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台湾のバナナセセリ発生状況視察報告

照屋匡

（沖縄県ミバエ対策事業所）

TadashilERuYA：Abriefreportaboutthedn5tributionofthebananaskipper，

Erjo"otatorusEvansinTaiwan．

はじめに

パナナセセリの仲間は，主にバショウ科Musaceaeの

生葉を食害する（CorbetandPendleburyl978)．そ

のうち，Erjo7zotatorusEvansは，東南アジアの大陸

部が原産とされる（川副1968,Inoue＆Kawazoel9

70)．本種は，日本では，沖縄県北谷村で1971年初めて

発見された．３年後の1974年には沖縄本島全域で分布

が確認された（照屋ら1973）が，1994年現在，分布は

沖縄本島のみに限られている．1974年，大宜味村喜如

嘉において芭蕉布の原料となるイトパショウMusa

JiuhjuelzsisMakinoで大発生したため社会問題化した．

しかし，翌1975年以後は発生が鎮静化したために注目

されず，詳細な調査は行われなかった（照屋1977)．

ところが，1989年に大宜味村喜如嘉のイトバショウ

で本種は再び大発生し，あらためて注目されることに

なった．そこで，沖縄県は，1991年からその原因究明

と防除対策のためいくつかの調査を行った．ほぼ３年

間行われた調査から，特にイトパショウ圃場における

本種の防除には，薬剤散布による慣行防除の効果が期

待できないため，ハワイなどで成功例のある天敵寄生

蜂の導入が望ましいと結論された，

台湾では1986年にパナナセセリの侵入が確認され，

その防除のため翌1988年にハワイから幼虫寄生蜂

Apq"tekserjonotaeWilkinsonと卵寄生峰OoenCyrtus

eriolzotaeFerrireの導入が試みられた（朱1988)．そ

の後，本種の発生密度は低下の傾向にあり被害も問題

にならない程度になっているが，その原因は不明との

こと（朱耀折，私信）であった．

そこで，筆者は，台湾のパナナセセリの密度低下の

原因が天敵の働きによる可能性の確認と，それら天敵

の沖縄への導入の可否の予備的調査のため，1993年９

月15日から21日の間に訪台したので，その調査結果に

ついて報告する．

本文に先立ち，調査日程の調整や台湾バナナ研究所

の研究者の紹介など，種々の面で御手配いただいた台

湾大学の朱耀折教授に厚くお礼申し上げる．また，台

湾バナナ研究所では黄新川所長をはじめ黄明道研究

員など，多くの方に公私共々お世話になった．特に趙

治平博士には滞台中，終始同行してご案内いただき，

おかげで手際よく調査できたことに対し厚くお礼申し

上げる．九州大学広瀬義躬博士には詳細なご校閲を頂

いたことに感謝申し上げる．沖縄県ミバエ対策事業所

久場洋之氏には作図を快く承諾されたことに感謝申し

上げる．

圃場概要および調査方法

高雄縣六亀郷で２地点，屏東縣で３地点，台北市で

２地点，計７地点で調査を行った．各調査場所では，

圃場概況，バナナ品種，調査面積（圃場面積)，調査株

(茎）数，仮茎高，展開葉数および被害度などを記録し

た．調査場所を新たに探しながらの調査のため時間的

余裕がなく，数値はいずれも概数である．面積が大き

い圃場ではその一部を調査し括弧内に圃場面積もしく

は植栽株数を示した．バナナ類の正確な品種名はわか

らなかったので，大まかにAAA（CavendishBF.，北

蕉種,仙人種）系，ＡＡＢ（小笠原種）系およびマニラ

アサに分けた．いくつかの圃場では，卵・幼虫・蝿・

成虫の齢構成も調べた．被害度は次の式から求めた．

被害度＝(被害葉数×被害葉面積率)／(調査茎数×平

均展開葉数)ｘ10Ｏここで，被害葉面積率（以下，被害
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面率）とは，全く加害されていない葉をｌとし，

に対して加害切除された葉面積の比率（例えば，

葉の２割が食害されているときの値は02となる）

加害の認められた葉における平均値を示した．

屏東縣恒春市郊外,畑作地帯にある川沿いの小規模

圃場（写真４),品種AAB系,調査株数2０（圃場株数60,

茎数／株1-4),仮茎高1-1.5ｍ，展開葉4-6,被害株数

10,被害葉数100（被害面率0.1,筒数40),被害度3.3％・

調査地４で採集したバナナセセリの齢構成と死亡要

因をTablelに示す．

調査地５

屏東縣恒春市郊外,調査地４から車で10分の道沿い

の野菜畑で垣根代わりにココヤシと交互に植栽,品種A

AB系,調査株数2０（茎数／株2-4)，仮茎高1-1.5ｍ，

展開葉4-6,被害株数15,被害葉数100(被害面率0.2,筒

数５２),被害度6.7％・

調査地５で採集したパナナセセリの齢構成と死亡要

因をTable2に示す．

調査地６

台北市士林区故宮博物館前庭（写真５),品種AAB系，

調査株数３（茎数／株３),仮茎高1-15ｍ,展開葉4-6,

被害株数２，被害葉数1２（被害面率0.15,筒数１９)，

被害度４％・

調査地６で採集したバナナセセリの齢構成と死亡要

因をTable3に示す．

調査地７

台北市士林区故宮博物館から陽明山登り口までの道

路沿いの３箇所で，いずれも５ないし数十株からなる

自生もしくは無造作に植えられたバナナ２品種とマニ

ラアサでバナナセセリの寄生を確認したその中，マ

それ

ある

で，

結果

調査地１

高雄縣六亀郷,道路沿いの圃場でチガヤなどが生え

ていて半放棄状態（写真１),品種AAB系,面積４ｍ×

10ｍ,株数８（茎数／株1-3),仮茎高3-4ｍ，展開葉数

4-6枚,被害株数５，被害葉数８（被害面率0.2,筒数15：

外観は５齢幼虫もしくは蝋),被害度3.75％・

調査地２

高雄縣六亀郷，道路沿いのプランテーション圃場

(写真２）で手入れが行き届いていた,品種AAA系，調

査株（茎）数４０（圃場株数400)，仮茎高１５ｍ,展開

葉7-9,被害株数３，被害葉数３（被害面率0.1)，被害

度009％・

調査地３

屏東縣九如郷台湾バナナ研究所（写真３）圃場，多

数の品種を植栽してある試験圃場，品種AAB系，調査

株数4０（圃場株数1000,茎数／株3-4),仮茎高４ｍ,展

開葉5-7枚,被害株数４，被害葉数４（被害面率005,筒

数４，３齢幼虫１頭,被害痕から判定されたものａ４

齢幼虫各１，２頭),被害度0.08％、

調査地４

Table１．AgostructureandcauseofdeathofthebananaskipperinHenchun,Piun9tun9（Site4）

Conditionofinsects

andcauseof

theirdeath

Larvalinstar

Eｇｇｌｓｔ２ｎｄ３ｒｄ４tｈ５thPupaAdult

００００３３１８１

０

５

１

０００００５

０００００３

Healthy

Hatched（egg）

Emerged（pupa）

Failureatemergence（pupa）

Rottenprobablybydisease(pupa）

Parasitisedbytachinidfiles(pupa）
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TabIe2Agestructu｢ｅａｎｄｃａｕｓｅｏｆｄｅａｔｈｏｆｔｈｅｂａｎａｎａｓｋｉpper の発生が故宮博物館前だけの局

inHenchumPiungtung（Site5） 地的な発生なのか，それとも，

Conditionofinsects

andcauseof

theirdeath

Larvalinstar 台北市近郊に定着したかどうか

Eｇｇｌｓｔ２ｎｄ３ｒｄ４ｔｈ５ｔｈＰｕｐａＡｄｕｌｔの確認のために行った．時間的
余裕がなかったので写真撮影の00１３２４１７２

８－－－－－－－ みにとどめたが，３箇所３種類

一一一一一－２２－
のバナナで寄生が確認できた．

－０００２０１－
したがって，バナナセセリは台

Healthy

Hatched（egg）

Emerged（pupa）

ii:鰯{鯛lvbv
北を含めほぼ台湾島全域に分布

しているものと思われる（FigTabIe3，AgestructureandcauseofdeathofthebananaskipperinTaipei（Site6）

１l
Conditionofinsects Larvalinstaｒ

ａｎｄｃａｕｓｅｏｆ バナナの被害葉面積率を基に

ｔｈｅｉｒｄｅａｔｈ Ｅｇｇｌｓｔ２ｎｄ３ｒｄ４ｔｈ５thPupaAdult して算出した被害度は，いわゆ

Healthy

Hatched（egg）

Emerged（pupa）

寵鰯V蝋lyby

00４４２７Ｏ ろプランテーションでは0.1％以

下ときわめて低かった．調査は
_－－－－１－

比較的被害の大きいとみられる００１０００－

圃場を選んで行ったにもｶｺかわ
別
Ⅲ

らず，被害度は平均約４％で最

も高かった圃場で約７％でしかなく，台湾のバナナセ

セリ個体群密度の低さを示した．

ニラアサ（写真６）では多数の被害葉が見られたのに

対し，AAA系では数本の仮茎中で被害葉は１つだけで

あった．

天敵調査が主たる目的であったため調査にはなるべ

く被害の大きそうな圃場を選んだ．その結果，データ

をとった圃場の多くがAAB系であった．AAA系を栽培

するプランテーションも数カ所観察したが，いずれも

調査地２と同様に被害痕はほとんど見つからなかった．

考察

分布および発生状況

台湾でバナナセセリが最初に確認されたのは1986年

９月で，その場所は南部の屏東縣九如郷にある台湾バ

ナナ研究所の試験圃場であった（Anonl987)．その

後，本種は分布域を拡大し，1988年の時点の分布は，

北は嘉義縣，南は屏東縣の中部辺りまでに及んだ(Fig.

１）（ChiangandHwangl991)．

今回の調査では台湾の南端の恒春市でも多数の本種

の発生を確認した．調査地７の調査は，パナナセセリ

鮒、ij評iil霊Ｉ

Fi91ThebananaskipperdistributioninTaiwan･ThesurveY
wasconductedintheareamentionedinthismap
O:ＡＩreadYrecordedbyChian9andHwang（1991）
●：NewIYrecordedinthisstudY．
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寄主植物

寄主植物としての可否の検討のためパナナセセリの

幼虫をバナナ，ココヤシCOcos,zuc族rα，アレカヤシ

C/tUsaZjdocα'pusmtesce"s，ゴクラクチョウ力

StreJjtziar2gj"αe，リョクチクＢａｍ６Ｕｓａｏｌｄｈａｍｉお

よびサトウキビＳａｃｃﾉｉａｒｕｍｑｆ/Zcmarumに接種して飼

育した結果，バナナ以外で５齢幼虫から成虫になった

割合はゴクラクチョウ力で50％，ココヤシで５％であっ

た（TsaietaL1990)．バナナの品種間でバナナセセ

リの寄主選好性が異なり，最も多く栽培されているＡＡ

Ａ系の品種CavendishBF・は選好性（寄生率）が低い

うえに，バナナの果実収穫後にすべて切り倒されて更

新されるので，寄生しているバナナセセリが除去され

被害は少ないとのことであった（黄新川所長談Ｘ

このバナナ品種間の選好性の違いは実験的にも明ら

かで，２倍体と３倍体のグループのＡＡＢＢ，ＡＢとA

AA,AAB,ABB系で平均産卵数を比較すると，Ｂの入っ

ているグループはAAやAAAグループよりも有意に産

卵数が多かった（Anonl988)．今回の調査でも，ＡＡ

Ｂ系はAAA系よりも高い寄生率を示した．また，野生

のバショウ株では多数の加害痕が見られた．

天敵の現状

ハワイから導入が試みられた卵寄生蜂のOerio"ｏｔｑｅ

は，導入時に台風が襲来したため寄主となる卵が採集

できず増殖に失敗し死滅した．一方，同時に導入され

た幼虫寄生蜂のAerionotaeは1988年11月と1989年３

月に，屏東縣九如郷で採集された幼虫への寄生が確認

されている．さらに，Aerjo,zotaeは，オオシロモソ

セセリUaaSpes/MLS(沖縄にも生息しゲットウAlpmjcz

Speciosaが寄主植物）に寄生するCOteskzerio"otqeと，

同一種であるとされている（ＣｈｏｕｅｔａＬ１９８９)．

また，ホソナガコバチの-種EkzsmuspAiJippinensjs

は台湾でメイガ科のコプノメイガCmZpﾉtczZocrocis

medilzaJjs（ChenandChiul983）とミスジノメイガ

(マエウスキノメイガ）HbcMeptai"djcam（Chienet

aL1984）の幼虫外部寄生蜂として知られているが，

この寄生蜂はパナナセセリの有効な天敵とされている

(TsaietaL1990)．今回の調査では，病死やヤドリパ

エによる寄生痕らしい特徴を示す個体はいくつか見ら

れたが，寄生蜂は発見できなかった．

現在，台湾では，バナナ研究所にバナナセセリの研

究担当者がいないことや今回の調査結果からも窺える

ように，バナナセセリによる被害は小さく影響も少な

い．それは，主要栽培品種CavendishBF､にたいする

パナナセセリの寄主選好性の低さや栽培管理方法にも

大きく依存している．しかし，選好性の高いAAB系や

野生のバショウも広範囲に多数分布しており，何故そ

れらに於いてもバナナセセリが低密度なのかは説明で

きない．従って，台湾のパナナセセリの低密度とE

phjJjppj"e,zsisやAerjo"otaeを含む天敵との関係を調

べてみることは，沖縄への天敵導入の結果を予測する

－つの指標となろう．

要約

台湾におけるバナナセセリとその寄生蜂を調べるた

めに1993年９月15日から21日まで台湾で調査した．調

査は，バナナ栽培地域であり台湾バナナ研究所のある

屏東縣を主として，高雄縣や台北市でも行った．パナ

ナセセリは台湾北端の台北市や南端の恒春市でも多数

見つかり，台湾島全域での分布が示唆された．バナナ

の被害葉面積率を基にして算出した被害度は，いわゆ

るプランテーションでは0.1％以下ときわめて低かった．

比較的被害の大きいとみられる圃場を選んで調査した

にもかかわらず，最も被害度の高かった圃場で約７％

でしかなく，台湾のパナナセセリ個体群密度の低さを

示した．今回の調査では本種の寄生蜂を採集するには

至らなかった．台湾における本種関連の文献の内容を

要約し，現地における関係者との意見交換で得られた

知見も追加した．

Summary

Asurveyofthebananaskipper,Erjolzatatorus

Evansjanditshymenopterousparasitoidswas

madeinTaiwanduringtheperiod，Ｓｅｐｔｌ５－２１，



沖縄農業第32巻第１号(1997）6６

４）Chiang，H-S．（1988）Bionomicsandcontrol

ofbananaskipper，ErionotqtorusEvansin

Taiwan、ChineseJ・EntomoL，Spec、ＰｕｂＬ２：167‐

１７４．

５）Chiang，ＨＳａｎｄＭ､ＴＨｗａｎｇ（1991）The

bananaskipper,ErionotatorusEvans(Hesperidae：

Lepidoptera）：establishment，distributionand

extentofdamageinTaiwanTropicalPest

Management３７:207-210

6）Chien,ＣＣ.，ＬＹ・ＣｈｏｕａｎｄＳＣ・Ｃｈｉｕ（1984）

BiologyandnaturalenemiesofHEdyJeptajlzdjcata

inTaiwan．Ｊ・AgricRes・China33：181-189.

7）Chou，ＬＹ.，ＨＳＣｈｉａｎｇａｎｄＭ・ｍＨｗａｎｇ

（1989）ThediscoveryofCotesjaerjolzotａｅｉｎ

Ｔａｉｗａｎ（Hymenoptera：Braconidae).JourAgric・

Res・China38：468-470.

8）朱耀折（1988）台湾に於けるパナナセセリの侵入

とその後の発生.やどりが135：22-25.

9）Corbet,ASandHMPendlebury（1978）

ThebutterfliesoftheMalayPeninsｕｌａ３ｒｄｅｄ

ｒｅｖｉｓｅｄｂｙＪＮＥｌｉｏｔ、５７８ｐｐ・MalayanNature

Society，KualaLumpur，Malaysia・

10）Inoue，ＳａｎｄＡＫａｗａｚｏｅ（1970）Hesperiid

butterfliesfromSouthVｉｅｔｎｕｍＴｙｏＴｏＧａ

（TransLePSoc・Jap.）２１：1-14.

11）川副昭人（1968）世界のセセリチョウ＜4＞昆虫

と自然３(8)：２‐８．

１２)照屋匡，新城安哲，長田勝（1973）バナナ類の

新害虫バナナセセリ．植物防疫２７:191-193.

13）照屋匡（1977）パナナセセリについて．今月の農

薬２１:104-107.

14）Tsai,ＹＰ.，Ｍ､T・Hwang,ＪＭ・ＴｓａｉａｎｄＨＳ

Ｃｈａｎｇ（1990）Bionomicsandbiologicalcontrol

ofbananaskipper，ErjolzotatorusEvans，in

TaiwanChineseJEntomoL10：419-426.

l993toexplorethepossibilityofintroducingthe

bymenopterousparasitoidsoftheskipperinto

OkinawaThesurveywasconductedinthreeplaces

inTaiwan‐PingtungCountyandKaohsiung

County，whicharefamousforbananaproduction，

andTaipeiTheskipperwasfoundinHengchun

andTaipeiwhicharelocatednearthesouthern

andthenorthernextremitiesofTaiwan,respectively，

suggestingthattheexoticpesthasalreadyspread

throughoutTaiwanlsland、Infestationratesofthe

skipperonbananaswereroughlycalculatedonthe

basisofpercentageofinfestedleafareainthe

surveyedplantationsandfieldsTheinfestation

ratesinplantationswerelessthan０１％・Ｔｈｅ

ａｖｅｒａｇｅｒａｔｅｗａｓｃａ４％ａｎｄｍａｘｉｍｕｍｒａｔｅｉｎａ

ｆｉｅｌｄｗａｓｃａ、７％、Ｔｈｅｒｅsultsindicatethatthe

skipperhasａｌｏｗｐｅｓｔｓｔａｔｕｓｉｎＴａｉｗａｎＨｙｍｅｎｏ‐

pterousparasitoidsoftheskipperwerenotfound

inthepresentsurveythoughsomeparasitoidsof

thisbutterflyareknowninTaiwalLLiterature

ontheskipperinTaiwanisalsoreviewed，andnew

informationonthespeciesfromothersourcesis

presented．
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写真２．高雄縣六亀郷ＡＡＡ系のバナナ

写真３．屏車縣九如郷台湾バナナ研究所写真１．高雄縣六亀郷，ＡＡＢ系のバナナ
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写真４．屏東縣恒春市，ＡＡＢ系のバナナ

写真６．台北市陽明山登口のマニラアサ写真５．台北市故宮博物館前庭ＡＡＢ系のバナナ


