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■ツマジロクサヨトウとは
ツマジロクサヨトウ Spodoptera frugiperda（英名

Fall armyworm：図 1）は、チョウ目ヤガ科の農業
害虫であり、とうもろこし、ソルガム、さとう
きび、野菜類等 80 種以上の幅広い農作物を食害
すること、長距離移動性があり、一晩に 100km、
産卵前に 500km 以上移動することが知られてい
る。本種は、幼虫が寄主植物の葉、茎、花及び
果実を加害することにより被害が発生するため、
葉の食害痕（図 2A）や葉しょうに付着している
おがくずのような幼虫のふん（図 2B）を手がか
りに寄生を確認することができる。海外文献等
によると、本種は 10.9℃以下で活動を休止し、0℃
以下で死滅するとされており、国内の一部の温
暖な地域では、越冬する可能性もあると考えら
れている。
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図 1　 ツマジロクサヨトウの
卵 塊（A）、 幼 虫（B）、
蛹（C）、雄成虫（D 及
び E）、 雌 成 虫（F）、
粘着トラップに誘殺さ
れた雄成虫（G） G

ツマジロクサヨトウの発生に係る対応について
農林水産省　消費・安全局　植物防疫課

■海外における発生状況
本種は、南北アメリカ大陸原産であり、アメ

リカ、ブラジル等では古くからとうもろこし等
の害虫として知られているが、2016 年にアフリ
カ大陸で初めて発生が確認された後、2018 年ま
でにサハラ以南のアフリカのほぼ全域に分布を
拡大させ、とうもろこしを中心とした作物に大
きな被害を与えた。Abrahams et al. (2017) による
と、アフリカの主要なとうもろこし生産国 12 か
国における本種によるとうもろこし減収量は、
8.3 百万トン～ 20.6 百万トンにのぼると推計され
ている。アジア地域では、2018 年に初めてイン
ドで発生が確認された後、タイ、ミャンマー等
にも分布が拡大し、2019 年 1 月には中国雲南省、
6 月には台湾及び韓国済州島でも発生が確認さ
れた。中国国内でもこの 1 年で急速に分布を拡
大しており、これまでに、北は河北省まで 23 の
省、市及び自治区で発生が確認されている（2020
年 1 月現在）。

図 2　 ツマジロクサヨトウの食害痕（A）及び虫ふん（B）
（いずれも飼料用とうもろこし）

A B

■国内における発生状況
農林水産省では、本種が中国、台湾、韓国等

の日本近隣国まで急速に分布を拡大しており、
国内に飛来する可能性が高いことから、昨年 6
月 3 日と 6 月 21 日に都道府県に対し、本種の発
生に注意するとともに、本種と疑われる虫が発
見された場合は速やかに植物防疫所へ連絡する
よう通知を発出し、注意喚起を行っていた。そ
のような中、7 月 3 日、鹿児島県南九州市の飼
料用とうもろこしほ場で国内初となる発生が確
認された。

なお、後述する緊急研究の結果、このとき同
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県で発見された本種は、流跡線解析によると、6
月 7 日の中国南部からの風によって飛来したと
考えられている。

国内での発生を受けて農林水産省は、九州・
沖縄の各県と連携し、飼料用とうもろこしほ場
を中心に緊急発生調査を実施した。その結果、7
月 12 日までに九州・沖縄 6 県において、本種の
発生が確認されたことから、7 月 22 日から 11 月
末まで全国調査を実施し、12 月以降は、鹿児島
県と沖縄県で調査を継続している。本年 1 月の
時点で、生産者からの通報も合わせて、青森県
から沖縄県までの 21 府県において、ほ場での発
生が確認されている（図 3）。被害を受けた作物
のほとんどは飼料用とうもろこしであるが、未
成熟とうもろこし（スイートコーン）、さとうき
び、飼料用ソルガム等のイネ科作物でも発生が
確認されている。本種のほ場での発生が確認さ
れている作物は、表 1 のとおり。

図 3　 本種のほ場での発生が確認された府県
　　　（オレンジ部分）

作物名 府県名
飼料用とうもろこし 福島県・茨城県・千葉県・神奈

川県・愛知県・大阪府・岡山県・
山口県・愛媛県・福岡県・長崎県・
熊本県・大分県・宮崎県・鹿児
島県・沖縄県

未成熟とうもろこし
（スイートコーン）

青森県・広島県・高知県・福岡
県・佐賀県・長崎県・鹿児島県・
沖縄県

さとうきび 鹿児島県・沖縄県
飼料用ソルガム 千葉県・岡山県・高知県・宮崎

県・鹿児島県
緑肥用ソルガム 三重県・熊本県・鹿児島県・沖

縄県
防風用ソルガム 鹿児島県・沖縄県

観賞用とうもろこし 沖縄県
飼料用えん麦 長崎県

表 1　本種の発生が確認されている作物及び府県

■防除対策
作物の生育初期に本種の幼虫による食害を受

けた場合、被害が大きくなると考えられること
から、本種の防除対策としては、生産ほ場を定
期的に見回り、「早期発見・早期防除」に努める
ことが重要である。

生産ほ場においてヨトウムシ類等の被害を確
認した場合、農薬による防除を実施することが
一般的である。本種は日本に侵入後間がなく、
適用のある登録農薬はないが、植物防疫法第 29
条第 1 項に基づく都道府県の防除として、農林
水産省が HP で公表している農薬リストに記載
された農薬の使用が可能である。農薬リストは、
発生が確認された作物ごとに、当該作物で他の
チョウ目等に登録がある農薬を選定しており、
ラベルに記載のある希釈倍数・使用量、使用回
数等の使用基準を遵守すれば、残留農薬基準等
の安全性は確保される。散布に当たっては、生
産者に対し、周辺作物への農薬の飛散（ドリフ
ト）に注意しながら、新葉の葉しょう基部に潜
り込んでいる幼虫に届くよう、株の上部までしっ
かりと散布するように指導している。

一方で、生育後期の飼料用とうもろこしのよ
うに植物体が大きすぎる、周辺へのドリフト防
止が不可能である等農薬散布が困難な場合には、
早期刈り取りやすき込みによる、まん延防止策
を推奨している。この場合は、土の上に落ちた
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幼虫や土中の蛹等が発生源となることを防ぐた
め、早期刈り取り後は速やかに耕耘を実施する
こと、また、十分な深さまですき込むこととし
ている。

なお、前作に発生が確認された生産ほ場では、
本種の幼虫や蛹が残存し、植物の生育初期に大
きな被害を受ける可能性があることから、定期
的に生産ほ場を見回り、「早期発見・早期防除」
に努めることとする。また、同様に周辺ほ場で
も定期的な見回りが必要となる。

■防除体系確立に向けた調査及び研究
現在、本種の防除体系の確立に向け、国立研

究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以
下、「農研機構」という。）では、農林水産省の
イノベーション創出強化研究推進事業により、

「ツマジロクサヨトウの効率的な発生予察と防除
対策の確立に向けた緊急研究」（2019 年 9 月 26
日採択。以下、「緊急研究」という。）を行って
いる。本事業では、昨年の沖縄・九州への初飛
来及び中国・四国・東日本への分散について解
析するとともに、フェロモントラップ成分及び
誘引性を調査することにより、本種の効率的な
調査法を提案し、発生予察法の確立に資する研
究を実施している。また、室内における本種の
飼育試験により、日本に侵入した個体群の越冬
可能性、寄主選好性、殺虫剤感受性等に関する
研究を実施し、本種の防除対策の確立に資する
こととしている。

■防除マニュアルの作成・公表
農林水産省では、本種の防除対策の確立に向

けて、適時適切な防除を講ずるための「ツマジ
ロクサヨトウ」防除マニュアルを公表すること
としている。本マニュアルは、各都道府県等の
病害虫防除の担当者が生産者等への指導に使用
できるよう、本種の詳細な生態等の情報、本種
の同定方法及び防除対策について記載するとと
もに、生産者等にも分かりやすいよう、他のヨ
トウムシ類との簡易な見分け方や農薬リスト等
のパンフレットも添付している。また、農研機
構における緊急研究等の取組を通じて得られた
知見を盛り込み、適宜更新することとしている。

■おわりに
2016 年にアフリカで発生が確認されてから約

3 年間で、急速にアフリカ、南アジア、東南ア
ジアの広域に発生範囲を拡大するという病害虫
は、極めて稀と考えられる。国連食糧農業機関

（FAO）では、ツマジロクサヨトウを深刻な越境
性病害虫として認識し、世界各国の発生を監視
することとしており、2019 年 11 月には、中国
で FAO 主催のアジアワークショップが開催され、
日本を含めた近隣アジアにおける発生状況や防
除対策に関する情報交換が行われた。

今後、中国南部における越冬数・発生量が多
くなった場合には、国内への飛来時期が早くな
り、発生量も多くなることが想定され、場合に
よっては、台湾や韓国等から本州への直接飛来
もあり得るとの見解が示されている。また、国
内でも南西諸島等の暖地では越冬する可能性が
高いことから、本年は昨年と比べて、発生地域
が拡大し、被害が拡大するおそれがある。この
ため、引き続き、農林水産省では、本種の発生
調査を全国で実施し、発生時期、発生地域等を
注視して、迅速かつ的確な防除対策を実施して
いくこととしている。

（ ツマジロクサヨトウに関する詳細な情報は農林
水産省 Web ページ参照）

 https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_
kokunai/tumajiro.html
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