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ドクガEuproctis subflavaは､北海道から九州にかけて

の日本､ならびに､朝鮮半島から中国･シベリア南東部に

分布し､年一化である1)｡本種の第2齢以降の幼虫は毒針

毛を有し､これがドクガ皮膚炎の原因となる｡さらに,そ

の毒針毛は､繭､成虫,卵塊､孵化後の初齢幼虫へと移行

する2)｡成虫が灯火に飛来した際に､体に付着した幼虫時

代の毒針毛によって､ドクガ皮膚炎を起こすこともある｡

ドクガ皮膚炎の病態､原因となる毒成分等に関しては､研

究が進んでいる3,4)｡北海道では､ 1956年に千歳市でのド

クガ皮膚炎発生5)以降､ドクガの大発生､および､ドクガ

皮膚炎について､いくつかの報告がある5-9)｡しかしなが

ら､ドクガ発生状況の詳細や被害の背景まで調査された例

は､極めて少ない｡

1996年6月下旬に苫小牧市東部でドクガ幼虫が発生し､

住民に刺傷被害が生じた｡その後､室蘭市および函館市周

辺においても､刺傷が発生した｡そして､これらの経緯が

新聞やテレビ等により広く報道され､保健所および市や町

を通じて様々な｢毛虫｣の同定依頼があり､ドクガ発生の

範囲や規模を知る上で重要な情報となった｡ここでは､

1996年のドクガ発生状況について記載するとともに､今回

の発生状況について､過去の例と比較･検討を行った｡

方　　　　　法

1.ドクガ皮膚炎発生地における調査

1996年7月8日､室蘭市白鳥台周辺および苫小牧市明野

のドクガ皮膚炎発生地において､ドクガ幼虫の発生状況に

関する調査を行った｡現地では､発生環境･規模の把握､幼

虫の分散状況や幼虫の食餌植物を記録するとともに､標本

および飼育用試料を採集した｡

2.ドクガ発生域の推定

1996年の発生地域の推定は､保健所および市や町から同

定を依頼された試料により行った｡これらの試料は､その

一部を飼育したほかは､液浸標本とした｡標本の作成にあ

たっては､鱗翅目幼虫をKAAD液(灯油8容､氷酢酸14容､

エタノール70容､ジオキサン8容の割合で混合)にて数時

間固定した後､100%エタノールにて洗浄し､70%エタノー

ル中に保存した｡

幼虫の同定は､主として各成書10-12)によった｡これらの

種の分類学上の解釈は､井上他1)に従った｡調査で得られ

たドクガ幼虫については､一部を人工環境創造装置(島津

製作所製)内で､温度25℃･相対湿度40%､明15時間･暗

9時間の長日条件下､ノイバラを餌として飼育し､成虫を

得ることによりドクガと確誰した｡さらに､幼虫で種が同

定できなかった同定依頼試料についても同様に飼育し､成

虫で同定した｡採集した日時･場所･採集者･食餌植物等

の発生の状況に関するデータは､添付された資料､あるい

は､試料持参者からの聞き取りによって収集した｡

結果　と考察

1.ドクガ皮膚炎発生地調査結果

(1)発生地の環境と発生状況

室蘭市のドクガ皮膚炎発生地(写真1)は,高台の住宅

地周辺の草地および道路脇の草地であった｡ドクガ幼虫は

他に､海岸近くの工場に隣接した草地にも発生していた｡

苫小牧市では､ドクガ幼虫は工業用地として造成された地

域に広く発生していた｡両発生地の共通点としては､用地

造成後に発達した草地であり､今ではキイチゴ類等の小港

木やオオイタドリが繁茂していることが挙げられる｡さら

に､これらの場所は通学路や子供の遊び場として利用され､

いわば､ヒトの日常生活圏内に位置している｡このような

開発による宅地の造成が､幼虫とヒトとの近接化ならびに

接触機会の増加につながった例は､長崎市でも知られてい



る13)｡

ドクガ幼虫は巣を作っておらず､分散生活をしていた｡

越冬巣は確認できなかったが､越冬後の集団生活期の巣お

よび幼虫の脱皮殻は､苫小牧市においてハマナスおよびオ

オイタドリの根元に見られた｡調査時の幼虫の齢期は､持

ち帰った幼虫の飼育結果から､亜終齢および終齢(幼虫は

15齢14)､16齢3)あるいは､ 17齢15)を経過する)であった｡発

生地における密度は極めて高く､ほとんど葉を食い尽くさ

れたノイバラやグミの一種が見られた｡さらに､アスファ

ルト道路にも多数の幼虫が徘徊していた｡

写真1　室蘭市のドクガ幼虫発生地 写真2　オオイタドリを食すドクガ幼虫(苫小牧市)

写真3　クマイチゴを食すドクガ幼虫(室蘭市)

(2)食餌植物

食餌植物とは餌として食べている植物を示す用語で､食

草･食樹と同義であるが､近年､両語を併せて食餌植物と

称することが多くなった16)｡本報告でもこの語を用いる｡

ドクガ幼虫は広食性で､北海道では､成虫はハマナスや

キイチゴ頬などのバラ科植物に卵塊として産卵し､若齢期

には集団で生活し､越冬後､幼虫の成長に伴って付近の植

物に分散する1)｡また､北海道における食餌植物は､現在

までに40種程が報告されている5)｡ しかし､それらの中に

は､ヒバなど実際に幼虫が食し､かつ､成長することが疑

わしい種も挙げられている｡本調査においては､採食中で

あることを現托した植物を食餌植物とし､表1に示した｡

さらに,オオイタドリとクマイチゴを食しているドクガ幼

虫をそれぞれ写真2および写真3に示した｡このなかで,

ハマナスおよびオオイタドリは､他の報告6)或いは今回他

地域で発生したドクガ幼虫が共通に食していた植物である｡

ノイバラは､調査地周辺が分布の北限にあたり､また,本

州以南では代表的な食餌植物の1つである4)｡ヤナギの一

種は､歩道上に植栽された街路樹であった｡一方､苫小牧

市の調査地では､写真2のオオイタドリ群落に隣接してバ

ラ科ホザキシモツケの群落があったが､ドクガ幼虫および

その食痕は全く見られなかった｡

ドクガ幼虫の食性､特に､食さないあるいは好まない植

物に関する調査は､発生地域における公園･緑地帯等に植

栽する植物の選定､あるいは､効率的な薬剤防除等に重要

な情報となる｡今後､飼育実験も含め検討すべき課題であ

ろう｡

2.ドクガ発生域の推定

今回分析を行った試料の同定結果を､表2に示した｡ま

た､それらの試料の採集地点を､ドクガと､ドクガ以外の

鱗翅目幼虫に分け,図1に示した｡ドクガの疑いで同定を

依頼された鱗翅目幼虫は､表2に示したとおり多くの科に



わたり､ほぼ全てが二次刺毛の発達したいわゆる毛虫型で

あった｡毛虫型ではなかった幼虫は､皮膚炎発生地でドク

ガの若齢幼虫ではないかと同定依頼されたリンゴスガ幼虫

のみであった｡同定依頼されたドクガ幼虫は､海岸のハマ

ナス群落､道路脇のハマナス植栽､および､空き地のオオ

イタドリ上から得られた｡ドクガ幼虫が得られた地域は､

石狩平野と勇払平野からなる石狩低地帯から南西部であっ

た｡これまでに知られているドクガの分布を､文献および

著者らの採集記録･標本よりまとめて､図2に示した｡北

限は天売･焼尻両島で､留萌市より南の日本海沿岸から､石

狩川流域の美唄市付近､勇払原野を経て､鵡川町付近の低

地に沿って分布境界線が引けるようである1996年のドク

ガの発生域は､過去の記録と比較して､従来から分布が知

られている地域に含まれているが､太平洋沿岸の都市周辺

での発生が多いのが特徴である｡

表1　苫小牧市および室蘭市で確認したドクガ幼虫の食餌植物

表2　ドクガ幼虫の疑いで同定を依頼された鱗翅目幼虫

3.過去の大発生との比較

北海道におけるドクガの大発生に関する記録はきわめて

少ないが､1960-1961年の大発生に関しては詳細な調査が行

われている5)｡ この資料をもとに､ 1996年の発生例と比較

した(表3)｡

表3 1961年と1996年のドクガ発生の比較



図1ドクガ幼虫の疑いで同定を依頼された鱗翅目幼虫の採集地点

図2　北海道におけるドクガ記録地点



1960年から1961年にかけてのドクガ発生は､60年に松前

町一体に爆発的発生を見､翌61年には渡島半島の低地を中

心として､太平洋側は胆振管内鵡川町､日本海側は後志管

内泊村にまでに及ぶ広範囲な発生であった｡被害の発生し

た環境は､住宅地や農林地など広範囲に及んでいた｡被害

者は造材人夫･学童･主婦･鉄道保線工夫･イカ漁民･薬

剤散布者など多様で､60年の松前町では学童1, 300名強,61

年には薬剤散布者600名強であった｡　刺傷以外の被害とし

て､渡島･檜山･胆振支庁管内の人工林･天然林あわせて

7, 000haあまりの林業被害と､軽微ながら畑作被害も報告さ

れている｡そして､北海道は対策本部を設置し､ドクガの

発生状況の把握から自衛隊の応援も得た薬剤散布による大

規模な駆除対策まで､一貫した対策を行った｡

一方､ 1996年の発生では､石狩低地帯から南西部の主と

して太平洋側が発生の中心であった｡また､発生地は住宅

地周辺の未利用地などに限られ,刺傷被害者も学童や造園

業者など数十名であった｡さらに､屋外遊技施設内の植え

込みにドクガ幼虫が発生したため､この施設が閉鎖された

り､通学路が幼虫発生域を迂回するように変更されるとい

う被害があった｡駆除は保健所や市および町が中心となり､

草刈りや薬剤散布等の駆除作業は地権者か､地権者の承諾

の上で自治体によって行われた｡この際､薬害を心配した

周辺住民に対する広報活動も行われた｡

以上のように､1996年の発生は､60-61年の発生と比べる

と広域的かつ大規模な発生ではなかった｡しかし､刺傷被

害の発生地が住宅地周辺の未利用地で､周辺住民の生活圏

内であり､かつ､幼虫の密度は極めて高かったことが特徴

と言える｡

今回のドクガ発生が大きな騒動となった背景には､上記

のような発生状況に加えて､住民の意識の変化や報道の効

果も含まれているのではないか｡道内各地から様々な毛虫

様麟翅目幼虫の同定依頼があったことは､これを裏付けて

いるものと考えられる｡そしてこのことは､昨今の本州の

港湾都市におけるセアカゴケグモの例と共通する部分があ

ると思われる｡従って､これら社会的なニーズにも応えう

る様､ドクガの生息環境､発生消長､駆除法などのデータ

の蓄積､さらに､ドクガ発生時の連絡･監視体制の整備が

必要であると考える｡また,ドクガの大発生は数年間に及

ぶ例が多いことから5,14)､今後の発生状況について検討が

必要であろう｡

終わりに,本調査にあたりご協力をいただいた北海道保

健環境部環境整備課､北海道室蘭保健所､北海道苫小牧保

健所の関係各位､並びに､ドクガの生態および過去の事例

などについて､貴重なご教示･ご助言をいただきました久

万田敏夫博士､服部畦作博士に深く感謝します｡

要　　　　　約

1996年の北海道南西部におけるドクガ幼虫の大発生につ

いて､ドクガ幼虫皮膚炎発生地におけるドクガ幼虫発生状

況調査を行った｡幼虫は様々な植物を食していたが､逆に

全く食していない植物種もあった｡さらに､同定依頼され

た試料等により推定された発生域は石狩低地帯から南西部

で､特に都市周辺に多かった｡これらの結果から､発生規

模は過去の例に比べて大規模ではなかったが､ヒトの生括

圏内で幼虫が高密度に発生していたことが今回の特徴であ

った｡また､本件は,住民の意識の変化･報道の果たす役

割の増大といった要因も加わり､社会問題となりうること

を示した好例と考えられた｡
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英　文　要　約

The larval outbreak of the oriental tussock moth,

Euproctis subtlava, in southwestern part of Hokkaido

in 1996 was described. States of larval occurrence were

investigated in Muroran and Tomakomai cities where

caterpiliar dermatitis cases were reported. Larvae



occurred in the greensward by residences and roads with

high density.

Food plants were 10 species of 6 families which were

common species in grassland on the investigated area.

The authors were commissioned to identify various lepi-

dopterous larvae which were taken by health centers

and city/town officials on the suspicion of E. subflava.

The identified species were caterpillar form with dense

secondary setae except Yponotneuta mahnellus. The col-

lected points of E. subnava in the year were restricted

in the southeastern part of Hokkaido where locatedin

the known distribution. The feature of the occurrence in

1996 was discussed, comparing with that in 1960-1961

reported in detail. Not only the occurrence by human

inhabitant, but the change of public consciousness and

the increase of the role of news media would have been

the factors of the "outbreak".

Key words : caterpiliar dermatitis, Euproctis subflava,

outbreak, Hokkaido


