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ウシノシッペイ群落に設置 した

黄色粘着 トラップへの

イチモンジセセリの特異的飛来

高 橋 章 夫1)

群馬県農業総合試験場
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緒 言

イチモ ンジセセ リの幼虫 は群馬 県内で は年に よ りわずか なが

ら越冬が 可能であ るが(高 橋,1995),本 県内 での発生 は主 に県

外の温暖地 か らの成虫の飛来 ・産卵 による もの と考 え られて い

る(NAKASUJI et al., 1981;江 村 ・村上,1986)。 飛来 した越 冬世代

の成虫 は,6月 上旬頃,平 坦部や 中山間地 の早植地帯 の水 田で

産卵 する。 また,第1世 代 成虫 は平坦部 の6月 中 ・下旬 植 え

の水 田に7月 下旬頃,飛 来 し産卵 す るが,そ の飛来源 は特定 さ

れて いない。

従来,イ チモ ンジセセ リの水 田への飛来量 ・時期 を簡便 に把

握す ることは困難であ り,常 発地 では飛来 の時期や その多少 に

かかわ らず,慣 行的 に7月 下旬 ～8月 上旬 にかけて薬剤 防除が

行われて きた。 このため高橋(1992a)は,本 種 の第1世 代 成虫

の飛来時期 を黄色 粘着 トラップに より的確 に捉え る方法 を開発

した。この方法 によ り,本 種の第2世 代幼 虫の防除適期 を予測

するこ とが可能 となった(高橋 ・千本木,1993)。 早植地帯の水田

では,本 トラップを越 冬世代成虫 の発 生期 に設置す るこ とに よ

り,さ らに早い時期か らの第1世 代 成虫の飛来 時期 また は防除

時期 の予測が可能 である と考 えられ,長 期防 除計 画 など現 地に

おける実用性が さらに増 す もの と考 え られ る。 粘着 トラ ップに

よる誘殺 調査は,こ れ まで第1世 代 成虫 につ いて水田や花 き類

の一部で行 われ ていた(高 橋,1992b;小 林 ら,1993;江 村,

1994)。 また,ト ラ ップの色 につい ては黄色 を好 む とい うこと

(中筋 ・本田,1979)や,青 色 での誘殺効 率が高 い(永 野 ・平井,

1991)こ とが報告 されている。本論文では,早 植地帯以外で も利

用 可能な越冬 世代 成虫の誘殺法 を調べるため,数 種の イネ科の

植 生へ の トラ ップの設置お よび トラ ップの色 について の誘殺効

率 の違 い を比較検 討 した ところ,イ ネ科の ウシ ノシ ッペ イ群落

において成虫 の特 異的 な飛来がみ られたので 報告す る。

材 料 お よび 方 法

1991年 に,ト ラ ップに よる越冬 世代成虫 の誘殺の 可能性 を調

べ るため,前 橋 市の農 業総合試験場 内の ムギ畑 際 の5m×5m

の雑 草地に30cm×20cmの 黄色(マ ンセ ル記 号7.5Y 8/12,以

下 同一黄色)粘 着 トラ ップ を5月10日 に設置 して,6月 下旬

の 田植 時期 まで 誘殺数 を調査 した。

1992年 は,ト ラ ップの色の種類 による越冬 世代 成虫の誘殺効

率の違 いを明 らか にす るため,5m×15mの ウシ ノシッペ イ群

落 に黄色,青 色(2.5PB 5/10),緑 色(5G 5/8)の トラ ップを5m

間隔で 設置 し,6月16日 か ら10月27日 まで調査 した。 ウシ

ノシ ッペ イは湿地,河 川敷 な どに生 える高 さ60～100cmの イ

ネ科の 多年草で,本 州,四 国,九 州 に普通 に分布す る植物で あ

る(長 田,1993)。 また,こ れ と並行 して普通植水 田 におけ る誘

殺 数 を,7月15日 か ら10月2日 まで黄色 トラップで 調べた。

1992年 の調査は地点数 が少 な く,た また ま誘殺 されたこ とも

考 えられる。 そこで1993年 には調査 を3kmの 範囲 に広 げ,

前年に誘殺の認 められた ウシノシッペ イ群落(設 置時期:4月16

日～10月6日)の 他,イ タリア ンライグラス群落(同:4月16

日～7月1日),チ ガヤ群 落(同:6月9日 ～7月1日),ム ギ畑

(同:5月31日 ～6月15日),イ タリア ンライグラ ス牧 草地(同:

6月1日 ～7月1日),イ タ リア ンライグラス ・チ ガヤ を主な植

生 とす る土手 を6か 所(同:5月29日 ～7月1日),ク サ ヨシま

たは ヨシの植 生のあ る前橋市内 の桃 木川の岸(同:5月29日 ～

6月24日),乾 田直播水 田(同:6月8日 ～10月6日),早 植水

田(同:6月11日 ～8月22日)お よび普通植水 田(同:7月22

日～10月6日)の 計15か 所 に30cm×20cmの 黄色 トラ ップ

を各1個 ずつ 設置 した。6月 中旬 までは越 冬 世代成 虫の飛来盛

期 と考 え られ るため,こ の期間の調査地点 を多 くしたが,越 冬

世代 成虫の飛 来が ほぼ終息 した と考 えられる6月 第6半 旬で

調査 を打 ち切 った。 なお,ウ シノシッペ イ群 落,乾 田直播水 田

お よび普 通植水 田に設 置 した トラップは,越 冬 世代成 虫の調査

後 も継続 し,第1,第2世 代成虫 の調査 を行 った。

いず れの調査場所 において も草丈 に合 わせ て トラ ップを水平

に設置 し,誘 殺 数の推移 を桃木川 はほぼ3日 間隔で,そ れ以外

は原則 として毎 日記 録 ・調査 した。
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第1図 ウシ ノシッペ イ群落 に設置 した各色 トラ ップお よび水 田における黄色 トラ ップの半旬別誘殺 数の

推 移.―:黄 色,―:青 色,―:緑 色,―:普 通植 水田;1992年.

第1表 草地お よび水 田 における黄色 トラップでの誘殺状況(1993年 単位:頭 数1))

1) 毎 日の調査数 を半旬毎 に集計 した.

結 果 お よ び考 察

1991年 は6月 第1,第2半 旬 に,ム ギ畑 際の雑 草地の 黄色

トラップで各1頭 の越冬世代成虫 が誘殺 された。わずか な誘殺

であ ったが飛 来が確認 された ことか ら,調 査方法 を改善す るこ

とによ り,本 トラ ップによる越冬 世代成 虫の発生 モニ タリ ング

が可能で ある と考 えられた。

1992年 には,ウ シノシ ッペ イ群落 に設置 した黄色,緑 色,青

色の トラップ間 の比較 を行 い,黄 色 トラ ップでの 誘殺数 が 多

か った(第1図)。 特 に6月16日 には黄色 トラップで8頭 が誘

殺 された。 この数 は7月 第6半 旬 ～8月 第2半 旬の 普通植水

田 に準ず る誘殺数 で,密 度が低 い と考え られ るこの時期の値 と

して は非常 に多い。 その後,7月 第2半 旬 まで2～4日 お きに

誘殺 されたが,こ の時期 までの誘殺 は越冬 世代 成虫 で,7月 第

4半 旬 か ら8月 第4半 旬 まで に誘殺 された ものは第1世 代 成虫

と考 えられる。9月 に入 る と第2世 代 と考 え られ る個体 がわず

かに誘殺 されたが,む しろ,青 色 や緑色の ほ うが多か った。調

査 期間 中の誘殺 数の合計 を色別 に比較す る と,黄 色で は43頭

と最 も多 く誘殺 され,つ いで青色 が黄色の約1/2,緑 色で は約

1/3の 誘殺数であ った。早 い時 期の発 生量 をモ ニ タリングする

目的か らは,黄 色 の トラ ップが適 してい ると考 え られた。

1993年 には,前 年 と同 じ草地で ウシ ノシ ッペ イ,イ タ リア ン
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ライグラス,チ ガヤの 各群 落につい て,黄 色 トラ ップ による誘

殺状況 を調べ た(第1表)。5月 第6半 旬 か ら,越 冬 世代成虫 の

飛来が ほぼ終息 した と考 え られる6月 第6半 旬 にお ける草種

間の誘殺状況 を比較す ると,明 らか にウシ ノシ ッペ イに設 置 し

た トラップに集 中 してお り,イ タリア ンラ イグラス とチ ガヤで

は全 く誘殺 されなかった。 なお,こ れ らの二つの 草種 では,ト

ラ ップが設置 されなか った調査期 間前後 におい て,誘 殺 の 可能

性 はほ とんどない と推 察 され る。

同様 に,ム ギ畑,牧 草畑,乾 田直播水 田ではいず れ も誘殺 さ

れず,土 手 と桃木川 の川岸 では,5月 第6半 旬 か ら6月 第3

半旬 に各 トラ ップに1～2頭 ずつ 誘殺 された だけであ り,誘 殺

効 率は著 し く低 かった。 また,調 査開始 が遅れた ため厳 密な も

のでは ないが,乾 田直播水 田 と早植 水 田の6月 第3半 旬 ～同

第6半 旬の調 査 と比 較 して も,ウ シノ シッペ イに設置 した ト

ラ ップで は誘殺 数が多か った。

本 調査で は,ウ シ ノシ ッペ イ群 落 は1か 所 しか無 か ったた

め,地 域 的な誘殺 の差が存在す るのか どうかは解明で きなかっ

たが,ウ シ ノシ ッペ イ以外 に供試 した イネ科 植物で は調査地 に

よる差はない もの と考 えられた。

以上 の ように,1992年,1993年 とも,ウ シノシ ッペ イ群 落

に設 置 した トラップでは越冬 世代成 虫の誘殺 数が多か った。 ま

た,1993年 の水 田 との比 較で もその傾 向が見 られ,第1世 代

成 虫で も比較 的多 数の 誘殺が あ った。 こ のこ とか ら,ウ シ ノ

シ ッペ イはイチモ ンジセセ リを特異 的 に誘 引する性質 を持 って

いるこ とが推察 され,早 植水田 の イネ以外 での越 冬世代成虫 の

誘殺調査 に有効 である と考 え られ た。 また,誘 殺 トラップの色

は黄色 が最 も効 率が高 い と判 断 され た。

なお,調 査 した2か 年 ともウシ ノシ ッペ イにおいて,本 種 の

産卵お よび幼虫の発 生 は認 め られ なかった。産卵 の事 実が無い

ウシノシ ッペ イに強 く誘引 される ことは興味深 いが,そ の理由

お よび越冬 世代 の ウシ ノシ ッペ イへの飛 来状況 と早植 地帯水田

での飛来状 況 とが どの ように関連す るのかにつ いては,今 後解

明す る必 要があ る。
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