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Ⅰ　マイマイガとは

　マイマイガ（学名：Lymantria dispar；英名：

gypsy moth）はドクガ科に属する大型の蛾で、

日本を含むアジア、ヨーロッパ、北アフリカ、

北アメリカ東部の温帯地域に広く分布する。幼

虫が様々な樹種の葉（広葉樹が主体で、カラマ

ツ等の針葉樹も含む）を食害し、時に大発生す

ることから森林害虫として有名である。本種は

最近の遺伝子解析、雌の飛翔性、寄主加害性等

の研究から、ヨーロッパ型マイマイガ（以下、

Europian gypsy moth：EGM）とアジア型マ

イマイガ（以下、Asian gypsy moth：AGM）

の２つの型に分類される。本種の雌成虫は、そ

の卵塊を寄主植物以外の種々の構造物に産み付

ける習性を有しており、米国、カナダ及びメキ

シコは船舶を介して AGM が侵入することを非

常に警戒している。

Ⅱ　マイマイガ亜種・近縁種の分類と分布

　マイマイガは、主として雄の前・後翅の色彩

や寄主選好性、遺伝子型等の違いに基づき、幾

つかの亜種が提唱されてきた。米国農務省研究

者の最近の学説によれば、以下の亜種又は近縁

種 に 分 類 さ れ て い る (Pogue and Shaefer, 

2007)。

　（１ ）EGM: Lymantia dispar dispar（欧州、

北米東部）

　（２ ）AGM: L. dispar asiatica（中国、モンゴ

ル、 朝 鮮 半 島、 極 東 ロ シ ア ）、L.dispar 

我が国におけるマイマイガの生態と防除

japonica（本州、四国、九州）、L.umbrosa

（ｴｿﾞﾏｲﾏｲ，北海道）、L. albescens （ｼﾛｼﾀﾏｲ

ﾏｲ，沖縄）及びL. postalba（ｺｼﾛｼﾀﾏｲﾏｲ，

西南日本）

　（３ ）近縁種：L.mathura（ｶｼﾜﾏｲﾏｲ，全国）、L. 

monacha（ﾉﾝﾈﾏｲﾏｲ，北日本）、L. xylina（ﾏ

ｴｸﾞﾛﾏｲﾏｲ，西南日本 ) 他
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１　形態と生活史

　雄成虫の開張（翅を開いた時の最大幅）は

4-6cm、雌成虫の開張は 6-8cm で、雌が大きい。

雌雄で翅の色彩が全く異なり、雄が褐色から黒

褐色、雌が白色から乳白色である。

　幼虫は体全体に剛毛を持ち、毛虫の外観を呈

する。体長は老熟個体で約 6cm に達する。若齢

時代は黒色だが、齢期を重ねるにつれ、黄色、

赤色、青色の斑点が目立つようになる。

　卵塊は縦 3-5cm、横 2cm 程度の楕円形で褐

色、その表面は雌成虫腹部の鱗毛でフェルト状

に覆われている。調査の結果、１卵塊当たりの

卵数は、100 卵から 1000 卵以上と変動が大き

く、卵数は産卵した雌の体サイズ（翅長）と高

い相関が認められた。また、卵塊重量と卵数も

高い相関があり、卵塊 1mg は卵１個に相当する。

従って卵塊重量を測定すれば卵数の推定が可能

である。

　マイマイガは年１化（年１世代）で、越冬は

卵塊で行われる。春先に卵塊からふ化した幼虫

は糸を吐いて風に乗り、空中移動して寄主植物

にたどりつく。中には空中移動によらず、歩行

によって寄主の葉に到達するものもある。幼虫

はその葉を摂食して２ヶ月ほどで発育を完了し、

樹幹、物陰等で蛹となる。蛹期間は十数日である。

羽化した成虫は数日のうちに交尾・産卵し、１

雌が産む卵塊数は１個に限られる。

　成虫の発生時期は南から北に向かって遅くな

り、概ね、九州から関西では６月中旬～７月下旬、

関東周辺では６月下旬から８月上旬、東北・北

海道では７月下旬～９月上旬である。

２　卵休眠

　卵は産卵された後に胚子発生を開始し、約１ヶ

月で幼虫体が完成するが、卵殻内部の幼虫はそ

マイマイガ成虫（♂：左，♀：右）
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のままの状態で長期間休眠する。幼虫のふ化、

すなわち休眠打破には一定期間、低温を経験す

ることが必要である。Masaki (1956)は卵を5℃

で 70 日以上保管した後、26℃に加温するとふ

化すること、26℃一定で保管するとふ化しない

ことを報告している。このことから、年中高温

の熱帯地域でのマイマイガが定着することは困

難と考えられる。自然界では産卵翌年の春に幼

虫が一斉にふ化するのが通常であるが、船舶に

産卵された卵塊については、航路や産卵場所の

温度条件によって、秋に幼虫がふ化してくる可

能性もある。仮にこのようなことが一般的な現

象として起こるならば、未発生地域への侵入リ

スクや検疫措置の要否に関係してくる。このた

め、植物防疫所では卵塊を種々の温度条件に保

管した場合の休眠打破（ふ化）試験を行い、ふ

化に必要な温度条件の解明を試みている。

３　幼虫の寄主植物と発育

　マイマイガは様々な樹種を加害する。特に大

発生時には通常食害しない草本や針葉樹（スギ

等）も摂食することが報告されている。北米に

おける調査結果では 669 種の寄主がリスト化さ

れている (Liebhold et al., 1995)。

　幼虫・蛹の発育日数については、他の昆虫と

同様に温度に左右される。国内４産地の幼虫を

サクラ、クリ、ヤマモモ葉を与えて 17.5 ～

25℃で飼育した結果、幼虫・蛹期の発育ゼロ点

は 8.1-11.3℃、有効積算温度は 588-910 日

度と算出された（未発表）。各地の幼虫ふ化時期

が判れば、幼虫・蛹生育期間の気温から、その

地域における成虫発生時期の予測が可能と思わ

れる。

４　成虫の飛翔能力、繁殖行動、寿命等

　日本産マイマイガの雌成虫は日没後１時間の

み飛翔し、飛翔距離は概ね 1km 以内であること

が知られている (Koshio, 1996; Liebhold et 

al., 2008)。また、網室 ( 幅 1.3m、高さ 1.9m、

奥行 2.9m) での観察の結果、雌は通常羽化後数

時間でフェロモンを放出し雄を誘引すること、

交尾は日中、夜間を問わずに行われ、日中に交

尾した雌は日没後数分から数十分間飛翔した後

に卵塊を産み付けること、雌は産卵を開始する

と、その後飛翔することはなく、数日間に渡っ

て夜間に産卵を行い、卵塊を完成させた後に死

亡すること、雌雄成虫の寿命は概ね１週間であ

ることが判っている。

Ⅳ　港湾地域におけるAGMの防除

　港湾地域における発生調査（フェロモントラッ

プ、卵塊調査等）の結果、各港湾地域内の発生

密度は一様ではなく、寄主が多い緑地に集中し

て分布する傾向が認められた。従って、緑地帯

での防除を徹底すれば、船舶への卵塊付着リス

クを低減することが可能と考えられる。

　また、マイマイガの飛翔活動に関する調査か

ら、黄色蛍光灯（ナトリウムランプに近い波長

特性）が夜間の飛翔行動を抑制する効果がある

ことも判っている。

　各港で実施されている防除と現在開発中の防

除方法は以下のとおりであり、植物防疫所は港

湾関係者の皆様への技術協力を行っている。

　（１ ）卵塊除去：秋から春に人海戦術で卵塊を

除去する。卵塊は樹幹、軒下、建物壁面、    

街灯柱等で発見される。

　（２ ）薬剤散布：若齢幼虫期に殺虫剤（エトフェ

ンプロックス剤等）を数回散布する。

　（３ ）幼虫捕殺：老熟幼虫期に麻布を樹幹下部

に巻き付け、昼間休止している幼虫や蛹を

捕殺する。

　（４ ）樹木剪定・除草：幼虫発生時期の除草や

樹木の強剪定を行い、生育に不適な環境を

整備する。

　（５ ）雌成虫の夜間光源飛来防止：港湾の水銀

灯を紫外線の少ないナトリウムランプに置

換、港湾入口にブラックライト電撃殺虫器

を設置し、雌成虫の船舶、埠頭への飛来を

低減する防除効果実証試験を植物防疫所で

実施している。

　（６ ）生物的防除：幼虫殺虫効果のある病原体

(NPV、疫病菌、Bt 菌 ) の防除への適用試

験を独立行政法人森林総合研究所が主体と

なって実施している。

　（７ ）幼虫の寄生を受けにくい樹種への置換：

各地に植栽されている樹木の内、幼虫の生

育に不適な樹種を選定する試験を同森林総

合研究所が主体となって実施している。
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