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ブタスジヒメハムシ飛朔成虫の発生動態と卵巣発育状態

加進丈二*

宮城県古川農業試験場

Seasonal Occurrenc巴 andOvarian 0巴V巴lopmentof Flying Adult of the Two-Striped Leaf Beetle， Me(今thianigrobilin-

Eαta (Motschulsky) (Coleoptera: Crysomelidae). Joji KASHIN* Miyagi Prefectural Furukawa Agricultural Experi-

ment Station; Furukawa Osaki Fukoku 88ヲ Osaki，Miyagi 989-6227ヲ Japan. Jpn. J App!. Entoll1ol. Zoo!. 55: 207-215 

(2011) 

Abstract: To clarify the seasonal change in the dispersal ability of the two-striped leaf beetle， Medythia nigrobilin-
eata， the occurrence and ovarian development of adult insects were investigat巴din soybean日eldsin Miyagi Prefecture， 
Japan. Soybean seedling traps wel巴installed日i'omApril to May before th巴germinationof soybean seeds sown in the 

fields. Overwinter巴dadults were observ巴din the traps from late April to early May， about one month before the normal 

germination of soybean. Two methods were used to collect insects: tapping on soybean plants and the use of sticky traps 

set in the soybean fields. The number of adults of the 1 st generation captured using sticky traps was smaller than fOl 

overwintered and 2nd generations. Among the overwintered generation， fi巴maleadults collected on the soybean 

seedlings had developed ovaries and matllre eggs， whereas the adlllts captllred lIsing sticky traps had poorly developed 

ovaries. Female adlllts of the 1 st generation collected both by tapping on soybean plants and by lIsing sticky traps had 

developed ovaries. The ovaries of the female adults of the 2nd generation were immature， showing no difference be-
tween the collection methods used. The sex ratio of the adults captured using sticky traps showed no significant differ-

ence from that of adults collected by tapping on soybean plants. These results suggest that immature adults have high 

flight activity， and that overwintered and 2nd generation adults are involved in the flight dispersal of the species 

Key words: Medvrhiαnigrobilineαta; flight activity; ovarian development; soybean; sticky trap 
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フタスジヒメノ、ムシ MedythialIigrobilineata (Motschulsky) 

(コウチュウ目:ハムシ科)は，日本，朝鮮半島， rl・I同北

東部，シベリアに分布し，ダイズ Glvcine111仰の害虫とし

て知られる(木元・滝沢 1994). 木種はダイズほ場やそ

の付近の土中や落菓子fで、成虫越冬し(i，liU iJJ. 1 940， 武井

ら，2002)，翌春，発芽期頃のダイズほ場へ侵入した後.

落葉期頃までに 2-3世代を経過する(湖山， 1939;永井-

J平井 ，1989; 斎藤ら‘ 1989; 若松ら. 1990; 会ijt也・持削 ，

1992;杉本ら， 1994;武井ら， 2002;加進ら， 2009). 成虫

の加害部位はダイズのj也凶rlで，生育初期段階における茎

の食害はよ部組織の萎凋枯死を招き(湖111，1939)，禁の

食容は着茨数.着粒数の減少(吉目木・小林， 1955)，爽

の食害は黒斑粒や腐敗粒の発生(鈴木・佐藤. 1980; 佐

jf:長・布施. 1983; 省総ら ，1990) およひ守ー実の小粒化(佐

Jir.i・布施. 1984; 佐藤ら ，1989;若松ら， 1990) の原因と
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なるなど .発生時期や加害者li位によってその被害は様々な

形で現れる.また，幼虫は上中に潜り根に着生する根粒を

食害するため，ごれを原閃としたil

ら.20∞02引)も悶題視されている.

近年，常城県では成虫による茨の食筈にやI~って黒~f粒が

発生 し，子突の品質低下要|主!として問題となっている.本

植による子実被害の発生について，小野 (2009)は被害量

と作付け年数の聞に利l関はなく ダイズを初めて作付けし

たほ場でも連作ほJ.J，;}と間程度の被害量となることを報告し

ている.本種が幼虫，成虫ともに利用できる食草として知

られているのは.ダイズ以外ではツルマメ G!)'cinesoja (永

弁・ Jl井， 1989) のみであるが，宮城県のダイズ主産地で

ある平坦部水田地帯ではJI庄IU'I'や農道にツルマメが自生して

いる場所は少なく，ツルマメが本種の発生源となっている

可能性は低い.また ，宵城県のダイズ栽培は，その多くが

数 ha-数十 ha脱桜に団地化された大面積の集回転作に

よって行われ，殺士音ほ場はイ才、やムギ類との愉作によ って
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1-2年で移動することが多い. したがって，ダイズほ場周

辺で、越冬した成虫が，翌春新たにダイズが作付されたほ場

へ侵入する ためには数イ ~数百 111のli'l:i離を移動する必要が

あり，歩行 WO3LLI，1939) だけではなく飛矧による移動が

関与していると推察される.*種の飛朔に関する知見はな

いが，八尋 (2007) は水問地帯に設置したライトトラップ

で本輔を多数捕獲したことを報千!?しており，これは飛矧行

動の存在を示すものである.本種が飛捌によって移動し.

それがダイズほ場における光生動態や被害量に何らかの影

響を与えているとすれば，その実態に応じた対策をとるこ

とが被害を抑制する上で重要である.

木研究では.木種の飛捌移動の実態を解明する足がかり

としてー越冬後成虫が地上活動を開始する時期1句ダイズ(ま

JLjにおける成虫の発生動態について調査した.また.飛ifrJ

移動が生殖組織の発育段階に関連して起こ ることは多くの

昆虫でまuられており(.Johnson，1969)，本種についてもそ

の関辿性を明らかにできれば発生予察技術を臨立する tで

の基礎的な知見となり何る.そこで，越冬時期からダイズ

(ま場での発生期間を通して雌成虫の卵巣発育状況を制査

し，飛朔行動との関連性について検討した.

本文に先立ち.本研究の実胞にあたり多くのご指導と賀

市:なご助言をいただき，さらに木稿のご校聞を賜った宮城

県古川農業試験場の城所|在氏，本稿のご校聞を賜った農

業・食品産業技術総合研究機府中央農業総合研究センター

の波注)IR也博士，統計解析手法について多くのこ"WJ言をい

ただいた農業・食品Fti.業技術総合liJf究機構rl1央農業総合研

究センターの光永貴之博J;，関連文mxや資料の収集にご協

力いただいた東北大学名営教J受の松田一寛博士句東北大学

大学院農学研究科のJ組~:ftJ敏隙士.岡山県農業総合センター

農業試験場の水井一哉1(IJt:l: 農業・食品産業技術総合研究

機構近議lトI同阿国農業研究センタ一刻地淳志氏に!享く御礼

1~3 し上げる.

材料およびH法

1. 越冬後成虫の地上活動開始時期

越冬後成虫が地上での活動を開始する時期を明らかにす

るため ，2007-2008年の 4-5月にかけて宮城県一古川農業

試験場(古城県大崎市，北緯 38036'，東経 140055') 内の

ダイズ連作ほ場(面積 8.4a) において.越冬場所における

よrl1の成虫宿度とダイズ苗を凶いたトラッ プ (以下 1 苗ト

ラップという)_1:-，の成虫需度を調査した.また， 2008年に

は地上への出現時期前後における雌成虫の卵巣発育状態の

変化を調査した.剖査ほ場は，両年ともに前年秋にロータ

リ-Mによってダイズ株を剣>>，き込み，その後作物を作付せ

ず春まで放置した棟地状態であった.

こl 二J.j:1 の成1~密度調査は，両年ともに 4 Jl 3日-5月21日

まで 3-8[1 間隔で浮遊法(馬場 ・平 II(~ ， 2000) により 次

の手順で実施した.まず (ま場内の 10地点 (2007年の最

初Jの 21凶は 5地点)から，木枠 (20cmX50 cm) 内の表土

(深さ 5cmまで)を採収した.次に採取した土を地点別に

たらい(直径 40cm，深さ 13cl11)に人れて水を張った後.

静かに撹枠して水面に浮l~た成虫を捕獲した.土の採取地

点はそれぞれ 3-5mの間隔を設け毎回異なる場所から係取

した.

ttiトラップ。Jこの成!1'(宿度調査は ，2007 if.は 4月6日-5

月 211:1， 2008年は 4)=1 2 I日-5}=I 22日に次の子)11f，iで

行った.プラスチック与えlポット(直径 9.5CI11.高さ 7cl11)

にダイズ種子(品種:ミヤギシロメ)を 2粒揺種し ，室涜A

20-250Cに*IJ御したガラス泊室内で初生葉展開期~第 l本

手伝展開期になるまで市を養成した.こ の苗トラッ プ20iWI 

をほ場中央部に 2m m1隔で 4 列 X5 列に配置し，了一~が土

に隠れる程度の深さでポットごと埋めて設置した.調査は，

見取り法によりダイスー上の成虫数と初生葉および本葉の食

痕数を計数した.食痕は 円形の貫通孔で最大 5111111科皮

までのものを本種によるものと判断した.両年ともに 5月

111旬頃からカタツムリ類による食筈が認められたが，木樋

によるものと比較して食浪はl切らかに大きく不整形であっ

たことから判別は可能であった.2007年の当初は市トラッ

プ設置後 3日後と 6E:/ 後に調脊したが降霜により莱が傷む

j場合があったため句 4;=1下旬以降は調査後毎回新しい刊に

交換し，設置 313 後に調子ぎした. 2008年は制査期間を通

して調査のつど新しい111に交換し，設置 3日後に調査した

卵巣発育の調査は 2008年にのみ行った.土rl'lの成虫密

度調査で採集した成虫を実体顕微鋭下でW(o;1!Jして出.1Wf:を判
別した後.雌成虫の卵巣発育状態を調べた.また， }え虫:密

度調査に使用した古!iトラップのダイスeを調査地点から 10m

ほど i~ltれた同一ほ場内の|羽に 60 株移植し，この l目上から 5

月 81:1と5月 16日に成虫を採集して卵巣発育状態を調査

した.卵巣の発育段|階皆は野凹.石井 (υ19兜81リ)がシラホシカ

メムシ E¥凶Jιな叩saωrcωcoωn凶S ¥ν印J但6ω叩F円川1げ的fμ11τd正

j成戎がみられないカか当明11瞭l僚京てで、ない， 1I:明らかに卵形成が認め

られる。 IIl:卵巣内に成熟卵が認められる，の 3段階に分

瀕した (Fig.1). なお，後JZsのダイズ生育期間における調

査を含め，体内に内部寄生省(未同定，ハチ目)が存在し

た雌成虫は全個体で卵形成が認められず.卵巣発育への影

響が疑われたことから被寄生illil{:本は言|一数から除外した.

2. ダイズほ場における飛朔成虫の発生動態

ダイズ生育期間中における飛朔成虫数の推移を調べるた

め， 2008年に古川農業試験場内のダイズ連作 5年目となる

ほ場(而積 50a)の一部に粘着トラップを設置して飛期成

虫を捕獲し，その変化をダイズほ場における成幼虫発生密

度と比較調査した.ダイズ(品種:タンレイ)は条問 75

cm，移転問 20cm(株辿iたり 2本立ち)の栽植宿度で 5)l 22 

日に播種した.殺虫剤および殺菌剤は無散布とし，他は慣
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Fig. 1. Ovarian dcv巳lopmcntof fCl1lalc adult of Medvtlziμ nigrobilineatα1: il1ll1lature stage. II: developing stage. lII: l1laturc cggs 
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行法により管理した.調査ほ場は， 5月 19卜lにロータリ-

~Jfを行い，播種当日にアッフカットロータリーで3室J出した

ことから. i雷碩!n~\'J;，:\においてほ場内の ~\ff 草発生はなかった.

ただし. iま場周囲の11庄畔や農道には木種が摂食可能なマメ

科植物としてシロツメクサ行i[olilllJ1l・'epens (斎藤ら. 1989) 

が発生 していた.

粘着 トラッ プを用いた飛j;tJ成虫の調査は次の方法で行っ

た.ダイズ発芽始則の 6n 3日に，粘着 トラッ プをダイズ

播種畝J'.iこ6か所設置した (Fig.2A). トラッ プにはIpffi

15cmの黄色粘着リボン (Rollertrap，Koppert社製)を長さ

4mに切断したものを使用した.粘着リボンの設置高は下

辺の高 さを基準とし，地上 0.2m， 0.5 m， 0.8 mの高 さで鉄製

ノTイプの支れに固定した (Fig.28) 粘着トラッ プ設置後

3，7， 10， 14日目に捕獲した成虫数を設置高別に計数し，全

日古If本を ピンセットで採集して後述の卵巣発育調査に供した.

粘着リボンは 141::1日の調査後新品に貼り替え，以降.同

様の調査を落葉期の 10月7日まで繰り返して行った.な

おー粘着トラッ プ直下および周辺から発生したダイズや雑

草は調査期間を通じて随H寺取り|徐き，歩行による移動11i'i1休

を捕えることのないよう配慮、した.

ダイズ上の成幼虫発生密度の調査は，粘着 トラッ プから

10m以上離れた場所で行った (Fig.2Al.成虫の調査は可

ダイズ初生業展開期~第 3 本葉展開則 (6 月 13 日 ~7 月 4

日)の期間は 3~4 日間隔で見取り 法によってダイズ 100 株

(25 株 X4 か所)上の成虫数を百|数し，第 4 本葉展開}章一J~

成熟期 (7 月 11 日 ~10 月 15 1:1) は 6~7 1]間隔で 30株

(10株 X3か所)を払い落とし法により調査 した.払い落

とし法は.畝聞に白色寒冷紗で作製したシート (1幅 80cmX

長さ 150cm) を敷き，両側のダイズ 10株(左右各 5株)

を長さ 120cmの棒でたたき.シートに落下した成虫数を計

数した.幼虫の調査は 7月3[1 ~10 月 3 日 までほぼ 7 日間

|痛で行った.生育中!市な任意の 5株をスコッ プで根音15から
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ていねいに掘り取り，根部の土を水道水で洗い流した後，

ヘッドルーぺを用いて根粒内の幼虫数を計数した.

3. ダイズほ場における雌成虫の卵巣発育状態

ダイズほ場において，飛期成虫とダイズ上の成虫につい

て卵巣発育状態を以下のとおり比較した.

飛期成虫は，前述した粘着トラップで捕獲した全ての個

体を調査対象とした ダイズ上の個体は，調査ぼ場 (Fig

2A) の任意の株から，越冬後成!k発生時期 (6月 16，20， 

27日)，第 l世代成虫発生時期 (7月25，29日， 8月5日)， 

第 2世代成虫発生H寺期 (8月20，27日， 9 fJ 4， 12， 19， 26 

日)の合計 12回， 1 回当 たり 13~41 頭の成虫を捕獲して

調査に用いた.卵巣発育の観察は前述した越冬後成虫の場

合と同様の方法で、行った.なお 粘着トラッ プから採集し

た個体には捕獲後の著しい乾燥で卵巣発育段階の判別が困

難なものが含まれ，これらは雌雄の判別のみを行い，卵巣

発育調査の計数から除外した.

4. 統計解析

粘着 トラップで捕獲した飛朔成虫について，粘着リボン

の設置高 (3段階)による捕獲個体数への影響を検討した.

調査日ごとのデータには全く捕獲されないHのデータが多

く含まれていたことから，各世代の総{!古|体数に rl-jめる高さ

別の{!団体数比率について C検定を用いて解析した.粘着ト

ラッ プで捕獲した個体とダイズから採集した個体の性比の

速いを検討するため，世代別および採集場所別の性比につ

いてロジスティック 回帰分析を用いて解析した 粘着ト

ラッ プで捕獲した雌成虫とダイズから採集した雌成虫につ

いて採集場所と世代による卵巣発育の遣いを検討するため，

採集場所と世代を要因とした二元配置の拡張型.JKruska1-

Wal1is検定 (Sokaland Rohlf， 1995) を適用して解析した.

解析には主として JMPv巴r.5.1(SAS Institute) を用いたが，

一部手計算を用いた.

げ
川j
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Fig. 3. Seasonal changes in density of ov巴rwinteredadults of Meー

dythiど1nigrobilineatαin soil (A)， density and numbcr of fccd-
ing marks on soybeanseedling traps (8 and C， respectively) 
and the daily mean temperature (0) in 2007 and 2008. 

た. 2008 年は 4 月 18~21 日に少数の成虫を確認したが，

密度が大きく高まったのは 4 月 28 日 ~5 月 5 1:1の期間で

あった.その後 5月 19日までは横這いで推移し， 5 P'J 22 

1二|に再び大幅な噌加がみられた.

市トラッ プの食痕数は句 2007年， 2008年ともに，成虫

宿度の変動にほぼ同調して推移した.ただし， 2008年の 5

月 8~16 日の期間は成虫密度が横這いであったのに対し，

食痕数の減少が認められた.

土中の成虫宮度が低下する時期は両年とも 4 月下旬~5

月上旬で，苗トラッ プ上の成虫密度と食痕数の増加が明瞭

1. 越冬後成虫の地上活動開始時期

越冬場所における土巾の成虫密度，苗トラップ上の成虫

密度および食痕数の推移を円平均気温の推移とともに Fig

3に示 した.気温データは古川農業試験場内に設置されて

いる気象庁アメダス観測所古川(観測所番号34216) の値

を用いた.

土中の成虫密度 (0.1m2当たり平均頭数)は ，2007年の

場合， 4 月 3 日 ~5 月!日までの期間は 0.9~1.2 頭の範囲で

推移した後， 5 FJ 1 1::1 ~8 1:1にかけて大きく低下し，その後

は低密度で推移した. 2008年の場合， 4月31:1 ~30 日まで

の期間は 0.7~2.1 頭の範囲で推移し， 4 月 30 日 ~5 月 7 日

にかけて大きく低下した後は{)f密度で推移した.

苗トラ yプ上の成虫密度は 2007年の場合町 5月4日に

初めて成虫を確認 した後， 5月21日にかけて徐々に高まっ

果結
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Table 1. Ovarian developmcnt of ove附 nteredMedy!lIia nigrohi 

linea!a female adults collected from soil and soybcan seedling 

traps in a field where M. nigmhilin凶 !ainfestation was ob 

served in the previous year 
円。

Ovarian development' (%) 
No.of 

observations 
Date 

Collection 

SIte 
I
 

I
 

I
 

Soil n
U
A
U
A
u
n
u
n
U
A
U

ハU

II 

0 

0 

0 
0 

O 

0 

66.7 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

33.3 

A
崎

氏

U

今、J
《
J

日
J
I
-
-
J

ー

1
J
n
U

勺，、、
J
n
U
寸
F

吋

3

-
t
a
'
l
q
，L
今

‘

J

1

l

Apr 

0 

3 

B 

2 

May 

20.0 

66.7 

'See Fig. 1 

40.0 

28.6 

40.0 

4.8 

5 

21 

8 

16 

May Soy bean 

seedling 

9 19 

Ocl 

Fig. 4. Seasona1 changes in the densities of adults and larvac of 

Medythia川 glりbilineata(A)， and number of adults captured 
using sticky traps (8) in a soyb巴an自己Idin 2008. The density 

of adults was examined by visual counting from June 13 to 

July 4 and by tapping on soybcan plants from July 11 to Octo-

ber 15. 

9 19 29 

Sep 

10 20 30 

Aug 

11 21 :1I 

lul)' 

O 
11 21 

Junc 

Table 2. Difti巴rcnccin the nUl11ber of M叫がhiαnigrobilin削 ta

adults captured by height of sticky traps and generat旧 n111 soy-

bcan field 

No. of observations by height of sticky trap' 

(Ratio) 

Total 

18 

86 

'The rati05 by the height of sticky trap and generation were not signif-

icantly different by G-test (p>0.05) 

生が 2回であることから 成虫発生の l回目は越冬後成

虫， 2回目は第 l世代， 3回目は第 2世代であると判断で

きた.

粘着トラップでは，成虫が粘着リボンの支柱付近に集中

して捕獲されることはなく，捕獲されたものはすべて飛開

成虫と判断した.飛朔j求虫の消長は Fig.48にぶした.飛

朔成虫はトラップ設置直後の 6月6日から捕獲され.その

数は 6月9日に明瞭なピークを示した.その後数は著しく

に現れたHキ期と一致した.調査期間における気調の変化を

みると，両年ーともに 4月末頃までは日平均気温が概ね

5-IOOCの範囲で変動したのに対し.4月末以降の平均気

温は多くが IO-150Cの範[tt!で変動しており， 4月末以降の

気焔の上昇は明らかであった.

土1:[:1およびほ場の|羽に移植したダイズ苗からほ集した越

冬後成虫の卵巣発育度の行{ニ移を刊ble 1に示した.土仁1:1か

らは 4月 3日-5)=1 13日まで 7回にわたって合計 87個体

を採集した.このうち雌は 431[~[f4;:で，内部寄生者が存在

した 21間体を除く 41i[古[i，J;;について卵巣の発育状態を調査

した. 4 J=l 3日-5月7EIまでは全ての個体が発育段階 Iで

あった. 5月 13日の調査では 3個体のうち 2ilo[体で発育段

階 JJに進んだ例体がみられたが 成熟卵を保有する f[81f.本

(発育段階 m)は確認、されなかった.ダイズ前からは 5!'l

8 !:]と 16日に合計 37個体を採集し .このうち雌 26側体に

ついて卵巣の発育状態を調査した.同調査日で発育段階

ト IIIの11M体が存在したが 卵巣発育度は 5月8日では発

育段階 ]-IIが主体であったのに対し， 5月 16日では発育

段階山が主体で、あり.日数の経過とともに発育の進展が

認められた.

2. ダイズほ場における飛朔成虫の発生動態

ダイズほ:場において見取り法および払い落とし法で調査

した成虫密度と，根粒内における幼虫宮度の消長を Fig.4A

に示した.成虫は発生数が少ないものの 6J-l中旬に認めら

れ，その後 7月下旬と 8月ド旬-9月上旬に 2回の顕著な

ピークが現れた.成虫宿度は l回目より 2ITII目， 2回目よ

り31f.i1目で高まる傾向が認められた.幼虫は 7月上旬~下

旬と 8月上旬~下旬に 2回発生した. 3 ITII日の成虫発生

ピーク以降は幼虫発生が認められなかった.このように，

成虫の発'-[二時期が明瞭に 3回に区別できること，幼虫の発

70 

0.8111 

23 

(0.33) 

6 
(0.33) 

26 

(0.30) 

0.5111 

26 

(0.37) 

6 

(0.33) 

40 

(0.47) 

0.2日1

21 

(0.30) 

6 
(0.33) 

20 

(0.23) 

Overwint巴r巳d

Generation 

15t 

2nd 
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減少して 7月4日まで低位で惟移した.次に飛朔成虫が現

れたのは 7月281::1-8 J=j 8 1=1， 3 [i]日は 8J-j 29 1:=1-9月22

円であった.これらの期聞は，児取り法および払い落とし

法で抑えた成虫の発生時期と重なり，明瞭に 3回に|ぎ別で

きることから，飛期成虫は越冬後成虫，第 Ittt代および第

2位代のいずれの時期にも発生することが明らかとなった.

各自代のピークH寺における!日当たりのトラップ当たり平

均飛期成虫数は.越冬後j或虫が1.8頭，第 l位代が 04頭，

第2世代が1.1頭と，越冬後成虫が52も多く ，第 l世代が

最も少なかった.粘着トラップで捕獲した飛1羽成虫の各世

代別の総数は，越冬後成虫で、 70{1m f本.第 l 世代で 1811~j

休.第 2世代で 86個体と第 2世代が最も多く，第 1m代

で最も少なかった (Table2). また，粘着トラップで捕獲

した飛矧成虫数は，いずれの世代についても粘着リボンの

設置高 (0.2m， 0.5 m， 0.8111の 3段階)問に有意差は認めら

れなかった (G検定， df=4， )L度比 X2=2.19，p=0.701; 

Table 2). 

3. ダイズほ場における雌成虫の卵巣発育状態

粘着トラップで捕獲した飛矧成虫とダイズから採集した

成虫について，世代別の性比を Table3に示 した. '~I:比は

採集場所聞に有意な差はなく Itt代聞についても有意な差

はなかった(ロジスティ ック回帰分析，場Jiji': df= 1， Jt. 

度比ポ=1.61， p=0.205，世代 df=2，尤度比ポ=040，

p=0.818，場所×世代 df=2，尤度比 X2=349，p=0.175). 

粘着トラップとダイズから係集した成虫のうち，雌成!上:

の卵巣発育段階別の個体数を各世代別に Table4に示した.

越冬後成虫で、は，飛1羽成虫で成熟卯を保イ可したfI古j{*は確認

されず発育段階 Iの未成熟{I国体が多くを 111めたのに対し ，

ダイズから採集した成1~では成熟!:m を保有する倒体が半数

以上を占めた.第 l世代では 飛期成虫のうち雌j戎虫は 5

fI訪日本と少数で、発育段階 lの未成熟個体はtm唯一されず.発

育段階[]-1IIの個体がおH獲された.ダイズから採集した成

虫では発育段階 I-IIIの{I古川本が捕獲されたが，そのうち

ll-IIIの倒体が多くを占めた. !;l1i 2世代ではー飛矧!戎虫と

ダイズから採集した成虫のいずれも成熟卵を保有する情|体

は1確認されず，発育段階 Iにとどまった側体がほとんどを

占めた.採集場所および世代による卵巣発育の述いを解析

したところ，採集場所と 111:代の交互作用が有志となった

(一元配置の拡張型 Kruskal-Wallis検定.場所 df=1， 

H=7.39， p<O.OI; 世代 df=2，H=384，p<0.01; J~)所 x 111: 

代 df=2，H= 16.92， pく0.01).採集場所と世代の交乃;作用

が有志であることは，採集場所と卵巣発育の関係が|世代に

Table 3. Numbcrs of adults and sex ratios of Medvthia川 gl口bil川町tacaptured using sticky trap and 011 soybean plants in日eld

No of adults collcctcd 

Collection site Generation Scx ratio' (fcmaleltotal) 

Males Femalcs 

Sticky traps Overwintered 35 35 

1 st 7 I1 0.61 I n.s 

2nd 33 53 0.62 

Soybean Overwintcrcd 23 27 0.54 

1 st 39 42 

2nd 110 88 0.44 

"No signi自cantdi仔巴renccsin sex ratio of adults by collection site and gencration by logistic regression analysis (p>0.05) 

Table 4. Ovarian development of female adults of M町1¥'lhialIig/'obililleata captured usil1g sticky trap and on soybean plants in日eld

Generation Collection site No. of observations' 

Ovcrwintered Sticky traps 31 80.6 

Soybean 20 。。
1 st Sticky traps コ 。。

Soybean 40 17.5 

2nd Sticky traps 45 911 

Soybean 87 90.8 

組 Femaleadults parasitized by endoparasites were excIuded in the calculation 

b See Fig. 1 

Ovarian developmentbC (%) 

II 1II 

19.4 

35.0 65.0 

60.0 

42.5 40.0 J n.s 

8.9 。~] 11 

9.2 0.0 

ばホ・ indicatcs signi自cantdifferences in ovarian development among collection method and gen巴ration(pく0.01，Kruskal-Wallis test with two-way 

ANOVA design for rankcd data) 
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よって巽なることを意味している.そこで，越冬後成!:Iー:を

除外して再度解析を行ったところ，採集場所と世代の交互

作用は有意ではなく， i.tf代のみが有志となった(一元配

置の拡張型 Kruskal品 1allis検定，場所 df=l，H=0.417， 

p>0，05; 位代 df=l，H=53.77， p<O.OI; l易所×↑竹代:

df= 1， H=0.447， p>0.05). したがつて'採集場所による卵

;巣耗発育の主差一は越冬f後妥成!虫;よ虫L包:のみで

↑判11:代でで、は採集場所所一による差は認められなカか当つた. また，第

l 世代と第 2世代では，↑竹代問で卵巣発育段階に差が認め

られた.

考 京

本研究では，フタスジヒメハムシの飛if;tJの実態を明らか

にすることを阿的とし.ダイズぼ場における成虫の発生動

態と卵巣発育の関係について調査した.

IjíIi~二ダイズを作付けして越冬場所となっているほ場にお

いて， 二上11-1およびダイズ存iトラップ。」こにおける成虫密度の

変動を調べた.土 1:1: 1 の成!1~宿!支が明瞭に低下する n~HgJ は 4

}=j下旬-5月 卜今旬で、 (Fig.3A) ，このlI#j月jは斎藤ら(1989) 

が山形県庄内地方において調査した結果と一致した

1i， Wiトラップ上の成虫密度と葉の食痕数の変化を調べた

ところ， 12i トラッフー」二の成!1~宿度と食痕数が地加する H寺J~j

は 1:1'11の密度が低下するH寺JYIとほぼ一致した (Fig.38， C). 

剥査期間中の気温の変化をみると， 4月末以降は，それ以

前と比べて日平均気渦が而く推移していた (Fig.3D). こ

れらのことから，越冬後成!Í~が地ーと lこ現れる 11寺 J~j は 4 月 F

旬から 5JlJて旬で，この行動は気iliA上昇にともなって起こ

ると考えられた.ただし， 2008 年の場合，低il~'tがあ'，;\、た 5

月 8-16I二i の期 1m. 成虫密度はi141遣いで1(í~移したのに対し.

食痕数は-11寺的に減少した.このことは町地J:.(こ.!Jiれた越

冬後成虫の摂食行動は低温に遭遇すると停滞するが.低温

によって成虫が!ヰび土 ~I:Iへ移動することはないことを示 し

ている 宮城県においてダイズの揺種が始まるのは 5}=IIと

旬以降であり句越冬後成虫が地上に1'1'1現してからダイズが

発芽期を迎えるまで約 lか月の期間を有する.斎藤ら

( 1989) は，この期間.ほ場11山1'1:のシロツメクサに成!:L~が

多く認められること報告している. したがって句越冬後成

虫は，地上へ I~I:I現した後，越冬場所周辺の11庄l畔などへ移動

すると考えられるが，その実態については今後詳しく調べ

る必要がある.

越冬場所における雌成虫の卵巣発育を観察したところ，

土巾から採集した個体では成熟卯を保有したものは確認さ

れず未成熟であったのに対し句前トラッ プから採集した仇|

体は多くが成熟卵を保有していた (Table1). この結果か

ら，越冬後成虫が地上に現れてダイズを摂食した後に性成

熟が進んだものと推察された -jj，ダイズほ場において

粘着:トラップーで、捕獲した越冬後成虫で、は卵巣が未成熟で、

あったのに対し，ダイズー!こから録集したJllli成虫の卵巣は明

らかに発育しており，成熟卵を有する個体が多く認められ

た (Tab1e4). この結果は 越冬後成虫は地上に出現した

後も卵巣は未発達の状態で過ごし，飛朔によってダイズほ

場へ移動した後に卵巣発育が進むことを示 している.ただ

し，シロツメクサなどを摂食した雌冬後成虫が卵巣発育が

進んだ状態で歩行によりダイズほ場へ侵入する可能性も考

えられ.今後，食草の遣いが性成熟や産卵に与える影響を

調べて越冬後成虫の生態を明らかにしていく必要がある.

粘着トラッ プを用いてダイズほ場における飛期成虫数の

変動を調査した結果，いずれの発生出代でも飛矧行動が認

められたが.その活動性は世代により異なっていた.ダイ

ズでは越冬後成虫句第 ltH:代，第 2世代とIlt代が進むにし

たがって成虫官度は高まることが知られており(力[1進ら.

2009) ，今回の調査でもダイズ上の成虫密度は同線の消長

をノJ~ した (Fig.4A). これに対し町飛期成虫の ピーク時の

個体数は越冬後成虫，第 21ft代，第 l世代の順に多く，世

代別の総111¥1体数は第 2世代 越冬後成虫，第!世代の11阪に

多かった (Fig.48). 粘着トラップにおける粘着リボンの

設置高は調査期間を通じて同定したことから句ダイズの草

沼古11との相対的な位置関係はダイズの生育とともに変化し

たと需える.これに対し 捕獲されたJ1U;J;J成虫数はいずれ

の世代でも粘着リボンの設声高間で差は認められず，捕獲

効率は調査期間を通じてほとんど変化しなかったと考えら

れた (Tab1e2). これらのことから，越冬後成虫と第 2世

代の飛捌活動性は第 l世代に比べて高いことが示された.

ただし，越冬後成虫と第 2Itt代の聞には飛矧活動性に異な

る特徴が認められた.越冬後成虫では，ダイズ発芽直後に

飛矧成虫が集中して捕獲されたが，その後急激に減少し

た.これに対し，第 2世代では成虫の発生期間を通じて飛

if;j;J成虫が捕獲され，その数はダイズ上の成虫宮!支とほぼ同

調して変動した.

このような飛矧活動性の変化は句次に述べるように卵巣

発1苛の変化と連動して起こることが舵察された.越冬後成

虫では，飛矧成虫に比ベダイズから採集した成虫はI~~j らか

に卵巣発育が進み成熟卵を有する似体が多かった.これは，

ダイズ発芽直後に一斉に飛ぬjが起こった段階では卵巣が未

発育の状態であるが，ダイズほ場へ侵入後は急速に卵巣発

育が進み，同時に飛朔活動性が低下したことをポしている

と考えられた 第 l世代では.飛捌成虫とダイズ上の成虫

の聞で卵巣発育に明瞭な差はなくいずれも成熟卵を有する

個体が!確認されたが，飛朔個体数は他の世代と比べI~J らか

に少なく，ダイズの生育期間の中で最も飛if;JJ活動性が低い

時期であると考えられた. ~2 世代は成熟卵を保有する 11日

体は認められず、生殖休眠の状態にあることが確認され，こ

の世代は発生期間を通じて飛朔個体が捕獲され飛湖活動性

が高いことが示された.このように本種の飛矧行動は卵巣
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が未発達の状態で起こりやすいことが明らかとなった.水

稲害虫のイネミズゾウムシ LissorhoptrusOIJ'zophilusの場合，

越冬地における越冬後成虫は飛朔筋が発達し卵巣は未成熟

な個体が多いが可水旧へ侵入しイネヒから捕獲された個体

では卵巣の発育とともに飛矧筋は衰退し飛矧活動性が低下

すると考えられている(松弁ら， 1983). 今回の調査では

フタスジヒメハムシの飛矧筋の発達状態を観察していない

が，卵巣の発育状態と飛期成虫の発生消長からイネミズゾ

ウムシと同様の関連性があることが示唆された.なお，今

回の調奈では雄成虫の生殖組織の変化については制査して

いないが，成虫の性比は粘着トラップで採集した個体とダ

イズから採集した il~1体との聞に差は認められなかった

(Table 3). したがって，飛矧活動性に雌雄聞に差は無く，

雌雄の子A矧行政jはほぼ同時に起こるものと考えられた.

以上の結架から，宮城県においては越冬後成虫と第 2世

代で飛朔活動性が高く，主にこれらの世代が飛矧移動に関

与すると考えられた.パレイショ 50lanull1 tuberosul11の世

界的な重要害虫として知られるコロラドハムシ Leptinotarsa

decellllineatuでは，前年作付したほ場が主な越冬場所で，

越冬後、成虫の移動は主に歩行であることから，輪作は初期

の発生密度を制御できる有効な耕種的防除法であるとされ

る (Hare，1990). しかし，ブタスジヒメハムシの場合，越

冬後成虫が活発に飛削移動するのであれば，輪作によって

初期jの発生密度を抑制する効架は期待できない • -fj，ダ

イズの播種11寺に殺虫剤を施用する技術は初期の発生密度iJII

制に対して有効で、あるが(武井ら ，2002; }1IJ進・小野.

2011) ，英を食害する第 2世代成虫 ()JII進ら， 2009) が殺

虫効果消失後に増加した場合は子実被害に対し十分な:lJII制

効果が得られない場合がある (}JfH(t.小野 ，2011). この

ような子実被害に対し，第 2世代成虫の飛矧移動の関与は

不明で、ある.今後， J越冬場JYI'とダイズi;tj易，またはダイズ

ほ場開における飛矧移動の実態を把怪し ， 越冬後成虫と~

2世代成虫の飛)';]:Jが子実被害に与える影響を明らかにした

上で本碩に対する有効な防除技術を検討する必要がある.

また，木研究は年間 2世代の発生条件下で行ったが， 3世

代発生する地域では異なる特徴を示す可能性があり，木桶

の休眠生態と合わせて飛矧行動に関わる生態的特性を明ら

かにしていくことは本種の発生予察技術を確立する上で重

要と考えられる.

摘 要

フタス ジヒメハムシの飛期の実態を明らかにするため，

ダイズほ場における成虫の発生動態と卵巣発育状態につい

て調査した.前年ダイズをイド付したほ場において 4月-5

月にかけてダイズ苗をトラップとして設置し，越冬後成虫

が地上{こ出現する時期を調査した.越冬後成虫は，通常ダ

イズが発芽期を迎える約 1か月前の 4月下旬-5月上旬に

地上へ出現するととが確認された.ダイズ栽培(ま場におけ

る飛期成虫の発生動態を調べるため ，粘着トラップと見取

り法およひ可ムい落とし法を用いて成虫数の変動を調査し，

合わせて卵巣発育との関係を調べた.粘着トラ ッフ。で、は越

冬後成虫，第 l世代および第 2世代のいずれの発生時期で

も成虫が捕獲されたが.i;f} 1 世代の捕獲成虫数は越冬後、成

虫および第 2世代と比較して明らかに少なかった.越冬後

成虫では，ダイズから訴集した個体の多くが成熟卵を保有

していたが，粘着トラップで捕獲した飛朔個体の卵巣は未

成熟であった.第 l世代では，飛矧個体およびダイズから

採集した{国体のいずれも卵巣の発育が認められた.第 2世

代では，飛矧他11:本およびダイズから採集した全てのillil体が

未成熟であった.粘着トラップで捕獲した成虫とダイズ上

から採集した成虫では性比に有意な差は認められず，成虫

の飛朔行動はJlL1UJf:で同様に起こると考えられた.これらの

ことから，フタスジヒメハムシの成虫は卵巣が未成熟の段

階で飛矧活動性が高く， 主に越冬後成虫と第 2世代が飛矧

移動に関与することが示唆された.
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