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北海道南西部地域のサヤエンドウ関場におけるナモグリバエ成虫越冬
の耳能性ならびに黄色水盤での捕獲ピーク時にみられる後方流跡線

水越 *・辻 政男**・出口秀樹キ**・丹羽 刃****
，t:..、

Possibility of Adult Hibernation of the Garden Pea Leafminer， Chromatomyia horticola 

(Goureau) (Diptera; Agromyzidae)， and the Air Mass Back-Trajectory Patterns on the 

Peaks in the Daily Catch Using a Yellow Water Pan Trap in Southwestern Hokkaido. 

Toru MIZUKOSHI*， Masao TSU]I* *， Hideki DEGUCHI* * * and Shinobu NIW A * * * * 

To clarify the outbreak source in early spring and the seasonal prevalence of occun官 lceof Chromato田

myia horticola. a study was conducted in the region showing the greatest production of ga1'den peas in 

Hokkaido between 2007 and early 2008. Vinyl tunnels we1'e set on the mulching films whe1'e ga1'den peas 

had been cultivated in the previous fall. In mid Ap1'il. some C. horticola adults were t1'apped on the yellow 

sticky t1'aps suspended in the vinyl tunnels. On the othe1' hand， the1'e we1'e four peaks in the daily catch 

using a yellow wate1' pan t1'ap between late Ap1'il and early May 2007. The highest peak in the numbe1' 

of t1'apped adults occurred between April 21st and 231'd. comp1'ising 55% of the total t1'ap catch. F1'om the 

back t1'ajecto1'Y analysis of the four peaks. the ai1' mass seemed to t1'anspo1't insects f1'om no1'thern China 

01' the Russian Fa1' East dist1'ict to southern Hokkaido. In mid Novembe1'. many adults that could not企y

owning to the cold were obse1'ved on the mulching films. 

Key wo1'ds: back-t1'ajecto1'Y analysis.αlromatomyia horticola. ga1'den pea leafmine1'. long-range mig1'a-

tlOn.overwmtenng 

北海道渡島半島の西方南端近くに位置する上ノ園町

は，全道ーのサヤエンドウ産地である. しかしナモグ

リパエ Chromatomyiahorticolaによる被害が毎年発生

し着花不良による減収ならびに爽の苓への幼虫の食入

のために収穫物が規格外になる被害が多発している 現

地では有効な登録農薬の不足から被害を抑えきれず，防

除対策に閤窮しているのが実態である.殺虫剤の効力不

足の原因として，北海道南部の本種個体群の薬剤感受性

が，静向県におけるマメハモグリパエ Liriomyzetrifolii 

殺虫剤抵抗性個体群のそれに匹敵するほど低いことが挙

げられる (11).Saito (2004)は.1990年以後に PAP乳

剤抵抗性が発達した可能性を考祭しているが，薬剤感受

性が低い原因を解析するうえで把握しておかなければな

らない本種の生態には不明の部分が多い.北海道におけ

る本種の発生経過については，発育零点及び有効積算:温

度が明らかにされ.北海道南部の渡島中部地方では年間

7世代を経過する (4).しかし越冬態については北海道

では蝿越冬と記されているものの，明確な根拠は示され

ていない(1).近年.岩崎ら (2008)は道内数か所で黄

色水盤トラップによる捕獲状況説査を行うとともに，短

目での錦育結果及び蝦の耐冷期間などを解析した結果，

北海道で発生するナモグリパエの大半は春季に長距離移

動によって飛来する個体群とその子孫世代によって構成

されるとの推察を報告している (2) 上ノ国国Iにおいて

も，筆者のうち辻及び出口は 2005年4月下旬からの黄色

水盤トラップによる予備的な発生消長調査で本種成虫の

捕獲数が5月上旬に急増したことから，成虫が長距離移

動により飛来復入している可能性があると推察した

吋ヒ海道立道南農業試験場 現在:北海道立総合研究機構農業研究本部道南農業試験場 HokkaidoResearch Organization 

Agricultural Research Department Donan Agricultu1'al Expe1'iment Station; Hon-cho.日okuto.Hokkaido 041-1201. ]apan 
**上ノ国町役場

***新聞館農業協同組合厚沢部基幹支店

****北海道環境科学研究センター 現在・北海道立総合研究機構本部
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方で辻及び出口は，農家に対して行っているサヤエンド

ウ栽培技術指導の中で¥サヤエンドウを連作した農家圃

場ではナモグリパエの被害が春季から大きく，被害程度

も輪作関場のそれより大きいこと，多発年には 11月以後

になると低温のために飛朔できない成虫がマルチ付近で

多数うごめいているのを度々観察することから，サヤエ

ンドウ栽培閤場ではこれらの成虫が越年するのではない

かとも推測している.以上のように，上ノ田町のサヤエ

ンドウ鴎場における本種成虫の春季の発生源について

は，長距離移動による飛来侵入の可能性とともに，成虫

態で越年している可能性もあるのではないかと捻測され

るが，これまで北海道や東北地方において本種成虫の越

年の可能性を検討した報告はない.

そこで筆者らは，上ノ国務Iのサヤエンドウ栽培園場に

おける本種の春季の発生源を明らかにする目的で¥サヤ

エンドウ栽培で使用された被覆用マルチ資材の内部に成

虫が越年している可能性を検討した一方，長距離移動

による飛来侵入の可能性については，黄色水盤トラップ

による捕獲ピーク前日を起点にした後方流跡線解析によ

り移出地の推定を試みた結果を報告する.

本部査は度島・檎山支庁，農業改良普及センター，

北海道立道南農業試験場(以下，道南農試と略す)で構

成する道南地域農業技術支援会議の活動の一環として実

施した本文に先立ち，上ノ間町役場の上野敦也氏，菊

地真情氏，槍山農業改良普及センターの栢森美如氏(現

在，中央農業試験場)にご協力を頂いた.北海道立中央

農業試験場の岩崎暁生氏，三宅規文氏(現在，十勝農業

試験場).武i挙友二氏には 2007年の黄色水盤トラップ調

査及び下層ジ、エツト気流留の入手でご協力を頂いた.岩

崎暁生氏には黄色粘着板に付着したナモグリパエ成虫を

同定して頂いた.記して各位にお干し申しあげる.

材料及び方法

1.謂査場所友びサヤエンドウの栽培

調査場所は，上ノ国町農業指導センター(調場面積約

140a)及び崩辺のサヤエンドウ栽培農家である.上ノ園

町におけるサヤエンドウ栽培は，年間 5作栽培する作型

が一般的である.第 1国自の作型は播種期が4月上旬で

気温が低いことから，無加j鼠ピニールハウスで行われる

(以下，春まきハウス作型と呼ぶ).5月中旬からは露地マ

ルチ栽培で行われ，約 lか月間関で播種する 4作型があ

る 調査闇場では，被覆資材としてシルバーポリマルチ

フィルム(辻野プラスチックス工業株式会社製，幅 l.2m.

さ0.023mm.遮光率 90%以上，以下はシルパーマルチと

省略)が使用されていた調査問場及び農家個場で栽培

されたサヤエンドウの品謹は「白花砂糖」で，露地栽域

の耕種概要はベッド幅 0.6mの高畝マルチ栽培，植穴間

隔は 20cm. 1条植えである

2.成虫越冬の調査

2006年の露地栽培での最終作型で使用され，収穫打ち

切り後から 2007年春季まで敷設されたままになってい

たシルパーマルチの内部に本種成虫が越年している可能

性を調査した 2006年における最終作型の播種臼は 8月

8 日，収穫期間は 9 月 24 日 ~11 月 17 日で，園場面積は

137ぱ(ベッド長 27m.5列栽培)である.収穫打ち切り

後のサヤエンドウの茎葉は 11月30日に地際部で切断さ

れ，刈り倒された状態で翌春まで放霞された.茎葉残j査

及び抜根した根は 3月22日に回収して焼却したこの栽

培跡地において，最外列のベッドの 3か所にビニールト

ンネル(長さ 2mx高さ 50cm)を. 3丹26Bにマルチを

覆う形で設置した (Fig.l).ピ、ニーjレトンネルには換気穴

は開けず，裾部分は盛り土して密閉状態とした ピ、ニー

jレトンネル内にはトンネル用支柱を利用して黄色粘蓑板

(商品名パグスキャン・ミニ 縦 25x横lOcm)を各トン

ネルとも中央部分に 1枚吊り下げた.粘着板下端の高さ

はマルチ上約 20cmで、あった調査は 4月5日から S月24

日まで原則として 7日ごとに行った.外部からの成虫の

侵入を防ぐため， ピ、ニーjレトンネルの片側を半分ほど持

ち上げて粘着板を交換した.交換に要した時間は lか所

あたり数分間であった.粘着板は回収した後，表裏金面

に付着したナモグリパエ成虫個体を計数した趨が粘着

して麹脈での問定が閤難なf国体は，交尾器により種を開

定した.

2008年は，本センタ一周辺のサヤエンドウ栽培農家 3

戸において.20昨年と同じ方法でシルパーマルチの内部

で本種成虫が越年している可能性を検討した.2007年の

最終作型は.A農家は開場面積 360ぱ (6列栽培.6月20

日播種)で，収穫は 7月初日から始めたが，生育不良の

ため 8月20日で収穫を打ち切った.B農家は 300ぱ(5列

栽培. 8 月 2 日播種)で，収護期間は 9 月 25 日 ~11 丹 5

臼である.C農家は 1.080ぱ(18列栽培.7丹3臼播種)で，

Fig. 1 Three vinyl tunn邑lsfor monitoring overwintering C. 

horticola adults s巴tin an area of plastic mulching films 

wh巴regarden peas had been cultivated in the previous 

fall in Kaminokuni. 
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収穫期間は 8 月 15 日~1O月 27 日である. 3農家ともベ

ッド長は 40mである.収穫終了後のサヤエンドウの茎葉

は，約 1週間以内には地際部で切断され，乾燥後に焼却

処分された.シルパーマルチは 3農家とも敷設されたま

ま翌年春季まで放置された 2008年3月28日に 3戸と

もマルチを覆う形で最外列の 3か所に長さ 2mのビニー

jレトンネルを設置した.調査は 4月4日から 5月31日

までの期間について，原則として 1週間ごとに行った.

粘着板は圏収した後，表裏金聞に付着するナモグリパエ

成虫の個体数を記録した

3. 黄色水盤トラップ

供試した黄色水盤トラップ(以下，黄色水盤と省略す

る)は，黄色油性ペンキで底面裏側を除く全面を塗装し

た円形ブリキ製(直径60cmX 深さ 10cm)である.本セ

ンター庁舎及びビニールハウス群の間にあるノボロギク

及びスキ、ナが優占する雑草地 (20mX 20m)に1器設置

した.

2007年における黄色水盤の設置は 3月 1日に行い， 5 

月9日まで調査した.黄色水盤は，泥の跳ね返りを防ぐ

ため，鉄製パイプの支柱台を用いて底面の高さを地上 30

cmに回定した黄色水盤には約 1/3の深さに水を入れ，

家庭用洗剤を適量添加した捕獲虫の回収には，市販の

洗濯機ごみ取り崩小型ネットClmm以下メッシュ)を用い

て小型の昆虫類を全てすくい取り， 70%エチルアルコー

ルを入れた管どンに保存した捕獲虫の回収は，原則とし

て毎日午前9時頃に行い，前日の捕獲数として記録した

2008年における黄色水盤の設置臼は 3月28日で， 5月

31日まで、調査を行った その他の調査方法は 2007年と

同じである

4.下層ジェット気流罰及び後方流跡線

2007年に黄色水盤で、の調査期開中にみられた 4聞の

ピーク (4月21-23日， 4月28日， 5月2日， 5月7日)

の前日における下層ジェット気流国及び後方流跡線を解

析した下層ジ、エツト気流国は， (社)白本植物防疫協会

が運営する植物防疫情報総合ネットワークr;pp-NETJ

で公開されている 850hPa面下層ジェット気流解析デー

タを用いた.後方流動:線は，独立行政法入国立環境研究

所地球環境研究センターの JiyeZeng博士が開発した

Meteorological Data Explorer (METEX)を用いて解析

した.設定条件は，上ノ思町農業指導センター(北緯

410 47' 35"，東経 1400 8' 56" )を起点とし，高度

1，500m，計算時間は 72時間前まで、遡って求めた(以下，

72時間後方流跡、線と呼ぶ)• 

5.春まきハウス栽培サヤエンドウにおける成虫発生消長

2007年，上ノ田町農業指導センター圃場の無加温ピニ

ールハウス(ハウス規格;栢 3.3mX 長さ 50m)で栽培

されたサヤエンドウ「白花砂糖J(3月23日播種， 3)九j槌

え，畝間 l.2m，株間 20cm，1穴3粒播積， 247株/列)で，

葉に認められた食痕及び成虫の寄生状況を調査した.発

茅日は 4月5日でに 1穴のみ欠株となった.成虫の捕獲消

長調査は， 4月 12白から 5月9日まで原則として 7日ご

とに行った. 1穴3偲体を l株としてハウス内の全株

(740株)について業に食痕が認められた株(以下，食痕

株と呼ぶ)の数及び調査特に禁上に止まっている成虫を

認めた株(以下，成虫寄生株と呼ぶ)の数を記録した

好天日の日中は，換気のためサイド部分のピニールはた

くし上げる形で開放した

6.娩秋期にマルチ上を歩行する成虫

10月下旬以後は，サヤエンドウ株元のシルパーマルチ

上を歩行している本種成虫の有無を臨時観察した

結果

1 .越冬成虫確認調査

上ノ国町農業指導センター掴場における 2006年から

2007年にかけての積雪期間は 2007年 1月27日から 2

月4日の期間のみであった.その前後の期間には降雪は

みられたものの積雪には至っていない.本種成虫の捕獲

日を Table1に示した.成虫の初捕獲日は 4月 12日で¥

設置したビニールトンネjレ3か所のうち 2か所(1頭及

び4頭)で捕獲された.その後， 5月2日にビニールトン

ネルの 1か所で l頭が捕獲された. 4月5日から 5月24

日までの調査期間の中で，それ以外の調査日に捕獲個体

はみられなかった.

上ノ間町の現地農家間場における 2007年から 2008年

にかけての積雪期間は， A及びB農家は 2007年 12月27

日から 2008年 3月 15臼の期間， C農家は 2007年 12月

18日から 2008年 3月20日の期間であったその前後の

期間には降雪はみられたものの積雪には歪らなかった.

本種成虫の捕獲日を Table1に示した A農家では捕獲

個体はみられなかった.B農家では 4月4日に 2頭が捕

獲された C農家では 4月 12日に 2頭が捕獲された. 4 

月4日から 5月31日までの調査期間の中で，それ以外の

Table 1 W巴eklycatches of C. horticola adults caught by 

y巴llowsticky traps suspended in thre巴smallvinyl 

tunnels set in an area of plastic mulching films. 

Year Place 
April May 

5 12 20 26 2 9 

2007 KAGC* O 5 O O l O 

2008 April May 

4 12 18 26 3 10 16 23 31 

Farmer A O O O O O O O O O 

Farmer B 2 O O O O O O O O 

Farmer C O 2 O O O O O O O 

本KAGC: Kaminokuni-cho Agricultural Guidance Center 
料 Settingdates of yellow sticky traps: 26. March 2007， 28. 
March 2008. 
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調査Bに捕獲f自体はみられなかった

2.黄色水盤トラップによる成虫擁護消長

2007年は 3月 1日に黄色水盤を設置した 3月中は気

温が低く， 3月下旬までは黄色水盤が終日結氷する日が

続き，捕獲昆虫の閤収作業ができなかったその後4月

初めまでは夜間から早朝にかけて結氷したため， 日中の

解氷した時刻に回収した調査結果を Fig.2に示したナ

モグ 1)パエ成虫の初捕獲日は 4月 17日で，それ以後は毎

臼成虫が捕獲されるようになった.捕獲数は， 4 月 17~

19日には 10頭以下と少なかったが， 4月21日に急増し，

4月22臼に最大のピークを示した. 4 月 21~23 日の 3 日

間の捕獲数は合計 515頭と，調査期間全体の総捕獲数

939 E買の 55%を占めた その後は， 4月28日， 5月2日

及び5月7日にも小さなピークが認められた

2008年は 3月 28日に黄色水盤を設置した 調査結果

をFig.2に示した 成虫の初捕獲日は 4月9日で， 2007 

年と比較して 88早かった.一日あたり捕獲数はおおむ
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Fig. 2 Daily catches of C. horticola adults using a yellow 
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72 h backward trajectories for th色 peakC. horticola 

trap catches by a yellow water pan trap in Kamino-

kuni in late April to early May 2007. 

A: 12:00 20. April 2007. B: 12:00 27. April 2007 
C: 12:00 1. May 2007. D: 00:00 6. May 2007. 

Fig.4 

連邦沿海州南部を通り上ノ国町に至る経路と，遼寧省か

ら朝鮮半島を横断して上ノ国町に至る二経路に大別さ

れ，いずれも中間華北以北の地域に達した.

3.春まきハウス栽培サヤエンドウにおける成虫発生消長

2007年の春まきハウス栽培サヤエンドウにおける本

語成虫の食痕株数及び寄生株数の調査結巣を Fig.5に示

した成虫の食痕を初めて確認したのは 4月 12日(本薬

約 2業/個体)であった. どニーjレハウス内 740株のう

ち1株(食痕株率 O.l%)にみられた本時期は，前;療の

どニールトンネル内部に吊した黄色粘着板での初捕獲日

と問時期である.4月20日(本業約 2.5葉)には食痕株率

1.4%にやや増加し.4月26日(本葉約 3葉)には食痕株

18.8%に急増した本時期は，黄生水擦で捕獲数が急増

した 4月21日から 23日にかけての産後の時期にあた

る S月2日(本葉約 5葉)には食痕株率は 59.l%となり，

5月9日(本葉約 6葉，茎長 20-25cm)には食痕株率 87.8%

とほぼ全ての株に食疫が認められるようになった

サヤエンドウの葉上に静止している成虫を初めて認め

たのは 4月初日で，成虫寄生株率は O.l%であった.4月

26日には成虫寄生株率は 0.9%とやや増加した.5月2日

は成虫寄生株率 11.l%. 5月9日は 19.1%に増加した

4. マルチ上を歩行する成虫

日平均気温が 10
0C以下に低下した 10月下旬以後に

は， 日中においても飛翻せずにサヤエンドウの茎葉に寄

生したままの成虫が多く観察された. 日中の毎正時気温

の平均が5t以下であった 11月中旬にはサヤエンドウ

株元のマルチ表面上を歩行する成虫が多数認められた

茎葉を手で揺すると成虫がマルチ上に落下して歩行する

-158-

ね10頭以下と少なく. 2007年のような明瞭なピークは

みられなかった.

2007年における黄色水盤で、の調査期間中にみられた 4

回のピーク (4 月 21~23 日. 4月28日. 5丹2日. 5月

7日)の前日における下層ジェット気流閣を Fig.3に示

した.4月20Bの下層ジ、エツト気流図では，中国東北部

から日本海を越えて北海道に達する強風域ならびに朝鮮

半島を越えて日本海を北上し北海道に達する強風域が

みられた. 4丹27日の下層ジェット気流閣は 4月20日

のそれに類似し，中聞東北部から日本海を横断して北海

道に達する強風域ならびに朝鮮半島から日本海を北上し

て，北海:道に達する強風域がみられたら月 l日は，中国

禁中方面から朝鮮半島を迂回する形で我が園南方を北上

し北海道に達する強風域がみられた 5月6日は，中国

東北部方面から北海道方向への強風域がみられた

黄色水盤でみられた 4回のピーク前日におけるよノ田

町農業指導センターを起点とした 72時間後方流跡線を

Fig.4に示した. 4月20日に上ノ田町に到達した空気塊

の移動経路は，遼寧省から朝鮮半島を横断して上ノ国町

に至った.4月27日は，ロシア連邦アムール地方から南

下して沿海地方南部から上ノ国町へ至る経路であった

5月1日は，河北省中央部から遼東半島及び朝鮮半島を

横断して，我が園東北地方を北上し，上ノ田町に至った.

5月6日は，黒竜江省を横断した後，ロシア連邦沿海外!の

シホテ・ア 1)ニ山脈を南側から迂回する形でB本海を横

断し，上ノ国町に到達した以上の黄色水盤でみられた

4聞のピーク前日における上ノ国町農業指導センターを

起点とした 72時間後方流跡線は，黒竜江省からロシア



のが観察されたこれらの成虫を捕獲して上ノ国町農業

指導センターの室内に持ち帰ると，その後行動が活発と

なり飛謝するのが観察された

考察

サヤエンドウ栽培後から冬期間も敷設されたままにな

っていたシルパーマルチの内部に成虫が越年していた可

能性について考察する.ビニールトンネル内に吊り下げ

た黄色粘着板で成虫が初措獲された日は 4月 12日であ

った.開じセンター敷地内の雑草地に設置した黄色水盤

では本時期に成虫は捕獲されておらず¥本時期の発生密

度はかなり低かったと推祭される また，粘養板交換の

ためにトンネルを一部開放する時間は数分間であったこ

とから，外部から成虫がどニールトンネル内に侵入した

可能性は低いと考えられる.黄色粘着板に捕獲された成

虫が踊で越年した個体から羽化した成虫である可能性に

ついては，岩崎ら (2008)が北海道で採集した個体群は

蝿態での休眠性をもっておらず，踊の耐冷期間について

もOocでの保存期間 75B処理区では全ての生存個体が

囲踊から脱出できなかったことから，数か月間積雪下に

おかれるような条件での生存は関難と報告している (2)

本稿では本種成虫の越冬個体を直接確認できていない

が，成虫の捕獲状況からみると，シルパーマルチを覆う

形で設置したビニールトンネル内に吊り下げた黄色粘着

板で捕獲された成虫は，シルパーマルチ内部で越年した

成虫であるiiT能性が推察される.

20昨年に行った黄色水盤による日加捕獲調査で

は， 4月21日から 4月23日の 3臼陪に 515頭の成虫が

捕獲された 本現象は，長距離移動によって大規模な個

体群が飛来寝入した可能性を強く示唆している.本調査

結果は，本種成虫の長距離移動による飛来侵入の可能性

を支持しているが， 2007年4月に道央部長市町で行われ

た黄色水盤調査での捕獲伺体数は少なく，明僚な捕獲数

の増加はみられていない (2). 内陸部に位霞する長沼町

とは異なって上ノ閤町は日本海に面した位置にあること

から，飛来侵入時の障害となる山地などの影響を受けに

くく， きわめて多数の成虫が捕獲されたものと推測され

る.上ノ国町でナモグリパエの被害が毎年発生している

ことについては，個体群が飛来しやすい場所に上ノ園町

が位置していることが大きな要盟と考えられる 長距離

移動によって北海道へ飛来するナモグリパエ僧体群の移

出地について，岩崎ら (2008)は春季に本州以南から飛

来するとの推祭を述べているが (2)，本調査において黄

色水盤でみられた 4佃のピーク前日での上ノ田町農業指

導センターを起点とした 72時間後方流跡線 (Fig.4)は，

いずれも中国華北以北の寒冷な気候の地域に達した 見

虫の長距離移動の解析に後退軌道解析などのコンピュー

タシミュレーション手法を用いる研究はイネに寄生する

ウンカ類で進められており，九州北部で発生するウンカ

類の移出地が中国福建省、と台湾の沿岸部であることが推

察されている(7).北海道で発生する長距離移動性害虫

の移出地をコンピュータシミュレーション手法で解析し

た報告は少なく，セジロウンカについて予祭灯での誘殺

ピーク日を起点にした後方(後退)流跡線解析の報告を

知るのみで (10)，それによれば，道南農試の予察灯によ

るセジロウンカの日別誘殺消長でみられた 8月以後の誘

殺ピークは日本海低気圧と関連しており，道南農試を起

点とした 48時間後方流跡線はほとんどが朝鮮半島方自

に伸びていた.一方，筆者のうち水越は，黄色水盤での

ピーク前日における下層ジェット気流図について，捕獲

数の増加時期は異なるものの，長距離移動性筈虫として

知られるコナガ Plutellaxylostellaの合成性フェロモン

トラップで誘殺数が急、増した日の前日にみられるそれ

に類似しており (3)，ナモグリパエの移出地が中国大陸

である可能性を推測している.本種の発育零点は，ナス

ハモグリパエ Luゴomyzabryoniaeやマメハモグリパエ

のそれと比較するとかなり低く，本種は両種より低温に

適応、した昆虫であると考えられることから(4)，本麓の

移出地は中国大陸の中でも寒冷な気候の地域ではないか

とも推測する.中国国内でのナモグリパエの発生状況に

ついて，白浜(1980)は湖南省及び漸江省では普遍的に

発生し湖南省では幼虫態で越冬して 3月から 4月に大

に発生すること折江省では越冬世代成虫の発生感期

は3月初めで¥第 1世代成虫は 4月上旬，第2世代成虫

は4月中旬に発生し早春はエンドウを加害して，その

後ナタネとレンゲに移ると記している (9).本種の殺虫

剤に対する薬剤感受性が低い原因を解析するためには

移出地における殺虫剤の使用実態を知ることが重要で

あるが，本調査において黄色水盤での捕獲ピーク前日に

ついて解析した 72時間後方流跡線が達した中国華北以

北の地域における本種の発生状況は不明である.本種が

アワヨトウ Pseudaletiaseparataやタマナヤガ Agrotis

ipsilonのように中間国内において季節的移動により北

方に順次移動しているのかについては (6)，今後の検討

課題である.

上ノ国町のサヤエンドウ圃場におけるナモグリパエの

春季の発生源として，マルチ内部に成虫で越年する可能

性ならびに長距離移動による飛来侵入の可能性が推察

されたことについて，春季の発生源としての重要度を

2007年の春まき栽培ハウスでの成虫発生状況 (Fig.5)か

ら考察する.春まきハウス栽培サヤエンドウでの食痕株

数及び成虫寄生株数の増加程度は， ビニーlレトンネル内

に設置した黄色粘着板及び露地に設置した黄色水盤で、の

成虫の捕獲数の推移と問じ傾向であった.長距離移動に

よって飛来する儒体群の競模が毎年の発生程度に大きく

関わり，連作臨場ではこれに越冬個体が加わっていると

推察される.マルチを敷設したままの連作開場では越年

個体が春季の発生源となる可能性があることについて
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は，防除対策として連作の防止ならびに晩秋季のマルチ

の暴露と茎葉残さの処分が被害抑制の基本技術として求

められる.
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