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北日本病虫研報 62 : 123-126 (2011) 

Ann. Rept. Plant Prot. North ]apan 

北海道における侵入害虫アシグロハモグリバエ
の発生確認後 10年間の分布拡大

岩崎暁生*

Dispersal of an Introduced Pest， Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: 

Agromyzidae) During First Ten Years After Discovery of the Pest in Hokkaido 

Akeo IW ASAKI * 

In Hokkaido， the northern island of ]apan， an introduced pest. Liuomyza hLudobrensis， was discovered 

infesting spinach and chrysanth巴mumin greenhouses in th巴 easternarea of the Iburi district in 2001 

This was the first record of the pest in ] apan. During the following ten years， its distribution has spread 

throughout Hokkaido yearly. By autumn of 2010， it was found in 43 towns， throughout a wide area of 

Hokkaido. Of these 43 towns， 31 were in neighboring towns of th巴 townwhere it has alr巴adybeen 

recorded. In addition. the dispersal of the pest in rice paddy areas seemed to be inactiv巴.maybe owing 

to the fewer opportunities of immigrant flies for landing on suitable places/host plants. These findings 

suggest that L. huidobrensis naturally dispersed to adjacent areas in the majority of cases. On th巴other

hand， there have been s巴veralcases in which the pest was discovered in places far from hitherto known 

areas where the pest occurs. This may be du巴 toan art!白cialmov巴mentof plants infested by the pest 

Key words: dispersal. Hokkaido， introduced pest， Liriomyza huidobrensis 

アシグロハモグリパエ Liriomyzahuidobrensis 

(Blanchard)は，南米原産の侵入害虫で， j:E11付では 2001

ir.:に北海道の胆振地方で初めて発生が確認された (5) 匡i

内ではそれ以降.中国地方では 2003年に山口県(5)，2007

年に広島県 (6)で¥関東地方では 2009年に群馬県ー(平

成 20年，群馬県農業技術センター病害虫発生予察情報

特殊報第 4号)で，東北地方では 2004{je二に青森県(7)，

宮城県 (2)，2008 {fに岩手県(l)， 2009年に山形県(平

成21年 山形県病害虫防除所，平成 21年度農作物有害

動植物発1:予察情報第 l号)で発生が確認されている北

海道でも.確認以降の 10年間で発生地域が拡大する傾向

にあり， 2009年には道南から道央，道北，道東およびオ

ホーツク地方に至る広範囲で発生が認められるに至った

(3) 北海道は，野菜栽培地帯や畑作地帯，水稲栽培地帯

なと農業形態において多岐に波る広大な農業地帯を擁

する このような地域での発生地域の拡大経過を把握す

ることができたことから 今後の本極発生予測における

基礎的知見として，アシグロハモグリパエの発生拡大経

過をまとめ守その原因および農業形態が拡大経過に及ぼ

吋ヒ海道立総合研究機構 中央農業試験場

す影響について解析を試みたので¥その結果を報告する

本論に入るに先立ち，この間北海道内におけるハモグ

リパエ発生に関わる情報を提供いただいた道内農業改良

普及センター，北海道立総合研究機構各農業試験場等の

関係者にお礼申し上げる

材料および方法

1 .アシグロハモグリバエの発生地域

2001年から 2010年にかけて，北海道内の栽培作物に

寄生加害したハモグリパエの診断サンプルについて，間

蜘の後気門.羽化成虫の体色および雄交尾器 (5)の観察

に基づき守アシグロハモグリパエと同定されたものにつ

いて採集地，被害作物を記録した

2 黄色水盤捕獲調査

2004~201O年，道央のパレイショ (長沼 Hrr)，テンサイ

圃場 (2010年のみ 江別市2ヶ所，千歳市)に，黄色水

盤を設置してアシグロハモグリパエ成虫の捕獲調査を実

施した調査は，いずれも 500m程度の範囲内に本種が越

冬可能で、あるようなビニールハウスなどがないか，近隣

Hokkaido Research Organization， Central Agricultural Exp巴rimentStation， Naganuma， Hokkaido 069-1395. ]apan 
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第 1図 2001年の初発fift:WZ，以降のアシグロハモグリバエ発!+-確認ilillO'1、jの拍一移

当年初確認、市町村を黙 rjij年まで‘のt沈降認、市町村をグレーで示した

方の幕別町において発生が確認された 2005年には竜胆

振地方東部の北に隣接する石狩地方の恵庭1'11¥千歳市、北

広島市 1 札幌市守空知地方南部の長沼町で発生が確認さ

れた.イ l燥地方でも，前年初発の幕別町に隣接する帯広

市‘ 音更町で、発生が確認された また，同年には それ

までの既発生地域とは山塊で隔てられた後志地方ーの倶知

安町で発生が確認された 2006年には，既発生rllll1]村に

隣接する由仁町(空知地方南部)，芽室町(-1勝地方)で

発生した一方， Ilfl振地方西部の伊達i'l'i，同爺湖町， :1士瞥

11I]，豊浦町で発生が確認された これら 4市町村は，胆

振地方東部の既発生地とは室前市などの工業地帯を介し

て隔たりがある一方.後志地方で初発の硲認された倶知

安町とは比較的近い また胆振地方西部の新規発生地

とは内浦湾の対 J~に位置する渡島地方の森町，同地方南

西部の知内町でも発生が確認された 2007年には胆振地

方の東側lに隣接する円高地方の新ひだか町平取町，新

の施設内では本種発生が認められていないl面!坊を対象と

した.用いた水盟主は‘内rl¥に黄色アクリル板を敷いた

40cmx30cm句高さlOcmのブリキ製皿各 l基で守約 2/3

の深さに食器用洗剤または塩化ベンザルコニウムを適量

添加した水を入れた 調査期間は，長沼町では 5月ヒ句

~9 月中・ 下 旬 (2010 年のみ 8 月下旬まで)，江別 'rIJ\千

歳市では 6 月上旬~9 月下旬とした

結果および考察

1 発生地域拡大経過(第 1I~I) 

アシグロハモグリパエは， 2001年に北海道中央部に位

置する胆振地方東部の厚真i町の施設栽培ホウレンソウ守

キクで初めて発生が確認された 2001~2004 年にかけ

て.近隣では 2003年に苫小牧市， 2004 :9:，に安平11I]，むか

わl町に拡大した。また， 2004 ifには，地理的に大きな障

壁となる日高山脈を越えて 300km程度隔たった十勝地
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冠町の 3町，空知地方南部では長沼町，栗山町度島地

方では八雲町，七飯町 ;1ヒ斗市と，いずれも前年までの

既発生市町村との隣接市町村で発生が確認された 2008

年には，既発生市町村との隣接市町村として石狩地方の

当別町， 一卜勝地方で、は士幌町で、新たに発生が線認された

一方，十勝地方で、は既発の士|幌町，池田町と隣接しない

足寄町で確認されると共に， -1勝地方とiJl地を介して隔

たっ たオホーツク地方の北見市.司11子府町，大空町，網

走mで確認されたこれら 4市町の内， ;1ヒ見1'11は他の 3市

町と，網走市も大空IIfJと，互いに隣接している. 2009年

には 既発生rlil1fJ村との隣接地としては石狩地方の江別

市，空知l地方南部の岩見沢市で、発生が確認された 同年

には!既発生市町村とは隔たった空知地方北部の深川市

と，同市と隣接する上川地方の旭川市で発生が硲認され

た 2010ij二には深川町ーと隣接する空知地方北部の妹背牛

IIJJで発生が確認された

以上のように， 2001年の初発生確認以降， 10年間で本

種の発生は北部の留萌，宗谷地方，東部の釧路守根主地

方，南部の檎山地方を除く 9地方の 43市町村に拡大し

た 各市町村での初確認時の被害作物 44品目中，内訳は

テンサイが 12例，花き類が 10例.葉菜類が 10例でその

内ホウレンソウが7例， トマト主体の果菜類が7例，紋

菜類，エンドウマメが各 2例，パレイショが 1例であっ

た テンサイでの 12例は全体の 27%を占め，パレイショ

のl例を加えると約 30%を露地で大規模に栽培される

畑作物が占めた マメハモグリパエ， トマトハモグリパ

エな どLiriomyzaJ，%害虫が施設栽培の野菜や花き類を主

要な加害対象としているのに対し，アシグロハモグリパ

エの北海道内における発生拡大時の初確認作物として，

テンサイなど畑作物が多く含まれていることは特徴的で

ある 各年の発生確認市町村について，同年までの既確

認市町村に接する市町村での確認事例は 31例で，全体の

72%を占めた

2 黄色水盤捕獲調査

長沼町では， 2004~2006 年には黄色水盤によるアシグ

ロハモグリパエの捕獲は認められなかった 一方，同町

内での本種の発生が初めて確認された 2005年から 2年

経過した 2007年以降.毎年継続した捕獲が認められるよ

うになった 各年の初捕獲時期は 最初に捕獲が確認さ

れた2007年は 8月20日.翌 2008年以降は 7月上旬~下

旬だった 2010年に調査を実施した江別1'11，千歳市の内.

2005年に初確認されている千歳市では 7月よ句， 2009年

初確認の江別市では同下旬に初発した(第 l表).いずれ

の地点においても各年の初発以降は 10頭から数十頭レ

ベルの捕獲が秋季まで継続した (第2図) 本種は休眠性

を示さず，積雪下での長期間生存は困難で，北海道で、は

露地での越冬が岡要Itと考えられている (4)そのため，越

冬はピ、ニールハウスなどの施設内に|浪られ，春季に気温

が上昇 した後， 5~6 月に施設内での密度を上昇させ， 6 月

第 1表黄色水盤によるアシグロハモグリパエ成虫の初捕獲月 日

調査場所(市町村内での初確認年)

長沼町 江別市千歳市
(加05 (2009) (2005) 

2:104-6a) 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2010 

初発月 日 8/20 7ノ20 7/5 7/10 7/30 7/30 7/9 

a) 2004-2006年は捕獲が認められなかった。
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第 2図 貨色水盤によるアシグロハモグリパエ成虫の捕獲消長

凡例は年次。調査場所を示す (N 長沼jI汀 E1 江別Tlil.
E2 1百J2. C 千歳市)

頃に野外に進出する(岩崎，未発表) 既発生地での黄色

水探調査においても，野外で本種成虫の捕獲が開始する

のは概ね 7月以降であった 一方，黄色水盤を設置した

闘場の周辺には本種が越冬できるような施設が存在しな

いことから，黄色水盤に捕獲された本種成虫は，調査圃

J易から離れた発生源からの飛来個体およびその子孫であ

るものと考えられた

3. 発生地域拡大経過の要因推定

アシグロハモグリパエの発生拡大経過の中では， 2004 

年の十勝地方幕別町， 2005年の後志地方倶知安町のよう

に，既女uの発生71TIIIJ村とは地理的，地形的に隔たった場

所での発生確認事例が散見されるそのような事例には，

種苗の移動などに伴う人為的な移動が関与している可能

性がある実際，発生地域では，苗生産者|習場の野菜，花

き苗への本種幼虫の詩生事例も観察されている.北海道

外からの移入時を含め，本種の発生拡大に際して人為的

な要素が関与していることは間違いない 一方，前項の

黄色水盤調査の結果から，本種は越冬場所である施設を

発生源に，広い範囲に分散しているものと考えられる.加

えて 本種の新たな発生確認は，その 70%以上が既発生

市町村との隣接市町村でなされたこれらのことから，本

種発生拡大には，発生源から野外に脱出した個体やその

子孫の風などによる 白然分散が高い頻度で関与している

ものと推察される. 2006年の波島地方森町での初発生

円
/
臼
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第3図市町村別アシグロハモグリパエ発生E!!fli'ili認有無と水稲

栽培商積 (2010年)

. 既発生市町村(栽培函積1.000ha以上)

既発生市町村 (1司1.000ha未満)

仁コ 未発生市町村 (問1.000ha以上)

仁コ 未発生市町村 (同1，000ha未満)

は，同年新規発生の胆振地方西部を対j半として内浦湾に

面する駒ヶ岳地区での発生が多く， さらに海岸に近い地

帯のハウス栽培トマトで多発傾向にあった.また， 同地

区は地域外からの種苗などによる人為的な移入の可能性

が低い 以上から， 岡地区における新規発生は胆振地方

からの飛来による侵入の可能性があるものと推察されて

いる(水越，私信) このように，本積の発生拡大には，

種苗の移動などに伴う人為的なものと，初夏以降の風に

よる近隣地域への自然分散の双方が関与しているものと

思われる 初硲認時の被害作物としては，テンサイを主

体とする露地作物の頻度が高かった このことは，本種

の分布拡大に際して，自然分散の関与の程度が高いこと

を反映しているものと考えられる e

第 3図に， 2010年までのアシグロハモグリハエ発生保

認市町村と水稲栽培面積が1.000haを上回る市町村を示

した 本種は.道南の渡島地方から石狩.空知南部，胆

振， 日高，十勝，オホーツク地方を主体に北海道を南西

から北京に横断する帯:1犬に発生地域を広げている.一方，

水稲の栽培面積1，000ha以上の市町村で示される主要水

稲栽培地帯は，主に渡島地方から道北にかけての日本海

側および石狩，胆振地方に広がる.全41市町村の内.ア

シグロハモグリパエの既発生市町村は石狩地方，空知地
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方南部，胆振地方東部を主体に.空知地方北部，上川地

方，渡島地方の一部を加えた 14市町村に止まった.一方9

檎山地方，後志地方， 空知地方北部，上川地方の 27市町

村では発生がf確認されていない 空知地方南部は半期か

らの本種発生の中心であり，同地域より 東方の日高地方。

寸勝地方へは経年的な発生拡大が認められるが，同地方

中部以北への発生拡大は緩慢だった本種は初確認事例

の 30%を畑作物が占めており，自然分散によるテンサイ

など露地圃場への定着，加害が活発であるものと考えら

れる.ー方，水稲栽培地帯は，本種成虫の自然分散が活

発になる初夏には水田が湛水状態にあり，畑作地帯と比

較して成虫が定着し易い条件は少ない このことが空知

地方中部や上川地方への本種発生の拡大が緩慢である要

因の一つであると思われる

追記:2011年 9月に，本稿とりまとめ時には発生の確認

されていなかった北海道南部の桧山地方厚沢部町におい

て ハウス栽培のメロンに寄生加害する本棋の発生が確

認された(高田，夜、信).これにより，北海道内における

本稜発生確認地域は全 14地方中道東，道北の 4地方を除

く10地方 44市町村となった
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