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虫害 01 

ウンシュウミカンにおけるナシマルカイガラムシの越冬世代防除剤の検討および当年世代の発生予測の可能性 

○神山光子・杉浦直幸 

本県では現在，ウンシュウミカンでナシマルカイガラムシが増加し，果実被害の発生や枝枯れによる樹勢低下

が問題となっている。その原因として，越冬世代へのマシン油乳剤の散布控えや，その後の世代に対する防除タ

イミングのズレなどが考えられる。ナシマルカイガラムシの越冬世代防除は，ナシでマシン油乳剤に代わる技術

が報告されており（富永ら，2018），ナシマルカイガラムシ歩行幼虫の有効積算温度による発生予測についてはリ

ンゴで報告されている（新井，2007）。そこで，これらの技術がウンシュウミカンにも適応できるか検証した。そ

の結果，越冬世代に対し，マシン油乳剤の代替として，発芽前にアプロード水和剤にアビオン E を加用して散布

したところ，第１世代歩行幼虫の発生を抑制でき，果実寄生率も低く抑えられた。また，第１世代以降の歩行幼

虫の発生について，ウンシュウミカンにおける実際の発生消長と有効積算温度による予測を比較したところ，第

１世代歩行幼虫の発生ピークは，予測と高い精度で一致することが分かった。 

（熊本農研セ果樹研） 

 

 

 

 

 

虫害 02 

トビイロウンカの飛来が遅い条件下の水稲移植時期の違いが水田内発生密度に及ぼす影響   

○楠畑勇祐・和泉勝一１） 

本県のトビイロウンカは，例年 6 月下旬～7 月上旬が飛来盛期であり，移植時期が早いほど栽培後期に高密度

になりやすい。2021 年は 7 月下旬以降に飛来盛期となったが，本種の飛来が遅い条件下の知見は乏しい。そこで，

2021 年作の普通期水稲(品種：あきほなみ)において，移植時期の違いが本種の発生密度に及ぼす影響を検討した。

5 月 29 日， 6 月 15 日(以下 5月区，6 月区)に移植したセンター内の水田を対象に，本種の幼成虫数を調査した。

8 月中旬までは幼虫数に大きな差は認められなかったが，9月上中旬の短翅雌成虫数が 5月区は 0.3 頭/10 株に対

し， 6 月区は 2.2 頭/10 株と多かった。また，9 月中旬における幼虫数も，5 月区が 1.6 頭/株に対し，6 月区は

18.7 頭/株と多く，9 月上中旬に 6 月区において短翅雌成虫数が増加したことが，9 月中旬以降の幼虫数に影響し

ていると考えられた。以上のことから，本種の飛来が例年に比べて遅い 7 下旬以降では，水稲移植時期が遅いと

水田内の本種密度が高くなる可能性が示唆された。     

（鹿児島農総セ・１）鹿児島市） 

 

 

 

 

 

虫害 03 

温度がキャメロンコガネコバチ Spalangia cameroni（ハチ目：コガネコバチ科）の発育に及ぼす影響 

○浅見昂志・進藤槙人・阿部芳久 1)・松尾和典 1) 

 キャメロンコガネコバチは, 畜産害虫サシバエや衛生害虫イエバエなどの蛹に寄生する外部寄生性単寄生蜂で

ある。本種は寄生の他に, host feeding あるいは host stinging を行うことが知られている。サシバエへの密度

抑制効果は高く, 欧米では既に本寄生蜂が生物的防除資材として市販されている。国内では, 2020 年に初めて本

種の分布が記録され, 日本個体群の生態的特性を明らかにするため研究が開始された。本研究では, イエバエ蛹

を寄主として日本個体群の発育零点と有効積算温度の推定を試みた。その結果，本種メスの発育零点は 15.74℃, 

有効積算温度は 263.16 日度 であった。これは欧米での先行研究の結果（デンマーク個体群 12.18℃, 357.14 日

度；米国個体群 12.62℃, 344.83 日度）と大きく異なっており，日本個体群は独特の発育特性をもつ可能性が示

唆された。 

(九大共創・1)九大院比文） 
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虫害 04 

大分県におけるアザミウマ類の薬剤感受性について 

○伊東拓真・山村駿太郎 1)・伊藤玲央・山崎修一 

 県内のピーマンから採取したミカンキイロアザミウマおよびヒラズハナアザミウマについて，2019 年に 2 個体

群，2020 年に 3 個体群の幼虫を用いて薬剤感受性検定を実施した。その結果，両種共に補正死虫率が 90％以上で

あったのはクロルフェナピル,エマメクチン安息香酸塩，スピネトラム，フルキサメタミドであった。ペルメトリ

ン，シアントラニリプロール，ノバルロンはミカンキイロアザミウマでは死虫率が 0～58.2％と低いのに対して

ヒラズハナアザミウマでは，死虫率が 90％以上と高かった。一方，ピリダリル，フロメトキンはミカンキイロア

ザミウマの死虫率が 95.7～100％と高いが，ヒラズハナアザミウマでは死虫率 0～21.3％と低かった。また 2019

年に県内のシソ圃場で初確認されたモトジロアザミウマ成幼虫について，2021 年に薬剤感受性検定を実施した結

果，補正死虫率が 90％以上であった薬剤は成虫でクロチアニジン，スピノサド，エマメクチン安息香酸塩，フル

キサメタミド，フロメトキンであった。幼虫では上記薬剤に加え，ノバルロンも死虫率が 90％以上であった。 

（大分農林水研・1）大分豊肥局） 

 

 

 

 

 

虫害 05 

春作バレイショにおけるドローン一貫防除体系の検討 

〇川本 旭 

 長崎県の主要品目であるバレイショにおいて，省力的な防除技術を確立するため，現在航空防除に登録のある

薬剤を用いてドローンによる一貫防除体系を検討し，同時にバレイショ茎葉部への残留状況を調査した。アブラ

ムシ類と疫病を対象とした 3回防除において，ドローン一貫防除体系は地上散布体系と同等の防除効果を示し，

ドローンによる一貫防除体系の有効性が示された。また，殺菌剤と殺虫剤の混合散布を行ったが，薬害はなく，

収量にも差が無かった。ドローンで散布した薬剤の成分は，散布 1 週間後の調査では地上散布よりも多く茎葉部

に残留していることが確認された。これは，薬剤の空中散布の登録内容は地上散布に比べて高濃度かつ少量で設

定されており，地上散布のように散布後に茎葉から地面に滴り落ちる薬液がなく，植物体表面への付着量が多い

ことが原因だと推察された。  

（長崎農技セ畑作営農） 

 

 

 

 

 

虫害 06 

ホオズキにおけるタバコノミハムシに対する有効薬剤の探索 

○宮崎麻里子・岡本 潤 

 タバコノミハムシはナス科植物の害虫で，大分県内では 2017 年に初確認されている。本県花き生産の主力品目

であるナス科のホオズキでは，上位葉の食害により品質が著しく低下することから経済的被害が大きい。そこで，

本試験では定植時の薬剤処理と食餌浸漬法を用いて本種に有効な薬剤を探索した。定植時のアセフェート粒剤散

布は 13 日間，テフルトリン粒剤散布，ジノテフラン粒剤散布，ジノテフラン水溶剤灌注は 55 日間被害の発生を

抑制した。また，37 薬剤について食餌浸漬法で検定した結果，アセフェート水和剤，MEP 乳剤，イソキサチオ

ン乳剤，フェンプロパトリン乳剤，トラロメトリン水和剤，アクリナトリン水和剤，ニテンピラム水溶剤，アセ

タミプリド水溶剤，イミダクロプリド水和剤，ジノテフラン水溶剤，チアメトキサム水溶剤，スピノサド水和剤，

クロルフェナピル水和剤，フルベンジアミド水和剤，テトラニリプロール水和剤，フルキサメタミド乳剤は補正

死虫率が 90％以上となり，成虫に対する高い殺虫効果が認められた。 

（大分農林水産研指花き） 
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虫害 07 

ドローンを用いた高濃度少量散布によるカキのカメムシ類に対する防除効果 

○伊丹春衣・菊原賢次・清水信孝 

近年，ドローンを用いた農薬の高濃度少量散布は水稲の場面で積極的に利用されている。一方，果樹では樹形

が立体的であるため農薬の付着が不均一となり，防除効果が安定しにくいことが想定される。また，登録薬剤は

あるものの実用事例が少ないことから，現場での活用はほとんどされていない。そこで，カキのカメムシ類に対

してドローンを用いた高濃度少量散布の防除効果を検討した。ドローンを用いてジノテフラン液剤を 10L/10a（25

倍），8L/10a（20 倍）散布する航空散布区と，対照として動力噴霧器を用いてジノテフラン顆粒水溶剤 400L/10a

（2,000 倍）を散布する地上散布区を設けた。散布 1，4，8 日後にチャバネアオカメムシをゴース袋に入れて果実

に放虫し，それぞれ 3 日後に回収して本種の生死と吸汁痕数を調査した。その結果，航空散布区では地上散布区

と比較して残効は劣るものの，同等の防除効果が認められた。今回の試験では果実の結実位置（樹冠の上・下位

部）や散布薬量（10・8L/10a）の違いによる防除効果の差は認められなかった。 

（福岡農林試） 

 

 

 

 

 

虫害 08 

カンキツのアカマルカイガラムシに対する第１世代発生前のブプロフェジン水和剤とマシン油乳剤の混用散布

による防除効果 

○柴田真信 

カンキツのアカマルカイガラムシは第１世代の若齢幼虫発生ピークの防除が重要であり, 昆虫成長制御剤のブ

プロフェジン水和剤による防除が広く行われているが, 散布適期を見誤ると防除効果が不十分な場合がある。近

年, ヤノネカイガラムシの第１世代発生前の４月にブプロフェジン水和剤と 97％マシン油乳剤を混用散布するこ

とで高い防除効果が得られることが報告されている（増井ら, 2018）。そこで, 長崎県内のカンキツの主要な加害

種であるアカマルカイガラムシを対象として, ４月下旬にブプロフェジン水和剤と 97％マシン油乳剤とを混用散

布したところ, 散布 64, 95 日後の寄生果率, 散布 65, 97 日後の当年枝の補正密度指数は, 各々の単用散布と比較し

て低くなり, 高い防除効果を示した。混用散布により残効が２か月程度持続しており, 第 1 世代若齢幼虫の発生ピ

ークに左右されない効率的な防除が可能になると考えられる。 

（長崎農技セ果樹） 

 

 

 

 

 

虫害 09 

熊本県で採集したツマジロクサヨトウに対する各種薬剤の殺虫効果 

○樋口聡志・吉永英樹 

2019 年に国内で初確認されたツマジロクサヨトウの被害は,主に飼料用トウモロコシで認められている。本種

に対する効果的な薬剤は不明であるため，2020 年 8 月に合志市で採集した 2 齢または 4齢幼虫に対する薬剤の殺

虫効果を検討した。飼料用トウモロコシを用いた葉鞘浸漬法で，常用濃度の 13 薬剤を用い，放飼 5 日後に調査し

た。2，4 齢幼虫に対する補正死虫率が 80％以上の薬剤は，エマメクチン安息香酸塩乳剤，クロラントラニリプロ

ール水和剤，クロルフェナピル水和剤，フルフェノクスロン乳剤，メタフルミゾン水和剤であった。2020 年また

は 21 年の 8～9 月に播種した飼料用トウモロコシ圃場に発生する幼虫に対して，播種 16または 21 日後の 1 回散

布での防除効果を検討した。カルタップ水溶剤は，散布 7日後の補正密度指数が 38 および 76 と，密度抑制効果

が認められた。また，室内試験の結果より効果が期待されるクロラントラニリプロール水和剤は，散布 7 日後の

補正密度指数が 2 と密度抑制効果が高かった。本研究はイノベーション創出強化研究推進事業の支援を受けた。 

（熊本農研セ） 
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虫害 10 

フルキサメタミド乳剤へのアセチル化グリセリド乳剤の加用がタバココナジラミバイオタイプ Qによるウリ類退

緑黄化ウイルスの媒介に及ぼす影響 

○吉永英樹・樋口聡志 

メロン栽培で Cucurbit chlorotic yellows virus（以下，CCYV）を病原とするメロン退緑黄化病を防ぐには，

媒介虫であるタバココナジラミバイオタイプ Q（以下，タバコナ）の防除が必須である。本試験では，タバコナ

の吸汁等を抑制するアセチル化グリセリド乳剤（以下，AG剤）のフルキサメタミド乳剤（以下，F 剤）への加用

がタバコナによる CCYV の媒介に及ぼす影響を検討した。その結果，メロン株に CCYV を保毒したタバコナを 3 日

間曝露させた網室試験で，CCYV 感染率が無処理，F 剤または AG 剤の単剤処理の 3 区ともに 77％であった。一方，

F 剤に AG 剤を加用した区は，CCYV 感染率が 7％と他の処理区に比べ高い媒介抑制効果が認められた。また，ほ場

試験での定植 63 日後の CCYV 感染率は，無処理区で 97％，F 剤または AG 剤の単剤処理区で 90％または 80％であ

った。一方，F 剤に AG 剤を加用した区は，CCYV 感染率が 53％と他の処理区に比べ高い媒介抑制効果が認められ

た。以上の結果から，F 剤に AG 剤を加用することで CCYV 保毒虫に対する媒介抑制効果の向上が期待できる。 

（熊本農研セ） 

 

 

 

 

 

虫害 11 

加工用キャベツにおける結球内部へのミミズ類の侵入による被害 

〇古川あずさ・井手洋一 1) ・野中一弥 2) 

2019 年 12 月から 2020 年 3 月に,県内の一部の中山間地圃場で生産された加工用キャベツにおいて，結球内部

にミミズが混入している事例が確認された。カット工場では製品検査でミミズが確認された場合,生産ラインの停

止および,関係ロットの全量破棄を余儀なくされ,大きな問題となった。そこで，2021年 2月の降雨後に，排水不

良の現地圃場のキャベツを調査したところ，キャベツ 90 玉中に 8 頭のフクロナシツリミミズ Bimastos parvus 

(Eisen, 1874)の侵入を確認した。ミミズの結球部内への侵入の可能性を検討するために,市販のシマミミズ

Eisenia fetida(Savigny)を用いた接種試験を実施した。湿らせた脱脂綿の上に収穫直後のキャベツを乗せ，外葉

の上にミミズを置いたところ，接種したほとんどの個体が暗い方に向かって移動し，結球内部へ移動，侵入した。

今後，実際の被害圃場の収穫球から採取した B.parvus を用いて同様の接種試験を実施するとともに，圃場での発

生生態，防除対策について検証する予定である。 

(1)佐賀農業セ・2)佐賀農技防セ) 

 

 

 

 

 

虫害 12 

ナミハダニ黄緑型およびカンザワハダニのアスパラガスにおける増殖性の差異 

○成富毅誌・井手洋一 

アスパラガスの主要な発生種とされるナミハダニ黄緑型（以下，ナミ）とカンザワハダニ（以下，カンザワ）

のアスパラガスにおける増殖性を比較した。試験にはイチゴ由来のナミおよびカンザワをインゲン（本金時）で

累代飼育した個体群を供試した。小型シャーレ内に隔離したアスパラガス擬葉上への卵放飼試験では，放飼 14

日後の成虫化割合はカンザワで平均 45.0％であったのに対し，ナミでは 1.2％と低かった。そこで，アスパラガ

ス圃場において，ナミ放飼区，カンザワ放飼区および両種同時放飼区を設け，放飼 14 日後の各区における雌成虫

数を払い落とし調査したところ，カンザワはカンザワ放飼区（平均 151.0 頭/区）および両種同時放飼区（平均

195.3 頭/区）で認められた一方で，ナミはいずれの区でも全く認められなかった。以上のことから，ナミハダニ

黄緑型のアスパラガスにおける増殖性はカンザワハダニよりも低い可能性が示唆されたが，ナシ等の他植物由来

の個体群や，ナミハダニ赤色型等用いてさらに検討する必要がある。 

（佐賀農業セ） 
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虫害 13 

奄美大島のサトウキビ栽培圃場でのイネヨトウ幼虫寄生蜂の寄生率 

○林川修二・濱島朗子・里 昭平１）・倉本周代 

 サトウキビ栽培では芯枯れ被害は，収量や品質低下を招くため，メイチュウ類の防除は必須となっている。特

にイネヨトウは 2012 年に南西諸島全域で被害をもたらし，問題となった。本種には，有望な幼虫寄生蜂が数種知

られるが，本県での発生実態は不明である。そこで 2018 年から 2021 年にかけて，サトウキビ栽培圃場から採取

した芯枯れ茎内の本種幼虫を飼育し，幼虫寄生蜂の寄生状況を調査した。寄生蜂は４種が確認されたが，その殆

どはズイムシサムライコマユバチで，寄生率は２月にかけて低下した後，50％に到達したのは 2019 年が３月以降

であったのに対して，2020 年は５月以降で年次間差がみられた。イネヨトウのフェロモントラップ誘殺虫数は

2018 年が３月中旬から減少したのに対して 2020 年は５月下旬に増加しており，春期の幼虫寄生蜂はイネヨトウ

の発生に影響していることが示唆された。また，３月から４月の寄生率は年次間差がみられるため，春植え，株

出し栽培では寄生蜂の寄生率が上昇する５月までの防除体系が重要と考えられた。 

（鹿児島農総セ大島・１）鹿児島農大） 

 

 

 

 

 

虫害 14 

冬春トマトにおけるタバコカスミカメを利用したタバココナジラミ防除体系の構築 

○田中彩友美・安達修平・北村登史雄 1)・冨髙保弘・水谷信夫 

 タバコカスミカメ(以下，天敵)を利用した冬春トマトにおけるタバココナジラミ(以下，コナジラミ)の防除体

系について，熊本県内の現地圃場において，2 年間実証試験を行った。1 年目(2019年 9月〜2020 年 7 月)は天敵

導入ハウスのみの調査で，2年目(2020年 9月〜2021年 7月)は近接するハウスに対照区を追加した。調査として，

粘着板によってハウス内外のコナジラミ数をモニタリングする共に，トマトおよび天敵温存植物上のコナジラ

ミ・天敵数の見取り調査を行った。その結果，1 年目はトマト上で天敵が確認されず，5 月以降にコナジラミ密度

が急増した一方で，2 年目は 4 月以降トマト上で天敵が定着し，対照区と比較して 5 月以降のコナジラミ密度が

低く抑えられた。違いが生じた要因について，天敵温存植物種の違いや天敵の放飼個体数等に着目して考察を行

う。 

（農研機構植防研・1）農研機構西日本農研） 

 

 

 

 

 

 

虫害 15 

奄美大島のトルコギキョウにおけるチャノキイロアザミウマの発生系統 

○濱島朗子・倉本周代・林川修二 

奄美地域のトルコギキョウ栽培では，チャノキイロアザミウマによる被害が問題となっている。本県マンゴー

では薬剤感受性が異なる C 系統による被害が問題となっているが，トルコギキョウにおける系統は明らかにされ

ていない。そこで，奄美大島のトルコギキョウにおける本虫の発生消長と発生系統を調査した。植付期の 2019 年

10 月下旬から２度切り収穫期の 2020 年６月まで，大島支場のトルコギキョウのハウス内外に黄色粘着トラップを

設置，約２週間毎に交換して，誘殺された本雌成虫を PCR 法（Toda et al.2014）により遺伝子診断した。また，

収穫期の３月 23 日と６月４日にトルコギキョウの先端部分をエタノール浸漬し，採集された本雌成虫を同様に系

統判別した。トラップ調査では，両系統とも確認され，ハウス内では C 系統は栽培期間を通して誘殺されたが，

YT 系統は 12 月中旬から３月下旬までは誘殺されなかった。また，浸漬調査では全て C 系統であった。このため，

C 系統を対象とした体系防除の構築が必要と考えられる。 

（鹿児島農総セ大島） 

 



- 7 - 

 

虫害 16 

奄美群島のトルコギキョウ栽培におけるチャノキイロアザミウマに対する赤色 LED の効果 

○倉本周代・田之頭優樹 1）・濱島朗子・林川修二 

 奄美群島におけるトルコギキョウ栽培では，アザミウマ類による被害が問題となっており，主要種はチャノキ

イロアザミウマであった。そこで，ミナミキイロアザミウマなどの防除で実用化されている赤色 LED を用いて，

これまで試験例のない本種での被害軽減効果を徳之島支場で令和２年９月から検討した。その結果，9 月下旬定

植の作型において，赤色 LED（波長 660nm，(株)光波製）を日中 14 時間（5時 15 分から 19 時 15 分）照射した区

は，無照射区と比較し，被害株率，被害度ともに低い傾向にあり効果が認められた。また，ハウス内に設置した

黄色粘着トラップへの誘殺頭数やトルコギキョウのエタノール浸漬による採集虫数を比較しても，赤色 LEＤ区が

少なかったことから侵入抑制効果が期待できると考えられた。しかし，本種が侵入・定着した後では効果が得ら

れないことから，侵入前後の防除対策について，薬剤処理等との防除体系の構築が必要と考えられた。 

                           （鹿児島農総セ大島・1）鹿児島北薩地域振興局農政普及課） 

 

 

 

 

 

虫害 17 

ナシにおけるチュウゴクナシキジラミの薬剤感受性と各種薬剤の防除効果 

○衞藤友紀・池田亜紀・近藤知弥 

2011 年に日本で初めて確認されたナシのチュウゴクナシキジラミ（以下，キジラミ）の登録薬剤は，現在８剤

である。本虫の発生・被害は，各薬剤を用いた防除によりこれまで抑制されてきたが，2019 年に防除をしてもキ

ジラミの密度が低下しない事例の報告があった。そのため，登録薬剤を含め各種薬剤に対する本虫の感受性と防

除効果を検討した。2019 年に採集した成虫は，スピネトラム剤とニテンピラム剤に対しては高い感受性を示した

が，イミダクロプリド剤，クロチアニジン剤を含むその他７剤に対しては低く，また 2020 年に採集した別園地の

成虫では，トルフェンピラド剤以外の６剤に対する感受性は低かった。検定の結果から，基幹薬剤であるネオニ

コチノイド系剤を含めた各薬剤に対して感受性が低いキジラミが発生していると考えられた。さらに，検定とは

別園地で防除試験を実施した結果（2020，2021 年），クロチアニジン剤の防除効果は低かった（2020 年）一方で，

トルフェンピラド剤（2020 年）とピリダベン剤（2021 年）の効果は高く，有効と考えられた。 

（佐賀果樹試） 

 

 

 

 

 

虫害 18 

佐賀県内の施設栽培モモにおけるカイガラムシ類の発生状況 

○池田亜紀・白石祥子 1)・近藤知弥・衞藤友紀 

  近年，本県における施設栽培モモではカイガラムシ類による枝の枯死や樹勢低下等の被害が問題となっている

が，その発生生態は明らかではない。そこで，防除対策の基礎資料を得るために，発生種と発生消長を調査した。

各地域の計 13 園（露地１園，施設 12 園）で調査した結果，佐賀市および小城市ではウメシロカイガラムシ（以

下ウメシロ），多久市ではクワシロカイガラムシ（以下クワシロ），伊万里市では両種が混発している園もあるが，

優占種はウメシロであった。また，薬剤防除の目安となる１齢幼虫の発生ピークをウメシロでみると，無加温栽

培の場合，ビニルの３月中旬被覆では４月上旬頃，３月下旬被覆では４月中下旬頃に第１世代が生じて，いずれ

も３山形であった。一方，加温栽培の場合，２月上旬加温では３月中旬頃，２月中旬加温では３月下旬頃に第１

世代が生じる３～４山形であった。このように被覆及び加温の早晩により幼虫の発生時期が異なるため，防除時

期を逸する恐れのない１齢幼虫発生前の発芽直前の防除（池田ら,2021）が有効であると考えられる。 

（佐賀果樹試・1）佐賀農技防セ） 
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虫害 19 

鹿児島県におけるツヤアオカメムシとチャバネアオカメムシの発生状況の特徴およびヒノキ球果結実量を用い

た発生量予測の検討 

○湯田達也 

予察灯の誘殺とヒノキでの調査データを用いて，ツヤアオカメムシ（以下ツヤアオ）とチャバネアオカメムシ

（以下チャバネ）の鹿児島県での発生状況の特徴をまとめた。また，ヒノキ球果結実量から当年世代の発生量が

予測できないか検討した。予察灯での誘殺は，県本土南部の垂水と加世田ではツヤアオ，北部の東郷と出水では

チャバネの割合が高く，市来ではツヤアオの割合が高くなる傾向がみられた。年間の誘殺消長を 4 つの発生型に

分類すると，両種とも無峰型と後期型の年が多く，ツヤアオはチャバネに比べ前期型および双峰型の年が多かっ

た。各年のヒノキ樹上での捕獲虫数に占めるツヤアオの割合は 0～34％とチャバネに比べ低かった。6 月のヒノ

キ球果結実量（球果量指数）と，7 月下旬から 9 月下旬の平均捕獲虫数との回帰分析（N=22）を行ったところ，

チャバネでは R2＝0.76（P＜0.01）と高い相関関係が認められ，ツヤアオでは R2＝0.53（P＜0.01）であったが，

両種とも球果結実量の少ない年には多発するリスクが低いことが示唆された。 

（鹿児島農総セ） 

 

 

 

 

 

虫害 20 

長崎県のイチゴ産地におけるチャノキイロアザミウマ C 系統の育苗期での発生分布 

○永石久美子・高田裕司 

2020 年に当センター（諫早市）のイチゴ本圃において葉，葉柄，花梗枝の黒褐変症状が発生した。発症株には

チャノキイロアザミウマ（以下，チャノキイロ）の寄生がみられ，系統判別を依頼したところ C 系統と判別され

た。本県では 2014 年にマンゴーで C 系統の発生が確認されていたが，これまでイチゴ産地での発生状況について

は明らかでなかった。そこで，2021 年 8 月に県内 24 地点の育苗圃を調査し，そのうちチャノキイロが発生して

いた 13 地点からチャノキイロを採集し，Toda et al.（2014）に従い系統判別を行った。その結果，長崎市 1 地

点で採集されたチャノキイロはすべて C 系統であった。また，雲仙市 3 地点では，YT 系統と C 系統が混発してい

ることが明らかとなった。なお，その他の 9 地点で採集されたチャノキイロはすべて YT系統であった。今回採集

した県内のイチゴ育苗圃では YT 系統が広く分布していることが明らかとなったが，一部では C 系統が優占してい

る圃場もあり，今後県内に広く分布することが考えられるため，継続的なモニタリングが必要である。 

（長崎農技セ） 

 

 

 

 

 

虫害 21 

防虫ネットと光反射シートの併用によるアザミウマ類の施設侵入抑制効果 

○高田裕司 

イチゴ栽培では，特に野外からの侵入が多くなる 4 月以降においてヒラズハナアザミウマを主体とするアザミ

ウマ類による果実被害が問題となる。アザミウマ類の侵入抑制には物理的防除資材の利用は有効な手段であり，

これまでに，防虫ネット（商品名：スリムホワイト 45）の施設側面への展張や，光反射シート（商品名：タイベ

ック®）の施設周縁の敷設は侵入抑制の効果が認められている（宮田，2007，小川，2007）。本試験ではイチゴ栽

培でこれら防除資材の併用した場合の効果を検討した。試験区は試験ハウスの片側サイド開口部に防虫ネットを

全面に展張し，ハウス長を半分に区切り，防虫ネット＋光反射シートの併用区と防虫ネット単用区を設定した。

また，施設サイドから約 2m 離れたシロツメグサをアザミウマ類の発生源とし，青色粘着板を用いて侵入抑制効果

を検討した。その結果，ハウス内とアザミウマ発生源の間に設置した各粘着板の誘殺数は併用区が単用区と比べ

少なく，両資材の併用により侵入抑制効果の向上が認められた。 

（長崎農技セ） 
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虫害 22 

アスパラガス現地圃場におけるスワルバンカー®を組み合わせた総合的害虫管理技術体系の検討 

○吉村友加里・菅 伸子・永石久美子・高田裕司        

アスパラガスの難防除害虫であるアザミウマ類は，「スワルバンカー®（以下，SB）」の利用により密度が抑制さ

れ，インセクタリープラントとして「スカエボラ」を畝に植栽すると，さらに抑制効果が安定する（第 95 回九病

虫）。ここでは，これまでの知見から作成した総合的害虫管理技術体系について生産者圃場での適用を試みた。試

験区は，SB＋スカエボラ＋天敵に影響の少ない化学農薬（以下，SB）区と慣行防除（以下，慣行）区の計２区を

設けた。農薬散布作業を含め，一般管理は生産者慣行で行った。期間を通じた殺虫剤散布回数は，SB 区が慣行区

より４回少なかったが，アザミウマ類の密度は慣行区と同等であった。また，スカエボラ内のカブリダニ類は，

調査期間を通じて発生が確認された。これらのことから，本体系は，アザミウマ類に対して現地慣行と遜色ない

防除効果を示し，現地で適用可能な技術であると推察された。今後は，事例を集積しつつ，SB 導入によるコスト

を慣行防除コストに近づけた体系を確立する必要がある。  

（長崎農技セ） 

 

 

 

 

 

虫害 23 

RFLP 法による宮崎県都城市周辺におけるメダカの遺伝子汚染調査 

荒井省吾・菅野善明・○新谷喜紀 

 メダカは環境保護活動における象徴種であるため，しばしば放魚が行われていると考えられ，自然下での遺伝

子汚染が危惧されている。昆虫との関係という面では，ボウフラ駆除の目的で導入された同属の魚のカダヤシと

の競合の影響からか近年生息地が減少しているという説があり，これがメダカの放魚を助長している可能性があ

る。メダカについては，Takehara et al. (2003) による分子系統解析によって日本各地の在来の個体群の系統関

係が明らかにされ，ミトコンドリア DNA のチトクローム b 領域の塩基配列の差異に基づいた RFLP 法によって容易

に遺伝子汚染を調べられるようになっている。本研究では，2020 年に宮崎県都城市周辺を流れる沖水川（大淀川

水系）の支流の 12 地点でメダカを採集し，各個体の RFLP パターンを調べた。その結果，1 地点から鹿児島県の

馬毛島または種子島の系統の個体が検出された。 

（南九州大環境園芸） 

 

 

 

 

 

虫害 24 

日本におけるツマジロクサヨトウ幼虫の寄生性天敵 

○村田真輝・林田敦士・新谷喜紀 

 ツマジロクサヨトウ Spodoptera frugiperda は，アメリカ原産で近年日本に侵入した広食性の害虫であり，国

内では主にサトウキビやトウモロコシで被害が報告されている。本研究では，日本におけるツマジロクサヨトウ

幼虫の寄生性天敵を調べるため，2021 年 8 月から 11 月にかけて宮崎県都城市およびその周辺の地域の飼料用ト

ウモロコシ畑から幼虫を採集して 25℃・16L-8D の条件下で寄生蜂や寄生蝿の出現を観察した。その結果，採集時

に 1～3 齢の幼虫の約 20%からタバコアオムシチビアメバチ Campoletis chlorideae，3～4 齢の約 1.6％からコマ

ユバチ科と思われる寄生蜂の 1 種，5 齢からは寄生蜂や寄生蝿は確認されず，6 齢からはブランコヤドリバエ

Exorista japonica の出現が 1 例のみ確認された。これらの結果から，九州南部においてはタバコアオムシチビ

アメバチがツマジロクサヨトウ幼虫の主要な寄生性天敵の 1 つであると考えられる。 

（南九州大院） 
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虫害 25 

ブランコヤドリバエによるツマジロクサヨトウへの寄生率が低い原因の究明 

○清水太祐・林田敦士・村田真輝・新谷喜紀  

 近年日本に侵入して主としてトウモロコシを食害しているツマジロクサヨトウ（以下，ツマジロ）に関して，

野外での予備調査では，他のチョウ目では高い寄生率を示すブランコヤドリバエ（以下，ハエ）がほとんど寄生

していないことが分かった。本研究では，その原因を調べるためにいくつかの室内実験を行った。1）25℃でツマ

ジロにハエの寄生が成功するかを調べた結果，脱皮直前の前終齢（5 齢）幼虫と前蛹では失敗した。2）トウモロ

コシの茎に食入中とそうでない幼虫をハエの雌 1 匹に同時に暴露したところ，茎の中の幼虫に産卵しなかった。

また，幼虫の体表に付いたハエの卵は，トウモロコシに食入すると卵が剥がれ落ちる傾向があった。3）低温ほど

卵期の発育零点の低いハエの寄生率が高いと仮定して 17.5℃，22.5℃，30℃，で産卵後の飼育を行ったが，いず

れの温度でも寄生の確認はできなかった。しかし， 3）については孵化までの期間が極端に短い卵を除外するよ

うな操作をしていたことが原因の可能性があり，このような操作をしない室内の飼育で寄生が確認できている。 

（南九州大環境園芸） 

 

 

 

 

 

虫害 26 

寄主の休眠とブランコヤドリバエの低温下での生存の関係 

○遠藤拓海・林田敦士・村田真輝・新谷喜紀 

 ブランコヤドリバエ（以下，ハエ）は休眠を持たない生活史を示す昆虫で，多種に及ぶ鱗翅目の幼虫や蛹に寄

生することが知られている。本種は越冬態に関して詳細に研究されていないが，ある寄主において休眠蛹に寄生

している場合は越冬できるが，休眠前の幼虫では越冬できない可能性が示唆されている。本研究では寄主昆虫の

休眠とハエの生存の関係に焦点を当て，休眠を持つガの幼虫または休眠を持たないガの幼虫に寄生させ，低温下

での生存について解明を試みた。休眠を持つ種としてオオタバコガを用い，光周期により休眠予定及び非休眠予

定の幼虫を準備した。休眠を持たない種としてハスモンヨトウとツマジロクサヨトウを用いた。なお，いずれの

種でも脱皮直後の終齢幼虫を寄生対象とした。ハエに産卵させた後，蛹化した日から 12.5°C・12L-12D の条件で

5 日間順化させ，2.5°C・12L-12D へ移して 30 日間定期的に観察した。最後に 20°C・12L-12D に置き，各個体の

生死を調べた。途中経過の発表となる可能性がある。 

（南九州大環境園芸） 

 

 

 

 

 

虫害 27 

南九州のツマジロクサヨトウから分離された緑きょう病菌の病原性 

○倉橋美月・坂巻祥孝・津田勝男  

2021 年に鹿児島県・宮崎県での野外調査で緑きょう病菌により死亡したツマジロクサヨトウが多数認められた。

本研究ではこのツマジロクサヨトウから分離された緑きょう病菌をツマジロクサヨトウおよびハスモンヨトウに

接種して，その病原性を調査した。さつま町柏原，南さつま市金峰町，都城市野々美谷町より採集したツマジロ

クサヨトウ由来の 3 系統および鹿児島市郡元より採集したハスモンヨトウ由来の 1 系統をツマジロクサヨトウお

よびハスモンヨトウの 3 齢幼虫に接種した。その結果，ツマジロクサヨトウに対する LC50は柏原，金峰，野々美

谷，郡元系統がぞれぞれ 2.0×105，6.5×103，1.3×106，1.2×105分生子/ml であり，ツマジロクサヨトウに対し

て高い病原性が認められた。ハスモンヨトウに対する LC50は柏原，金峰，野々美谷系統がそれぞれ 6.9×104，2.5

×105，3.8×105分生子/ml であった。また，4 系統は核リボソーム RNA 遺伝子 ITS 領域塩基配列にほぼ差がなか

った。本研究は生研支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業」の支援を受けて行った。 

（鹿児島大農） 

 


