 していた成 虫がほ とん どみ られな くな ったが,

さらに他 の吸 蜜源 を求めて分散 した もの と考え られ る。

この時には近 隣に開花期 にあたる適当な樹 木や草本がな

く大規模 な吸蜜源が なかったこ とか ら,成 虫は分 散 を続

けて圃場や林縁付近 にはほ とん どいな くなった もの と考

え られる。 この時期以 降に各種 の トラ ップに捕獲 された

雌 の交尾率が上が り,卵 巣発育 が進 んでいた ことは,本

種 が羽化後,吸 蜜 して卵巣 を発育 させ,交 尾,産 卵 にい

たる とい う習性(HIRAI, 1984;平 井 ・三 田,1983;神

田 ・内藤,1979)を 支持 す る と考 え られた。

アワ ヨ トウは西南 日本 では通年発 生す るが(田 中 ら,

1971),北 日本で は突発的 に発 生 して,そ の次 世代 はほ

とんど発生 しないか少発 生 となる(奥,1983)。 今回 のよ

うに第1世 代 成虫が発 生場所 の近辺 で吸 蜜で き,か つ

成虫群 を運 び去 るような強風が吹か ない場合 には,成 虫

は発生場所近辺の好適 な場所 に産卵 を し,次 世代 も継続

して発生す るのであろ う。北海道内の他 の地域 で も第2

世代の発生が認 め られたが(梶 野 ら,1988),そ の原因 と

して上述の ような現象が北海道内で広 く起 こった もの と

考 え られる。
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摘 要

1. 1987年6～7月 に北海道 に異常発生 したア ワヨ ト

ウ第1世 代の,成 虫羽化消長 と水銀灯,枯 草 トラップ,

糖蜜 トラ ップで捕獲 した雌 成虫の性 成熟程度 を7月 下旬

か ら8月 中旬 まで札幌市で調査 した。 また,多 発圃場 と

その周辺 で成 虫の生息状 況 を調査 し,こ れ らの結果か ら

アワ ヨ トウ成 虫の羽化後 の行動 を考 察 した。

2. 幼 虫多発圃場 か ら採集 して実験 室内 に持 ち込 んだ

蛹 から7月 下旬 を ピー クに成 虫が羽化 した。各種 トラッ

プでは成 虫羽化 消長 よ りやや遅 れて捕獲 ピー クが あ っ

た。捕獲雌成虫 は8月 上旬 はほ とん ど未 交尾 で,卵 巣は

発育 していない。8月 中旬以 降には雌の交尾率が高 く,

成熟卵 を持つ個体 が増加 した。

3. 多発 圃場で は,7月 下旬 に多数 の成 虫がみ られ,

捕虫網 による捕獲 が容易であ ったが,8月 上旬 には成 虫

がみ られ な くな った。捕獲 され た成虫 はすべ て未交尾 で

卵 巣 は発育 してい なか った。

4. 7月 下旬 か ら8月 上旬 に圃場周 辺林 内 の開花 中

のシナノキで,日 中 に多数の成虫の吸蜜行動が観察 され

た。 これ らの成虫 は シナノキ の開花 が終 わる といな く

なった。吸蜜 していた雌成 虫は未交尾 で卵 巣は発育 して

いなか った。
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