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長豆 幸自

栃木県小山市のタバコ畑における

ク口メンガタスズメの発生記録

今井和宏*・笠石義広・原田晴康

高橋竜太・念持恵子

日本たばこ主主業株式会社禁たばこ研究所

The First Report of Acheronlia f，αchesis (F.) (Lepidoptera: Sphingidae) 

Infestation on Tobacco in Oyama， Tochigi Prefectnre. Toshihiro IMAI， * 
Yoshihiro KASAISHI， Haruyasu HA貼 DA，Ryota TAKAHASHI and Keiko 

KURAMOCHI Leaf Tobacco Research Center， Japan Tobacco Inc.; 1900 
Idei， Oyama， Tochigi 323-0808， Japan. Jpn. 1 Appl. EllIo/llol. 55・

65…67 (2011) 

Abstract: Herbivory by the death's head hawkmoth， Acherolllia lachesis 

(F.) (Lepidoptera: Sphingida巴)， on tobacco was recorded in Oyama， 

Tochigi Prefecture. Th巴 larvaeattacked leaves in the lower to middle 

portion ofthe plants. They consumed a large area ofleafexcept the mid-

rib. Typically， one larva consumed several leaves from a few adjacent 

plants. Observation in a 570 m2 tobacco field (l， II 0 plants; var. Tsukuba 

1)， where no pesticides had been applied since transplanting， revealed 

that 80 plants (7.2%) were i吋uredby自nalinstar larvae of this species 

The overall decrease in yield is estimated to be less than 1 % by defolia-

tion due to this pest. 

Key words: Acherolllia lach出 is;distribution; herbivory; tobacco; Nico-
IIana labacu/Il 

クロメンガタスズメ AclleronlIalachesis (F.)は，インド・ノfキ

スタン・ネパール・インドネシア・フィリピン・中国・台湾ー日

本に波る熱帯-i品格東洋区に広く分布するスズメガである (Beck

and Kitching， 2000-2010). 国内の分布は. 1982 if.に刊行された日

本産蛾類火IZI鍛では九州・屋久島と記載されているが. 1997・

1998年に環境翁がきた施した「磁の多様性議査(動物分布調査)J 
では佐賀を除く九州全lれに加え，震媛・高知・広島・山口・和歌

山・三重で記録されている(弁上ら， 1982; 自然環境センター，

2002) .近年になって，分布は急迷に東進しており，関東において

は， 2007:f{'-に神奈川県および千葉県で.2009 if.に埼玉県で，それ

ぞれ発生が記録されており，ナガサキアゲハ Papilio/11日IInolllh/llト

bel宮iiSieboldやツマグロヒョウモン Argyrellshypel仙 IShyperbills 

(L.)などとともに，分布の拡大が潟U.変化と関述付けられて諮られ

ることも多い(岸ら， 2009; 加藤. 2010; 工藤.2010; 尼崎，

2010; 嶋村， 2010). Acheronlia ~誌は，本橋を含めt!t界で 3 磁が記

載されているが，いずれも成虫がミツバチの巣に侵入し， 2授をf夜

食する習性を有するため，ミツバチの巣内で死骸が発死されるこ

とが知られている (Kitching，2003). 栃木県内で、も.2008年にニ
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ホンミツバチ Apiscerana japonica Radoszkowskiの巣箱で死i核が発

見されているが，ヨド有u立大型で飛籾力がおく，長距離飛湖が可能

であるため，元*の生息、主主である西日本から飛来したものと扱定

されている(増決1・中村， 2008).幼虫は広食性で，食主事には，ゴ

マ・ナス・ジャガイモ・トマトなどゴマ科}・ナス科に局する農作

物が含まれているが，農林有害動物・昆虫名鑑には容虫としてリ

ストアップされていない(一色ら. 1965; 井上ら， 1982; 臼本応

用動物昆虫学会， 2006). タバコも本磁の寄主総物とされているが

(Scott， 1941;一色ら， 1965)， I日来の分布域である九州のタバコ産

地を含め，これまで国内で本磁による経済的な被容は発生してい

ない(高橋明，私信). 2010:fj三7月に栃木県小山市の日本たばこ

産業株式会社禁たばこ研究所内のタバコ仰でタバコを食害してい

る本磁幼虫が広範聞から多数発見された.その生息状況および食

25状況について誠査を実施したので，結果について報告する.本

来siUlま，本橋の栃ヌド県内における初めての発生記録である.

本文に先立ち，クロメンガタスズメの栃木県内での記録につい

てご教示いただき，調査記録を残すことを勧めていただいた宇都

?き*学高級滋博士と千葉県の発生状況についてご教示いただいた

千葉県立小央博物館尼崎煙雄氏，タバコJlEJ訟における被害発生状

況に関する情報を提供していただいた日本たばこ絞業株式会社!51

料校体iffil高橋明氏，凝集に協力してくださった梁たばこ研究所の

皆様に厚くお礼を申し上げる.

方 法

2010 i{'-7月2213に栃木県小山rliの日本たばこ産業株式会社禁

たばこ研究所内タノTコ捌(約 18ha)のうち，鍛え付け前のクロ)[..

ピクリン土成くん蒸をi徐き殺的剤・殺虫剤の1~::{ll を 11'っていない

区悩 (570m2 • 品極つくば i 号， IIltll¥J 120cmX株111143cm=仁110

本 .4月 13日移槌， 6月21B;e:;止め，調資H守点で約 20cmまでの

下位葉は収穫済み)において食'[filii績が見取りで概ね 10%を越

える虫色を被害梁とし，その着位について金事長調査した.被害事Kでは

被害葉を中心に加答幼虫を探した.調室f.1J守には，老熟幼虫の焔化

場所(土小)への移動がすでに始まっていたため，食害株の多く

ではJJfI害対l虫をi許認できなかったが，その場合においても被害紫

の形状と食害放，会ill事長の広がりから加容磁と{同体数を:tftil:した.

また，調盗区を 3.6X3.9m(3陛x9株)の 40方形i玄に区切り，各

区内の1ft創出本数 (lfl自体によると1fi~定された食害事長が区をまた

がって分布した場合，食:~i立の多い方のほにいたものとした)から

森下の 18指数をilJ'算し ，F'検定によってランダム分布(ポアソン

分布)であることを示す 18=1との議離の有;な性を調べることによ

り.空間分布パターンを解析した(伊藤. 1980). さらに.7月 16

日から 7月28臼にかけて調査区内外の関場で採集した約 40倒体

の終齢幼虫を 260C.14LlOO条何二下でタバコ葉を銅料として飼育
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Fig. 1. Damage to tobacco leaves by the larvae of Acherontia 

lachesis (A) and Helicovel]フα臥 sultα(B).The former usually 

attacks older leaves in the lower to middle stalk positions and 

consumes a large area of leaf except the mid-rib. On the other 

hand， the latter usually attacks the upper portion of plants and 
leaves holes in younger leaves. 
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Fig. 2. Vertical distribution of damaged toむaccoleaves in the 

stalk position from ground level by the larvae of Acherolltiα 

lachesis. Damag巴 to1巴aveswas observed on July 22， when 
most A. 1αchesis were at the full-grown-Iarval to pupal stage 

Leaves below 20 cm were removed or harvested before obseト

vatlOn. 

し，羽化後に1J11努種がクロメンガタスズメであることを確認した.

結 巣

クロメンガタスズメによる被答葉は，主として最大紫である低

中佼=11&を中心とする着位に広がり，中肋を残して広く菜:身が食い

尽くされる食痕を示した (Fig.lA; Fig. 2). 同じ収穫i時期にタバ

コを食容するチョウ回答虫のタバコガHelicovelpaassuhα(Guenee) 

による被努葉は，項芳三やJU~芽に集中し，食痕が葉脈音1I をj懸けた複

数の穴状になることに加え，被害事長周辺に残された奨の大きさか

ら'*+易に加害種の識別が可能であった (Fig.IB).

被答葉lま調資株 1，110本のうち.80本lこ認められた(被害株主手

7.2%; Fig. 3). 被答株の株当たりの被答薬数(平均支襟~*主偏差)

は2.30土1.34枚で.多くの場合， I鋒銭する 2~4 株に被答が及んで、

いた. 1筒i'frの被害状況および飼育:した捕獲虫の摂食堂から，本

穏 l 個体による食客翠は，最大葉の金主主にして 3~4 枚平安度に及ぶ

報

Fig. 3. The distribution of damaged tobacco plants by the larvae 

of Acherontia 1αchesis in a 570 m2 tobacco field. Small dots 

and filled circles represent intact and damaged plants， respec-
tively. Double circles r巴presentplants 0羽 whichth巴larvaeof A. 

lachesis were observed. Typically， one larva damaged several 
leaves from a few adjacent plants. Overall consumption by a 

single larva is estimated to be thre巴tofour whole leaves or its 

equivalent and the number of五nalinstar larvae in the自eldwas 

巴stimatedto be 30 (do悦edcircles). 

ものと推定された.調査11寺に発見された幼虫は 6個体(すべて終

齢)であったが，被害株の分布と局所的な食答翠から 30個体程度

が終ill告に迷していたものと縫定された(生怠密度約 50個体/1，000 

m2
; Fig. 3). 分布の集中疫を表す森下の 115指数は 0.92，分布のラ

ンダム，rJ:(ポアソン分布)からのOljE離の有主主性を表すF値は 0.94

で，F(0.05， 39，吋口1.402より小さく，幼虫がほぼランダムに分布

していたことが示された.

裁まま区内外で採集した約 40個体の終i紛が1!:hのうち.7月23日~

8月6日に言¥.17 f弘行本がd緑化し， 8 月 16 日 ~26 日に計 14 i!週休

(500，9'i"i')が羽化した.

主管 惣
J 小

クロメンガタスズメのタバコに対する食答は，本年，ヌドIilll場の

ほか，栃木県内および隣接する茨城県内の磁場で縦認されたが，

九州・四国・中国・東海・北陸・1::.1，言越.51r北など他のタバコ産

地では，これまで顕寂化していない(高橋明，私信).調査劉湯に

おける被害株率 7.2%と株当たり被害葉数 2.3枚(本品磁の通常収

穫枚数 18枚)から算出される本積による減収率は 1%以下と推

定された.食害時期が収穫時期に室長なるうえ，資録燦薬が存在し

ないため，薬剤防除はできないが，現状稼度の発生率では駆i除の

必主主性は溶いものと考えられる.食害援が耳52して被害禁や糞がiヨ
1lつようになる終鈴幼虫のi時期が，人の1:'1や予が入りやすいタバ

コの収穫期にあたるため ，i凶本i洋密度が小さいヨド種に対しては，

入手による捕獲駆除が現実的な手段と考えられる.ただし，幼虫

はランダム分布することから，効率的な発見は凶難と考えられる.

タバコは， fjWt6!鳴に芯止めし，老化賞変した下位業から順次q文

I益する. $1仁め後は，来rr繋が展開しないため，収穫期半ば以降，

老化した奨ばかりになり，一般的に食葉性.Es虫にとって餌として

の翻lifl直は低下する.タバコカ浅町立;EJ止め後に伸長する日夜芽を食害

することによって， ]資芳三がなくなる芯止め期以降の熊として価儀

の低下を闘避する戦絡をとっているものと考えられる. Jli~芽を食

干きすることが少ないクロメンガタスズメがタバコを寄主総物とす
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るためには，フェノロジーをより正確に向調させる必姿がある.

タバコの栽培時期は荷ほど平く， ~中縄と関東では約 2 カ月の差が

ある.九州・沖縄における本磁の発生H寺jiHは不明だが，分衛拡大

先の関東においてタバコのフェノロジーと向調したことが，本磁

によるタバコの食客が発生した要国と考えられる.本干す1は，イヒ

性・越冬慾・越冬が可能な環境条件・発育零点および有効積算温

度などに関する情報が得られていないため，今後，さらに分布を

拡大するか，あるいは，答虫として定着するかどうか判断するこ

とは国難である.今後の基礎的な発生生理の解明が待たれる.
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ラミーカミキリ Pαraglen回 jorfllneiは元来日本に生息しておら

ず，江戸時代後期に長崎に侵入したと考えられている(日本鞘主自

民学会， 1984). 日本ではカラムシ Boehmeriαnψononiveαが主要

な餌と考えられているが(保不}ら， 2008)，ムクゲ HibisCllSsyria-

cus などの木本にも幼虫の食~記録がある(小島・中村， 1986). 

穂積 (1979) は，ヨド穏が兵J!i!.y尽から留には普遍的に分布してい

ること，分布は冬期平均気温 40Cの等iRz線より織の地域であるこ

とをぶしたが，この等潟線が本;fillの生活史に影響;を与えるものか

単なる分布J広大の途上であるかは論究できないとした.ところが，

その後も本穏の分布は北上し，その要阪としては幼虫が若手孔した

等主植物の人為移動(穂積， 1979)ゃー温暖化による影響(ード野

谷，2005)が考えられている.温i暖化はR.'kの発育や越冬に影響

を与え，侵入後の定着可能性に関係することが明らかにされてい
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