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13:15

（15分）
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当者

中央農研
会議室

13:15-
14:15

（60分）

後藤千枝
（中央農研）

中央農研
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講義
武田光能

（野菜茶研）
中央農研
会議室

講師役職又は氏名 実施場所

施設野菜病害虫のIPM
施設野菜病害虫の総合的管理（IPM）に
ついて概要を紹介し、研究開発の現状
と今後の展望について解説する。

トマト葉かび病、すす
かび病の診断と防除技
術
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すすかび病の診断方法と防除対策につ
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病害虫の薬剤抵抗性管
理

病害虫の薬剤抵抗性に関する問題点と
今後の抵抗性管理について解説する。

講義

窪田昌春
（野菜茶研）

中央農研
会議室
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アザミウマ・コナジラ
ミ類の分類・同定技術

難防除害虫であるアザミウマ・コナジ
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どを利用した分類・同定技術を解説す
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北村登史雄
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天敵を利用した害虫防
除の理論と実際

天敵の利用技術について、生物農薬的
な利用から土着天敵を活用するための
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（近畿大学）
中央農研
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施設野菜での土着天敵
利用技術
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シ類について、分類と同定技術につい
て解説し、実習を行う。

講義と実習
日本典秀

（中央農研）

中央農研
会議室、実験
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（高知農技セ）

中央農研
会議室

高知県で実施されている、施設野菜に
おける土着天敵を利用した害虫防除技
術について、実例を交えて紹介する。
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15:40
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天敵類の分類・同定技
術（寄生蜂類）

有力な土着天敵である寄生蜂類につい
て、分類と同定技術について解説し、
実習を行う。

講義と実習
小西和彦

（北農研）

中央農研
会議室、実験
室

13:00-
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（80分）

天敵類の分類・同定技
術（ヒメハナカメムシ
類）

天敵類の分類・同定技
術（カブリダニ類）

有力な土着天敵であるカブリダニ類に
ついて、分類と同定技術について解説
し、実習を行う。

講義と実習
下田武志

（中央農研）

10:00-
11:00

（60分）

新規発生病害虫の生態
と防除技術（チャトゲ
コナジラミ）

最近国内に侵入し分布が拡大している
チャトゲコナジラミについて、最新の
知見を紹介するとともに防除技術につ
いて解説する。

講義
佐藤安志

（野菜茶研）

中央農研
会議室、実験
室

 9:00-
10:00

（60分）

新規発生病害虫の生態
と防除技術（ウリ類退
緑黄化病）

最近発見され分布が拡大しているウリ
類の退緑黄化病について、最新の知見
を紹介するとともに防除技術について
解説する。

講義
奥田　充

（中央農研）
中央農研
会議室

15:40-
17:00

（80分）

中央農研
会議室

11:00-
12:00

（60分）

斑点米カメムシ類の発
生予察と防除技術

斑点米の原因となるカスミカメ類を中
心にフェロモントラップを活用した発
生予察技術と防除要否の判定技術につ
いて解説する。

講義
高橋明彦

（中央農研）
中央農研
会議室

10月23日
（水）

中央農研
会議室

15:15-
16:15

（60分）

津田新哉
（中央農研）

中央農研
会議室

10月24日
（木）

10月25日
（金）

13:00-
14:00

（60分）

臭化メチルに依存しな
い土壌病害防除技術

臭化メチルを使用しない土壌病害の防
除技術や総合的病害対策について解説
する。

講義

事務担当者
中央農研
会議室

14:00-
14:40

（40分）
総合討論

講義全体を踏まえた総合的な質疑応答
を行うとともに、受講者の普及現場で
体験した病害虫防除に関する問題点、
疑問点などについて述べていただき、
解決策について討論を行う。また、今
回の講義内容を今後職場でどのように
活かしていくのかについて、自由な意
見交換を行う。

討論
本多健一郎（座長）

ほか各講師
中央農研
会議室

実施場所までの交通手段

○鉄道利用の場合
【JR常磐線利用の場合】
    最寄り駅　牛久駅　牛久駅東口から関東鉄道バスで約20分、「農林団地中央」下車、徒歩約10分
【つくばエクスプレス利用の場合】
    最寄り駅　みどりの駅　関東鉄道循環バスで約20分、「農林団地中央」下車、徒歩約10分
　　あるいは　つくば駅　つくバス南部シャトルで約20分、「農林団地中央」下車、徒歩約10分
○自動車利用の場合
    常磐自動車道　谷田部ICより５Km

研修実施期間中の宿泊 農林水産省　農林水産技術会議事務局　筑波事務所国内研修生宿泊施設を予定

14:40-
15:00

（20分）

アンケート記入と閉講
式

研修生に対し、研修に対する評価等に
ついてアンケート調査を実施する。
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2013 年 10 月 23 日 

                         

「施設野菜病害虫の IPM」 

                  独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

                  野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域 

                  上席研究員 武田光能 

 

はじめに 

我が国で「施設園芸」の言葉が使われ始めたのは，農業用ビニールが実用化された 1950

年代からといわれている．1950 年代からの半世紀で施設面積は急激に増加したが，1990

年代に５万 ha を越えてからはほぼ横ばいか漸減傾向となっている． 

施設栽培は生物学的に単純化された生態系となることから，各種の病害に加えてアザミ

ウマ類，アブラムシ類，コナジラミ類，ハダニ類といった微小害虫が多発する傾向にある．  

施設野菜の病害虫管理は，環境負荷軽減を求める世論や，農薬の効かない難防除害虫の

出現（薬剤抵抗性の発達）により，新たな防除技術の活用が求められている． 

天敵利用の先進県である高知県においても農薬の効かないミナミキイロアザミウマの出

現によって天敵利用が推進された経緯があり，同じく農薬の効かないタバココナジラミバ

イオタイプ Q の侵入によって，天敵利用を中心とする防除体系が崩壊の危機に直面（広瀬

ら，2008）したが，新たな生物的防除素材の利用等によって天敵利用を核とした防除体系

が推進されている（下元，2011）． 

施設で農作業に従事する人にとって，農薬散布は過酷な作業であり，農薬に依存しない

防除体系によって生産者の安心・安全を確保することは特に重要である．生物的防除法だ

けで，病害虫を完全に防除することは現実的には困難であるが，生物的防除資材とそれを

補完する他の防除法を上手く組み合わせて病害虫を効率的に制御する IPM（総合的病害虫

管理技術）が求められている．ここでは，施設野菜における IPM の概要を紹介し，IPM 推

進に向けた研究開発の現状と今後の展望について解説する． 

 

IPM（Integrate Pest Management）の考え方 

IPM の考え方は 1960 年代に提唱され，1965 年の FAO シンポジュウムで「あらゆる適

切な技術を相互に矛盾しない形で使用し，経済的被害を生じるレベル以下に害虫個体群を

減少させ，かつその低いレベルに維持するための害虫個体群管理システムである．」と定義

された．1970 年代には，総合防除に関する研究が世界的に進められ，害虫だけでなく病害

や雑草などの有害生物の総合防除へ発展している．さらに，農業生産が環境に及ぼす影響

を考慮する必要性が強調され，GAP（農業生産規範 Good Agricultural Practice）や農業環

境規範による農作業のチェックが求められており，総合防除も「管理戦略の中で，単独ま
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たは調和的に使用される有害生物の防除戦略を選択するための意思決定システムであり，

生産者，社会そして環境の利益とインパクトを考慮に入れた費用‐利益分析に基づくもの

である．」と定義されている（IPM 総論，2006）． 

農林水産省消費・安全局は総合的病害虫管理（IPM）検討会を開催し，「総合的病害虫・

雑草管理（IPM）実践指針～病害虫及び雑草の徹底防除から，さまざまな手法による管理・

抑制への転換～」を取りまとめている． 

そこでは，日本型 IPM として雑草を含む有害生物の総合防除は，「総合的病害虫・雑草

管理とは，利用可能なすべての防除技術の経済性を考慮しつつ慎重に検討し，病害虫・雑

草の発生増加を抑えるための適切な手段を総合的に講じるものであり，これを通じ，人の

健康に対するリスクと環境への負荷を軽減，あるいは最小の水準にとどめるものである．」

と定義されている．また，「農業を取り巻く生態系の攪乱を可能な限り抑制することにより，

生態系が有する病害虫及び雑草抑制機能を可能な限り活用し，安全で消費者に信頼される

農作物の安定生産に資するものである」とされている．これらに基づいて，野菜類ではキ

ャベツ，施設トマト，施設いちごの IPM 実践モデルが公表されている． 

○有害生物とは：植物の細胞質または組織の摂取は，有害生物によるエネルギーの獲得と

植物側のエネルギーの損失を意味する．葉と根の消費は光合成能力を低下させ，収量の損

失を招く．果菜類では，有害生物の果実加害は直接的な収量減をもたらす．これらの収量

減や品質の低下をもたらす有害生物には，植物病原体（菌類，ファイトプラズマ，細菌，

ウイルス，高等植物等），雑草（藻類，鮮類と苔，シダ類とトクサ類，裸子植物類，被子植

物類），有害動物（線虫，軟体動物，昆虫綱，クモ綱，甲殻類，コムカデ類）が含まれる． 

○農薬の多用による弊害：1960 年代に総合防除（IPM）が提唱された背景は，農薬の多用

による弊害がある．農薬自体の紋団には，食品への残留，人畜に対する急性及び慢性毒性，

環境負荷の増大がある．また，農薬連用の弊害として，薬剤抵抗性の発達，潜在病害虫の

顕在化が挙げられる．同じ系統の農薬を連用することで，農薬に抵抗性を示す個体が増殖

し，農薬に対して抵抗性を示す個体群が優占することで抵抗性が発達する． 

○誘導多発生（リサージェンス）：農薬の多用がもたらす弊害として，農薬散布による誘導

多発生（リサージェンス）が知られている．誘導多発生は生態系の撹乱によって生じると

考えられ，特に生物的要因が重要である．例えば，ハダニ類の防除のために使用した農薬

がハダニ類よりもその天敵に悪影響を及ぼすことで，農薬散布後に一時的に低下したハダ

ニ類の密度が急速に回復する現象を示す．すなわち，環境抵抗（天敵類による密度抑制）

から解放されたハダニ類が急激に増加する場合に誘導多発生が生じたと考えられる． 

 

日本型 IPM の実践 

 日本型 IPM の実践においては，下記の３点が特に重要とされている（農林水産省消費・

安全局植物防疫課，2011）． 

A．病害虫・雑草が発生しにくい環境を整え（「予防」） 
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B．病害虫が発生した場合には，その状況が経済的な被害を生ずるかを観察し（「判断」） 

C．防除が必要と判断される場合には，農薬だけに頼るのではなく，天敵生物（生物的防除） 

や病害虫の特性を利用した資材（物理的防除）を適切に組み合わせた「防除」を実施す

るという内容が示されている． 

実際の IPM の実践においては，核都道府県で推奨されている IPM 実践モデルを参考に

項目ごとの確認を行いながら，病害虫・雑草の防除を行う必要がある． 

 

施設野菜の病害対策 

 病害防除では，病気に強い作物が重要であり，抵抗性品種や抵抗性台木の利用が基本と

なる．また，適切な栽植密度と肥培管理によって抵抗性の高い作物を育成し，適期に収穫

することなどが病害対策として挙げられる． 

施設トマトの IPM 実践指針では，健全種子（種子消毒）の確保，適正品種の選定（抵抗

性品種．台木），健全苗の育成，圃場の選択と改善（水はけ），土壌消毒，定植（栽植密度，

定植時期），病害虫発生予察情報の確認，病害防除の要否の判断，農薬使用全般の注意（最

適な散布，ローテーション散布，ドリフトの防止），収穫後残渣の処理（病害虫の発生源対

策），作業日誌（栽培履歴の管理等の記載事項の徹底），研修会への参加（IPM 研修会等に

参加する）等が記載されており，栽培管理で病害の発生を抑えることが求められる． 

野菜病害は，病原体の存在，発病しやすい野菜，発病に好適な環境の３つの条件が揃っ

て初めて発生する．病原体には，糸状菌，細菌，ウイルスなどがあるが，病原体によって

性質が異なり，防除方法も異なるので，どれによる病害であるかを知ることが必要である． 

病原体は，空気（風など），土壌，水（灌漑水，雨など），昆虫，種苗などで伝染する．

また，土壌，発病残渣，種苗，病原体の耐久体，昆虫などに残って翌作の伝染源となる． 

病原体は上記のように伝染環を形成している．作物側には，品種による抵抗性の違い，

同一作物でも生育段階による抵抗性の違いがある．環境条件として，温湿度，降雨，風，

光，土壌温湿度，pH，肥料環境などが発病に影響する．以上のように病害発生の３条件の

どれかがが欠けても発病が成立しないことから，３条件の 1 つ以上の除去を目的として防

除を組み立てる． 

○病原体の制御：病原体に対する対策では，圃場内の病原体密度を被害が生じないレベル

にすること，伝染環を断ち切ることを目標とする．防除法としては，熱処理，燻蒸などの

土壌消毒，地上部病害などに対する薬剤散布，媒介虫の侵入防止と防除，無病種苗の利用

などがある．輪作体系の導入による連作回避，残渣の圃場外への持ち出し，管理に使用す

る機械，農具や手の消毒などの方法も伝染環を断ち切る上での重要な方法である． 

○作物条件の改善：病気に強い野菜を作ることも病害防除では大切である．抵抗性品種や

抵抗性台木の利用が最も有効な方法であり，病害防除での基幹的技術である．これを補足

する場合あるいは有効な抵抗性品種・台木がない場合には，適切な栽植密度と施肥管理に

より抵抗性の高い植物体を育成し，適期に収穫することなどが対策として上げられる． 
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環境条件の改善：施設栽培では，換気，灌水量の調節，暖房，栽植密度の調節による温

湿度管理，紫外線カットフィルムなどの利用による光条件の改善などの技術がある．また，

底面灌水など，灌水方法の改善も有効である．  

○総合的な病害防除：上述した防除技術を単独で用いるのではなく，複数の方法を組み合

わせて防除することにより，より高い防除効果を得ることができる．それには，作付け野

菜に発生する病害とその特徴を理解し，生育段階毎に病害防除上の重要なポイントを押さ

え，それらに対応した防除方法を組合せることに心がける．また，発生時期，発生量等を

考慮して臨機応変に防除法を選択することも必要である． 

 

虫媒性ウイルス病に対する IPM 

トマト黄化葉巻病は，タバココナジラミによって媒介される虫媒性ウイルス病であり，

世界各地で発生するトマトの重要病害である．1996 年に静岡県，愛知県，長崎県の３県で

発見され，その発生地域は徐々に拡大し，2013 年には長野県を含めて 38 都府県で発生が

確認されている．また，薬剤抵抗性の発達が顕著であるタバココナジラミバイオタイプ Q

も同じく 2013 年の長野県を含めて，すでに 43 都府県で確認されている．タバココナジラ

ミバイオタイプ Q はバイオタイプ B とともにトマト黄化葉ウイルス（TYLCV）やウリ類退

緑黄化ウイルス（CCYV）を媒介する。 

野菜茶業県研究所では，媒介虫タバココナジラミの薬剤抵抗性が発達しにくい物理的防

除法や病原ウイルス(TYLCV)の伝染環を遮断する対策などを組み合わせた総合防除体系を

開発し、防除マニュアルを作成している。そのポイントは伝染環の遮断に重点を置いた「入

れない」「増やさない」「出さない」の励行である。これらの虫媒性ウイルス病の防除対策

は，近年問題となっているアザミウマ類が媒介するトスポウイルスにも共通で利用できる

項目も多く，「入れない」「増やさない」「出さない」はトスポウイルス対策にも応用可能で

ある． 

①育苗・定植期の侵入・感染防止（入れない） 

・ウイルス感染やタバココナジラミの寄生が無い苗であることを，販売元に良く確認して

から購入する． 

・育苗ほ場や栽培施設の開口部に 0.4mm 以下の目合いの防虫ネットを展張し，タバココナ

ジラミ成虫の侵入を防ぐ．なお，細かな目合いのネットを使用する際は施設内の温度上

昇に注意する． 

・黄色粘着版や黄色粘着シートを施設内や施設周辺部に設置して，タバココナジラミ成虫

を捕殺する． 

・銀色反射資材をほ場周辺部に設置して，タバココナジラミ成虫の侵入を防止する． 

・紫外線カットフィルムで被覆し，タバココナジラミ成虫の侵入を防止する． 

・育苗期および定植時の粒剤（殺虫剤）処理の防除効果は高く，有効な薬剤に関する情報

は都道府県の指導機関等に良く確認してから使用する．なお，同じ種類（系統）の薬剤 
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使用を繰り返すと抵抗性が発達するので注意する． 

・侵入防止等の措置は，複数組み合わせて使用するとより効果的である． 

②定植後の感染拡大防止（増やさない） 

・トマト黄化葉巻病の発病株を発見したらすぐに抜き取り，土中に埋めるか焼却する． 

・栽培施設の開口部に 0.4mm 以下の目合いの防虫ネットを展張し，定植後のタバココナジ

ラミ成虫の侵入を防ぐ．特に，出入り口のカーテンは二重にして，開放状態にならない

よう注意する．また，細かな目合いの防虫ネットを使用する際は施設内の温度上昇に注

意する（施設内の高温が心配される場合は，天窓部分の防虫ネットを 0.5～1.0mm のや

や大きな目合いにしても一定の侵入防止効果は期待できる）． 

・黄色粘着版や黄色粘着シートを施設内や施設周辺部に設置して，タバココナジラミ成虫

を捕殺する． 

・銀色反射資材をほ場周辺部に設置して，タバココナジラミ成虫の侵入を防止する． 

・紫外線カットフィルムで被覆し，タバココナジラミ成虫の侵入を防止する． 

・薬剤抵抗性の発達しにくい気門封鎖剤（でんぷん液剤などの物理的防除剤）や糸状菌製

剤を活用してタバココナジラミを防除する． 

・越冬後の栽培施設では，春の気温上昇と共にタバココナジラミの発生密度が増加するの

で，天敵製剤や糸状菌製剤などを活用してタバココナジラミ密度の増加抑制に努め，栽

培終了時の保毒虫の逃亡防止を図る（これらの防除技術は，複数組み合わせて使用する

とより効果的である）． 

・栽培期間中の薬剤散布回数には制限があるので，必要な時以外には薬剤散布を控える．

同じ種類（系統）の薬剤散布を繰り返すと抵抗性が発達するので注意する．特にバイオ

タイプ Q は薬剤抵抗性が発達しやすいので，本バイオタイプの発生が報告されて都府県

では，有効な薬剤に関する情報を都府県の指導機関に良く確認してから使用する． 

③栽培終了時の蒸し込み・残渣処理（出さない） 

・栽培終了時には株を切断・抜根して枯死させると同時に，施設を密閉して蒸し込み処理

を行い，生息しているタバココナジラミを死滅させてウイルス保毒虫の施設外への逃亡

を防ぐ．枯死させた作物残渣は，土中に埋めるか焼却する． 

④施設内外の雑草や野良生えトマトの管理 

・施設内と周辺の雑草（ホトケノザなど）はタバココナジラミの増殖源となるため，適切

に除去する． 

・芽かきした茎葉や不良果から派生する野良生えトマトは夏季にタバココナジラミおよび

TYLCV の増殖源となるため，適切に除去する．同じく家庭菜園や露地栽培の発病トマト

株も増殖源となるため，栽培者の注意を喚起して除去を依頼する． 

⑤抵抗性品種の利用 

・現在市販されているトマト黄化葉巻病抵抗性品種は，発病が抑制されるものの TYLCV

には感染し，増殖源となりうる．感染した抵抗性品種上でウイルス保毒虫を発生させな
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いためにも，感受性品種と同様にタバココナジラミの防除を行う必要がある． 

 

施設野菜病害虫 IPM の研究動向 

施設野菜の害虫防除には，施設を対象とする天敵生物や天敵微生物の利用が可能である．

我が国で登録された天敵農薬は，1951 年の露地果樹用の寄生蜂製剤のルビーアカヤドリコ

バチ（Anicetus benefificus：失効天敵農薬）に始まり，同じく露地果樹用のクワコナカイガ

ラヤドリバチ（Pseudophycus malinus：失効天敵農薬）が 1970 年に登録された． 

1995 年には，チリカブリダニ剤（Phytoseiulus persimilis）とオンシツツヤコバチ剤（Encarsia 

formosa）とが登録され，1997 年にイサエアヒメコバチ（Diaglyphus isaea）・ハモグリコマ

ユバチ（Dacunusa sibilica）製剤が登録され，1998 年にはククメリスカブリダニ剤（Neoseiulus 

cucumeirs），ナミヒメハナカメムシ剤（Orius sauteri），コレマンアブラバチ剤（Aphidius 

colemani），ショクガタマバエ剤（Aphidoletes aphidimyza）が登録され，ほとんどが施設栽培

に限定した登録となっている． 

2000 年代に入ってから 2005 年までに，ヤマトクサカゲロウ剤（Chrysoperla cernea），タ

イリクヒメハナカメムシ剤（Orius strigicollis），ナミテントウ剤（Harmonia axyridis），アリ

ガタシマアザミウマ剤（Frunklinothrips vespiformis），デジェネランスカブリダニ剤（Iphiseius 

degenerans：失効天敵農薬），サバクツヤコバチ剤（Eretmocerus eremicus），ミヤコカブリダ

ニ剤（Neoseiulus californicus），ハモグリミドリヒメコバチ剤（Neochrysocharis formosa）が

登録されている． 

さらに，2007 年にはチチュウカイツヤコバチ剤（Eretmocerus mundus），2008 年にアザミ

ウマ類・タバココナジラミ類・チャノホコリダニの天敵としてスワルスキーカブリダニ

（Amblyseius swirskii）が登録されている．また，2007 年にはチャバラアブラコバチ（Aphelinus 

asychis）がアブラムシ類を対象に登録されている． 

イチゴのハダニ類に利用されるミヤコカブリダニは飢餓耐性に優れることから，ハダニ

類が発生する前からの放飼が可能であり，チリカブリダニは飢餓耐性に劣るが，ハダニ類

の捕食量が多く防除効果が高いことから，両種の特徴を利用したハダニ類防除体系が広く

利用されている． 

また，ピーマン等でアザミウマ類やコナジラミ類を対象に非常に高い定着性を示すスワ

ルスキーカブリダニは，従来の天敵類に比べて非常に扱いやすいことから，ピーマンを中

心にナスやキュウリで急速に普及が進んでおり，天敵昆虫製剤，カブリダニ製剤と天敵微

生物製剤合計の出荷額のうち 36％（2011 年）を占めている．カブリダニ製剤以外では，ア

ザミウマ類を対象にスワルスキーカブリダニと同時に使用することで高い防除効果が得ら

れているタイリクヒメハナカメムシ剤の出荷額が 1.1 億円と多く，それ以外にも出荷額が

1000 万円（2009～2011 年平均）以上となるのは，コナジラミ類を対象としたオンシツツ

ヤコバチ剤（0.18 億円），アブラムシ類を対象としたコレマンアブラバチ剤（0.36 億円）の

２剤であった． 
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図１ 各種カブリダニ製剤の年次別出荷状況の推移（2001～2011 年，農薬要覧より作成） 

 

また，天敵微生物製剤では，野菜類でコナジラミ類に登録のあるバーティシリウム レカ

ニ水和剤（0.17 億円），野菜類のネコブセンチュウに登録されたパスツーリア ぺネトラン

ス水和剤（0.17 億円），そしてコナジラミ類とアザミウマ類に登録のあるボーベリア バシ

アーナ剤（0.49 億円）が広く利用されている． 

施設野菜では，花粉媒介昆虫のミツバチやマルハナバチ類を利用する際に，花粉媒介昆

虫に悪影響の少ない選択性農薬の使用が前提となる．同様に，生物農薬等の天敵昆虫製剤

やカブリダニ製剤の利用においても天敵類に悪影響の少ない選択性農薬の使用が不可欠と

なる．近年は，露地野菜においても選択性農薬の利用等によって土着の天敵を保護し，植

生管理等によって土着天敵の活動を高める技術開発が進められている．また，これらの土

着天敵を特定防除資材として利用する動きも各地でみられている．さらに，土着天敵・特

定防除資材としての利用だけに止まらず，常に使用できる生物農薬としての登録取得を進

める天敵類もみられている．  

高知県で実用化が検討され，すでに生物農薬としての登録申請段階にある天敵類として

アブラムシ類の捕食者であるヒメカメノコテントウ（Propylaea japonica）がある．また，生

物農薬の登録試験が実施されている天敵類には，アザミウマ類を対象とした昆虫病原性糸

状菌（メタリジウム属菌株），コナジラミ類やアザミウマ類を捕食するリモニカスカブリダ

ニ（Amblydromalus limonicus），アザミウマ類を捕食するアカメガシワクダアザミウマ

（Haplothrips brevitubus）などの試験が実施されている． 

高知県で土着天敵として利用されているタバコカスミカメ（Nesidiocoris tenuis），鹿児島

県で特定防除資材として利用されているギフアブラバチ（Aphidius gifuensis），アザミウ

マ類を対象としたオオメカメムシ（Piocoris varius）も生物農薬としての登録取得を目指し

ている．これらのうち，タバコカスミカメとギフアブラバチは農林水産省の「農林水産業
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食品産業科学技術 研究推進事業」で実施されている． 

なお，施設野菜病害虫 IPM の実際と研究動向については，平成 25 年度野菜茶業課題別

研究会「ネギアザミウマを巡る諸問題とアザミウマ類防除の新展開」でのトピックス並び

に近年の「農林水産業食品産業科学技術 研究推進事業」での施設野菜の病害虫防除に関す

る研究課題を紹介する． 
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病害虫の薬剤抵抗性管理 
 

中央農業総合研究センター 病害虫研究領域 後藤 千枝 

 

１．はじめに 

 平成６年４月に農林水産省環境保全型農業推進本部が設置され，「環境保全型農業推進

の基本的考え方」が示されてからほぼ２０年が経過し，環境保全型農業は社会に広く認識

されるようになった。環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業への転換が推奨され，薬剤

使用量は減少を続けているが，化学的防除が安定した食料供給のための必要不可欠なツー

ルであることには変わりがない。病害虫防除における化学的防除への依存度が高ければ，

病害虫の薬剤抵抗性の発達によって防除体系や栽培体系が受ける影響も大きい。薬剤抵抗

性管理は病害虫防除における重要課題であり，国際的には農薬関連団体や国連食糧農業機

関(FAO)により管理実施のガイドラインが示されるなど積極的な対応が行われている。国

内においても，病害虫ごとのガイドラインの設定や薬剤感受性調査等の取り組みが行われ

てきた。しかしながら，平成 24 年には九州地域で QoI 剤耐性イネいもち病菌やネオニコ

チノイド系殺虫剤抵抗性ワタアブラムシが問題化し，戦略的な対応が急務となっている。

薬剤使用において必ず奨励される「ローテーション散布」に対する生産者の認知度は高い

が，同一薬剤の連続使用を避けることのみが強調され，上記ガイドラインが勧める「薬剤

の作用機作」や「病害虫の発生生態」を十分考慮した施用にはなっていないのが実情であ

る。 

 本研修では，薬剤抵抗性をそのリスクに応じて管理するという考え方に基づき，2012 年

に FAO から公表されたガイドラインを参考に，薬剤抵抗性管理の基本について概説すると

ともに，今後の病害虫防除の課題について考えてみたい。 

 

２．薬剤抵抗性とは 

 『農薬用語辞典』には，薬剤抵抗性について，「薬剤の致死性などに対して，対象生物

がその影響を受けることなく生育できる性質をいう。」との記載がある。植物病害の分野

では，防除対象が微生物であることから，「薬剤抵抗性」を表す用語として，医学，薬理

学，微生物学の分野の用語である「薬剤耐性」が主に使われている。『農薬用語辞典』で

は，「薬剤耐性」は｢糸状菌や卵菌，細菌による病害の防除に使用される殺菌剤に対して，

本来の‘感受性’（ベースライン感受性）よりも感受性が低下した菌をいう。｣と書かれて

いる。ベースライン感受性は，通常，薬剤を添加した培地や薬剤を散布した植物体にその

薬剤や同系統薬剤を全く使用していない圃場から集めた菌株を接種して調べる。『農薬用

語辞典』にはまた，「農業場面では，薬剤の実用濃度で効果が期待できないものだけを耐

性菌と呼び，まだ防除効果が認められるものを感受性低下菌として区別することもある。」

と書かれている。 

 虫害分野では，「薬剤抵抗性」を表す用語として「殺虫剤抵抗性」が多く使われる。 
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FAO（2012）による”Guidelines on Prevention and Management of Pesticide Resistance”

では，「抵抗性」の定義を「薬剤による選抜に反応してある生物に生じる遺伝的変化であ

り，圃場における防除効果を損なうもの。」および「有害生物個体群の感受性における遺

伝的な変化。防除の失敗の原因として，製品の保管，施用，異常な気象あるいは環境条件

が排除される場合であって，ラベルの推奨方法に従って使用したにもかかわらず有害生物

に対して期待される防除水準を得られないという失敗が一度ならず繰り返される状況に

なる。」としている。 

 日本では，薬剤による害虫防除が普及し始めた 1950 年代以降，様々な害虫で抵抗性の

発達と新たな薬剤の導入が繰り返されるようになった。表１に，抵抗性を獲得した薬剤数

が多い世界の農業害虫の上位 20 種を示したが，その多くは日本でも抵抗性害虫として問

題となっている。一方，国内の圃場で薬剤防除効果が低下しそこから耐性菌が初めて検出

されたのは 1971 年で，それ以後は害虫同様，様々な植物病害において耐性菌の発達が問

題となっている。 

 

 薬剤抵抗性の発達は，圃場における防除の失敗の頻発などにより認識されるが，圃場に

耐性菌や抵抗性害虫が増えつつある場合でも，気象条件などが発病や生育に適していなけ

れば，「被害が認識されない＝薬剤の効果あり」とみなされることもある。他方，初期防

除を怠るなどの結果，病気が蔓延あるいは害虫の齢期が進むなどして手遅れとなり薬剤抵

抗性とは無関係に，薬剤使用による効果が十分には得られない場合もある。従って，耐性
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菌や抵抗性害虫の発生の確認には，圃場から採集してきた菌や害虫の薬剤感受性の検定や

DNA 診断が必要になる。 

 

３．薬剤抵抗性のしくみ 

 ここでは主に殺虫剤抵抗性について解説する。殺虫剤は，その有効成分が害虫の内部に

取り込まれ標的組織や器官に存在する作用点に到達して結合し，その機能をかく乱あるい

は阻害することによって効果を発揮するが，抵抗性は，この過程のさまざまな段階で生じ

る。図１に殺虫剤抵抗性のメカニズムを模式図で示し，下記で内容を説明する。 

 

1) 皮膚透過性の低下による抵抗性 

 皮膚構造の変化によって体内に浸透する薬剤量が減少することにより，作用点に到

達する殺虫成分濃度が減少し，結果的に薬剤感受性が低下することになる。皮膚透過

性の低下そのものによる抵抗性の発達程度は小さくても，他の抵抗性の要因と組み合

わされることによって大きな変化がもたらされる場合がある。 

2) 解毒代謝活性の増大による抵抗性 

 昆虫体内に入った薬剤は，体液や細胞に存在する酵素によって代謝分解され解毒さ

れる。遺伝子重複によって多数の酵素遺伝子を持つ，制御領域の変異によって遺伝子

発現量が増える，あるいは遺伝子変異によって殺虫成分に対して高い分解解毒活性を

持つことなどにより抵抗性となる例が知られている。昆虫は，植物が生産するさまざ

まな防御物質を代謝分解し，無毒化する能力を発達させてきたため，解毒代謝は抵抗

性の仕組みとして重要な位置を占めているが，植物病原微生物の場合は，耐性に解毒

代謝が関与する例は稀である。 

3) 標的部位の感受性低下による抵抗性 

 殺虫剤の有効成分と作用点は，言わば鍵と鍵穴のような関係にあり，鍵穴の形が変

わると鍵が合わなくなってしまうように，害虫の作用点が変異することによって殺虫

剤の作用点への結合能が失われると効果が発揮できなくなる。作用点の構造に関わる
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タンパク質のアミノ酸変異によって殺虫成分と作用点の相互作用が阻害され，高度な

抵抗性を示す場合がある。同様の機構による抵抗性は，菌と殺菌剤の間でも知られて

おり，例えば，ベンゾイミダゾール系薬剤の作用点であるβ-チューブリンというタン

パク質に生じた１個のアミノ酸置換は，劇的な抵抗性をもたらす。また，菌の場合

は，作用点の構造には変化がないが，作用点となるタンパク質自体の量が増えること

によって，薬剤との結合を逃れたタンパク質が保持され，抵抗性が発現する例が知ら

れている。 

4)行動の変化による抵抗性 

 昆虫やダニの中には特定の薬剤を処理した作物への接近や接触を回避する行動をと

るものがあり，このような行動の変化も抵抗性の要因となりうる。カやハエ等の衛生

害虫で薬剤処理面を回避する行動が防除効果の低下をもたらした例が知られている。 

5)その他のメカニズム 

 上記のそれぞれの因子が単独ではなく，組み合わされた結果，抵抗性が相乗的に高

まる場合もある。その際，一つの害虫集団が異なった作用機構または異なった系統の

複数の化合物に抵抗性を示す場合（複合抵抗性という）がある。また，ある薬剤に抵

抗性が発達したときに，類似の作用機構を持つ薬剤または同じ系統の化合物に対して

も抵抗性を示す場合（交差抵抗性という）もある。病原微生物と殺菌剤の場合も同様

に「複合耐性」や「交差耐性」が認められる場合があり，病害，虫害のいずれの防除

においても，薬剤の作用機構を理解することは抵抗性対策を考える上で極めて重要と

言える。 

 

４．薬剤抵抗性の発達要因 

 薬剤の使用の有無とは関係なく，自然界には特定の薬剤に耐性を示す菌が非常に低い頻

度ながら存在し，同様に害虫集団の中にも特定の薬剤に遺伝的な耐性を持つ個体がごくご

くわずかに混在している。そのような集団が同じ薬剤による処理を繰り返し受けると，耐

性に関わる遺伝子を持った菌株や害虫だけが生き残り増殖することになる。薬剤抵抗性は，

個々の菌や害虫個体が薬剤に強くなるのではなく，同一薬剤の連用による淘汰あるいは選

抜の結果，集団における薬剤耐性を持つ菌や害虫の比率が高まり，薬剤が効果を示さなく

なる現象である。 

 抵抗性発達に影響を与える要因について，主に殺虫剤抵抗性を例に以下に述べる。防除

計画の策定にあたってはこれらの点を踏まえて薬剤抵抗性の発達リスクが大きくならな

いようにすることが必要である。 

1)生物学的要因 

①母集団（個体群）の大きさ 

 個体群が大きい（密度が高く分布域が広い）とそこに含まれる抵抗性個体の割合が低く

ても殺虫剤処理散布後に生き残る個体の絶対数が多くなる。このようなケースでは抵抗性

遺伝子を持った個体同士が交配する確率が高くなり，抵抗性の発達が急速に進む可能性が
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ある。殺菌剤耐性にあてはめて言えば，病原微生物が大量に広い範囲に存在している状況，

すなわち広い地域にわたって発病の程度が高い状況がこれに相当する。 

②増殖能力 

 一世代あたりの産卵数，産仔数が多いと抵抗性遺伝子を持つ個体が出現する確率が高く

なり，薬剤による淘汰で抵抗性が発達する可能性が増加する。植物病原体で言えば，胞子

生産量の多さが耐性リスクに影響する。 

③増殖のタイプ 

 有性生殖，単為生殖ともに抵抗性発達に影響をもたらす。有性生殖では抵抗性遺伝子を

ホモで持つことにより，より高いレベルの抵抗性を持つ個体が出現する可能性があり，単

為生殖では親の形質がそのまま引き継がれるため一旦獲得した抵抗性が急速に拡大する

可能性がある。 

④一世代（卵→成虫）に要する期間 

 世代の回転が速いほど増殖のスピードが速く，単位時間あたりの薬剤による淘汰圧も高

くなるため，同系統の薬剤を連用すると抵抗性の発達が早くなる。植物病原体では，植物

への感染から発病までの期間が短く，増殖が早い場合は殺菌剤の処理が頻繁となり，耐性

が発達しやすい。 

⑤移動・分散能力 

 移動分散の能力は，抵抗性の圃場あるいは地域間の拡大に影響する。抵抗性個体の環境

適応性が感受性個体より低い場合には，移動分散能力の高さは感受性個体との交配によっ

て感受性が回復する要因にもなりうる。 

⑥薬剤の標的部位の数 

 薬剤が作用する標的部位が多いと全ての部位が抵抗性を獲得しなければならないので

抵抗性は発達しにくくなるが，標的部位が単一の場合は抵抗性発達のリスクが高くなる。 

⑦宿主範囲 

 加害する作物の範囲が広い病害虫は，作物ごとに薬剤のローテーション使用（特定薬剤

の連続使用を避けるため複数の薬剤を輪番に使用すること）を実施したとしても，病害虫

が作物間を移動することによって世代を隔てず同一薬剤による淘汰を受ける機会が多く

なるため，抵抗性発達のリスクが高い。このような場合には，同一地域内の作付作物を視

野に入れた防除対策が必要となる。 

 

2)管理要因 

①農薬の活性スペクトル 

 活性スペクトルの広い薬剤は，多種類の作物・病害虫を対象に広範囲にかつ頻繁に使わ

れる可能性が高い。ある害虫または病害の防除を目的とした広範囲の使用は，それ以外の

病害虫にも淘汰圧をかけることになるため，個々の病害虫種が受ける淘汰圧はスペクトル

の狭い薬剤に比べて高くなり，結果的に抵抗性問題が発生する可能性を高めることにつな

がる。 
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②薬剤処理量 

 通常，防除薬量の設定は，抵抗性遺伝子を持つ個体の存在を前提としたものにはなって

いない。経済的に実害が無ければ，多少の害虫の残存があったとしてもその時点では問題

にはならないが，生き残った害虫が抵抗性遺伝子を（ヘテロあるいは稀ではあるがホモで）

持つ場合，さらに淘汰が繰り返されれば抵抗性が発達する可能性を高めることになる。病

害の場合も同様であり，推奨される濃度より低い処理は抵抗性選択圧を増加させる。 

③薬剤被覆率・付着均一性 

 適正な薬量を作物全体に均一に処理することは，抵抗性対策としても非常に重要である。

薬剤処理量が不均一になると，前項同様に病害虫の取りこぼしが起きやすくなり，抵抗性

が発達する可能性を高めることになる。 

④浸透移行性 

 薬剤が根から吸収される浸透移行性の薬剤は，接触型の薬剤と比較して抵抗性発達の遅

延と促進の両面に働く可能性がある。薬剤が作物全体に均一に行きわたるため，直接処理

されていない組織においても，病害虫防除の効果が期待でき，殺虫剤の場合は天敵が薬剤

に直接さらされる機会が限定されることから，薬剤処理後に生き残った抵抗性害虫の排除

に天敵が有効に働くことも期待できる。一方，浸透移行性薬剤は，接触型の薬剤と比べ，

植物体内に長く存在するため，病害虫が長期継続的に淘汰圧を受けることになる点にも留

意が必要である。 

⑤薬剤処理頻度 

 病害虫への不必要な淘汰圧の増加を防ぐためには，薬剤の使用頻度を必要 小限に押さ

える必要がある。複数回の防除を実施しなくてはならない場合は，作用機構の異なる薬剤

を選択して使用する。 

⑥薬剤処理時の害虫の生育段階・齢期 

 昆虫は一般に，生育段階が進むにつれ薬剤に対する感受性が弱まる。たとえば，チョウ

目害虫では，１齢幼虫は殺虫剤を代謝解毒する能力が弱く，薬剤感受性が他の齢期より高

いため，薬剤処理による抵抗性個体の残存の可能性は低くなる。発育ステージによって使

用する薬剤を変えることも，特定の薬剤の連続使用を避けるためには効果的と言えるが，

圃場では，各生育ステージが混在する場合が多いため，このような観点からの薬剤の使い

分けは難しい。 

⑦薬剤の残留特性と曝露期間 

 薬剤の効果が長期間にわたって持続する場合，同一薬剤が繰り返し処理されたのと同様

に淘汰圧が大きくなり，抵抗性が発達する可能性高まる。残効が短い場合は，仮に抵抗性

個体が生き残ったとしても隣接する圃場などから侵入した感受性個体との交配により感

受性が回復する可能性がある。 

 

５．薬剤抵抗性管理について 

 薬剤使用を続ける限り，抵抗性の発達リスクをなくすことはできない。ごく低い頻度で
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あるにしても，病害虫には使用する薬剤に対する抵抗性遺伝子を持つ個体が必ず存在し，

薬剤の使用は，その抵抗性遺伝子を持つ個体の選抜につながることを理解する必要がある。

薬剤抵抗性管理の目的は，病害虫に対する薬剤による選択圧をできるだけ小さくし，病害

虫個体群における抵抗性遺伝子の頻度を低い状態に維持することにあるが，同時に病害虫

による被害を経済的な許容水準以下に保つことも必要である。薬剤抵抗性管理の具体的戦

術は，防除対象の病害虫や薬剤について，抵抗性リスクに関する情報をできるだけ収集す

るとともに，対象作物や対象病害虫，地域，季節，栽培条件などの現場の状況を踏まえて，

耕種的防除，物理的防除，生物的防除などを組み合わせた総合的な対策を立てることによ

って，薬剤の使用を 小限に抑えること，すなわち IPM の実践である。 

 虫害防除においては，とくに施設栽培で発生する害虫に対して，さまざまな物理的防除，

生物的防除の技術が開発されており，作物によっては，化学的防除を選択性殺虫剤の限定

的な使用に留める防除体系の実践例も増えてきている。一方，病害防除においては，化学

的防除以外では利用可能な技術は限られており，耕種的防除法と殺菌剤を有効に組み合わ

せた防除体系の構築が主な対策となる。 

 殺虫剤，殺菌剤のいずれを使用する場合においても，抵抗性発達を抑制するためには，

同じ作用機構の薬剤の連用を避けることは必須である。薬剤の作用機構分類については，

CropLife International（CLI，世界農薬工業連盟）傘下の３つの対策委員会（IRAC，殺

虫剤抵抗性対策委員会；FRAC，殺菌剤耐性菌対策委員会；HRAC，除草剤抵抗性対策委員会）

が系統別に分類コードをつけて表として取りまとめたものを公表しており，農薬のラベル

にこの分類コードの記載を義務づける国が増えつつある。日本では，分類コードの認知度

はまだ低いが，FRAC の日本支部（http://www.jfrac.com/殺菌剤ｺｰﾄﾞﾘｽﾄ/）や農薬工業会

ホームページ（http://www.jcpa.or.jp/labo/mechanism.html）に作用機構分類の日本語

訳が掲載されているほか，平成 25 年 9 月には（一社）日本植物防疫協会から「農薬作用

機構分類一覧」が発行されるなど，活用に向けた取組みが進められている。 

 病害防除における抵抗性管理対策の例として，ストロビルリン系殺菌剤(QoI)の使用ガ

イドラインを紹介する。QoI 剤は，ミトコンドリア電子伝達系のチトクローム bc1 複合体

の Qo 部位に作用する殺菌剤で，今日 も重要な殺菌剤グループのひとつである。ガイド

ラインには，薬剤の使用回数，方法の制限に加え，殺菌剤の使用によって選抜された耐性

菌を次作に持ち込まないための方策が盛り込まれている。QoI 剤は，多数の病原体で耐性

菌出現の報告例があるため，耐性菌リスクは「高」に位置づけられており，薬剤の効果を

長く保つためにはガイドラインの厳守が必要と考えられる。 

「ストロビルリン系殺菌剤(QoI)のイネに対する使用ガイドライン」 

              （http://www.jfrac.com/ｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ水稲使用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/） 

１．ストロビルリン系殺菌剤の使用は 1作期 1 回を上限とする。 

２．ストロビルリン系殺菌剤は作用機構の異なる殺菌剤と体系で使用する。 

３．使用方法に記載された使用量を厳守する。 

４．耐性菌が発生した場合の急速な拡散を避けるために，採種圃場ではストロビルリン
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系殺菌剤を使用しない。 

５．第一次伝染源となる汚染種子からの発生を防ぐため，健全種子を使用し，種子消毒

を行う。 

６．苗からの伝染を防ぐため，苗いもちの発生に十分注意を払い，無病苗を使用する。 

７．圃場衛生を良好に保つために，第一次伝染源となる置苗，罹病わら，籾殻などの作

物残渣をすみやかに処分する。 

 

 虫害防除における抵抗性管理対策の例として，IRAC によるグループ 28（ジアミド系殺

虫剤）の管理ガイドラインを紹介する。抵抗性管理の上で守るべき基本事項として， 

・殺虫剤抵抗性の発達と拡大を防ぐために，グループ 28 殺虫剤を作物の栽培期間中に

発生する同一害虫の複数の世代に対して専一的に使用してはならない。 

・グループ 28 殺虫剤は，グループ 28 とは異なる作用機構を持ち対象害虫に十分な効果

を示す複数のグループの殺虫剤と交替で使用する。 

・いかなる場合においても，ラベルで推奨される薬量，水分量，散布時期を遵守し，地

域の抵抗性管理にかかるガイドラインがある場合はこれに従う。 

があげられているが，ローテーション散布については，これに加えて薬剤使用時期ブロッ

ク制（またはアクティブウインドウ制）の導入が求められている。具体的には，標的害虫

の一世代の長さを「ブロック期間」とし，そこで使用した薬剤と同じ作用機作分類グルー

プに属する薬剤は，次のブロック期間では使用しない（同一世代には複数回使用可）；グ

ループ 28 を使用したブロック期間の合計は，作物の全栽培期間の 50％以下に抑える；栽

培期間の短い作物については，「ブロック期間」は栽培期間と同じと考える，という方針

に従って薬剤のローテーションを組み，防除を行うことになる。図２は，ブロック期間 30

日，栽培期間 150 日の作物の場合の防除体系の例である。同一作用機作分類の薬剤が使用

できるブロック期間の合計を 75 日以下に抑えなくてはならないため各 MoA グループが使

用できるブロック期間はそれぞれ２つまでとなり，結果として MoA x,y,z の３種類の作用

機作分類の薬剤が必要になる。 

MoA x以外の薬剤 MoA x MoA x MoA x以外の薬剤 

MoA y以外の薬剤 MoA y MoA y以外の薬剤 MoA y 

MoA z以外の薬剤 MoA z MoA z以外の薬剤 

栽培期間150日の作物におけるローテーション散布の例 

0〜30日　　　　　  30〜60日　　　　　60〜90日　　　　　 90〜120日　　　   120〜150日　　　　 

　　　　　　　薬剤使用時期ブロックまたはアクティブウィンドウの流れ　　　　 
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 現在一般に行われているローテーション散布は薬剤の輪番使用の域を出ないが，今後は，

これを抵抗性抑制効果の観点から見直すことが求められることになる。多くの作物では，

複数の害虫を対象に防除を行う必要があるが，化学的防除手段のみですべての条件を満た

す防除体系を組むことは容易ではない。病害，虫害ともに新たな防除手段の開発を進めて

いかなくてはならない。 

 

 薬剤抵抗性管理は，使用薬剤に対する病害虫の抵抗性発達の状況に応じて，随時見直し

ていくべきものである。薬剤抵抗性発達の可能性を察知するためには，的確な薬剤感受性

検定の実施が必須である。本研修は，検定の具体的なカリキュラムを含まないが，参考と

なる情報の入手先を記載するので，参考にしていただきたい。 

 

 

６．参考文献と薬剤抵抗性病害虫情報の入手先 

＜参考文献＞ 

1) FAO (2012)：International Code of Conduct on the Distribution and Use of 

Pesticides, Guidelines on Prevention and Management of Pesticide Resistance, 

E-ISBN978-92-5-107348-3 (PDF) 

2) 浜 弘司 (1992)：害虫はなぜ農薬に強くなるか．農文協，東京，pp.189． 

3) 日本植物防疫協会 (2013):農薬作用機構分類一覧．日本植物防疫協会，東京．pp.117. 

   (後藤千枝 1. 殺虫剤抵抗性. p.1〜7；石井英夫  2. 殺菌剤耐性. p.8〜16.) 

4) 農薬用語辞典編集委員会 編 (2009)：農薬用語辞典．日本植物防疫協会，東京，pp.405. 

 

＜薬剤抵抗性に関するウェブ情報＞ 

5) Arthropod Pesticide Resistance Database： http://www.pesticideresistance.com 

6)（独）農業・食品産業技術総合研究機構 平成 24 年度農政課題解決研修 野菜の難防

除病害虫の IPM 技術（C２０）研修テキスト： 

http://www.naro.affrc.go.jp/training/files/reformation_txt2012_c20.pdf 

（病害虫の薬剤抵抗性メカニズム、薬剤感受性検定の実習資料等が掲載されている） 

7) FRAC： http://www.frac.info  

8) IRAC： http://www.irac-online.org  

9) Japan Fungicide Resistance Action Committee： http://www.jfrac.com  

10) 農林水産省消費・安全局（薬剤抵抗性に関する情報）： 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/121030_yakuzai.html 

11) 農薬工業会ホームページ（農薬情報局 農薬の作用機構分類）:  

http://www.jcpa.or.jp/labo/mechanism.html 
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トマト葉かび病、すすかび病の診断と防除技術 

農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所 

窪田昌春 

 

 トマトの葉かび病とすすかび病は、高湿度条件下で、特に施設栽培において発生し、互い

に酷似した病徴となる。その病徴は、 初葉に退緑色から白色の円形病斑が形成され、進展

すると円形で黄色の病斑となり、葉裏にかびを生じる。両病で生じるかびの色合いもよく似

ており、ベージュや灰色から茶色、紫がかった色となる場合もある。しかし、両病について

は品種による抵抗性や農薬登録が異なり、防除を行う際には異なる対応が求められる。ここ

では両病について対比しながら、それらの特性や防除対策について検討する。 

 

１．歴史 

葉かび病 

日本植物病名目録（第 2 版）（日本植物病理学会・農業生物資源研究所、2012）において、

トマト葉かび病を記述する引用文献として、 も古いものは村田（1915）による海外にお

ける発生の紹介が挙げられているが、堀（1932）による同病の発生分布、病徴、防除に関す

るものが国内初の研究報告と思われる。その後の病原菌の生態や発病条件に関する研究で

は、我孫子・石井（1986）が、感染時の温度と湿度条件について詳細な調査を行っている。

また、我が国においても異なる抵抗性遺伝子を持つ品種が導入されてきており、1962 年の

岸以降にはレース分化についての研究が行われている。特に 2000 年以降、レース分化が急

速に進み、それに関する研究報告が多くなっている。 

世界的には、葉かび病菌は、オランダのワーゲニンゲン大学により遺伝子対遺伝子説に直

接関わる因子が初めて特定された植物病原菌であり、その後も当大学を核として、植物病原

菌相互作用に関する研究を先導する実験系となっている。また、近年は遺伝子・ゲノム解析

の手法により、糸状菌病原菌のレース分化を進化的に解明する 1 モデル系となっている。 

すすかび病 

すすかび病は、わが国では 1951 年に山田によって新病害として報告されたが、その後は

特段の問題とはならなかったようで、2006 年の黒田・鈴木までそれに関する報告がなされ

ていなかった。しかし、当時期辺りには葉かび病抵抗性品種が広く普及したことにより農薬

による防除が省略され、その葉かび病抵抗性品種に発生する葉かび病と類似の病害として

顕在化してきたものと考えられる。 

両病原菌とも、トマト以外の植物には病原性が認められていない。 

 

２．病原菌 

葉かび病 

トマト葉かび病の病原菌は、日本植物病名目録（第 2 版）（日本植物病理学会・農業生物
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資源研究所、2004）では Passalora fulva (Cooke) U.Braun & Crous となっているが、過去

には Fulvia fulva (Cooke) Ciferri、Cladosporium fulvum Cooke の学名が用いられ、学術

誌などでは、現在も C. fulvum と表記されることが多い。有性世代が見つかっていない不

完全菌で、分生子（胞子）果を形成しない hyphomycetes である。培地で培養できるが、そ

の菌叢は平面的には大きく拡がらず、盛り上がった形状となる。菌叢の色は灰、オリーブ、

灰紫、黄褐色など多様であり、菌叢表面で多量の分生子を形成する。褐色の分生子柄は菌叢

表面全体に形成されて枝分かれし、子座を形成しない（図１）。分生子も褐色で、分生子柄

の先端で形成され、その形は楕円、樽、筒形などで、大きさは 14～38×5～9µm である（石

井、1998）。  

菌叢が平面的に拡がらないため、接種実験などで胞子を大量に必要とする場合、菌叢表面

の分生子をかき取り、新しい培地に画線すると植え継ぎ後の菌叢面積が稼げる。継代培養を

繰り返すと白色気中菌糸を多量に生じ、分生子形成が少なくなる場合がある。PDA 培地よ

りも PSA、さらには低栄養培地で植え継いだ方が、この変異は起こりにくい。菌株の保存

は斜面培地を用いて常温で 1 年 1 回程度の植え継ぎでも可能であるが、菌叢生育後は冷蔵

保存が望ましい。10%グリセロール中に菌叢を入れ、5℃で数日間馴らした後に、-80℃での

長期にわたる凍結保存が可能である（富岡ら、2004）。 

植物上では主に葉裏に分生子が付着し、高湿度条件下で発芽して葉の表面上で菌糸を伸

ばして気孔から侵入する。侵入菌糸は細胞間隙に伸長して栄養分を得るため、細胞内へ侵入

したり毒素を生成する病原菌よりも宿主細胞への影響は小さく、葉かび病菌による病斑で

は、肉眼で観察できるような壊死は起こりにくい。病斑は侵入点から円形に拡がり、感染（侵

入）から 10 日以上経過すると、葉裏で、培地上と同様に、病斑上一面に多量の分生子を形

成する。 

 

 
図１ トマト葉かび病菌 左：分生子柄、右：分生子 

 

 葉かび病の発病条件について、我孫子・石井（1986）は、菌の生育や発病適温が 23℃で

あり、湿度 80%で感染が可能になり、葉が濡れることで感染率がより高まることを明らか
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にした。 

すすかび病 

 すすかび病の病原菌は Pseudocercospora fuligena (Roldan) Deighton であり、

Cercospora fuligena Roland を synonym とする。本菌も有性世代が発見されていない不完

全菌類で、分生子果を形成しない hyphomycetes である。本菌は培地で培養できるが、培地

上で分生子を形成させるのは非常に困難であり、接種試験等には菌叢を磨砕した懸濁液や

罹病葉から採種、調整した分生子懸濁液を用いている。本菌も培地上では菌叢が平面的に拡

がらず、生育が非常に遅い。菌株の保存は葉かび病菌と同様にできる。 

 植物上では、葉かび病菌と同様に分生子が葉裏に付着後、菌糸を伸ばして気孔から感染す

る。近縁の Cercospora 属菌は植物に対する毒素を持つようであるが、本病菌については不

明である。病斑も、葉かび病と同様に円形に拡がり、葉裏に分生子を形成する。分生子柄は

褐色で、気孔からそれが多数吹き出すように子座を形成して、その先端で分生子を大量に形

成する（図２）。分生子は淡褐色で棒、針状で大きさ 13～170×2.5～6µm である（石井、

1998）。すすかび病も葉かび病と同様に、適温ならば分生子からの感染後に 10 日間ほどの

潜伏感染期間があり、その後病斑形成から葉裏での分生子形成に至る。葉かび病では病斑が

見え始めるとすぐに分生子の形成が始まるが、すすかび病では病斑形成から分生子形成ま

でに 4～5 日間ほどの時間差があるようである（鈴木・田口、2012）。 

 

 

図２植物上でのトマトすすかび病菌 

左：葉裏の分生子柄、中：気孔から吹き出した分生子柄、右：分生子 

 

３．生態的特徴 

葉かび病、すすかび病共通の性質として、前述の葉裏における病斑形成から病斑上でのか

び発生に至る初期病徴、10 日以上の潜在感染期間、高湿度条件での発生が挙げられる。両

病とも分生子が風で飛散して伝染することから、圃場内では風上になりやすい部分から発
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生するが、一次感染により多量に形成された分生子に由来する二次伝染以降では圃場内で

一様に発病する（伊藤、2012；2013；鈴木・辻、2013）。両病とも初発による分生子形成ま

では、風通しを良くして高湿度条件を避けることで発生を予防するが、発病して分生子形成

が始まると、通風により分生子が舞上って拡散するため、蔓延を助長する場合がある。 

これらの共通事項に対して、発病における温度条件は異なる。葉かび病は 20～25℃が発

病適温であり、この温度条件で感染後病斑形成が見られるようになるまでの期間、すなわち

潜在感染期間は 11 日以上であり、病斑形成と同時に分生子の形成が始まる。15℃以下や

30℃以上では病勢の進展が遅くなる。すすかび病ではより高温の 25～30℃が発病適温であ

り、25 よりは 30℃での病徴進展が速く、20℃以下では発生しにくい（鈴木・辻、2013）。

30℃では感染後 11 日程度の潜在感染期間から 16 日後での分生子形成が認められるが（鈴

木・田口、2012）、25℃では 3～4 週間ほどの潜在感染期間があると思われる（鈴木・辻、

2013）。 

また、葉かび病は肥料切れしやすい下位葉から発生するのに対して、すすかび病は栄養条

件にかかわらず株全体の葉で発生する。ただし、潜在感染期間があるため、頂芽付近の新し

い葉からは発生しない。 

病徴においても進展した後には外観上の差異が現れる。葉かび病では植物の栄養条件が

悪くなければ病斑に壊死が現れることは少ないが、すすかび病では病斑の中心部から壊死

が始まって拡大する。さらに病勢が進展すると、すすかび病では病斑が褐～黒色に変色して

葉が枯れ始める。こうなる以前に防除を行うべきである。 

露地栽培においては施設内ほど高湿度が連続しないためか、葉かび病により果実収穫へ

の実害に至ることは殆どないが、すすかび病では、上述の通り防除を怠ると葉が枯れ上がる

ため実害が発生する。茎などの表面も褐変し、分生子が形成される。 

両病は、葉や株毎など、局部的には混発している場合もあるが、圃場全体で見た場合には

どちらか一方が優占する。 

 

４．診断 

これまで述べた通り、病徴が進展すれば葉かび病とすすかび病の区別は付けられるが、両

病菌とも大量に分生子形成して二次伝染以降は急速に蔓延することから、発病初期に診断

して防除対策を行うことが必要である。発病初期における診断では、分生子形成開始までの

期間と分生子の形状が、両病菌では大きく異なることから、携帯用のマイクロスコープを用

いて分生子を観察することが有効である（黒田ら、2013；伊藤、2013；鈴木・辻、2013；

鈴木、2013）。平成 22 年度から行われている農林水産省発生予察の手法検討委託事業で、

それについてのマニュアル作成が行われており、本稿末尾にその要点を添付する。トマトで

は葉かび病、すすかび病以外にも、葉裏に発生した場合のうどんこ病も初期には区別しにく

い。それについても、このマイクロスコープを用いた方法で診断が可能である。もちろん、

他の作物においても、肉眼では観察できない微小害虫や、植物体表面で形状に特徴のある胞
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子を作る病原菌の診断に利用できる。 

 

５．葉かび病菌のレース分化 

葉かび病菌では遺伝子対遺伝子説に基づくレースが存在している。トマト葉かび病の場合、

トマトの抵抗性遺伝子に番号が先に付けられ、該当の菌株が侵せる植物の抵抗性遺伝子の

番号を列挙してレースを表記する（表１）。ホウレンソウべと病の場合は、逆にレースに番

号を付け、品種に抑えられるレースの番号を列挙して表記する。葉かび病菌に対するトマト

の抵抗性遺伝子では、今のところ、優性 1 遺伝子のみで有効な Cf-2、4、5、6、9、11 の 6

つが認められており、レース検定には海外から輸入された標準品種を用いることになって

いる。Cf 遺伝子としては 24 まで提案されているが、重複や、抵抗性付与の有効性が不明瞭

なものが多く、上記の 6 遺伝子以外は考慮しない。これらのうち、国内では Cf-2、4、9 が

市販品種に導入されていることが認められている。海外では Cf-5 を持つ品種も栽培されて

いる。Cf-6 は、今のところ、栽培品種には導入されていないようである。なお、研究用のモ

デル植物であるマイクロトムや、それを基とした品種は、Cf 遺伝子とは無関係に非宿主と

して反応する。 

 

表１ 国内で発生したトマト葉かび病菌レース        

抵抗性

遺伝子 
検定品種 

レース 

0 2 2.4 2.4.11 2.9 4 4.9 4.9.11 4.11 9

なし Pontentate ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cf-2 Vetomold  ● ● ● ●      

Cf-4 Purdue 135   ● ●  ● ● ● ●  

Cf-5 Moneymaker-Cf-5           

Cf-6 Ontario 7818           

Cf-9 Moneymaker-Cf-9     ●  ● ●  ●

Cf-4, 11 Ontario 7716     ●     ● ●  

●発病            

 

 国内では、1973 年以前には抵抗性遺伝子を持たない品種にしか感染できないレース 0 の

みしか確認されていなかったが、1970 年代後半から Cf-2 を持つ品種が栽培され始めると、

1977 年にレース 2 が発見された（窪田、2009）。これらの品種は、当時葉かび病抵抗性と

表示された品種である。その後、1990 年代後半までにレース 2 が全国に拡がるとともに、

Cf-4 を持つ品種が早くに栽培され始めたと思われる関東周辺ではレース 2.4 や 2.4.11 がわ

ずかに分布した。このレース 2.4 や 2.4.11 は、Cf-4 を持つ品種の普及とともに 2000 年以

降、全国に拡がった。さらに 2006 年辺りから Cf-9 を持つ品種が普及したが、これを侵せ

るレース 4.9 や 4.9.11 が 2007 年には発見され、現在全国にその分布が拡大しつつある。タ
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キイ種苗（株）の品種では抵抗性遺伝子が明記されているが、他社の品種では明記されてい

ないものが多い。 

新たに導入される抵抗性遺伝子に対応するレースが新発生する一方で、国内で分離され

るレースは多様化している。栽培環境や技術、果実品質等からの理由により、抵抗性を持た

ない品種を栽培している地域も多数あるため、これらの品種上で多様なレースが生存し、維

持されているためと考えられる。 

 新しいレースは、過去には各抵抗性遺伝子を持つ品種とともに種子伝染により海外から

侵入してきたと考えられていたが、飯田・窪田（2013）による菌側の遺伝子解析の結果、関

連遺伝子が変異することによって国内で発生していることが示唆された。また、近年国内で

は苗の流通が盛んになり、地域間におけるレースの行き来も増大していると考えられる。 

 今のところ、すすかび病に対するトマトの抵抗性品種は認められておらず、当然すすかび

病は葉かび病に対する抵抗性とは無関係に発生する。 

 

６．薬剤耐性菌 

葉かび病菌においては、近年治療剤に対する薬剤耐性の報告が相次いでおり、注意が必要

である。これまでに耐性が認められている薬剤は、表２の通りである（窪田、2012；渡辺

ら、2013）。表に示したものは単剤のみであるが、混合剤であるジエトフェンカルブ・チオ

ファネートメチル（ゲッター）の耐性菌も認められている。交差耐性は作用機作が同じ複数

の薬剤に対する耐性であるが、DMI 剤の場合、トリフルミゾールとフェナリモルで交差耐

性が認められた菌株においても、ジフェノコナゾールへの感受性は失われていない。ベンゾ

イミダゾール系のチオファネートメチルとベノミルでは交差耐性が認められ、SDHI 剤のボ

スカリドとペンチオピラドでも交差耐性が認められた菌株がある。農薬の作用機作等につ

いての情報は、殺菌剤耐性菌対策委員会（Japan Fungicide Resistance Action Committee）

（http://www.jfrac.com）、Fungicide Resistance Action Committee（http://www.frac.info）

に詳しい。 

ベンゾイミダゾール、QoI、SDHI、DMI 剤では、作用機作に関与する特定遺伝子の 1 塩

基置換による変異で耐性となることが知られており、トマト葉かび病菌でも QoI 剤につい

て、該当遺伝子の変異が確認されている。遺伝子の変異は確率的であるとされており、分生

子を大量に形成する葉かび病菌やすすかび病菌では、発生した変異株の絶対量が多くなる

と考えられる。 

葉かび病菌の薬剤耐性検定は、調査したい薬剤を段階希釈した PDA や YP（1%酵母抽出

物、1%ペプトン）培地に該当菌株の菌叢磨砕液や分生子・菌糸片懸濁液を滴下して培養し

た後の菌叢生育の有無によって判定することが多いが、確定された方法はまだない。 

表２ トマト葉かび病に登録がある単剤    

グループ 一般名（剤状略） 商品名（剤状等略） 耐性菌 治療 

銅 銅 ボルドー  ○ 
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  DBEDC サンヨール   ○ 

無機塩 炭酸水素カリウム カリグリーン   □ 

有機硫黄 キャプタン オーソサイド   

 マンゼブ ペンコゼブ   

   ジマンダイセン    

有機塩素 TPN ダコニール    

※ベンゾイミダゾ

ール  

チオファネートメチル トップジン M ● ○ 

ベノミル ベンレート ● ○ 

※DMI トリフルミゾール トリフミン ● ○ 

（ステロール生合

成阻害、SBI、

EBI）  

フェナリモル ルビゲン ● ○ 

ジフェノコナゾール スコア  ○ 

トリホリン サプロール  ○ 

ミクロブタニル ラリー   ○ 

※QoI （ストロビ

ルリン） 

アゾキシストロビン アミスター ● ○ 

ピリベンカルブ ファンタジスタ   ○ 

※SDHI（コハク酸

脱水素酵素阻害）

ボスカリド カンタス ● ○ 

ペンチオピラド アフェット ● ○ 

その他 イミノクタジンアルベシル酸塩 ベルクート   ○ 

※抗生物質 ポリオキシン ポリオキシン AL   ○ 

微生物 バチルスズブチリス バチスタ－   

  アグロケア   

  エコショット   

  インプレッション   

  セレナーデ   

   バイオワーク    

  タラロマイセスフラバス タフパール    

※耐性菌発生の可能性が高い、□予防効果なし    

 

圃場で耐性菌の発生が疑われた場合には、各都道府県の防除所や試験場に連絡して耐性

菌検定を行い、耐性菌であると確認された場合には該当薬剤の使用を中止し、必要ならば代

替の農薬により防除を行う。葉かび病に登録がある農薬は比較的多い。日本植物病理学会殺

菌剤耐性菌研究会による「野菜・果樹・茶における QoI 剤及び SDHI 剤使用ガイドライン」

では、これらの剤の使用は原則 1 作１回限りとされている（石井、2012）。本ガイドライン

を文末に添付した。 

 すすかび病菌においては、1990 年代後半から再注目されて以降の菌株では、ベンゾイミ

ダゾール系薬剤の効果は低いようである。本菌は、それまで注目されないまま生存してきた
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中で、他の病害防除に散布されたこれらの薬剤に多数遭遇し、耐性を獲得した菌株が優占し

てきたためと考えられる。すすかび病に登録がある農薬も近年増えつつあり、TPN、アゾキ

シストロビン、ポリオキシン、イミノクタジンアルベシル酸塩の効果が高いようである（表

３）（鈴木ら、2013）。 

すすかび病菌も分生子を大量に形成する菌種であり、薬剤耐性の発達には注意を払う必

要がある。また、培地上での菌叢生育が非常に遅いため、培地上での薬剤耐性検定法は確立

されていない。 

 

表３ すすかび病に登録がある単剤  

グループ 一般名（剤状略） 商品名（剤状等略） 

銅 銅 ボルドー 

有機塩素 TPN ダコニール 

DMI トリフルミゾール トリフミン 

 ジフェノコナゾール スコア 

SDHI ペンチオピラド アフェット 

 

７．農薬以外による防除 

葉かび病とすすかび病の感染を防ぐには、まず分生子の圃場への侵入を防ぐことである。

植物残渣を圃場に残さないように処理する、施設内で使用する資材や施設そのものをアル

コールや塩素系の殺菌剤で消毒することが有効である。夏季に施設を空けられる栽培体系

ならば、施設を蒸し込んで太陽熱消毒することも可能である。 

上述のように、葉かび病菌が存在しても、葉の濡れ、すなわち結露を避け、湿度を 80%未

満に抑えることで発病率を大きく低減できるが（我孫子・石井、1986）、現状の施設栽培で

そのような環境制御を行うことは難しい。それでも、高畝、土壌マルチ、点滴潅水、風通し

のよい株の配置、施設ならば換気などにより高湿度条件を避けることは有効である。 

葉かび病については、地域や圃場によって抵抗性品種が有効な場合もあるが、Cf-2、4、

9 の各抵抗性遺伝子も侵せるレースが国内で発生しているため、抵抗性品種を過信してはな

らない。 

 

８．農薬による防除 

農薬による防除では、上述の通り耐性菌が発生している、または発生しやすい薬剤を使用

する際には注意を要する。これらの薬剤を用いる場合は、異なる作用機作のグループの剤を

必ずローテーション散布して用い、同じ剤を連用してはならない。キャプタン（オーソサイ

ド）、マンゼブ（ペンコゼブ、ジマンダイセン）などの有機硫黄系や TPN などの有機塩素系

の薬剤は耐性菌が出にくいが治療効果はない。バチルスズブチリスなどの微生物資材も治

療効果がなく、菌密度が高い場合には化学農薬よりも効果が劣る。 
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葉かび病、すすかび病とも感染、分生子形成が葉裏で行われるため、葉裏に農薬を充分か

けることが重要である。 

両病菌とも多量の分生子を形成して急速に蔓延するため、発病初期の分生子を形成し始

める前に治療剤を散布して分生子の形成を抑える必要がある。それには中～下位葉の観察

を怠らず、早期発見することが重要である。その後は予防剤を用いて、さらなる感染を防ぐ。

二次伝染が始まってしまった場合には、比較的長い潜在感染期間を活かして、10～14 日間

隔などの治療剤と予防剤のローテーション散布により、菌密度を下げていく。農薬が有効だ

った場合には、病斑が褐変してその拡大が抑えられる。葉裏の菌叢も褐変して萎縮する。 

周辺でこれらの病害が発生している場合は、分生子の飛び込みが予想されるため、予防剤

を 10 日毎などで定期的に散布する。 

葉かび病やすすかび病が発生しやすい高湿度条件では、細菌による病害、灰色かび病、疫

病なども発生しやすいが、灰色かび病では葉かび病とほぼ同様の薬剤が使用できるが、灰色

かび病菌でも多くの薬剤に対して耐性菌が発生しているため注意を要する。疫病には有機

硫黄系と銅剤、細菌病には銅剤が有効である。 
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野菜・果樹・茶における QoI 剤及び SDHI 剤使用ガイドライン 

一般的な耐性菌対策 

１．薬剤防除だけに頼るのではなく、圃場や施設内を発病しにくい環境条件にする。 

１）可能ならば病害抵抗性品種や耐病性品種を栽培する。 

２）病原菌の伝染源となる作物残渣や落葉、剪定枝あるいは周辺の雑草などは速やかに処

分する。 

 ３）作物が過繁茂にならないように誘引や整枝・剪定に気をつける。 

 ４）施設内の温度や湿度管理に気を配る。 

 ５）土壌や水管理にも気を配り、健苗や健全樹の育成・栽培に心がける。 

 ６）発病した葉や果実などは、支障がない限り見つけ次第除去する。 

 ７）関係機関等から薬剤に代わる 新の防除技術について情報を集め、その積極的な導入

に努める。 

２．薬剤防除にあたっては、以下の点に留意する。 

 １）使用する薬剤がどの系統に属するのかを調べ、耐性菌が発生しやすい薬剤かどうかを

確かめる。 

 ２）同じ系統の薬剤では交差耐性になることが多い。 

 ３）耐性菌が発生しやすい薬剤はガイドラインが示す回数の範囲内で使用し、使用後は効

果の程度をよく観察する。 

 ４）同じ系統の薬剤は連用しない。また、他の系統の薬剤と輪番（ローテーションまたは

交互）使用したり現地混用（または混合剤を使用）したりしても、耐性菌の発生は起こるこ

とが多いので、過信しない。 

 ５）防除基準や防除歴等で決められた薬剤の希釈倍数や薬量を守り、作物にむらなく散布

する。スピードスプレーヤで果樹に散布する場合は、毎列散布とし隔列散布はしない。 

 ６）新しく開発された薬剤の場合、特に栽培後期の発病が多い時期に特効薬として散布し

がちであるが、これでは耐性菌がより発達しやすくなって防除に失敗する恐れがある。薬剤

の予防散布を徹底する。 

 ７）薬剤の効果が疑われる場合は直ちに関係機関に連絡し、耐性菌の検定を依頼するとと

もに防除指導を受ける。検定で耐性菌の分布が確認された場合は、直ちにその薬剤の使用を

中止して効果が確認されるまで使用しない。 

薬剤使用価数に関するガイドライン（耐性菌未発生圃場の場合）  

※以下、ナス科野菜のみ抜粋 

ナス科野菜： 

QoI 剤は単剤あるいは SDHI 剤との混用、混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで。その他

の混用もしくは混合剤（効果が期待できる他の成分を含む）の場合は 1 作 2 回まで。 

SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤との混用、混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで。その他

の混用もしくは混合剤（効果が期待できる他の成分を含む）の場合は 1 作２回まで。 
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アザミウマ・コナジラミ類の分類・同定技術 

 

農研機構 野菜茶業研究所 

野菜病害虫・品質研究領域 

北村 登史雄 

はじめに 

 近年，野菜などで大きな問題となっている害虫はアザミウマ類やコナジラミ

類に代表される微小なものである。また，これらの微小害虫は多くの殺虫剤に対

する抵抗性を持つものや植物ウイルスを媒介するものも多く，問題を大きくし

ている。その体長はアザミウマ類コナジラミ類ともに 1-2mm 程度であり，肉眼

で正確に同定することは出来ない。また作物を加害するアザミウマ類は 44 種報

告されており，これら全てについて種を決定することは労力や技術的な問題で

非常に困難である。しかし，野菜において問題となるアザミウマ類・コナジラミ

類に絞るとその種は非常に限られる。アザミウマ類ではミナミキイロアザミウ

マ，ネギアザミウマ，ミカンキイロアザミウマ，ヒラズハナアザミウマが代表的

な害虫でその他にダイズウスイロアザミウマ，チャや果樹の害虫であったが近

年ピーマンやシシトウで発生する新系統が見出されているチャノキイロアザミ

ウマ，コナジラミ類ではオンシツコナジラミとタバココナジラミバイオタイプ

ＢおよびＱである。この数種の同定であれば生物顕微鏡を用いなくても実体顕

微鏡程度で可能であると考えられる。 

 チャノキイロアザミウマの系統やタバココナジラミバイオタイプなど形態で

は判別出来ないが，寄主や殺虫剤に対する抵抗性など重要な生態的特徴の異な

り，防除を行う上で異なる対策を講じる必要のあるものが発生している。これら

を判別するためには現在は遺伝子診断を行う必要が有る。 

 微小害虫の同定法はプレパラート標本を用いた形態による方法が基本である。

しかし，野菜類に絞って考えれば寄生作物，寄生部位，被害症状などである程度

推定することが可能である。このようにある程度あたりを付けておけば，この後

の形態による分類が容易になり，また遺伝子診断が必要かどうかの判断も付き

やすい。害虫の予察等で用いられる粘着トラップではアザミウマ類は比較的容

易に種を判別出来るが，コナジラミ類はほとんど不可能であり，これは遺伝子診

断により種を判別した方が賢明であろう。遺伝診断ではタバココナジラミが媒
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介するトマト黄化葉巻病の原因ウイルスである TYLCV の検出とともに行うと効

率が良い。本稿ではアザミウマ類，コナジラミ類ごとに野菜栽培で問題となって

いる数種の生態による推定，形態による同定法について，遺伝子診断による判別

法については昆虫種が異なっても手法的には差は見られないため，最後にまと

めて解説する。 

 正確な同定が必要である場合，アザミウマ類は梅谷ら（1988），日本植物防疫

協会（2011），コナジラミ類は宮武（1980）などを参照されたい。 

 

１．アザミウマ類 

１）生態による推定法 – 寄主とその被害から 

 ナス：被害を与えるのはミナミキイロアザミウマが多い。ミナミキイロアザミ

ウマは葉の葉脈に沿って白い吸汁痕，果実ではへたのすき間に寄生するため，果

実の表面に肥大に伴って拡大した褐色の筋状の傷が生じる。ミカンキイロアザ

ミウマキイロアザミウマは花に多く寄生するため，果実や花弁に被害が発生す

るがほとんど問題とならない。水ナスなど品種によっては産卵痕による被害が

発生する。 

 ピーマン：ミナミキイロアザミウマ，ミカンキイロアザミウマ，ヒラズハナア

ザミウマが多い。ミナミキイロアザミウマでは果実に筋状の傷の発生，ミカンキ

イロアザミウマとヒラズハナアザミウマでは果実のへたや果梗がかすり状に褐

変およびシミ状に黒変する。チャノキイロアザミウマの新系統が発生している

地域では新葉の縮れや奇形が見られる。 

 トマト:ミナミキイロアザミウマは発生しない。花にミカンキイロアザミウマ

とヒラズハナアザミウマが寄生する。産卵痕による白ぶくれ症状が発生するこ

とがある。 

 ウリ科野菜：ミナミキイロアザミウマが多く発生する。葉裏に吸汁による白斑

（シルバリング）が発生し，多発すると葉裏全体がシルバリングを起こす。キュ

ウリの果実では傷による曲がり果，スイカでは鮫肌状の果実を生じる。 

 イチゴ：ミカンキイロアザミウマとヒラズハナアザミウマの被害が多い。花に

寄生し，果実の褐変や奇形果が発生する。 

 

２）形態による判別法 

 アザミウマ類は幼虫による同定は困難であるため，成虫を用いて行う（幼虫で
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同定する必要があるときは後述の遺伝子診断法を用いる）。圃場で採取したアザ

ミウマ類からプレパラート標本を作製して，生物顕微鏡下の観察によるものが

確実だが，アルコール等で殺虫したものを液中またはプレパラートにうつして，

実体顕微鏡下での観察でも同定は可能である。また，粘着トラップに捕殺された

アザミウマ類をヘキサン等の有機溶媒でトラップよりはがしプレパラート標本

にすることも可能だが，トラップをラップフィルムで包み，フィルムを通して実

体顕微鏡下で観察することでも同定は可能である。ただし，粘着版の色により体

色の見え方が影響されるので注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

野菜栽培で問題となるアザミウマ類の検索表 

１．体色が黄色系 

１）前翅が灰褐色 --------------------------チャノキイロアザミウマ 

  前翅が灰褐色でない----------------------２） 

２）前胸背板の前端に長刺毛がある------------ミカンキイロアザミウマ 

               がない-------------３） 

３）前胸背板の後端の長刺毛の長さが 

背板長の1/2程度で長い-------------------ミナミキイロアザミウマ 

粘着トラップに捕殺された 

ネギアザミウマ 

ミナミキイロアザミウマの

プレパラート標本 



32 
 

         より短い-------------------ネギアザミウマ 

２．体色が褐色系 

１）前胸背板の前端に長刺毛がある------------２） 

               がない------------３） 

２）複眼後方の第 4刺毛がある-----------------ミカンキイロアザミウマ 

              ない-----------------ヒラズハナアザミウマ 

４）前胸背板の後端の長刺毛の長さが 

    背板長の1/2程度で長い-------------ダイズウスイロアザミウマ 

                    より短い-------------ネギアザミウマ 

（注）筆者はミナミキイロアザミウマとネギアザミウマの同定を迷うことが有

り，その場合は触角の第 2 節の色により判断している。白ならばミナミキイロ

アザミウマ，黒ならばネギアザミウマ。 

 

下の写真の粘着版に捕殺されたアザミウマ類の種を推定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：体色が褐色→前胸背板の前端に長刺毛がある→複眼後方の第 4刺毛がない 

右：体色が橙黄色→前翅が灰褐色でない→前胸背板の前端に長刺毛がない→前

胸背板の後端の長刺毛の長さが背板長の 1/2 より短い 
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２．コナジラミ類 

１）生態による推定法 

 オンシツコナジラミはキュウリ，トマトやいちごなどに発生する。トマトなど

では比較的上位葉で見られる。縮葉や葉の変形などの直接的な吸汁害が発生す

ることは少ないが，多発すると排出する甘露によってすす病が発生する。タバコ

コナジラミバイオタイプＢはオンシツコナジラミと同様多様な作物に寄生する

が，ピーマンで発生することはまれである。直接的な吸汁害が発生することは少

ないが，トマト黄化葉巻病などの重要ウイルスを媒介する。また，本バイオタイ

プに寄生・加害されるとカボチャに白化葉やトマトの着色異常が発生する。バイ

オタイプＱはバイオタイプＢと比較してもネオニコチノイド剤など多くの殺虫

剤に抵抗性を有する。また，バイオタイプＢがほとんど問題とならないピーマン

やトウガラシなどにも発生し，多発生するとすす病だけでなく上位葉の縮葉な

ど直接の吸汁害が見られる。カボチャの白化症は発生しないが，高密度で寄生す

るとトマトの着色異常が発生することもある。 

 

２）形態による判別法 

 オンシツコナジラミとタバココナジラミは形態により比較的判別しやすく，

慣れると肉眼でも見分けることが可能である。しかし，タバココナジラミのバイ

オタイプは形態による判別は出来ず，後述の遺伝診断法によってバイオタイプ

を決定する必要がある。また，粘着トラップに捕殺された成虫についても形態的

特徴がほとんど分からなくなるのでヘキサン等の有機溶媒でトラップより取り

出し，遺伝子診断を行わなければならない。 

オンシツコナジラミとタバココナジラミの成虫は寄主植物上で比較的容易に判

別することが出来る。オンシツコナジラミは羽が寝ているため，細長いハート型

に見える。タバココナジラミは羽が起きているため，左右の羽の間にすき間が見

えることが多く，オンシツコナジラミと比較してスリムに見える。どちらのコナ

ジラミ類もふ化後直後の幼虫は徘徊するがその後固着する。老熟幼虫になると

成虫と同様に肉眼で見分けることが出来る。オンシツコナジラミの 4 齢幼虫は

白色に近い色をしており，外周が厚い楕円形のコロッケ型でロウ物質からなる

長い刺があるのに対し，タバココナジラミは黄色でオンシツコナジラミに比べ

外周部が薄く，刺もほとんど見られない。 
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３．遺伝子診断法 

 アザミウマ類の幼虫，チャノキイロアザミウマの系統，タバココナジラミの

バイオタイプなど形態に差が見られない個体，粘着トラップに捕殺されたコナ

ジラミ類など形態の観察が困難な個体の種を判別する必要があるときは遺伝子

診断法を用いる。遺伝診断は同定する害虫の採集，DNAの抽出，PCR反応，電

気泳動を行い，また，必要に応じて制限酵素反応やシーケンサーによる遺伝子

配列の解析を行う。それぞれの害虫に特異的なプライマーセットと反応温度が

異なるだけで，昆虫の種に関係なく同様の手順で行えるため，一定のトレーニ

ングを積めば誰でも種の推定が可能となる。遺伝子診断法には，塩基配列を解

析する方法，制限酵素断片長多型(PCR-RFLP法)，マルチプレックス法，LAMP法

の４種類が行われている。それぞれ利点と欠点があるので，目的と求められる

タバココナジラミ成虫 タバココナジラミ幼虫 

粘着トラップに捕殺された

タバココナジラミ成虫 
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精度により使い分けると良い。それぞれの手法によるタバココナジラミのバイ

オタイプ判別については平成23年度に行われた本研修のテキストにまとめてあ

るので農研機構のホームページよりダウンロードして参照して頂きたい。

（http://www.naro.affrc.go.jp/training/files/reformation_txt2011_c15_a

.pdf）。 

 アザミウマ類の遺伝子診断による種の同定法は9種のアザミウマ類(土田，

2011)，タバコナジラミのバイオタイプ（上田，2006）をPCR-RFLP法，タバコ

コナジラミのバイオタイプとオンシツコナジラミをマルチプレックス法(三

浦，2007)で判別する方法などがある。PCR-RFLP法は，遺伝子の特定の領域を

PCRにより増幅させた後，それぞれのバイオタイプのPCR産物を特異的に認識す

る制限酵素により切断することによって識別する方法である。判別に用いる遺

伝子の領域には16S ribosomal subunit (16S)，ribosomal intergenic 

transcribed spacer I (ITS I)，ribosomal intergenic transcribed spacer 

Ⅱ（ITSⅡ）mitochondrial cytochrome oxidase subunit I (COI)などがある

が，DNAバーコーディングでも用いられているミトコンドリアのCOI領域が最も

よく利用されている。PCR-RFLP法によるタバココナジラミのバイオタイプの判

別法(上田，2006)を紹介するとCOI領域の特異的プライマー(C1-J-2195, L2-N-

3014)を用いてPCR反応を行い，約 866BpのPCR産物に対してバイオタイプB を

特異的に切断する制限酵素(Stu I)，またはバイオタイプＱを特異的に切断す

る制限酵素(EcoT14I (Sty I))を用いて酵素反応を行い，得られた DNA 断片を

電気泳動し，バンドパターンで識別する。すなわち，バイオタイプB では 

EcoT14I(Sty I)で 1 本，Stu I で 560Bp と 306Bp の 2 本，バイオタイプQ 

では EcoT14I(Sty I)で 555Bp と 311Bp の 2 本，Stu I で 1 本のバンドが

見られる。切断された バンドのサイサイズが異なる，もしくは制限酵素で切

断されない場合は PCR 産物である約866Bp の DNA 断片をシーケンスに供する

ことによりバイオタイプを識別することが出来る。 

 また，近年DNAバーコーディングによる生物種の同定システムが充実しつつ

あり，遺伝子配列の解析を出来る場合はこれを利用することも出来る。昆虫を

含む動物種ではミトコンドリアのCOI領域の部分配列がデータベース化されて

おり，アザミウマ科（Thripidae）では121種，コナジラミ科（Aleyrodidae）で

は69種が登録されている（2013年10月現在）。プライマーとしてLCO1490およ
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びHCO2198を使用してPCR反応を行い約700bpのミトコンドリアCOI領域を増幅

し，遺伝子配列を決定する。得られた遺伝子配列をBarcode of Life Data 

Systems（http://www.barcodinglife.org）のホームページからデータベース

と照合することにより，より相同性の高い遺伝子配列を持つ種の情報が得られ

る。 

 

さいごに 

 近年，ミナミキイロアザミウマやタバココナジラミバイオタイプＱなど多く

の殺虫剤に抵抗性を持ち，防除が困難な微小害虫の発生が顕著になっている。

栽培現場に発生している害虫の種を把握することは散布する殺虫剤の選定をは

じめとする防除対策の策定にとって非常に重要である。アザミウマ類やコナジ

ラミ類のような微小害虫の正確な同定は非常に難しいが，圃場に発生してする

これらの害虫の種は限られているので，その中での選択は高度なトレーニング

を積まなくとも可能である。本稿では様々にレベルでのアザミウマ類とコナジ

ラミ類の種の判別法を紹介したが，必要に応じて使い分けることが重要で有

り，防除対策策定の参考になれば幸いである。 
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天敵を利用した害虫防除の理論と実際 
 

近畿大学農学部・矢野栄二 

Ⅰ 施設園芸における天敵利用と IPM 

 

１ 施設園芸において利用されている天敵 

天敵利用の普及には，商品化された天敵の販売が重要なポイントであるが，そのために

は，わが国では天敵の農薬としての登録が必要である。わが国で 初に農薬登録された天

敵昆虫は，リンゴ，ナシの害虫であるクワコナカイガラムシの寄生蜂クワコナコバチであ

る。1970 年に登録されたが，高い生産コストのため 1 年あまりで生産中止となった。しか

し施設栽培の害虫の天敵として，1995 年のチリカブリダニとオンシツツヤコバチの登録を

皮切りに次々に農薬登録されるようになり，2011 年現在 19 種の節足動物天敵が利用でき

るようになった（表 1）。またいくつかの天敵に影響が少ない選択性殺虫剤も利用できるよ

うになったため，天敵と選択性殺虫剤を組み合わせた体系化も進んでいる。施設栽培にお

ける天敵の放飼面積は徐々に増加しつつある。節足動物天敵としては，ハダニ類やアザミ

ウマ類の防除に用いられるチリカブリダニ，ミヤコカブリダニ，スワルスキーカブリダニ

の利用が も普及している。トマトのコナジラミ類の防除には当初オンシツツヤコバチの

利用が普及した。しかし 1996 年以後，西日本を中心に全国のタバココナジラミで媒介さ

れるトマト黄化葉巻病，メロンやキュウリの退緑黄化病が大きな問題となり，オンシツツ

ヤコバチをはじめするツヤコバチ類の利用は伸び悩んでいる。 

タイリクヒメハナカメムシの利用もアザミウマ類対象に普及しているが，クロヒョウタ

ンカスミカメ(Nakahira et al., 2010; Nishikawa et al., 2010)，オオメカメムシ（大井田・上遠

野, 2007; 大井田ら, 2007），タバコカスミカメなど捕食性カメムシの利用技術開発が進めら

れ，実用化が期待されている。しかしタバコカスミカメは雑食性で，植物からも吸汁して

作物に被害を及ぼす場合も知られており，その実害の程度についての評価が必要である。 

興味ある技術開発として，選抜により作出された遺伝的に飛翔能力を欠いたナミテント

ウの実用化研究が進められている(Seko and Miura, 2008, 2009)。本種は捕食能力は高いが餌

のアブラムシ密度が低下すると成虫がすぐ移動するのが難点であったが，この系統を使用

すれば問題は回避できる。 

2002 年の農薬取締法の改正にともない，採集した土着天敵を同一県内で使用する場合，

農薬登録の必要のない特定農薬（特定防除資材）として利用できるようになった。さらに

2008 年になって，特定農薬として使用する土着天敵の同一県内での増殖が認められた。高

知県では特定農薬としての土着天敵を利用する試みとして，採集した土着天敵の放飼や温

室内に放飼されて増殖した天敵の他の温室へのリレー放飼が行われている。 
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表 1 国内で農薬登録のある節足動物の天敵（2011 年現在） 

 

 

２ 施設園芸における天敵利用と IPM 

(1) 天敵利用と IPM 

 施設栽培において害虫防除のため天敵を利用する場合，天敵で防除できる害虫の種類は

限定されており，単独では防除効果が不完全なこともある。したがって天敵で防除できない

害虫の防除技術，病害防除技術，栽培技術との調和を考えなければ天敵利用の実用化は不可

能である。その意味から IPM 的な視点が必要である。 

 IPM（総合的害虫管理）は総合防除とほぼ同義であり，農薬に対する過度の依存による農

薬残留，薬剤抵抗性の発達，害虫のリサージェンスなどの問題に対処ため，それに代わる害

虫防除の指針として提案された。その概念は FAO により「あらゆる適切な技術を相互に矛

盾しない形で使用し，経済的被害を生じるレベル以下に害虫個体群を減少させ，かつ低いレ

ベルに維持するための害虫個体群管理システム」として定義された(Smith and Reynolds, 

1966)。経済的許容水準の概念と種々の技術を組み合わせることの重要性が強調されている。

IPM は元来一種の主要害虫に対する概念であったが，普及するにつれ，ある作物に対するす

べての害虫群集に対して害虫管理システムが必要であることが認識されるようになった。

現在ではこのような意味での害虫管理システムを IPM と呼ぶことが多い。IPM においては

防除手段の中で何を基幹技術にするかで，組み合わせの戦略が変わってくる。基幹技術の効

果を 大にするように，他の防除手段を組み合わせたり，発生調査や栽培管理を行う。経済

的許容水準の概念は合理的な農薬施用を基幹技術として念頭においたものであり，天敵の

生物農薬的利用では天敵が遅効性であるため余り役に立たない。現在の施設栽培における

IPM は明らかに作物別に病害虫を対象に天敵や生物的防除手段を基幹技術として開発され

ている。天敵の利用を基幹技術とする場合，農薬の施用だけではなく，栽培技術，作物の種

類や品種まで考慮に入れる必要がある。 

(2) 施設栽培の環境条件と害虫の発生 

施設栽培の環境条件の一般的な特徴として，作物を定植する時点では，ほぼ完全に害虫フ

リーの状態でスタートでき，風雨の影響が無く，適切な温度管理がされた隔離環境であるこ

対象害虫 天敵名
ハモグリバエ類 イサエアヒメコバチ、ハモグリミドリヒメコバチ、ハモグリコマユバチ

コナジラミ類 オンシツツヤコバチ、サバクツヤコバチ
サバクツヤコバチ

タバココナジラミ類 チチュウカイツヤコバチ
アブラムシ類 コレマンアブラバチ、チャバラツヤコバチ、ショクガタマバエ、ナミテ

ントウ、ヤマトクサカゲロウ
ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ ナミヒメハナカメムシ

アザミウマ類 タイリクヒメハナカメムシ、アリガタシマアザミウマ

アザミウマ類、ケナガコナダニ ククメリスカブリダニ

アザミウマ類、タバココナジラミ類、チャノホコリ
ダニ、ミカンハダニ

スワルスキーカブリダニ

ハダニ類 チリカブリダニ、ミヤコカブリダニ
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とである(van Lenteren,1995)。このような条件では，一度害虫が侵入すると，野外より速い速

度で指数関数的に増加するため，頻繁な殺虫剤の施用が必要となる。このため施設園芸では，

害虫が殺虫剤抵抗性を発達させ易い。また施設園芸では野外に比べ，重要害虫がハダニ，ア

ブラムシ，コナジラミ，アザミウマなどの吸汁性微小害虫にかなり限定されており，侵入害

虫が多いのも特徴である（表 2）。1970 年以後，オンシツコナジラミ，ミナミキイロアザミ

ウマ，ミカンキイロアザミウマ，マメハモグリバエ，タバココナジラミ（シルバーリーフコ

ナジラミは現在ではタバココナジラミB型と呼ばれている），トマトハモグリバエが侵入し，

いずれも重要害虫となった(Yano,1996)。 

現在実用化されている天敵利用や IPM の技術は北欧で開発された技術が基礎となってお

り，そのままわが国で当てはめるには問題がある。実用化に際しては北欧とわが国における

状況の違いを認識して，わが国独自の IPM 戦略を考える必要がある。北欧の温室は大規模

ガラス温室であり，加温と窓の自動開閉により精密な温度管理がされている。温度はおおよ

そ 20℃前後で安定している。温室内部は周辺から隔離された環境であり，周辺からの害虫

や土着天敵の侵入は限られている。ロックウールなどの利用した養液栽培が広く普及して

おり，土耕は少ない。耐病性の品種の利用が普及している。これらの条件から病害の問題は

少なく，地上部の害虫が主要な問題である。一方，わが国は地中海沿岸諸国のイタリア，ス

ペイン，フランスと状況が似ている。温室は大部分小規模のビニールハウスであり，換気の

ため温室を部分的に開放するため周囲との隔離は不十分である。そのため高温期には周囲

からの害虫の侵入と土着天敵の侵入が頻繁に起こる。春から夏にかけては高温になり易い

が，逆に冬は加温しないことも多い。したがって温室内が極端な高温や低温条件になる。土

耕が主体で湿度が高く，土壌病害や地上部の病害が発生し易い。それにともない殺菌剤が頻

繁に散布される(van Lenteren et al., 1992)。天敵昆虫の放飼・利用には，北欧の温室は極めて

好適な条件である。好適な温度条件で，しかも周囲からの土着昆虫による撹乱が少ないので

放飼された天敵は安定した効果を発揮できる。南欧諸国やわが国では，条件はより厳しいが

例えば高温下でも有効な天敵の利用技術を開発したり，温室の周辺の土着天敵を積極的に

利用するなどの方向で打開が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

表 2 施設栽培野菜の主要害虫（日本植物防疫協会，1998） 

 

(3) IPM における個別技術 

 温室内では，害虫は侵入後，指数曲線的に増加するため，防除戦略としては，初期密度を

できるだけ下げるか，侵入後の増殖率を下げるかのどちらかである。IPM においては複数の

技術を調和させて併用するが，直接の防除技術として，害虫の初期密度を低下させる方法と

侵入後の増殖率を低下させる技術とに分けられる。前者は圃場衛生や侵入防止といった予

防的技術である。後者は恒常的効果をもつ天敵放飼や耐虫性品種の利用，環境制御などの技

術と一時的な効果をねらいとする殺虫剤施用とがある（表 3）。発生調査は防除手段を講じ

る時期を決定するため及び防除効果の確認のために必要である。 

 

表 3 施設栽培害虫の IPM における個別防除技術 

 

a. 初期密度の低下―圃場衛生と侵入防止 

圃場衛生は耕種的防除法，侵入防止は物理的防除法の一種であるが，ともに害虫の初期密

度を下げる効果がある。圃場衛生は外部の害虫の発生源を管理する方法であり，温室内及び

周辺の害虫の寄主植物となる雑草の除去，害虫の発生していない育苗期の管理が含まれる。

野菜の種類 害虫名
トマト オンシツコナジラミ，シルバーリーフコナジラミ，マメハモグリバエ，モモアカアブラムシ，

ワタアブラムシ，トマトサビダニ，サツマイモネコブセンチュウ
ナス ミナミキイロアザミウマ，オンシツコナジラミ，シルバーリーフコナジラミ，モモアカ

アブラムシ，ワタアブラムシ，ハスモンヨトウ，ナミハダニ，カンザワハダニ，チャノ
ホコリダニ，サツマイモネコブセンチュウ

ピーマン ヒラズハナアザミウマ，ミナミキイロアザミウマ，ミカンキイロアザミウマ，モモアカ
アブラムシ，ワタアブラムシ，ハスモンヨトウ，チャノホコリダニ

キュウリ ミナミキイロアザミウマ，オンシツコナジラミ，シルバーリーフコナジラミ，モモアカ
アブラムシ，ワタアブラムシ，オカボノアカアブラムシ，サツマイモネコブセンチュウ

スイカ ミナミキイロアザミウマ，モモアカアブラムシ，ワタアブラムシ，ナミハダニ，カンザワ
ハダニ，サツマイモネコブセンチュウ

イチゴ ミカンキイロアザミウマ，ワタアブラムシ，イチゴクギケアブラムシ，イチゴネアブラムシ，
ハスモンヨトウ，ドウガネブイブイ，ナミハダニ，カンザワハダニ，イチゴメセンチュウ，
クルミネグサレセンチュウ

侵入防止による害虫初期密度の低減（予防的技術）
防虫ネットの利用による遮蔽
温室の内部，周辺における害虫の寄主植物となる雑草の除草
育苗期のクリーンな管理
定植前の消毒

害虫の増殖能力の低減
　 長期的な効果を持つ技術（IPM基幹技術）

　 耐虫性品種の利用
天敵の利用
温湿度制御
輪作など耕種的防除技術
トラップによる誘殺

一時的効果をもつ技術（治癒的技術）
殺虫剤施用
蒸しこみなど一部の物理的防除法
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除草は定植後に行うと，かえって施設内への害虫の侵入をもたらすことがあるので注意が

必要である。侵入防止は温室の換気口，出入り口，窓などから害虫が侵入しないように防虫

ネットなどを張る方法である。微小昆虫の侵入防止には細かい目のネットが必要であり，換

気に支障をきたす可能性があるのが問題である。害虫に忌避効果のあるシルバーネットな

ども利用されている(Jacobson,1997)。また近紫外線除去フィルムの効果も基本的には侵入防

止であると言われている。 

b. 増殖率の恒常的低下―天敵放飼，耐虫性品種の利用及び環境制御 

天敵放飼は，害虫の増殖率の継続的低下をもたらす。放飼密度，環境条件，害虫や天敵の

増殖能力，天敵の攻撃能力に応じて，害虫をほぼ絶滅させたりする場合や，害虫の増殖を遅

らせる場合がある。殺虫剤施用以外の防除法は天敵には余り影響しない。 

耐虫性品種の利用は，耐病性品種の利用と異なり，わが国ではほとんど普及していない。

オランダでは，オンシツコナジラミに耐虫性のトマト，ハダニやミカンキイロアザミウマに

耐虫性のキュウリが 近開発された(van Lenteren,1995; Jacobson,1997)。IPM における利用を

志向して開発されたため，完全に害虫の加害を受けない強い耐虫性ではなく，増殖率をかな

り抑えるような不完全な耐虫性である。 

環境制御としては，冬期の夜の管理温度を上げて，天敵の活動や増殖を助長させる方法，

温室内を閉め切って一時的に高温にして害虫を死滅させる方法などがある。また地上部の

病害の管理には換気により湿度を低く保つ方法があるが，これには養液栽培が適している。

ショクガタマバエ，ヒメハナカメムシ，カブリダニなど一部の捕食性天敵は短日条件で休眠

し，成虫が産卵しなくなることが知られている。これに対応するため，人工的に長日照明を

行う方法がショクガタマバエやヒメハナカメムシを対象に試みられている。害虫や天敵の

温湿度，日長に対する反応を利用した環境制御は理にかなった方法であるが，適用するには

現時点ではコストがかかるのが難点である。 

c. 増殖率の一時的低下―殺虫剤施用 

殺虫剤施用は IPM においても重要な防除技術である。ただ天敵と調和させて利用するに

は注意が必要である。調和させるには薬剤そのものが害虫に有効で，天敵に影響の少ない選

択性殺虫剤を使う方法と，例え直接散布すれば天敵に影響のある薬剤でも施用法を工夫し

て天敵に影響が無いようにする方法がある。前者の薬剤としては，Bacillus thuringiensis のよ

うに生物由来の薬剤や 近開発の進んでいる IGR 系の薬剤がある。なおほとんどの通常の

殺虫剤は天敵に極めて有害であるが，殺菌剤はほとんど影響が無く，殺ダニ剤には天敵昆虫

に影響の少ない薬剤がかなりある。後者の方法は生態学的選択性とも呼ばれるが，有機リン

剤のように残効の短い薬剤で害虫を防除して，その天敵に対する影響が消失してから天敵

を放飼する方法や，害虫のホットスポットに局所散布したり，薬剤を散布しない畝を残して

天敵を保護する方法がある。また浸透性殺虫剤を粒剤として定植時などに土壌施用すれば，

散布剤として影響がある薬剤でも，薬剤が直接天敵の体に触れることが無いため天敵に対

する影響を軽減できる。養液栽培では，養液中に浸透性殺虫剤を混ぜることも考えられる。
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これらの考え方はわが国における IPM の体系化にも生かされている。 

d. 発生調査 

IPM における発生調査では，個体群動態調査のように密度を一定の精度で推定すること

より，要防除密度に達したかどうかを簡便に判断できることが要求される。また発生調査の

目的も，防除手段を講じる時期の決定と，防除効果の事後確認の両方の側面がある。施設栽

培の主要害虫のうち，コナジラミやハモグリバエの成虫は黄色に，アザミウマの成虫は白色，

青色に誘引されることを利用して，これらの害虫の発生調査には有色の粘着トラップがよ

く使われる。トラップの利用は簡便ではあるが，トラップ上の捕獲頭数が温度やトラップの

位置，植物の繁茂状況等種々の要因に影響されるため，発生密度を必ずしも反映しないので

注意が必要である。トラップの利用できないハダニやアブラムシの無翅虫などでは植物の

直接観察によらざるを得ない。簡便な直接観察による密度推定法として存在頻度率の利用

がある。存在頻度率の調査では，葉や株などの調査単位ごとに虫がいるかいないかだけを確

認すればよく，個体数調査は不要である。 

(4) IPM 技術の体系化戦略 

天敵利用をキーテクノロジーとする体系化を行う場合の技術的ポイントは以下の通りで

ある(矢野, 2000)。 

a. 作物別にあらゆる病害虫を対象とした体系化を考える。 

b. 病害虫の種類が少ない作物を対象とする体系化が容易である。 

c. 授粉昆虫を利用する作物が受け入れられ易い。 

d. 圃場衛生（育苗期管理，除草）と侵入防止は可能な限り対策を施す。 

e. 侵入してきた害虫の管理は，天敵と殺虫剤の組み合わせで体系化する。一種類の害虫に

対して天敵と選択性殺虫剤の両方が利用できるようにするのが望ましい。天敵利用を基

本とするが，防除に失敗した場合選択性殺虫剤が必要となる。選択性殺虫剤も多用する

と害虫の抵抗性発達を招く恐れがある。 

f. 天敵を利用する場合，活動に好適な条件でのみ利用する。または温湿度管理等により環

境条件を天敵に好適な条件に積極的に保つ。 

g. 耐病虫性の品種を積極的に利用する。 

j. 天敵の放飼時期決定のためと放飼後効果確認のためのモニタリングを行う。 

k. 省力的な技術を開発，利用する。 

このうち a は IPM の大前提である。b と c は天敵を利用し易い作物を示唆するものである。

d は地味ではあるが，着実な効果のある方法であり，IPM の基礎とも言える。e は IPM 体系

の主要技術である。f と j は IPM 防除技術を有効にするための補助手段である。技術の普及

のポイントは省力化を図ることである。天敵昆虫の放飼は化学農薬散布よりはるかに省力

的であることはいうまでもない。しかし殺虫剤と殺菌剤はよく混用されるので，殺菌剤を使

っている限り農薬の散布の回数は減らないという指摘がある。またたとえ生物農薬であっ

ても微生物資材のように散布の労力を必要とする資材は省力化にはつながらない。 
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(5) IPM の長所と短所(Jacobson, 1997) 

 長所の一つは IPM の目的でもあるが，スペクトラムの広い殺虫剤の施用量が削減される

ことである。これにともない，農家は危険で重労働である殺虫剤散布の作業からかなり開放

される。また若い苗に対する農薬の薬害を回避できる。完全にスペクトラムの広い殺虫剤が

使用されなくなると，周囲の生態系から土着の天敵が侵入して害虫を抑圧することも期待

できる。 

 短所としては，労力のかかる発生調査を常に行う必要があること，防除体系が複雑になり，

コストがかかることが多いこと，被害の許容密度が余り低いと適用できないことがあげら

れる。スペクトラムの広い殺虫剤を使用しなくなると，その散布で主要害虫と同時防除され

ていた二次的害虫が発生することもある。 

 

３ 施設園芸における天敵利用の原理 

(1) 天敵の種類と特性 

ある害虫を防除しようとする場合，天敵の種類により効果は異なる。同じ属の天敵であれ

ば天敵としての特性にそれほど差は無いことが多いが，異なるグループの天敵，例えばアザ

ミウマに対するヒメハナカメムシとカブリダニはかなり差が見られる。生物的防除に利用

される天敵として望まれる性質としては，高い増殖能力，高い捕食・寄生能力，強い競争能

力などの性質が考えられるが，これらの性質すべてを兼ね備えた天敵は存在しない。Sabelis 

and van Rijn(1997)はアザミウマに対する種々の捕食性天敵（カブリダニ，捕食性アザミウマ，

ヒメハナカメムシ，ハナカメムシ，メクラカメムシ，テントウムシ，クサカゲロウ）を比較

して，大型の天敵ほど捕食能力が高く，小型の天敵ほど増殖能力が高いことを指摘した。彼

らはさらにアザミウマ，各種アザミウマ捕食性天敵の内的自然増加率（増殖能力の指標）及

び捕食性天敵の生涯日当たり 高捕食率を推定し，それらをパラメーターとする簡単な捕

食者―被食者系のモデルに当てはめて系の動態を予測した。その結果，放飼した天敵による

即効的な直接効果を重視する場合は捕食能力の高い大型天敵，次世代以後の増殖による長

期的抑圧効果を重視するのであれば増殖能力の高いカブリダニ等の小型天敵がよいと思わ

れた。大型捕食者は一般に分散能力も高いため，対象害虫の密度が低いと十分捕食せずに分

散してしまう可能性がある。大型捕食者の生産コストが高いこともあり，対象害虫の密度が

比較的高い場合，即効的効果をねらいとして利用するのに適していると思われる。 

寄生性天敵の場合，寄生が増殖に直結しているため，一般に内的自然増加率が防除効果の

指標とされる(van Lenteren and Manzaroli, 1999)。単寄生性寄生者では内的自然増加率が対象

害虫より高くなければ抑圧効果は低いと思われる。捕食者は 1 頭当たり生涯で多数の害虫

個体を捕食し，捕食が増殖に直結しない。内的自然増加率が対象害虫より高いことは，望ま

しい条件ではあるが害虫抑圧のための必須条件ではない。実用化されている寄生性天敵は

ほとんど単寄生性で対象害虫より高い内的自然増加率を示すが，コレマンアブラバチは防

除対象害虫のワタアブラムシとほぼ同じ内的自然増加率を示す。この場合はできるだけ早
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い時期にアブラバチを放飼してアブラムシに対するアブラバチの初期比率を高くする必要

がある。 

天敵の特性で重要ではあるが余り天敵の評価に利用されていないのが寄主探索能力であ

る。寄主探索能力は永続的利用においても重視される特性である。寄主探索能力を評価する

ことは容易ではないが，特に低密度の害虫に対する天敵の効果の評価には極めて重要であ

る。探索能力を測る方法としては，植物体を丸ごと収納したケージ内に寄主や餌昆虫と天敵

を放飼して反応を調べる方法が考えられる。 

天敵の性質としては特殊であるが，生産コストの易い天敵は，利用する場合種々のメリッ

トがある。まず一回の放飼量を増やすことにより低い探索能力や捕食能力をカバーするこ

とができる。また繰り返し放飼することにより低い増殖能力をカバーできる。この観点から

ククメリスカブリダニのような生産コストの安い天敵は使い易い。代替餌等で安価な天敵

の生産技術を開発することは，生産コストの低減以外の意味も大きい。 

(2) 物理的環境条件 

物理的環境条件の中で，天敵の効果に一般に も影響が大きいのは温度条件である。実用

化されている大多数の天敵は 20～25℃で も効果が高い。それより高温では，生存率や産

卵数の低下が起こり，低温では発育が遅延し，生存率も低くなる結果，増殖能力が低下する

ことが多い。低温条件は天敵の探索能力や，捕食能力も低下させる。北欧の温度管理の行き

届いたガラス温室で天敵の効果が安定しているのは温度条件の好適さが一因である。わが

国では，春以降昼間は高温になり易いので，チリカブリダニのような高温で効果の低下する

天敵は使いづらい面がある。 近では，ミヤコカブリダニのように高温でも増殖能力の高い

天敵も利用されつつある。一方，冬期の低温で効果の高い天敵は少ないが，ハダニバエは低

温で捕食能力の高い天敵である。今後わが国では，高温や低温条件でも効果を発揮する天敵

の探索と利用技術の開発が必要である。また温度を安定化させるような施設の条件につい

ても改良が望ましい。例えば大型で背の高い温室の方が小規模温室より温度が安定する。湿

度については，カブリダニやショクガタマバエは乾燥に弱いとされている。寄生蜂類や，や

や大型の捕食者は湿度の影響は余り受けない。日長は休眠の誘起に関係している。温帯性の

捕食性天敵の多くは，成虫が短日条件で生殖休眠に入る。寄生蜂の中でも外部寄生蜂には休

眠する種がある。生殖休眠に入ると雌成虫が産卵せず増殖が不可能となる。これを克服する

ため，非休眠性の種や系統を利用するか，人工照明で休眠を打破するなどの方法が取られて

いる。前者の方法が主流で，現在商品化されている天敵のほとんどは非休眠性の種か系統で

ある。 

(3) 放飼方法 

 天敵の放飼技術としては，これまで種々の方法が考案された。おおまかに，ペストインフ

ァースト法，害虫の発生調査に基づく放飼（ドリブル法），定植直後からの定期的繰り返し

放飼，及びバンカー植物法に分けられる（図 1）。ペストインファースト法は，まず少数の

害虫を人為的に放飼してから，タイミングを見計らって天敵を放飼する方法である。1970 年



45 
 

前後にイギリスでチリカブリダニやオンシツツヤコバチの利用技術が確立された際に開発

されたが，害虫の人為的放飼が農家に受け入れられず普及しなかった。現在 も広く使われ

ているのが，発生調査で害虫の初期発生を確認してから放飼する方法である。天敵の繰り返

し放飼は，害虫の発生の有無にかかわらず定期的に長期間放飼する方法で，害虫の発生調査

が不必要であり，効果も安定すると思われる(van Lenteren,1995)。この方法を適用するには

防除コストが安いことが前提となる。バンカー植物は，害虫ではない天敵の寄主昆虫の着生

した植物を温室内に持ち込んで天敵を放飼する方法である。通常の天敵放飼法では大部分

の天敵が放飼後，害虫を発見できずに死亡したり，分散してしまうため効果が低下している

と考えられる。バンカー植物は天敵の生存率を高め，少しずつ安定して放飼できる方法であ

る。 

天敵放飼の時期，密度及び放飼回数はその効果に強く影響する。放飼時期は一般に対象害

虫の発生が確認され次第できるだけ早く行うのがよいとされる。しかし寄生性天敵の場合，

寄生できる発育段階が限定されているので，その発育段階の害虫が存在しないと放飼後の

寄生が効率的に行えない。分散能力の高い捕食者でよくいわれるのが，害虫の密度が極端に

低いと定着して害虫を捕食せず分散してしまうという指摘である。しかし温室はかなりの

程度閉鎖系であり，閉じ込められた条件で天敵がどのように行動しているのかよく研究さ

れていない。ショクガタマバエやハダニバエのように害虫のコロニー内で捕食する天敵は

ある程度密度が高くなってから放飼する方が効果を発揮すると考えられる。

 

  

(4) 作物の種類 

図 1 施設園芸害虫防除のための天敵放飼方法 
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作物の種類は天敵の効果に影響する。作物が天敵の餌または寄主となる害虫の増殖の場

であると同時に天敵の寄主探索の場であるためである。１種の天敵と１種の害虫が互いに

影響しあって密度変動を繰り返す場合，害虫の元来の増殖率が高いほど，害虫の密度は高く

なると予測されている(Hassell,1978)。同じ天敵と害虫の組み合わせでも，害虫の増殖率は作

物の種類によって異なる。害虫の増殖の遅い作物の方が同じ天敵を使った場合，天敵の効果

が高くなる。害虫の増殖には，発育速度，卵・幼虫期の生存率，成虫の産卵・寿命などが影

響する。一般に好適な寄主植物ほど害虫の発育が早く，生存率が高く，産卵数が多くなる傾

向がある。特に産卵数は寄主植物の違いによる差異が大きいパラメーターであり，増殖能力

に強く影響する。オンシツツヤコバチのオンシツコナジラミに対する効果がキュウリより

トマトで高いのも，ヒメハナカメムシのミカンキイロアザミウマに対する効果がキュウリ

では安定せずピーマンでは安定しているのも作物の種類による対象害虫の増殖率の違いが

一因と思われる。天敵は植物体上を歩いて探索するのが普通であるが，作物の種類によって

は表面に毛茸が多かったり，粘液を出したりするものもあり，天敵の探索効率に影響するこ

とが考えられる。オンシツツヤコバチの効果がトマトよりキュウリで劣る原因として，キュ

ウリの毛茸がオンシツツヤコバチの寄主探索の妨げになっているためであると考えられ，

事実トマト葉上の歩行速度はキュウリより速かった(Hulspus-Jordaan and van Lenteren,1978)。

毛茸の少ないキュウリの品種と多い品種では，前者でオンシツツヤコバチの歩行速度が速

くなることが確認された(Hua et al.,1987)。   

(5) 天敵の代替餌，寄主の利用 

放飼後の天敵の効果を安定化させるポイントの一つが，天敵に対する代替餌，寄主の供給

である。これは経験的に知られていたことではあるが， 近では理論的にも害虫と天敵の個

体数変動の安定化に役立つことが証明されつつある。例えばミカンキイロアザミウマとク

クメリスカブリダニの個体数変動は，ピーマンのようにククメリスカブリダニの代替餌と

して花粉が利用できる場合，安定化する(van Rijn and Sabelis,1990; van Rijn et al., 1999) 。捕

食性天敵の中でも，カブリダニやヒメハナカメムシなどは花粉食の習性を示す種が多く，花

粉は代替餌として重要である。先ほど挙げたアザミウマに対するヒメハナカメムシの効果

がピーマンで安定していて，キュウリでは不安定なもう一つの理由は，ピーマンにおける十

分な花粉生産とキュウリにおける花粉生産の欠如が挙げられている(van den Meiracker and 

Ramakers,1991)。ピーマンではカブリダニやヒメハナカメムシは餌生物が無くなっても花粉

を食べて生存でき，デｲジェネランスカブリダニのようには花粉だけで十分増殖可能な種も

ある。 近新たな天敵の利用方法として，バンカー植物の利用が注目されている。植物に害

虫ではない寄主昆虫を接種しそれを温室内に設置して天敵の安定した供給源とする方法で

あり，代替寄主の供給による天敵の保全になる。ハウスナスのワタアブラムシの防除のため，

バンカー植物にオオムギ，代替寄主にムギクビレアブラムシを利用するコレマンアブラバ

チのバンカー植物が高知県で実用化された。しかし二次寄生蜂の発生や防除できるアブラ

ムシの種類が限定されることが問題となった(Nagasaka et al., 2010)。そこで二次寄生蜂の問
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題が少なく多食性のショクガタマバエのバンカー植物法の開発が進められている。モモア

カアブラムシの防除のためのギフアブラバチ (太田・大泰司, 2005; Ohta and Honda, 2010)や

ハウス栽培コマツナのニセダイコンアブラムシ防除のためのダイコンアブラバチのバンカ

ー植物法（巽ら, 2005a,b）の開発も行われている。アザミウマ類を対象にした，キイカブリ

ダニのバンカー植物法の技術開発も進められている。 

温室内に放飼するだけではなく，周辺の土着天敵を呼び込んで利用する方法も注目され

ている。この場合，天敵の餌としては花粉以外に，寄生蜂の餌として花蜜が重要である。天

敵の餌源の確保には花の咲く植物や花粉を大量に供給する植物の存在が重要であり，温室

の周辺にそのような植物（例えばトウモロコシ，クローバー，ヒマワリ）などを栽培する方

法が考えられる。この方法は温室周辺の土着天敵を利用する方法なので，ヒメハナカメムシ

のように，温室周辺に高密度で存在する天敵を想定しなければならない。 

(6) 複数種の天敵の併用 

 ある作物で複数種の天敵を利用する場合，天敵間の相互作用を考慮しなければならない。

特に 1 種の害虫に対して複数種の天敵を利用する場合は相互作用が起こる可能性が高い。

マメハモグリバエの寄生蜂のように 2 種の天敵を混合して放飼する製剤もある。天敵間で

干渉が無ければ複数種の天敵の併用により相乗的な効果が期待される。また好適な環境条

件が異なる種を混用した場合は，環境条件に応じて 1 種だけが生き残って効果を発揮すれ

ばよいとする考え方もある。一方，天敵種間の餌をめぐる競争やギルド内捕食により複数種

を併用すると 1 種単独で利用するよりかえって効果が低下することも懸念される。天敵間

相互作用の中でも，ギルド内捕食における優劣はある程度予測できる。捕食者間では大型の

捕食者の方が小型捕食者を捕食する傾向がある。寄生者間では外部寄生者の方が，内部寄生

者より優位である。また寄生された昆虫は捕食者に食われてしまうことがある。しかし 2 種

の天敵を併用した場合，どちらが生き残るかは種間の直接干渉だけで決まっているわけで

はなく，増殖能力，探索能力，環境耐性など種々の要因が関連している。現実には，複数種

を併用した場合，種間の相互作用で効果が著しく低下したような例は余り無いようである。

天敵がうまく効力を発揮した場合は害虫も天敵も低密度のため，直接の干渉などによる種

間相互作用が起こる機会が少ないのではないかと考えられる。ピーマンのミカンキイロア

ザミウマに対してヒメハナカメムシ O. insidiosus とククメリスカブリダニを放飼した例で

は，それぞれの天敵を単独で放飼した区より効果は高かった。ククメリスカブリダニの密度

は併用区では単独区に比べ個体数は少なかったが絶滅はしなかった。ヒメハナカメムシの

密度は併用区でも単独区でも差はなかった。ククメリスカブリダニはヒメハナカメムシに

より捕食されている可能性が高いが，併用した方が効果は高かった(Ramakers,1993)。マメハ

モグリバエに対してはイサエアヒメコバチとハモグリコマユバチが併用されることが多い

が，直接の干渉ではイサエアヒメコバチが一方的に優位である。しかし放飼した後でどちら

が生き残るかは環境条件によって変わると思われる。 

Ⅱ 土着天敵の保護利用 
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１． 土着天敵の保護利用と IPM 

 土着天敵の保護利用は，害虫の多発しにくいような生態系の構築に基づいた IPM システ

ムを構築するという観点からは，基幹的技術となる。ただし IPM システム構築のベースと

して土着天敵の評価と土着天敵の保護利用技術の導入が必要となる。生態系内の土着天敵

の効果を 大限活用するためには，その害虫抑圧効果を客観的に評価した上で，その効果を

増強するような方策を取らねばならない。後者については天敵保護のための植生管理が重

要な技術となる。これは天敵保護利用技術に普遍性を持たせるためにも重要である。 

 

２．土着天敵の実験的評価法 

(1)実験的評価の目的 

 土着天敵の評価の目的としては，土着天敵の害虫に対する抑圧効果の把握と存在する土

着天敵の種構成の把握の二つが考えられる。前者についてはケージ利用，殺虫剤散布，人為

的捕殺による天敵除去，天敵のケージ内放飼，害虫の卵，蛹など動かないステージをそのま

ま，あるいは鉢植え植物上に接種して野外に放置する方法などがある。この中ではケージや

殺虫剤散布による除去法がよく用いられるが，他の手法や害虫及び天敵の野外動態調査，生

命表による評価と組み合わせればより正確に天敵の評価が行える。天敵の種構成の把握は

寄生性天敵であれば，採集して飼育し，羽化する寄生者の成虫から知ることができるが，捕

食者が野外で捕食している状態を確認するのは容易ではない。そのため免疫学的手法や蛋

白の電気泳動を利用して捕食者の体内の餌種を検出する手法が開発された。これらの方法

は野外における捕食率の推定にも一部利用されている(Sopp et al.,1992; Sunderland,1996)。 

(2)土着天敵の害虫抑圧効果の評価 

ケージを利用した除去法では，網張りのケージを植物にかぶせて天敵を排除し，網を張ら

ないケージを対照として天敵の評価を行う。網のメッシュサイズを変えれば体サイズに応

じて天敵を排除できる。ケージによる除去法はアメリカで Smith and Debach(1942) が，オリ

ーブカタカイガラムシに対する導入寄生蜂 Metaphycus helvolus の影響をスリーブ（虫が逃亡

することなくケージ内の虫の出し入れができるためケージに取り付ける，そで（スリーブ）

状のもの）付きのケージで評価したのが 初である。以来ケージによる除去法が天敵の実験

的評価法として広く採用されている。 近でもアフリカの IITA ではマンゴコナカイガラに

対する導入寄生蜂 Gyranusoidea tebygi の影響がスリーブを閉じたケージ，スリーブを開放し

たケージ及びスリーブ無しのケージを利用して比較された。植物を丸ごと収納するような

大型の野外ケージによる天敵除去と野外における密度調査を平行させることによっても天

敵の評価が可能である。欠点としては，害虫や天敵の行動の阻害，微気象を変化させること

による植物及び害虫への影響，害虫の飛び込み阻害などが指摘されており，データの解釈は

慎重に行わなければならない。また天敵の種構成はこの方法では直接には明らかにされな

い。 
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 殺虫剤による除去法では，天敵を殺し害虫には影響の少ない殺虫剤が利用される。この方

法は 初に Debach(1946)により，コナカイガラの一種 Pseudococcus longispinus に対する天

敵の影響の評価に利用された。土着天敵ではないが，西アフリカにおけるキャッサバコナカ

イガラの生物的防除事業では，有力導入天敵の効果が NAC 散布による天敵除去とケージを

利用した天敵除去により証明された(Neusenschwander et al., 1986)。わが国においても，ミナ

ミキイロアザミウマに対するナミヒメハナカメシの効果が PAP や NAC による天敵除去に

より評価された（永井,1993; Nagai,1996）。これらの薬剤もミナミキイロアザミウマには影響

が少ない。殺虫剤による天敵除去に関する問題点としては，殺虫剤による害虫の増殖の促進，

雌雄による感受性の差に起因する害虫の性比の偏り，殺虫剤による作物の生理的変化など

がある。特に作物への影響としてはチョウ目害虫の産卵選択性の高まりやアブラムシの増

殖能力の変化などが知られている(Luck et al., 1999)。 

 

３ 土着天敵保護のための技術 

(1) 植生管理 

植生管理は土着天敵保護の根幹をなす技術であり，天敵の餌，代替寄主，生息場所の供給

に関連している。天敵を含む農業生態系の多様性は作物の種類や栽培法により異なる。1 年

生作物より果樹の生態系の方が，単作より輪作，混作の方が，温帯より熱帯の生態系の方が

生物多様度が高く，害虫が多発しにくい(Altieri,1991)。混作においては単食性昆虫の方が多

食性昆虫より密度が低下するが，この傾向は 1 年生作物より永年性作物において顕著であ

る(Andow,1991)。 

植生管理による土着天敵保護増強の機構としては，寄主以外の餌（花粉，蜜源等）の提供，

代替餌又は寄主の提供，天敵のためのシェルター（生息場所）の提供が考えられる(Wratten 

and van Emden,1995)。天敵の生息場所としては作付け時の生息場所と越冬時の生息場所があ

る。 

多くの寄生者は糖の摂取により寿命が延び，産卵数が増え，寄生率が上昇することが知ら

れている。野外における糖の供給源としては，花蜜とアブラムシやカイガラムシの排泄する

甘露が利用されていると思われる。作物からの花蜜の供給は花外蜜腺をもつワタ，マメ類及

び虫媒花に限られている。虫媒花の場合蜜の供給は開花中のみである。これらのことから天

敵に積極的に花蜜を提供するために作物以外の植物を利用する必要性が出てくる。実際に

野外において寄生者の寄生率が花蜜の供給により上昇した場合の花蜜の供給源は圃場内部

及び周囲の雑草である。特にハゼリソウ科やセリ科の雑草は花蜜の生産の多い植物である

(Powell, 1986)。花粉も多くの天敵の栄養源となっており，ヒラタアブの卵成熟に重要である

と言われている。ハゼリソウ科の Phacelia tanacetifolia は花蜜，花粉の生産の多い植物であ

るが，麦畑の境界に植えたところヒラタアブの密度が高まり，圃場内のアブラムシ密度が低

下した(Hickman and Wratten,1997)。このような植物を利用する場合いくつか注意しなければ

ならない点がある。花蜜は天敵だけではなく害虫の成虫も餌として利用する場合が多い。花
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の構造的特徴から花蜜が存在しても天敵が利用できないかもしれない。開花期と天敵の活

動時期がずれていると天敵は利用できない。他の雑草との競争能力もある程度必要である。

環境的なリスクとしては，雑草化する可能性，家畜への影響，作物の病原微生物の寄主とな

る可能性が考えられる。実用的な問題として栽培が容易かどうかという問題がある(Gurr et 

al.,1998)。 

代替寄主や餌が圃場周辺の雑草や自然植生に存在すると，そこからの天敵の侵入により

圃場内の天敵による害虫の寄生率や捕食率が上がることもある。このような圃場の周辺植

生は作物の収穫後や殺虫剤散布後の天敵の保存場所として重要である。土着天敵は撹乱の

多い圃場に定住しているのではなく，周囲の植生との移動を繰り返していると考えられる。

天敵が夏と冬で寄主転換をしている場合も冬寄主の生息場所は天敵の保存場所として重要

である。Powell(1986)は，天敵が圃場周辺の代替寄主を利用して圃場における天敵の寄生率

が上がった例として 8 例を上げている。 

生息場所の提供も土着天敵の保護に重要な技術である。ヨーロッパでは圃場周辺の雑草

や生垣が天敵の生息場所となっている。イギリスでは麦畑周辺のサンザシの生垣の下草を

取り除くと，そこに生息するハナカメムシ，クモ，オサムシ類が減少した。特にオサムシの

一種 Agonum dorsale は生垣を越冬場所としており，そこから圃場内に移動していることが

示された(Pollard,1968a,b)。チェコではビートやジャガイモの防除にテントウムシを保護す

るため，越冬場所の岩の割れ目を模した人工の越冬場所を提供することにより，テントウム

シの生存率を改善することができた(Hodek,1973)。 

具体的な植生管理の方法としては，圃場内で作物と天敵保護のための植生を混作する方

法と，圃場の周辺でそのような植生を保護するか，あるいは積極的に栽培する方法がある。

圃場内における天敵保護のための植生管理においては代替寄主や花蜜等の供給がねらいと

される。果樹の下草の雑草を保護することにより代替寄主や花蜜が寄生性天敵に供給され

寄生率が上がることがある。カナダではリンゴ園の下草の保護によりテンマクケムシに対

する寄生率が 18 倍も上昇した(Leius, 1967)。カリフォルニアではリンゴ園で被覆作物にソラ

マメの一種を利用することにより捕食者の密度が高まりコドリンガの被害が減少した

(Altieri and Schmidt, 1985)。1 年生作物では混作により天敵の効果が高まることがある。アメ

リカではトウモロコシにマメ科とイネ科の植物を被覆作物とした場合，トウモロコシ単作

に比べ，アワヨトウ，ヨーロッパアワノメイガ等のチョウ目害虫に対する被害が大幅に減少

したが，オサムシ密度が高まったためと推測されている(Brust et al., 1986)。イギリスではキ

ャベツ畑におけるダイコンバエの近縁種の産卵数がクローバーを間作した区では無処理区

に比べ減少した。一因は地上徘徊性の捕食者の影響であることがわかった(Ryan et al., 1980)。 

圃場の周辺の植生を管理して保護する場合は代替寄主や花蜜等の供給に加えて天敵のた

めのシェルターとしての意味が大きい。また圃場内に天敵が移動して効果を発揮するため

天敵の移動分散能力や寄主選択が効果に影響する。天敵の保護には天敵の寄主，餌，生息場

所の提供などの要求を満たさなければならないため，圃場周辺の自然植生の保護が必ずし
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も天敵保護に有効であるとは限らない。そこで積極的に種々の種類の雑草や作物を混播し

て圃場の周辺に天敵保護のための播種雑草ベルトを作り出す試みがスイスで行われている

(Nentwig et al., 1998)。 初に 100 種にものぼる雑草や作物が栽培され，天敵相，密度，開花

期間，農地における定着性，複雑な植生における存続性などの評価項目に基づいて利用でき

る種が選抜された。その結果 29 種の野草や栽培作物を混合したものが雑草ベルト作成のた

め開発された。これらの作物は背の高い植物から低い植物まで含まれ，開花期も早いものや

遅いものが含まれている。また 1 年生から多年生のものまであり多様性に富んでいる。一度

播種すると 3 年間は多様性が保たれるが，以後植生は単純化する。それを遅らせるため 1 年

置きに半分を刈り取る方法が薦められている。ベルト内はクモやオサムシ等の地上徘徊性

甲虫のよい生息場所であり，種数も多く密度も高い。ベルト内にのみ生息する種もあるが，

ベルトから圃場内に分散していく種も多い。 

 (2)機械的作物管理 

機械的な作物管理としては，耕起，刈り取り，除草などがある。耕起による土壌に対する

機械的な撹乱を減らして，土壌流亡を抑え作物の生育を促進しエネルギーの有効利用する

ことを目的として，不耕起や表面耕起などの方法が取られることがある。このようなやり方

は害虫及びその天敵の保護や増強に影響をもたらす。当然のことながら，土壌中の害虫や天

敵は大きな影響を受ける。オサムシはこのような視点からよく研究されているが，多くの場

合不耕起はオサムシの密度を高め種数を増大させる効果をもたらした(Letourneau and Altieri, 

1999)。オサムシの密度が高まった結果，タマナヤガ幼虫の被害が慣行区に比べ著しく減少

した例が報告されている(Brust et al., 1985)。刈り取りや除草は一般に昆虫の移動を引き起こ

す。これを利用して天敵の移動を誘起できる。著名な例はアメリカにおけるアルファルファ

の条刈りによる天敵の保護である。条刈りで半分のアルファルファを残すことにより，刈り

取られた部分に生息していた捕食性カメムシ，クサカゲロウ，テントウムシなどの移動性の

捕食性天敵が保護された(van den Bosch and Stern, 1969)。 

(3)施肥 

施肥は作物の栄養状態や発育を通じて害虫と天敵の系へ影響を与える(Letourneau and  

Altieri,1999)。多くの植食性昆虫は窒素の豊富な寄主植物上では集団としての増殖が早くな

る。施肥が十分でないと，寄主植物の栄養的な価値が低下して害虫の発育が遅れる。そのた

め天敵が攻撃できる期間が長くなり，天敵の効果が高まることもある。アメリカではインゲ

ンテントウに対する捕食性カメムシの効果(Price,1986)やモンシロチョウに対するアオムシ

コマユバチの効果(Benrey and Denno,1997)に対して，そのような施肥の影響が報告されてい

る。施肥の効果が害虫の体長や栄養的価値に影響し，それが天敵の産卵，生存，性比に影響

することもある。無翅モモアカアブラムシ体内の高い窒素含量がテントウムシ Hippodamia 

convergens の産卵能力を高めたが(Wipperfürth et al.,1987)，当然寄主植物に対する施肥の影響

が反映されると思われる。施肥は作物の構造への影響を通じて天敵の寄主探索行動へ影響

する。過繁茂は探索面積を拡大するだけでなく陰の多い状態をつくるため探索行動に影響
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を与えることもある(Sato and Ohsaki,1987)。 

(4)殺虫剤と土着天敵保護 

殺虫剤は天敵に対し死亡をもたらすだけではなく，死亡しない程度の低濃度で天敵の発

育，産卵，寄主探索行動，次世代の性比や寿命などに長期間影響する可能性がある。例えば

カイガラムシの寄生蜂 A. melinus は有機リン剤の効果により産卵数が減少し(Rosenheim and 

Hoy,1988)，オンシツツヤコバチ，アブラバチ，ナナホシテントウは合成ピレスロイド剤の

効果により寄主探索効率が低下する (Perera,1982; Longley and Jepson,1996; Wiles and 

Jepson,1994) 。したがって，殺虫剤と土着天敵の効果の併用に当たっては，このような殺虫

剤の影響も考慮しなければならない。 

殺虫剤が土着天敵に及ぼす影響を抑えて土着天敵の効果を活用するにはいくつかの方法

がある。施設園芸における天敵利用など天敵の放飼増強法における場合との大きな違いは

土着天敵相，その発生量や発生時期などの把握が困難であることである。もし害虫と天敵の

両方の発生調査が可能であれば，その情報を元にして殺虫剤散布を調節できる。アメリカで

はリンゴハダニに対する殺ダニ剤施用についてリンゴハダニと捕食者のファラシスカブリ

ダニの密度比を参考にした決定方法が提案されている。当然カブリダニの比が高ければ殺

ダニ剤は施用されない(Croft,1977)。 

ある害虫に対する殺虫剤がその天敵に影響が少ない場合，生理学的選択性と呼ばれる。殺

虫剤としては従来スペクトラムの広い非選択性のものが主体であったが， 近は IGR 系の

薬剤をはじめとする特定の害虫にのみ効果があり，しかも天敵に影響の少ない選択性薬剤

が増えてきた。二次害虫の多発を抑えることが目的で，主要害虫に有力な天敵がいない場合，

主要害虫に選択性殺虫剤を使用すれば二次害虫の天敵は保護され，二次害虫は土着天敵で

防除できる(Johnson and Tabashnik,1999)。 

スペクトラムの広い殺虫剤に，害虫のみが影響され，土着天敵が影響されないような方法

を生態学的選択性と呼ぶ。簡単な方法として薬剤の施用量を下げる方法がある。害虫に対す

る効果は低下するが土着天敵の保護も可能となる。しかし害虫が感受性の高いステージに

施用するなどの工夫が必要である。この方法は薬剤感受性の高い天敵には適用できない。ス

ペクトラムの広い殺虫剤を選択性殺虫剤や協力剤と混用すると選択性が高まることもある。

残効性の短い殺虫剤の利用も有効である。殺虫剤の施用法を工夫して天敵に対する影響を

軽減する方法としては，時間的な隔離と空間的な隔離とがあり，どちらも時間的または空間

的な隔離により天敵に影響を与えずに害虫に殺虫剤を施用することをねらいとしている。

時間的隔離としては，土着天敵が野外で余りまだ活動していない春先に害虫に殺虫剤を施

用するのが一つの方法である。しかし時間的隔離は一般に害虫とその天敵の生活史や発生

時期の把握が必要で，余り実用的ではない(Ruberson et al.,1998)。空間的隔離としては，害虫

が多発しているスポットに局所施用したり，害虫が上位葉に存在し，天敵が下位葉に存在す

る場合，上位葉のみに散布するなどの方法がある。浸透性殺虫剤の粒剤で吸汁性害虫を防除

するのも直接天敵に施用されないためその保護につながる。害虫を誘引剤，餌，おとり植物
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などで集めて殺虫剤を散布する方法もある。比較的実用的な方法としては，帯状施用と呼ば

れる方法があり，アメリカでリンゴや柑橘の害虫防除に利用されている(Hull and Beers,1985)。

果樹の列のすべてに殺虫剤を施用するのではなく，例えば 1 列おきにのみ施用し，次回の散

布では前回散布しなかった列を散布し，前回散布した列は散布しないようにする。天敵相の

回復のため散布の間隔が十分長いことが必要で，果樹のような永年性作物に適した方法で

ある。 

 

４  土着天敵保護利用の実例 

(1) 露地野菜・畑作物における土着天敵の保護利用 

 ヒメハナカメムシは棲息場所も多様で，畑作物，野菜，花類，果樹，雑草にまで見られ 

る。ナミヒメハナカメムシは，初夏から秋までナス，ジャガイモ，ピーマン，クローバー 

やキクなどで見られるが(Nakata,1995; 永井,1990,1993)，冬はリンゴのような果樹園で越冬

しているのが観察されている(Wang, et al.,1994)。我が国の主要土着種のうち，ツヤヒメハナ

カメムシの生息場所は水田及びイネ科雑草，ミナミヒメハナカメムシはイネ科雑草である

が，他種はナミヒメハナカメムシと混在していることが多い（Yasunaga,1997）。 

岡山県立農業試験場の永井は，ナミヒメハナカメムシが露地ナスのミナミキイロアザミ

ウマの土着有力天敵であることを評価し，さらに選択性殺虫剤とナミヒメハナカメムシの

効果を利用した総合防除体系を考案した。岡山県下で露地ナスのミナミキイロアザミウマ

の捕食性天敵としてはミチノクカブリダニ，タカラダニ，ヒメハナカメムシ，ヒメカメノコ

テントウなどが発見されたが，ナミヒメハナカメムシが も頻繁に捕食行動が観察された。

ナミヒメハナカメムシの効果の評価は，本種に有効で，ミナミキイロアザミウマに効果の少

ない殺虫剤 PAP や NAC を用いて行われた。ナミヒメハナカメムシは，露地ナスの有力な捕

食性天敵であり，餌であるアザミウマ類の発生消長と同調して，７月および９月に発生のピ

ークが見られた。PAP を 7～16 日間隔で継続的に散布した天敵除去区では，無散布区に比

べ，7 月のピークは見られず，9 月のピーク時のアザミウマ全成幼虫密度は無散布区の 4 倍

となった。さらに Nagai(1990)は，ミナミキイロアザミウマの蛹に殺虫効果を示し，ナミヒ

メハナカメムシの卵，幼虫，成虫いずれのステージの生存，成虫の産卵にほとんど影響しな

い選択性殺虫剤ピリプロキシフェンを見出した。また小型ハウスにナスを定植し，ミナミキ

イロアザミウマとナミヒメハナカメムシを放飼した後，ピリプロキシフェンまたは NAC を

散布した区と対照区として水を散布した区における両種の個体数変動を調査した。NAC を

散布した区では，アザミウマが高密度に達したのに対し，ピリプロキシフェンを散布した区

ではナミヒメハナカメムシとの相乗効果でうまくミナミキイロアザミウマの抑圧に成功し

た（図 2）。 
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永井(1990b)はナミヒメハナカメムシに対する各種薬剤の影響を評価し，ナスの主要害虫

防除に利用できナミヒメハナカメムシに影響の少ない薬剤を選抜した。これらの知見に基

づいて，ミナミキイロアザミウマには土着のナミヒメハナカメムシとピリプロキシフェン

の併用，ニジュウヤホシテントウにはやはり選択性殺虫剤のブプロフェジンを散布する総

合防除区と慣行防除区と比較したところ，ミナミキイロアザミウマによる被害は同程度に

抑えられた(永井, 1991; Nagai, 1996)。福岡県でも，ヒメハナカメムシ類が露地ナスのミナミ

キイロアザミウマの主要な天敵であることが確認され，ヒメハナカメムシを主体とする天

敵類に影響の少ない薬剤を利用して，ミナミキイロアザミウマだけではなく，ワタアブラム

シ，ハダニ類，ニジュウヤホシテントウ等すべての主要害虫を対象とする総合防除が試みら

れた。1993 年から 1995 年にかけての 10 地点の圃場試験のうち，8 地点で大幅な薬剤散布

回数の削減と防除に成功した(Takemoto and Ohno,1996)。 

福岡県農業試験場の大野と嶽本は，ナス畑周辺の白クローバー，水田，雑草地におけるヒ

メハナカメムシの種構成を調べた。白クローバーはほとんどの調査点で 90%以上がナミヒ

メハナカメムシで占められ，水田やイネ科雑草ではツヤヒメハナカメムシが圧倒的な優占

種であった。ナス畑ではナミヒメハナカメムシが も多く，コヒメハナカメムシがそれに次

いで多かったが，場所や時期によってはツヤヒメハナカメムシもかなり発見された(Ohno 

and Takemoto, 1997)。ナス畑へのヒメハナカメムシの侵入は 6 月始めから始まり，アザミウ

マの密度の上昇に依存していることがトラップ調査で示された(Takemoto and Ohno, 1996)。

図 2 ピリプロキシフェン(pyriproxyfen 乳剤)と NAC（デナポ

ン水和剤）の散布がナミヒメハナカメムシとミナミキイロアザ

ミウマの密度に与える影響(Nagai, 1990; 永井, 1991) 
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この研究は，土着天敵保護利用の方針に大きな示唆を与えている。ナス畑周辺のヒメハナカ

メムシ類の生息場所として白クローバーや水田が重要であり，これらにおけるヒメハナカ

メムシも保護することにより，ナス畑における天敵保護利用も可能になるということ，また

積極的に圃場周辺に天敵が生息場助として利用している植物を栽培することも重要である

ことがわかった。白クローバーのような牧草やアメリカにおける研究でヒメハナカメムシ

が好んで集まることがわかったトウモロコシなどは有望であろう。 

土着天敵の効果だけで害虫を抑圧することができれば，無農薬栽培で対象害虫を防除す

ることができる。北海道のジャガイモのアブラムシ類は無農薬栽培条件で土着のヒメハナ

カメムシ類やテントウムシ類で低密度に抑えられた（伊藤ら, 2005; 伊藤・古川, 2009）。 

近では土着天敵の保護のため，植物を利用した天敵の涵養に関する研究が行われてい

る。永井・飛川(2007)は，景観植物として利用される花き類の天敵温存・誘引効果を調べ，

カリフォルニアポピー，ペチュニアを誘引植物として選抜した。 

(2) 永年性作物における土着天敵の保護利用 

 果樹のチョウ目害虫の防除に合成性フェロモンを利用した交信撹乱による防除が行われ

るようになった。殺虫剤の散布が削減されれば，土着天敵の保護利用による害虫の抑圧効果

が期待できる。Ohira and Oku(1993)は，リンゴのミダレカクモンハマキ卵のタマゴコバチ類

による寄生率がリンゴの放棄園では極めて高いことに着目し，ハマキを性フェロモンで交

信撹乱で防除するとタマゴコバチ類による寄生率が高まり，殺虫剤散布を行わなくとも防

除が可能であることを示した。同様に福島県では，モモの鱗翅目害虫を合成性フェロモンで

防除すると土着のケナガカブリダニの効果が増強され，ハダニ類を防除することができた。

この場合でも，十分な数の土着天敵集団が果樹園周辺の生息場所で保護されていることが

重要で，放棄園などは重要な役割を果たしているものと思われる。福島県で成功した背景に

は，天敵に極めて有害な合成ピレスロイド剤散布が果樹園で禁止されていたことも関係し

ている。 

チャのカンザワハダニを土着天敵ケナガカブリダニで防除するために，チャを加害しな

いナミハダニを茶園に隣接したチトニアで増やし，さらにケナガカブリダニを接種して増

殖させると，ケナガカブリダニがチトニアから茶に移動してある程度効果を示すことがわ

かった（富所・磯部, 2010）。 
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施設野菜での土着天敵利用技術 

 
高知県農業技術センター生産環境課 

下元 満喜 

 

はじめに 

高知県は，県土面積の約 84％を林野が占めるなど農業生産には決して恵まれ

た立地条件とはいえないが，年平均気温 17.0℃，年間日照 2,154 時間という冬

季温暖多照な気象条件を生かして古くから施設園芸に取り組み，全国有数の園

芸産地として知られるようになった。 

本県の主力品目である施設ナスやピーマン，シシトウの作型は 8，9月に定植

され，翌年の 6 月頃までの長期間にわたる促成栽培が中心である。本作型では

定植直後からアザミウマ類，アブラムシ類，ハモグリバエ類，コナジラミ類，

ハスモンヨトウなど多くの害虫が発生し，栽培期間を通じて問題となる。これ

らの害虫に対しては化学合成農薬に依存した防除対策が長年行われてきたが，

度重なる抵抗性の発達に悩まされてきた。その現状を打開するために 1990 年代

後半頃から，生物的防除法を中心とした害虫対策が検討され始め，現在では土

着天敵利用も含めた総合的害虫防除体系（以下，IPM 体系）が慣行技術として定

着している。 

本研修では，高知県における IPM 体系への取り組み経過や土着天敵を利用す

るに至った経緯，現場での土着天敵の利用事例などを紹介する。 

 

IPM 体系の構築からタバココナジラミの多発生による停滞へ 

ミナミキイロアザミウマは，ナス科果菜類の害虫類の中でも，特に薬剤に対

する抵抗性が発達し，本県で最も防除に苦慮してきた害虫である。そのため，

IPM 体系は本種の防除対策を中心に検討された。まず，当時アザミウマ類を対象

として唯一市販されており，安価で生産者が取り組みやすい天敵としてククメ

リスカブリダニの利用から始まり，その後は効果がより安定しているタイリク

ヒメハナカメムシを核とした IPM 体系が構築された（岡林，2002，;高井・高

橋,2005，；山下・下八川,2005）。ナスでの具体的な事例をあげると，物理的防

除法として，防虫ネットやシルバーマルチ，生物的防除法として，アザミウマ

類，アブラムシ類，ハモグリバエ類，ハダニ類に対して，それぞれタイリクヒ

メハナカメムシ剤，コレマンアブラバチ剤，イサエアヒメコバチ剤，チリカブ

リダニ剤の導入，さらに天敵類への影響が少ない選択性殺虫剤を組み合わせる

体系である。これらの技術構築への過程には失敗事例も少なくはなかったが，

生産現場や関係者が一体となって改良と推進が図られ，2005 年における天敵導
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図1 高知県における天敵導入率（面積）の推移

入率（面積率）は施設ナス類で 43％，施設ピーマン類では 62％に達した（図 1）。

この時点では，本県のIPM体系はほぼ慣行技術として確立されたかに思われた。

しかし，2003 年頃より県内のピーマン，シシトウ，ナスを中心にタバココナジ

ラミの発生が徐々に目立つようになり，その後，県下全域ですす病や生育阻害

を伴う被害の多発事例が認められるようになった。対応策として，市販の天敵

寄生蜂や微生物製剤による防除が試みられたが，安定した防除効果は得られず，

2006 年には，ナス類での天敵導入率は 27％まで落ち込み，天敵の導入が急速に

伸びていたピーマン類でも停滞した（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土着天敵の発生と防除への利用 

 IPM 体系の導入以前には，殺虫スペクトラムの広い殺虫剤が多く使用されてき

た。そのため，一度の散布で目的とする害虫以外も同時に抑えることが可能で

あった。しかし，天敵類を中心にした IPM 体系では，殺虫スペクトラムの狭い

選択性殺虫剤が使用されるため，それまで多発生することが少なかったチャノ

ホコリダニ，コナカイガラムシ類や天敵のコレマンアブラバチで対応できない

ジャガイモヒゲナガアブラムシなどの多発生を招いた（山下・下八川,2005）。

一方で，カブリダニ類，ハモグリバエ類やアブラムシ類の土着天敵寄生蜂，捕

食性カスミカメムシ類といった多くの土着天敵類の発生も確認された（下

元,2002；荒川・浜吉,2003；下八川・山下,2007；古味ら,2008；杉本,2008）。

これらのうち，チャバラアブラコバチ，キイカブリダニ，ヘヤカブリダニにつ

いては，天敵製剤としての可能性を探るために他県や農薬メーカーなどと共同

で生態的特性や防除効果が検討された（古味ら,2008；下八川,2008）。その結果，
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チャバラアブラコバチは 2009 年 12 月，キイカブリダニは 2013 年 9 月に農薬登

録が取得され，ヘヤカブリダニについても生物農薬としての登録取得が準備さ

れている。 

タバコカスミカメ，クロヒョウタンカスミカメ，コミドリチビトビカスミカ

メ（図 2）などの捕食性カスミカメムシ類については，IPM 体系導入当初から農

家圃場での観察例も多かったが，防除への積極的な活用は検討されず，アザミ

ウマ類対策の柱であったタイリクヒメハナカメムシの補完的な働きを期待する

程度の位置付けであった。しかしながら，タバココナジラミの多発生以降，こ

れらカスミカメムシ類の働きが注目されるようになり，タバココナジラミに対

する捕食能力が検討され始めた。その結果，いずれもタバココナジラミに対し

て高い捕食能力を有することが明らかになった（中石,2013；西川ら,2006）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方，これらの動きと並行して生産現場では，生産者独自の観察により，こ

れらカスミカメムシ類のタバココナジラミへの捕食性が確認されたことから，

野外から捕獲したカスミカメムシ類の施設内への導入も行われ始めた。ただし，

野外での土着カスミカメムシ類の発生量は天候や場所に大きく左右されること

から，安定した量の確保という点で大きな問題があった。そこで，安定的に導

図 2 高知県の施設果菜類で発生する土着カスミカメムシ類 

クロヒョウタンカスミカメ（上），タバコカスミカメ（左），

コミドリチビトビカスミカメ（右） 
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入量を確保するため，遊休ハウスや育苗ハウスにナス，イヌホオズキ，バジル

などを栽培し，これらの天敵を温存する方法も行われ始めた（図 3）。その後，

タバコカスミカメについては動物質の餌がなくてもゴマのみで増殖できること

が明らかになり（中石,2011），さらに安定した確保が可能となっている。これ

らの土着天敵を維持する施設は温存ハウスと呼ばれ，数人から数十人までのグ

ループで管理されている場合が多い。温存ハウスの利用者数は増加しており，

2012 年の 10 月時点での設置面積は県東部を中心に 89a で,主にナス類，ピーマ

ン類の 260 戸，72.2ha で利用されている。また，栽培期間の違いを利用して中

山間部の雨よけ栽培地区と平野部の促成栽培地区との間で土着天敵のリレーに

よる利用も行われている。具体的には，促成栽培が終了する 6 月頃に雨よけ栽

培ハウスに土着天敵を移動させ害虫防除に利用し，雨よけ栽培が終了する 11 月

頃に促成栽培ハウスに移動させることを繰り返す方法である（図 4）。土着天敵

のリレーは生産者自らで行われており，産地間での情報交換の有効な場となり，

産地の活性化にもつながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの手段により確保したクロヒョウタンカスミカメ，タバコカスミカメ

は，ナス類，ピーマン類を中心にそれぞれ約 17.3ha，154 戸，約 172.9ha，1,201

戸で導入されており（表 1），特に後者の導入農家数はナスにおいて市販天敵を

も上回り,中心的な天敵となっている。なお，コミドリチビトビカスミカメにつ

いては，現地の施設シシトウにおいて奇形果の発生や生長点部が叢生し，花芽

が形成されないなど深刻な被害が発生したことから，2011 年に新発生病害虫と

して予察特殊報が発表され（高知病害虫防除所，2011），害虫として位置づけら

れている。 

 生産現場ではこれら土着カスミカメムシ類に 2008 年 11 月に農薬登録された

スワルスキーカブリダニを加えた IPM 体系の再構築により，タバココナジラミ

の発生によって減少した天敵導入面積率も，2012 年にはピーマン類では 91％に

達し，ナス類でも 77％と急増した（図 1）。 

図 3 温存ハウスの設置状況 図 4 土着天敵の産地間リレーのイメージ図 
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タイリクヒメハナカメムシ 47.4 93.1 141 459

スワルスキーカブリダニ 50.9 96.0 225 497

コレマンアブラバチ 31.1 61.4 269 311

チリカブリダニ 1.8 19.4 29 120

ナミテントウ 0.6 21.4 2 101

タバコカスミカメ 158.8 14.1 1,119 82

クロヒョウタンカスミカメ 2.6 14.7 98 56

ヒメカメノコテントウ 16.2 15.1 64 59

　　　注）高知県農業振興部環境農業推進課による取りまとめ(2012年10月）

土着天敵

表1　高知県における主要天敵類の利用状況

導入面積（ha） 導入農家数（戸）

市販天敵

施設ピーマン類施設ナス類 施設ナス類 施設ピーマン類
天敵名

 

おわりに 

 前述のように，本県の主力品目のナス，ピーマン類については，天敵を核に

した IPM 体系は慣行の防除技術に達したと判断してよいと思われるが，その他

の品目については化学合成農薬に依存しているのが現状である。ただし，本県

の重要品目である施設栽培キュウリ，メロン，ネギ，ニラ，花き類においても

アザミウマ類の殺虫剤抵抗性の問題は共通する課題である。一部の品目では市

販天敵のスワルスキーカブリダニに加え土着天敵であるタバコカスミカメなど

を組み合わせた体系も検討し始めており，早急な技術確立が必要であると考え

ている。 

  

引用文献 
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高知県病害虫防除所（2011）：平成 23 年度病害虫発生予察特殊報第 1号． 

古味一洋ら（2008）：日本ダニ学会誌 17：23～28. 

中石一英（2011）：応動昆 55：193～197. 

中石一英（2013）：高知農技セ特研報 13：24～32. 

西川洋史ら（2006）：第 50 回日本応動昆大会講要：56. 

岡林俊宏（2002）：今月の農業 46(12)24～28. 
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害虫群高度管理術の開発,中央総合研究センター：107～113． 

山下 泉・下八川裕司（2005）：植物防疫 59：457～461. 
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クモ類の標本作成について―採集から観察まで― 

 

独立行政法人・農業環境技術研究所 

馬場友希 

1. はじめに 

クモ類は農業生態系における重要な捕食者であるともに，近年では環境保全型農法の

効果を表す指標生物としても注目されている（農林水産省 2012）．しかし，多くの農業

従事者や研究者にとってクモ類はなじみがなく，一般にその採集法や標本作成法等はあ

まり知られていない．ここではクモ類の調査研究のための採集法，標本の作成法そして

観察法といった各種技法について解説を行う． 

 

2. クモの特徴 

2-1. 分類学的位置 

クモ類は節足動物門（Arthropoda），鋏角亜門（Chelicerata），クモ綱（Arachnida），

クモ目（Araneae）に属する．世界では 115 科，約 4 万種が知られており（小野

2009），日本からは 59 科，約 1500 種が記載されている（谷川 2013）． 

 

2-2. 形態的特徴 

クモ類は，体は頭胸部と腹部の二部からなり，細い腹柄によってつながっている．頭

部には通常 4 対の単眼（計 8 個）をもち，種類によって 6，4，無眼など変異がある．

この眼の配列によって科の識別が可能な場合がある．前体には 6 対の付属肢があり，第

一付属肢は鋏角，第二付属肢は触肢，そして第三～六付属肢は脚部を成す． 

 

体の各部の名称 
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2-3. 他の節足動物との識別点 

昆虫・・・頭・胸・腹部の三つのパーツに分かれる．三対の脚を有する．頭部には一

対の複眼があり，背面に単眼を有する． 

 

ダニ・ザトウムシ・・・クモと同様，頭胸部（前体部）・腹部（後体部）に分かれる

が，見た目上その境界は明瞭でない．腹部の先端に糸を出す器官をもたない．眼の数

も異なる． 

 

 

3. 採集方法と標本の作製方法 

3-1 採集方法 

 

1.見つけ取り: 目視によりクモを探し採集する方法．植物の株元や隙間に潜んでいるク

モを探す際に有効． 

 

2.掬い取り法（スウィーピング）：捕虫網を用いて草本上のクモをすくう方法．短時間

で多くのクモを採集できる．水田に生息する造網性クモ類の採集にも適している（農水

省 2013）． 

 

3.たたき落とし法（ビーティング）：樹木の枝や低木の茂みを棒でたたき捕虫網，シー

トを下にあてがって落ちてくるクモを採集する方法．樹上性のクモの採集に適する． 

 

4.ふるい落とし法（シフティング）：篩で落葉などをふるい，落ちてくる虫をバットに

受けて採集する．リター中に生息する徘徊性のクモやサラグモ類の採集に有効． 
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その他の方法：ピットフォールトラップ／マレーズトラップ 

 

 

 

1. 見 つ け 採 り          

2. 掬い採り法 

 

 

 

3. た た き 落 と し 法       

4. ふるい落とし法 

 

3-2. 標本の作製と保管 

乾燥標本ではなく液浸標本にする．野外で採集したクモは 70-80%のエタノールの入

った瓶にいれて持ち帰る．99.5%の高濃度のエタノールではクモの体が硬くなったり，

脚が折れやすくなるなど標本として扱いにくくなる．また交尾器が変形して，正しい同

定が困難になるケースもあるため，DNA 保存以外の目的では使用しない方が良い．液

の状態が正しく保たれれば長期間の保存が可能である． 

 

 

 野外で採集されたクモ（ソーティング前） 
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3-3. 標本作成用具 

野外で採集した標本は一匹ずつ個別の瓶に保存する．標本瓶にはねじ口瓶（スクリュ

ー瓶）が適しているおり，マルエムや日電理化硝子（NEG）のものがよく使用されてい

る（谷川 2007）．瓶のサイズはクモのサイズに応じて 10，30，50ml と使い分けると良

い．ただし，小さな瓶ではフタの気密性が悪くアルコールが早く蒸発してしまうため，

10ml 以上の容量はあった方がよい．また，スチロール瓶ではアルコールによりひび割

れを起こしてしまうので使用不可． 

 

  

ソーティング後の標本(完成標本) 

 

採集年月日，採集場所，採集者を書いたラベルをクモと一緒に瓶の中に入れる．通称

の地名では後で分からなくなるため，正確な地名を記す．必要に応じて緯度・経度・標

高も記す．データは鉛筆か，顔料系インクのペンで紙に書いてクモと一緒に瓶の中にい

れると良い．レーザープリンターによる印字はアルコール液につけると剥離する可能性

があるため，お薦めできない． 

 

 

 

 

 

 

ラベル表記の一例 

 

3-4. 標本の管理法 

筆者は谷川（2007）の方法に従っている．標本ビンに通し番号を付け，通し番号をつ

けた箱に入れていく．コンピューターのデータベースソフトか Excel などの表計算ソフ

トを用いてビン番号，収容してある箱の番号，採集年月日，採集地，種名を入力してお

く．  
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Excel でのデータ管理例 

 

4.標本の観察方法 

正確な同定を行うためには，雌雄の交尾器の形を観察する必要がある．メスの交尾器

（外雌器）は腹部腹側の中央部に，オスの交尾器は触肢の末端に位置する．なお交尾器

は成体にならないと形成されないため，幼体での正確な同定は難しい． 

 
交尾器の観察には双眼実体顕微鏡を用いる．倍率は 60 倍程度あれば十分だが，小

型種を観察する場合は 100 倍程度あるとなお良い．クモを観察する時は小型のシャー

レ（直径 3-4cm）を用意し，そこにエタノールを浸した状態で観察する．シャーレの

底に粉末状のシリカゲル（ワコーゲル等）を敷くと好きな角度にクモの体を固定で

き，観察しやすい．エタノールの濃度が低いとシリカゲルの間にカビが生えるため濃

度が 99.5%のものを使用する． 

 

ガスクロ用のシリカゲル   シリカゲルを敷いたシャーレ 



66 
 

 

 
 

双眼実体顕微鏡    ピンセットによるオス触肢の切断     オス生殖器 

 

同定の手順であるが，正体が全く分からない場合は，まず図鑑を見ながら，全体の

色・かたちや眼の配置から大まかな「科」の当たりをつける．次に外見が似た種の中

から交尾器の特徴が一致するものを探す．同定用の資料として掲載種が 1496 種にも

上り，国内のほとんどの種が網羅されている日本産クモ類図鑑（2009）を薦める．た

だし交尾器のスケッチが中心であり，生態写真や全形図はほとんど載っていないた

め，慣れていないと使いにくいかもしれない．千国（1989）は情報が古いものの，各

種の全形図と交尾器の写真が載っているため，補完的な役割で用いると良い． 

 

参考文献 

千国安之輔 1989. 写真日本クモ類大図鑑. 偕成社. 308pp. 

小野展嗣（編) 2009. 日本産クモ類. 東海大学出版会. 738pp. 

谷川明男 2007. 日本産コガネグモ科ジョロウグモ科アシナガグモ科のクモ類同定の手 

引き. 日本蜘蛛学会 121pp. 

谷川明男 2013. 日本産クモ類目録 Ver. 2013R2. http://www.asahi-net.or.jp/ 

~dp7a-tnkw/japan.pdf 

農林水産省農林水産技術会議事務局・(独)農業環境技術研究所・（独）農業生物資源研 

究所 2012. 農業に有用な生物多様性の指標生物 調査・評価マニュアル I 調査

法・評価法. 65pp. 
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天敵類の分類・同定技術（ヒメハナカメムシ類） 

 
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 

中央農業総合研究センター 病害虫研究領域 

日本 典秀 

 

はじめに 
 
 環境に配慮した病害虫防除技術として、天敵利用の推進が望まれている。とく

に生物農薬としての天敵の登録がほとんどない露地栽培においては、地域に土

着する天敵の保護・利用を推進しなくてはならない。その中でも、ヒメハナカメ

ムシ類はアザミウマなどの微小害虫の捕食性天敵として注目されており、効果

的な保護利用方法の開発が望まれている。 

 我が国九州以北に分布するヒメハナカメムシ類は主に 4 種おり、混在して分

布する（図 1）。しかし、それぞれの種によって特性が異なる。例えば、同所的

に分布するこれらの種でも、コヒメハナカメムシは高所を好み、波ヒメハナカメ

ムシは低所を好む（図 2）。また、休眠性や移動分散性などの特徴も異なる。 

 

 
図 1 同所的に分布するヒメハナカメムシ類の種構成。すべてセイタカアワダチソウ上での採集。

（Hinomoto et al 2009 JARQ より改変） 
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したがって、土着天敵を保護利用する際には、形態的に酷似した近縁種であって

も、正確な種の同定が必要である。 

 もとより種の同定は形態によって行うことが基本であるが、熟練を要する・時

間がかかる・同定可能な発育段階や性が限られる、などの問題点もある。成虫の

雌雄の識別は、実体顕微鏡下、あるいはルーペでの検鏡によっても、比較的容易

である（図 3）。しかし、ヒメハナカメムシ類の同定には雄成虫の交尾器を精査

する必要があり、ある程度の慣れが必要である（図 4）。このように、雌成虫で

は困難、他のステージでは不可能である同定を可能にするのが、DNA マーカー

である。DNA マーカーでは、結果はバンドの有無・位置によってデジタルに示

され、判断に迷うことが少ないメリットが有る。 

 そこで本講義・実習ではヒメハナカメムシ類を材料にして、PCR 法の原理と

DNA マーカーの利用法について解説し、DNA の抽出法、ポリメラーゼ連鎖反

応（Polymerase Chain Reaction; PCR）、電気泳動、シークエンス解読について

実習する。本テキストでは、基本的な部分を記載するにとどめ、実習を通じて技

術を習得していただきたい。本方法は、基本的に DNA マーカーが開発されてい

る他の分類群でも同様に利用可能な技術であるので、応用していただきたい。 

 

 
図２ 同所的に分布するヒメハナカメムシ類の採集された高さによる種構成の違い（Hinomoto et al 

2009 JARQ より改変） 
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図 3 ヒメハナカメムシ類の外観による雌雄識別 

 

 

 

図 4 ヒメハナカメムシ類 4 種の押す成虫交尾器。A：コヒメハナカメムシ、B: タイリクヒ

メハナカメムシ、C: ナミヒメハナカメムシ、D: ツヤヒメハナカメムシ。（Yasunaga 

1997 より転載） 
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PCR による同定技術 
 
(1) 概要 

 PCR 法による土着天敵同定技術の大まかな流れは、以下のステップで行う。 

① 野外からの採集・保存 

② DNA 抽出 

③ PCR 反応 

④ 電気泳動 

 以下の節では、それぞれの技術について解説する。 

 
(2) 回収方法 

 ヒメハナカメムシ類は多く花に集まることが多いので、花を中心に採集する

と良いだろう。果菜類などの作物の場合は花（実）を傷つけるわけには行かない

ので、見取りと吸虫管によって採集するのが無難である。雑草などではビニル袋

に花を入れて振り落とすことで、比較的簡便に回収できる。秋のセイタカアワダ

チソウには多数の個体がいるため、採集が容易である。 

 また、粘着版でトラップされた個体を回収する方法もある。ヘキサンを用いる

と粘着物質が取れて、以後の操作が容易である。ただし、ヘキサン中に長期保存

すると PCR の結果が思わしくないので、すぐに以下に述べる保存方法に切り替

えることが望ましい。 

 
(3) 保存方法 

 採集後、すぐに DNA 実験に供試出来るとは限らないため、それまでの間の保

存方法について、簡単に解説する。虫体に含まれる DNA 分解酵素による DNA

の損傷を防ぐのが目的である。そのためには、超低温（−80℃）での保存と、有

機溶媒中での保存がある。いずれにしても、保存に際しては、出来るだけ不純物

を持ち込まないようにすることが望ましい。 

超低温 

 超低温での保存は、虫体をサンプルチューブなど適切な容器に入れて、そのま

ま冷凍庫に保管すれば良いので手間はかからないが、超低温冷凍庫が必要な点

が難点である。保存には−80℃が望ましく、−20℃程度の冷凍庫は望ましくない。

また、自動霜取り機能がついた冷凍庫は定期的な温度上昇があり、これも望まし

くない。必ず、バイオ研究用の超低温槽に保存すること。 
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 また、保存容器は、スクリ

ューキャップ式のものを使

用するのが望ましい（図 5）。

スナップキャップ（蓋をは

め込むだけのもの）を使用

せざるを得ない場合は、温

度変化により意図せず開い

てしまうことがあるので、

アルミ箔などを巻き付けて

開栓しないようにし、取り

出すときも十分室温に戻し

てからアルミ箔を取り除く

ようにする。 

有機溶媒 

 Fukatsu (1999) によると、アセトン中での保存がもっとも効果的であるとさ

れる。しかし、アセトンは揮発性が高い、利用可能な容器が限られる、などの問

題点があるため、エタノールを推奨する。 

 エタノールは、形態同定用標本の保存には 70%あるいは 80%程度の水溶液が

用いられることが多いが、DNA 解析用には希釈しない原液（99.5%）を用いる

ことが望ましい。やむなく水溶液を使うような場合も、滅菌水での希釈を心が

け、できるだけ速やかに 99.5%の液に移し替えた方が良い。また、一斗缶に入っ

ているようなエタノールではなく、瓶入りの試薬特級を用いること。虫体以外の

不純物を取り除いて保存するのが望ましい。 

 保管は直射日光を避け冷暗所に保管すること。できれば冷蔵庫内に保管する

ほうが良い。 

 
(4) DNA 抽出 

 各社から DNA 抽出用のキットが販売されているので、それを用いるのが簡便

である。ただし、微小昆虫の場合、カラム式の抽出キットはロスが多いため、溶

液式で容量を変えることができるものが良い。ここでは、当研究室で使用してい

る 2 つのキットを紹介する。 

簡易抽出法 

必要なもの 

 PrepMan® Ultra Reagent（Applied Biosystems） 

 サンプルチューブ（0.5mL もしくは 1.5mL が適当） 

 100℃および 37℃に設定できるインキュベータ、ヒートブロック等 

 
図 5 スナップキャップ式のチューブ（左）と 

スクリューキャップ式のチューブ（右） 
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 試験管ミキサー 

 高速遠心機（16,000xG の遠心が可能なもの） 

 本試薬は 1 液式であり、チューブの移し替えもないため簡便である。また、

虫体の大きさに応じて容量を変えることができるため、経済的である。 

 虫体を 1 個体ずつサンプルチューブ（通常は 1.5mL チューブを用いるが、遠

心機に入るものを用いること）に入れる。試薬を適量（50µL〜200µL）入れ、

ピペットチップの先などでつぶす。ヒメハナカメムシ類成虫の場合は、1 個体

100 µL が適当であろう。滅菌処理した爪楊枝を利用してもよい。虫体間のコン

タミネーションを避けるために、このピペットチップなどは、必ず 1 個体ごと

に交換すること。目視で虫体がわずかでも潰れていれば、DNA 抽出には十分で

ある。 

 破砕後は、100℃で 10 分間インキュベート後、2 分間室温で放置後、軽く遠

心後攪拌し、よく溶液を混和した後 16,000×G で 3 分間遠心する。この上清を

直ちに PCR に利用可能である。残った溶液は、4℃の冷蔵庫内で数年保存可能

である。再度 PCR に使用するときは、再度遠心から行う。 

精製法 

必要なもの 

 Wizard® Genomic DNA Purification Kit （Promega） なお、キットに

含まれる Cell Lysis Solution は使用しないので、単品で購入すると安上が

りである 

 サンプルチューブ（0.5mL もしくは 1.5mL が適当） 

 65℃および 37℃に設定できるインキュベータ、ヒートブロック等 

 試験管ミキサー 

 高速遠心機（16,000xG の遠心が可能なもの） 

  本試薬は工程が複雑で手間がかかるが、精製された DNA 溶液を得られる

ので、よりよい結果を求める、長期保存するなどの目的の場合は、こちらを

勧める。 

  虫体を 1 個体ずつサンプルチューブ（通常は 1.5mL チューブを用いるが、

遠心機に入るものを用いること）に入れる。キットに含まれる Nuclei Lysys 

Solution を適量（50µL〜200µL）入れ、ピペットチップの先などでつぶす。

ヒメハナカメムシ類成虫の場合は、1 個体 100 µL が適当である。滅菌処理

した爪楊枝を利用してもよい。虫体間のコンタミネーションを避けるため

に、このピペットチップなどは、必ず 1 個体ごとに交換すること。目視で

虫体がつぶれていれば良い。 

  その後は、試薬の指示に従う。試薬量は、 初の Nuclei Lysis Solution

の量に応じて変更すること。 
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  後の遠心の後、乾燥させ、DNA Rehydration Solution に懸濁する。

DNA Rehydration Solution は、あらかじめ滅菌蒸留水で 1/10 希釈したも

のを用意して、それを用いると良い。 終容量は 1 個体 100 µL が適当であ

る。 

 

(5) PCR 

 各社から様々な PCR 酵素が販売されているので、好みのものを使用すればよ

いが、当研究室では ExTaq Hot Start Version （Takara）で多くの場合、良い

結果が得られている。 

 また、短時間で結果を得たいときは、SapphireAmp® Fast PCR Master Mix

（Takara）のような高速 PCR 用酵素を用いても良い。 

 なお、通常の PCR は 1 組 2 本のプライマーを用いて反応を行うが、3 本以上

のプライマーを同時に用いて複数領域の増幅を同時に試みる方法をマルチプレ

ックス PCR という。1 回の反応で複数種を識別可能で便利なので、種の識別で

はよく用いられる。マルチプレックスに特化した PCR 用酵素も販売されている

（Multiplex PCR Kit、キアゲン、など）。 

 
(6) 電気泳動 

 PCR 後に増幅された DNA 断片は、アガロースゲル電気泳動によって断片長

の違いにより分離し、識別可能になる。ミニゲルを用いた小型電気泳動装置を利

用すると簡便である。 

 電気泳動する際には、必ず分子量マーカーに 1 レーン使用すること。これに

より、PCR 増幅産物のサイズがわかり、また、後述する染色が正しく行われて

いるかを判断することができる（図 6）。 

 電気泳動した DNA 断片は、そのままでは見えない。染色後、UV 照射によっ

て可視化する。染色液としては臭化エチジウム（ethidium bromide）が安価で

あり利用されてきたが、発がん性がある。近年は、GelRed（Wako）のような比

較的安全な染色剤が販売されているので、これを利用すると良い。 
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図 6 ヒメハナカメムシ類の PCR 結果。バンドの本数、位置によって種の同定ができる。 

 900bp くらいにバンドがある→コヒメハナカメムシ 

 2 本のバンドがあり、短いほうは 500bp 程度→タイリクヒメハナカメムシ 

 2 本のバンドがあり、短いほうは 300bp 程度→ナミヒメハナカメムシ 

 2 本のバンドがあり、短いほうは 200bp 以下→ツヤヒメハナカメムシ 

 500bp くらいの 1 本のバンドがある→ミナミヒメハナカメムシ 

 
 染色方法には、あらかじめゲル中に染色剤を入れておく“先染め”と、泳動後

にゲルを染色液に浸漬する“後染め”がある。前者は時間の節約になるが、後者

は繰り返し利用できるため染色液の節約になる。後染めの場合、染色液をタッパ

ーなどに密閉保存しておけば、使用頻度にもよるが、数週間から数ヶ月使い回せ

るので経済的である。 

 
DNA シークエンス 
 DNA の塩基配列の解析を行うシークエンシングは、PCR 産物を直接読む方

法（ダイレクトシークエンス）と、大腸菌にクローニングしてから解読する方法

がある。ここでは、簡便な前者の方法について説明する。この方法は、同一遺伝

子領域に多型がないミトコンドリア DNA などに有効な方法である。 

 PCRによって増幅されたDNA断片を精製してプライマーなどを除去した後、

シークエンス用試薬によってラベリングを行う。ラベリングした DNA 断片を再

び精製し、DNA シークエンサーにかける。得られた塩基配列は、DNA データ

ベースで照合する。 
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(1) PCR 産物の精製 

 PCR 産物には、PCR に用いたプライマーが 2 種類入っているため、このまま

シークエンス反応に持ち込むと、2 本鎖 DNA の両側を解読してしまい、明瞭な

結果が得られない。また、PCR 用酵素やバッファーに含まれる塩類を除去する

必要もある。そこで精製が必要になる。 

 PCR 反応を比較的大容量（30µL 以上）で行った場合は、カラム方式の精製キ

ットを用いると良い。MinElute PCR purification kit（キアゲン）などが販売さ

れている。PCR 産物と試薬を入れ遠心すると、カラムに吸着される。さらに洗

浄液で洗浄後、溶出液（滅菌蒸留水）を加えて延伸することで、精製された DNA

溶液が得られる。 

 また、PCR 産物をそのまま酵素反応によってプライマーを分解して利用可能

な ExoSAP-IT（Affymetrix/USB 社）も販売されている。上記と比べると多少

歩留まりが悪い場合があるが、PCR 産物の量も少なくてすみ、反応時間も短く

簡便である。反応後の溶液は、そのままシークエンス反応に用いることができ

る。 

 
(2) シークエンス（ラベリング）反応 

 精製した PCR 産物は、シークエンス用試薬、バッファー、プライマーととも

に、反応を行う。プライマーは 1 種類のみ用いる点が、通常の PCR と異なると

ころである。正確に塩基配列を決定するためには、両方の DNA 鎖を解読したほ

うがよい。 

 
(3) シークエンス反応後の精製 

 シークエンス反応が終了した DNA は、ふたたび精製する必要がある。エタノ

ール沈殿は安価だが、不純物が完全に取り除かれず塩基配列の解読に困難を来

すことがあるので、キットを使用することを推奨する。 

 スピンカラムによるもの（例、DyeEX 2.0 spin kit, キアゲン）、磁性ビーズを

用いたもの（例、Wizard® MagneSil™ Sequencing Reaction Clean-Up System、

プロメガ）など各種販売されているので、好みのものを用いればよい。 

 
(4) DNA 塩基配列の確認 

 DNA塩基配列の確認には、PC上のソフトウェアを用いる。Sequence Scanner、

Chromas Lite（Windows 用）、4peaks（Mac 用）などがフリーで入手できる。

塩基配列の読み始めと読み終わりは乱れていて解析に耐えない場合があるため、

確認して修正・削除などを行う。 
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(5) DNA データベースでの照合 

 解読された塩基配列が、既知のものと類似かどうかは、DNA データベース上

の BLAST というソフトウェアを用いて行う。国際塩基配列データベースは、日

本の DDBJ、米国の GenBank/NCBI、欧州の EMBL-Bank/EBI で共同で運営

されており、どこのサイトでも同様な情報が得られる。また、これらのサイトで

は、分類群や遺伝子を限って、すでに登録されている塩基配列の検索も可能なの

で、試していただきたい。 

 

一般的な注意点 
 使用するサンプルチューブ、チップなどはすべて滅菌処理（オートクレー

ブ後、乾燥）したものを使用すること。 

 無用なコンタミネーションを避けるために、使い捨てプラスチック手袋を

使用することが望ましい。 
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寄生蜂
ハチ目昆虫の中で捕食寄生性のもの

ハチ目の中のほとんどの分類群は捕食寄生性

ハバチ、 キバチ類－幼虫は植食性

ヤドリキバチ科

ヒメバチ科

コマユバチ科

セイボウ上科

スズメバチ上科＋ミツバチ上科－狩り蜂、 アリ、 ハナバチ等

タマバチ上科

クロバチ上科

コバチ上科

ムカシホソハネコバチ上科

タマゴクロバチ上科

ヤセバチ上科

ヒゲナガクロバチ上科

カギバラバチ上科

ツノヤセバチ上科

イトヒキバチ上科

細腰

有剣類

捕食寄生
真の寄生と違い、寄主を殺す

捕食は１個体の幼虫が複数個体の餌昆虫を食べて成長するが、捕食寄生は１個体または複数個体の幼虫が１個体
の餌昆虫を食べて成長する

外部寄生

繭や葉、茎、木材などの中にいる虫
を、針で刺して毒を注射し、麻酔した
り殺したりします。

動けなくなった虫の体の上に卵を産
み付けます。

ふ化したハチの幼虫は動けなくなった
虫を食べて成長します。

寄生蜂の卵

寄生蜂の幼虫

内部寄生

様々な場所にいる虫を、針で刺して、
体の中に卵を産み付けます。

ふ化した幼虫は、虫の体の中で食べ
頃になるまで待ち、体内から食べて成
長します。

寄生蜂の卵

寄生蜂の幼虫
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ヤドリキバチ上科
ヤドリキバチ科　－木材穿孔虫に寄生

タマバチ上科 Cynipoidea 
アブラタマバチ（キジラミタマバチ）科 Charipidae　－アブラムシに二次寄生、またはキジラミに二次寄生
ヤドリタマバチ科 Figitidae（ツヤヤドリタマバチ科 Eucoiliidae を含む）　－ハエ目またはヒメカゲロウ・クサカゲロウに寄生
ヒラタタマバチ科 Ibaliidae　－木材穿孔虫に寄生
ザイタマバチ科 Liopteridae　－木材穿孔虫に寄生

コバチ上科 Chalcidoidea 
ツヤコバチ科 Aphelinidae
アシブトコバチ科 Chalcididae
ノミコバチ科 Elasmidae
トビコバチ科 Encyrtidae
アリヤドリコバチ科 Eucharitidae　－アリに寄生
ヒメコバチ科 Eulophidae
ナガコバチ科 Eupelmidae
カタビロコバチ科 Eurytomidae　－二次寄生または植食性
シリアゲコバチ科 Leucospidae　－狩り蜂やハナバチに寄生
ホソハネコバチ科 Mymaridae　－卵寄生
タマヤドリコバチ科 Ormyridae　－虫嬰昆虫に寄生
マルハラコバチ科 Perilampidae
コガネコバチ科 Pteromalidae
クロツヤコバチ科 Signiphoridae
マメトビコバチ科 Tanaostigmatidae　－虫嬰を作るかまたはタマバチに寄生
ケブカコバチ科 Tetracampidae
オナガコバチ科 Torymidae
タマゴコバチ科 Trichogrammatidae　－卵寄生

ヒゲナガクロバチ上科 Ceraphronoidea 
ヒゲナガクロバチ科 Ceraphronidae
オオモンクロバチ科 Megaspilidae

ヤセバチ上科 Evanioidea 
セダカヤセバチ科 Aulacidae　－木材穿孔虫に寄生
コンボウヤセバチ科 Gasteruptiidae　－独居性ハナバチや狩り蜂に寄生
ヤセバチ科 Evaniidae　－ゴキブリの卵嚢に寄生

ヒメバチ上科 Ichneumonoidea 
コマユバチ科 Braconidae
ヒメバチ科 Ichneumonidae

イトヒキバチ上科 Megalyroidea 
イトヒキバチ科 Megalyridae　－木材穿孔虫に寄生

ムカシホソハネコバチ上科 Mymarommatoidea 
ムカシホソハネコバチ科 Mymarommatidae　－不明

タマゴクロバチ上科 Platygastroidea 
ハラビロクロバチ科 Platygastridae　－卵寄生またはタマバエに寄生
タマゴクロバチ科 Scelionidae　－卵寄生

クロバチ上科 Proctotrupoidea 
ハエヤドリクロバチ科 Diapriidae　－ハエ目昆虫に寄生
クシヅメクロバチ科 Heloridae　－クサカゲロウに寄生
シリボソクロバチ科 Proctotrupidae　－主にコウチュウに寄生
イシハラクロバチ科 Roproniidae　－ハバチに寄生
ツツハラクロバチ科 Vanhorniidae　－木材穿孔虫に寄生

ツノヤセバチ上科 Stephanoidea 
ツノヤセバチ科 Stephanidae　－木材穿孔虫に寄生

カギバラバチ上科 Trigonaloidea 
カギバラバチ科 Trigonalidae　－二次寄生

セイボウ上科 Chrysidoidea 
アリガタバチ科 Bethylidae
セイボウ科 Chrysididae
カマバチ科 Dryinidae　－ヨコバイ亜目に寄生
アリモドキバチ科 Embolemidae　－コガシラウンカ科に寄生
シロアリモドキヤドリバチ科 Sclerogibbidae　－シロアリモドキに寄生

スズメバチ上科 Vespoidea 
アリバチ科 Mutillidae
ツチバチ科 Scoliidae　－コガネムシ類の幼虫に寄生
コツチバチ科 Tiphiidae　－地中にいるコウチュウの幼虫に寄生

寄生蜂の科
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標本の作り方
標本作製の手順
1. エタノール浸漬標本の乾燥 （乾燥状態の場合は 2 へ）

　エタノールづけの標本をそのまま乾燥させると、翅がシワシワになって翅脈が見えなくなる、コバチ類など体が柔

らかいものでは体全体がつぶれてしまう等、同定に必要な特徴が見えなくなる場合が多いため、以下のような方法で

乾かします。

１）エタノールから引き上げ、ティッシュペーパーにおいて

軽くエタノールを吸わせた後、イソプロパノール（または

エチルセロソルブ）が入ったサンプル管に移す。エタノール

づけにしていたサンプル管が小さくてピンセットが入りづら

い場合は、虫体の破損を避けるために、サンプル管の中身を

シャーレなどにあけてから虫を取り出す。

２）イソプロパノール（またはエチルセロソルブ）におおよ

そ一晩浸漬。

３）実体顕微鏡の資料台にティッシュペーパーを敷き（写真 A）、イソプロパノールから引き上げたハチをティッ

シュペーパーにおいてイソプロパノールを吸わせる（写真 B）。1 個体ずつ離して、翅がティッシュペーパーにくっ

ついて曲がらないような向きに置く（写真 C）。翅が虫体にくっついている場合はピンセットではがす。翅が折

れ曲がっている場合ピンセットでつついて伸ばす。

４）翅が伸びて乾いたら、大型の個体（中胸背板の幅が 1 号針の直径の 2 倍よりも広いもの）は本体が乾く前

に 1 号針を刺す。針を刺す位置は中胸背板右より（写真の矢印の位置）。それより小さな個体は、本体が完全に

乾くまで待つ。
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2. 標本の貼り付け

１）体長 7 ～ 8mm 以上の個体の場合（それより小さな個体の場合は 2-2）へ）。

　　1 号針の上から 1/3 付近に接着剤を一周つけ、そこにハチの右側中胸側板を貼り付ける。

２）薄手のケント紙を幅 1cm 程度の帯状に切る。帯状のケント紙をハサミで切って、三角形の台紙を作る。三

角形の底辺の長さは 4 ～ 5mm 程度。小さな個体を貼り付ける場合は先を尖らせ、大きめの個体を貼る場合は少

し幅を持たせる。

３）実体顕微鏡の資料台に白い紙（ティッシュペーパーやろ紙など）を敷き、その上に乾燥したハチを置く。

その際、台紙に貼り付けやすい向きになるよう調整する。翅を畳んだ個体なら横向きに、中胸側板右側が上を向

くようにする。翅を広げた個体は腹面が上を向くようにする。

４）三角台紙をピンセットで持ち、先端に接着剤を少量付けて、ハチの中胸側板につける。翅を開いた個体の場

合、三角台紙の先端を 90°折り曲げて貼り付ける。

５）破損した標本の場合、部品は捨ててしまわず、複数の台紙に貼って 1 本の針に刺すか、全てを 1 枚の台紙

に貼る。
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3. 台紙の針刺し

１）台紙を持ち上げても虫が落ちない程度に接着剤

が乾燥したら、台紙に針を刺す。

２）一つのユニットボックスには同じデータの標本だけを

入れるようにする。最後に、ユニットボックスを持って、

軽くトントンとたたいて、標本が落下しないか確認する。

4. ラベル作成

１）ラベルには、採集場所、採集日、採集方法、採集者、必要に応じてコード番号などをいれる。作成には、ワー

プロソフト、表計算ソフトなどを用いる。できあがりの大きさは 1cm × 1.5 cm 程度を目安とする。

２）プリントしたラベルをハサミやカッターで切る。

（例） ワードで作成中のラベル

5. ラベル付け

できあがった標本を真上から見て、虫体または虫体＋台紙とラベルの重なりが最も大きくなるような位置に針を

刺す。Aは針刺し標本の例。Bは台紙貼り付け標本の例。C～Eは悪い例（標本がラベルから大きくはみ出している）。

赤丸は針。

- 5 -
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6. 標本の発送

１）運送中に針が抜けないように、針を深く刺す。

２）貼り付け標本が落下しないか、もう一度確認する。

３）大型の個体は、運送中に、針を中心に回ることがあるので、左右両側に針を刺して動かないようにする。

４）ユニットボックスをインロー箱に入れて送る場合、ユニットボックスが箱の中で動かないよう、隙間に紙

を折りたたんだものなどを詰める。

５）インロー箱を梱包材と共にダンボール箱に入れて発送。

必要なもの、あると便利なもの

細めの針（中～大型の個体に直接刺したり、貼り付けたりする）

志賀昆虫普及社　有頭シガ昆虫針 1 号 100 本入り 1 袋 381 円

昆虫針には無頭と有頭があり、有頭の方が扱いやすい . 00 号、0 号といった細い
針もあるが、腰が柔らかすぎて使いにくい .

太めの針（台紙に刺す）

志賀昆虫普及社　有頭シガ昆虫針 4 号 100 本入り 1 袋 303 円

薄手のケント紙（台紙の材料）

接着剤（台紙や針に標本を貼り付ける）

平均台（台紙やラベルを針に刺すときに高さをそろえる）

標本箱

ユニットボックス（標本箱の中で標本を小分けにする）

イソプロパノールまたはエチルセロソルブ（エタノール浸漬標本を乾燥するときに使用）

サンプル管（エタノール浸漬標本を乾燥するときに使用）

ティッシュペーパー（液浸標本を乾燥するときに使用）

昆虫ピンセット （液浸標本を扱うときに便利）

上質紙（ラベルの材料）

ハサミ（台紙やラベルを切る）

押し切りカッター（台紙やラベルを切る）

- 6 -
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幅

長さ

高さ

腹方

背方

側方

腹側方

背側方

背方

腹方

先端

基部

前方

前方

後方

後方

側方

後方（内側）

前方（外側）

前縁

後縁

先端方向
基部方向

前側方

後側方

中央（中心線）

体の方向

Goulet H ・ Huber JT 編 (1993) Hymenoptera of the 
world: An identification guide to families より

寄生蜂の形態

- 7 -
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単眼
複眼

触角

頭部

胸部

腹部

中体節

後体節

前脚

前伸腹節

中脚

後脚

前翅

後翅

中胸背板

前胸背板

中胸楯板

小楯板

後胸背板

有翅節断面模式図

背板

腹板

側板

翅

脚

亜前縁脈

submarginal

前縁脈

marginal
postmarginal後前縁脈

縁紋脈stigmal

コバチの翅

触角

鞭節
梗節

柄節 繋節 棍棒状部

flagellumpedicel

scape funicle club

鞭節

梗節

柄節

flagellum

pedicel

scape

ふ節距刺

爪

基節

転節

腿節

脛節

femur

coxa

tibia

tarsus

craw

trochanter

tibial spur

脚

日本応用動物昆虫学会 （2000） 応用動物学 ・
応用昆虫学　学術用語集　第３版　より
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寄生蜂の科を同定するための検索表 

 

北海道農業研究センター 小西和彦 

 

 

 

 

 Goulet H・Huber JT編(1993) Hymenoptera of the world: An identification guide to familiesを改変し、

有翅の寄生蜂のみを含みます。不完全な部分がありますので、非公開でお願いします。 
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寄生蜂の上科の検索表
（Goulet H ・ Huber JT 編 (1993) Hymenoptera of the world: An identification guide to families を改変）

1

前翅に翅脈で囲まれた部屋 （翅室） が 3 つ以上

ある ； 通常、 体長 5mm 以上 ------------- 2

前翅に翅脈で囲まれた部屋 （翅室） が 2 つ以下；

体長は通常 5mm 以下 ------------------- 12

2

前翅に縁紋がない ----------------------- 3 前翅に縁紋がある ----------------------- 4

3

前翅の翅室は 5 つ以上ある ---------------- 4
前翅の翅室は 3、 4 個 -------------------- 12

4

前翅の C 脈と Sc+R 脈は接するか癒合するため、

前縁に沿った細長い翅室はない ------------- 5

C+(Sc+R)
Sc+RC

前翅の C 脈と Sc+R 脈は離れているため、 前縁に

沿った細長い翅室がある ------------------- 6

翅室

縁紋
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5
触角は 12 節以上 --------------- ヒメバチ上科 触角は 10 - 11 節 ------------------------ 9

6

触角鞭節は 8 節 ； 雌の前脚は鋏状 ----------  

--------------------- セイボウ上科カマバチ科

触角鞭節は 10 節以上 ； 雌の前脚は鋏状ではな

い -------------------------------------- 7

7

前翅の翅脈は上図のとおり -----------------  

-------------- クロバチ上科クシヅメクロバチ科
前翅の翅脈は上左図と違う ----------------  8

8
触角鞭節は 14 節以上 ------- カギバラバチ上科 触角鞭節は 10 ～ 11 節 -------------------- 9

9

後翅に翅室がない -----------------------  10 後翅に翅室がある -----------------------  12

10

後体節は前伸腹節の高い位置に付き、 その基部

は後脚基節から離れている ------ ヤセバチ上科

後体節

前伸腹節

後脚基節

後体節は前伸腹節の低い位置に付き、 その基部

は後脚基節に近い ----------------------- 11

後脚基節

前伸腹節
後体節
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11

前胸背板は中胸楯板の半分より長い （中心で計

る） ； 後体節第 1 節と 2 節の間はくびれない ----- 

------------------------------ セイボウ上科

前胸背板は中胸楯板の半分より短い （中心で計

る） ； 後体節第 1 節と 2 節の間はくびれる ------- 

- ミツバチ上科 （含アナバチ類）、 スズメバチ上科

前胸背板

中胸楯板

後体節第 1節

後体節第 2節
前胸背板

中胸楯板

後体節第 1節

後体節第 2節

12

前翅基部前縁に翅脈がある --------------- 13 前翅基部前縁に翅脈がない --------------- 20

13

前翅基部前縁に沿った翅脈は 1 本 ； 後体節 1 節

は他のすべての節を合わせたよりも長く、 幅も最

も広い ----------------- ヒゲナガクロバチ上科

後体節背面

後体節背面

後体節側面

前翅基部前縁に沿った翅脈は通常 1 本 ； 後体節

1 節は他の節と同長か短い、 または他の節より幅

がかなり狭い --------------------------- 14
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14

後体節第 1 節はこぶ状 （基部と先端付近が細く、

まん中付近が太い）、 第 2 節もしばしば第 1 節と

同様こぶ状 ------ スズメバチ上科アリ科の一部 後体節第 1 節はこぶ状ではない ------------ 15

15

頭部は前口式 ； 前胸背板を背方から見ると台形

で、 中央で計ると中胸楯板より長い ----------- 

------------ セイボウ上科アリガタバチ科の一部

前胸背板 前胸背板

頭部は下口式 ； 前胸背板を背方から見ると U 字

型で、 中央で計ると中胸楯板より短い ------- 16

16
翅室

前翅前縁に沿って細長い翅室がある -------- 17 前翅前縁に沿って細長い翅室がない -------- 19

17

触角窩は上方に向かって開く ； 前翅に縁紋がない

------ クロバチ上科ハエヤドリクロバチ科の一部
触角窩は前方に向かって開く ； 前翅に縁紋がある

--------------------------------------- 18

18
触角鞭説は 8 節 - セイボウ上科カマバチ科の一部 触角鞭説は 10 節以上 ----- クロバチ上科の一部
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19

前翅に縁紋がある ； 触角の柄節の幅は長さの 2

倍以下 ------------------------ ヒメバチ上科

前翅に縁紋がない ； 触角の柄節の幅は長さの 3

倍以上 --------------------------------- 20

20

前翅の翅脈は枝分かれしない ； 後翅基部付近が

棒状 ； 頭部の複眼と単眼と触角窩に囲まれた部分

に H 字型の暗色斑紋がある ； 触角窩間の距離は

触角窩と複眼の間の距離より長い ------------- 

----------------- コバチ上科ホソハネコバチ科

前翅の翅脈は枝分かれする ； 後翅基部付近が棒

状ではない ； 頭部に H 字型の斑紋はない ； 触角

窩間の距離は触角窩と複眼の間の距離より短い

--------------------------------------- 21

21

中体節を側方から見て、 前胸背板は肩板から離

れている ； 体色はしばしばメタリック ； 触角鞭節の

少なくとも基部 1 節はリング状 ------ コバチ上科

前胸背板

肩板

中体節を側方から見て、 前胸背板は肩板に接す

る ； 体色はまれにメタリック ； 触角鞭節の基部節

はリング状ではない ---------------------- 22

肩板

前胸背板
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22

触角窩は口器に接する ------------------- 23 触角窩は口器から遠く離れる -------------- 24

23

24

前胸背板は背方から見ると台形で、 中胸楯板と同

長か長い ； 後体節第 1 節は背方から見ると前側

方に角がない ------------------ セイボウ上科

前胸背板は背方から見ると U 字型で、 中胸楯板

より短い ； 後体節第 1 節は背方から見ると前側方

に角がある ------------- ハラビロクロバチ上科

頭部を側方から見ると顔面は平坦で触角窩は前

方に向けて開口する ； 触角柄節は梗節とほぼ同じ

長さ -------------------------- タマバチ上科

頭部を側方から見ると顔面中央は前方へ強くふく

らみ、 触角窩は上向きに開口する ； 触角柄節は

梗節の何倍も長い --------------------------  

------ クロバチ上科ハエヤドリクロバチ科の一部

前胸背板
前胸背板中胸楯板 中胸楯板

梗節

梗節

柄節 柄節

触角窩

触角窩
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ヒメバチ上科の科の検索表

1

前翅には通常 2m-cu 脈がある ； 前翅に 1Rs+M

脈はない ； 後体節第 2 節と 3 節背板は通常癒合

しない -------------------------- ヒメバチ科
前翅には 2m-cu 脈がない ； 前翅には通常 1Rs+M

脈がある ； 後体節第 2 節と 3 節背板は癒合する

------------------------------ コマユバチ科

ハラビロクロバチ上科の科の検索表

2m-cu 1Rs+M

後体節第 2 節背板は第 3 節背板より何倍も長く、

第 3 節以降を合わせた長さより長い ---------- 2

後体節第 2 節背板は最長でも第 3 節背板より少し

長い程度で、 第 3 節以降を合わせた長さより短い

-------------------------- タマゴクロバチ科

1

2

前翅に縁紋脈と後前縁脈がある --------------

--------------------------- タマゴクロバチ科
前翅には縁紋脈と後前縁脈がない ------------

------------------------- ハラビロクロバチ科

2

2 2

2
2

2
2

3 3

3

3

3

33

縁紋脈

後前縁脈
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ヒゲナガクロバチ上科の科の検索表

1

後体節を背方から見ると前方にくびれがある ； 前

翅には通常大きな縁紋がある ； 中脚脛節に距刺

が 2 本ある --------------- オオモンクロバチ科

後体節を背方から見ると前方にくびれはない ； 前

翅の縁紋は細長く目立たない ； 中脚脛節に距刺

が 1 本ある --------------- ヒゲナガクロバチ科

Kouryu-1
タイプライターテキスト
95



タマバチ上科の科の検索表

小楯板にテーブル状の構造がある ------------- 

-------- ヤドリタマバチ科ツヤヤドリタマバチ亜科

小楯板にテーブル状の構造はない ----------- 2

1

2

3

小楯板 小楯板

小楯板に縦の隆起線がある、 または後ろ向きのト

ゲがある、 または後体節第 1 節が柄状で長さは

高さの 1.5 倍以上 ------------ ヤドリタマバチ科

小楯板には特殊な構造はなく、 後体節第 1 節は

短い ------------------------------------ 3

体表面は平滑でツヤがある ； 中、 後脚脛節の

距刺はしばしば 1 本 ； ふ節の爪中程に歯はない

--------------------------- アブラタマバチ科

頭部には粗い表面構造がある ； 中、 後脚脛節の

距刺は 2 本 ； ふ節の爪中程にはしばしば歯があ

る ------------------------------ タマバチ科

ふ節の爪
ふ節の爪

2
1

小楯板
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コバチ上科の科の検索表

1

後脚腿節は太く、 腹側の先端少なくとも 1/3 にトゲ

とギザギザがある ------------------------ 2

後脚腿節は通常細く、 腹側にトゲやふくらみがあ

る場合は先端付近に 1 つのみ -------------- 4

2

産卵管は長く湾曲して後体節背側に沿って前方に

向かう ； 雄の後体節背板は互いに癒合してカラを

形成 ； 前翅は縦に折りたたまれる -------------

--------------------------- シリアゲコバチ科

産卵管が長い場合でも左記のようにはならない ；

雄の後体節背板は互いに癒合しない ； 前翅は折

りたたまれない --------------------------- 3

3

体に金属光沢がない ； 肩板は顕著に大きい （前

胸背板から肩板前縁までの距離の 2 倍より長い）

--------------------------- アシブトコバチ科

体に金属光沢がある ； 肩板は小さい （前胸背板

から肩板前縁までの距離と同じくらいの長さ） ---- 

-- コガネコバチ科の一部／オナガコバチ科の一部

4

ふ節は 3 節 ； 体に金属光沢はない ； 前翅の後前

縁脈はないか大変短い ； 前翅の毛は 4 列以上の

列をなす --------------------- タマゴコバチ科

ふ節は 4-5 節 ； 通常体に金属光沢がある ； 通常

前翅の後前縁脈はある ； 前翅の毛が複数の列を

なすのはまれ ---------------------------- 5

産卵管

シリアゲコバチ科雄の後体節

シリアゲコバチ科雌の後体節

シリアゲコバチ科の前翅

肩板

肩板

前胸背板

前胸背板

中体節側面

中体節側面

後前縁脈はない

Kouryu-1
タイプライターテキスト

Kouryu-1
タイプライターテキスト
97



5

頭部の複眼と単眼と触角窩に囲まれた部分に H

字型の暗色斑紋がある ； 触角窩間の距離は触角

窩と複眼の間の距離より長い ； 後翅基部付近が

棒状 ---------------------- ホソハネコバチ科

頭部に H 字型の斑紋はない ； 触角窩間の距離は

触角窩と複眼の間の距離より短い ； 後翅基部付

近が棒状ではない ------------------------ 6

棒状

触角窩
触角窩

6

中脚脛節先端にしばしばトゲの列がある ； 中脚ふ

節に通常トゲの列がある ------------------- 7
中脚脛節先端のトゲの列はまれにしかない ； 中脚

ふ節にトゲの列がない --------------------- 8

中脚脛節先端付近およびふ節

7

中脚基節は中胸側板のまん中より前に挿入され

る ； 尾角は腹端よりも顕著に前方にあるため、 後

方節の背板後縁が U 字型や M 字型に強く曲がる

------------------------------- トビコバチ科

中脚基節は通常中胸側板のまん中より顕著に後

ろに挿入される ； 尾角は腹端近くに位置する ---- 

-- アブラコバチ科の一部／ナガコバチ科の大部分

尾角

尾角

中胸側板

中脚基節

中胸側板

中脚基節
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8

後脚基節は大変大きく、 板状で、 中胸側板より大

きい ； 後脚脛節に密な毛の列がある ----------- 

----------- ノミコバチ科／アブラコバチ科の一部
後脚基節は板状ではない ； 後脚脛節に密な毛の

列はない -------------------------------- 9

9

体長 2 mm 以下で金属光沢がない ； 前翅前縁脈

は長いか、 少なくとも縁紋脈と後前縁脈は大変短

い ； 触角鞭節は多くても 6 節、 かつ、 前脚脛節の

距刺は長くて曲がっている -------------------

------------------------ ツヤコバチ科の一部

後脚脛節

後脚基節

中胸側板

体長はいろいろで、 通常金属光沢がある ； 前翅

の翅脈はいろいろ ； 触角鞭節が 7 節以上あるか、

前脚脛節の距刺は短くまっすぐ -------------10

縁紋脈

前縁脈

距刺

10

ふ節は 4 節 ； 前脚脛節の距刺はまっすぐで、 しば

しば短い ----------------------- ヒメコバチ科

少なくとも前脚と後脚のふ節は 5 節 ； 前脚脛節の

距刺は通常曲がっており、 先端が割れる ---- 11
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11

中体節を横から見ると、 中胸楯板は前胸背板の上

で強くふくらむ ； 中体節を上から見ると、 前胸背板

中央部は中胸楯板に隠れて見えない --------- 

-------------------------- アリヤドリコバチ科

中体節を横から見ると、 中胸楯板は前胸背板の

上で強くふくれない ； 中体節を上から見ると、 通常

前胸背板中央部は見える ----------------- 12

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

前胸背板

前胸背板

前胸背板

前胸背板

前胸背板
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12

後体節第 2 節背板と 3 節背板は中央付近で互い

に癒合する ； 大あごの歯は左で２つ、 右で３つ ；

前胸背板と中胸背板は強く荒い点刻に覆われる、

かつ、 中体節は 側方から見て 高さ≧長さ ------ 

-------------------------- マルハラコバチ科

後体節第 2 節背板と 3 節背板は通常互いに癒合

しない、 癒合する場合は大あごの歯は左右とも２

つ ； 前胸背板と中胸背板はしばしば網目状や他

の弱い構造に覆われる、 強く荒い点刻に覆われる

場合は中体節は 側方から見て 高さ＜長さ --- 13

後体節第 2節背板

後体節第 3節背板

高
さ

高
さ

長さ

長さ

13

前翅の前縁脈は顕著に太くなる ； 頭部に後頭隆

起線がある ； 前胸背板は大きく、 少なくとも中胸

楯板の半分以上の長さ ----------------------

--------------- オナガコバチ科 Megastigminae 

前翅の前縁脈はまれに顕著に太くなる、 その場合

は頭部に後頭隆起線がないか、 前胸背板は小さく

横長 ----------------------------------- 14

前縁脈

後頭隆起線

後頭隆起線

前胸背板

中胸楯板
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14

前胸背板は背方から見ると大きく （少なくとも中胸

楯板の半分以上の長さ）、 四角形で肩が張ってい

る ； 体にはまれにしか金属光沢がなく、 荒い表面

構造に覆われる ； 頭部に後頭隆起線がない ； 中

胸楯板には横向きの線はない ； 産卵管鞘は長くと

もほんの少し腹端から突き出る程度 -----------

-------------------------- カタビロコバチ科

前胸背板は背方から見ると、 しばしば横長または

肩が張らない、 四角で肩が張っている場合は以降

のどれかに該当する ； 体にはしばしば金属光沢が

あるか、 体表面はなめらかでツヤがある ； 頭部に

はときどき後頭隆起線がある ； 中胸楯板には横向

きの線で区切られた領域がある ； 産卵管鞘が腹

端から長く突き出るものもいる -------------- 15

前胸背板

前胸背板

前胸背板

前胸背板
前胸背板

前胸背板
前胸背板

前胸背板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

中胸楯板

後頭隆起線

後頭隆起線

中胸楯板の
横向きの線

15
雌であり、 かつ産卵管鞘は後体節よりも長く突き

出す ----------------------------------- 16

雄 ； 雌の場合、 産卵管鞘は後体節よりも短い ---

--------------------------------------- 17

16

後体節末端の背板後縁は深くえぐれ、 えぐれた部

分に小さな硬化部がある ； 後頭隆起線が通常あ

る ； 後脚基節は通常大きく、 横断面は三角形 ---

---------------------------- オナガコバチ科

後体節末端の背板後縁がえぐれている場合でも、

小さな硬化部はない ； 後頭隆起線はない ； 後脚

基節は通常小さく、 横断面は丸い -------------

----------------------------- コガネコバチ科

後頭隆起線
後頭隆起線

後脚基節

小さな硬化部

小さな硬化部

後脚基節
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17

前脚脛節の距刺は短く目立たない （ふ節第 1 節

の 1/3 以下の長さ） ； 触角鞭節は多くとも 10 節 ；

前伸腹節中央部はしばしば毛で覆われる -------

----------------------------- ケブカコバチ科

前脚脛節の距刺は太く長い ； 触角鞭節はしばしば

11 節 ； 前伸腹節中央 1/3 は毛がない ------- 18

前脚脛節の距刺

前伸腹節

18

前翅亜前縁脈先端付近の曲がった部分に剛毛は

ない ； 中脚腿節先端付近の前側と後側双方に腹

側に伸びた剛毛はない ； 体にはしばしば金属光沢

がある --------------------------------- 19

前翅亜前縁脈先端付近の曲がった部分に 1 ～ 3

本の剛毛がある ； 中脚腿節先端付近の前側と後

側双方に腹側に伸びた剛毛がある ； 体に金属光

沢はない ------ ツヤコバチ科 Eriaporinae の一部

19

頭部に後頭隆起線がある ； 後脚基節の横断面は

三角形で、 通常顕著に大きい -------------- 20
頭部に後頭隆起線はないか、 ある場合には後脚

基節の横断面は丸い --------------------- 21

20

通常、 後体節の 1 節以上の背板に図のような特

殊な表面構造がある ； 後体節の尾角はボタン状 ；

雌の産卵管鞘は後体節末端からわずかに突出し、

後体節末端節後縁はえぐれない -------------- 

-------------------------- タマヤドリコバチ科

後体節背板には図のような特殊な表面構造はな

い ； 後体節の尾角は棒状 ； 雌の産卵管鞘は後体

節末端から顕著に突出し、 後体節末端節後縁は

深くえぐれ、 えぐれた部分に小さな硬化部がある

---------------------- オナガコバチ科の一部

後頭隆起線
後頭隆起線

後脚基節
後脚基節

尾角
尾角

尾角
産卵管鞘

小さな硬化部

小さな硬化部

産卵管鞘

産卵管鞘
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21
雌 ------------------------------------- 22 雄 ------------------------------------- 23

22

雌の産卵管鞘は後体節末端から顕著に突出する；

後体節末端節背板後縁は深くえぐれ、 えぐれた部

分に小さな硬化部がある ---------------------

---------------------- オナガコバチ科の一部

雌の産卵管鞘は後体節末端からわずかに突出す

る ； 産卵管鞘が顕著に突出する場合は、 後体節

末端節背板後縁はえぐれず、 小さな硬化部がない

----------------------------- コガネコバチ科

小さな硬化部

小さな硬化部

産卵管鞘

産卵管鞘

23

中脚脛節の距刺は顕著に長く、 長さは中脚ふ節

の約 1/3 であり、 ふ節第 1 節と同じくらいである ；

前脚脛節先端背縁には短く太い刺毛がある -----

ナガコバチ科 Eupelminae/ コガネコバチ科の一部

中脚脛節の距刺は比較的短く、 長さは中脚ふ節

の 1/4 以下であり、ふ節第 1 節より明らかに短い；

前脚脛節先端背縁には大変まれに短く太い刺毛

がある ------------- ほとんどのコガネコバチ科

中脚脛節の距刺

中脚脛節の距刺

ふ節第 1節

ふ節第 1節

前脚脛節先端の刺毛
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天敵類の分類・同定技術（カブリダニ類） 

 

    独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 

    中央農業総合研究センター・病害虫研究領域 

        下田 武志 

 

はじめに 

 安心・安全な環境保全型病害虫防除を行う上で、害虫の有力天敵を利用した生物

的防除の推進が望まれている。果樹や野菜などの多くの農作物に被害を及ぼすハダ

ニについても同様であり、天敵農薬であるチリカブリダニ（導入天敵）やミヤコカ

ブリダニ（土着天敵）が施設栽培野菜に放飼され、果樹ではケナガカブリダニ（土

着天敵）などの保護利用が進められている。 

 また、一部のカブリダニ種は、野菜・花卉などの重要害虫であるアザミウマやコ

ナジラミなどを攻撃することが知られている。ナス・ピーマンなどの施設栽培野菜

では天敵農薬であるスワルスキーカブリダニ（導入天敵）の利用が拡大しており、

キイカブリダニ(土着天敵)も 2013 年に農薬登録がされるなど、カブリダニの利用

場面は今後さらに増えると予想される。 

 カブリダニは日本国内からは 90 種が発見されているが、いずれも微小なため

（雌成虫で体長 0.5mm 程度）、肉眼やルーペでの区別は難しいのが一般的であ

る。果樹や露地野菜では複数種のカブリダニが見られ、その種構成は、害虫の種類

や化学農薬の散布状況などの環境要因に応じて変化することが知られている。カブ

リダニによる生物的防除を推進する上でも、果樹園などでの主要天敵種の絞り込み

や、施設栽培野菜での放飼天敵の定着確認など、カブリダニの種類を簡易に判別す

る技術が求められる。 

 そこで本研修では、ハダニやアザミウマの有力天敵として知られる数種類を中心

に、プレパラート標本による形態同定の方法やノウハウなどについて紹介する。 

 なお、本研修資料中にある一部の写真については、豊島真吾氏（独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構・野菜茶業研究所・茶業研究領域）のご協力を得て

［カブリダニ Portal］より転載するものであり、豊島氏に厚く御礼申し上げる。 

 

プレパラート標本による同定技術 

（１）概要 

 プレパラート標本による同定技術の大まかな流れは、以下の通りである。 

※カブリダニの採集・準備 

※プレパラート標本の作製 

※顕微鏡による観察・同定 

 以下に、それぞれの技術やノウハウを簡単に説明する。なお、本研修では簡易的

な種の識別を目的としているため、より本格的な形態分類・同定の手法については
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割愛することとする。詳細については、参考資料中の［カブリダニ Portal - 日本ダ

ニ学会］などを参照されたい。 

 

（２）カブリダニの採集・準備 

 カブリダニは、卵→幼虫→第 1 若虫→第 2 若虫→成虫（雌・雄）へと発育する。 

形態同定には雌成虫を使用する。雌成虫とそれ以外（特に雌若虫や雄成虫）の区別

は容易ではないので、雌成虫の可能性がある個体は保存しておくのが無難である。 

 小筆等を使い、植物葉上のカブリダニをエタノール（70〜90％）入りサンプルチ

ューブ内（スクリューキャップ式）に保存する。 

 

（３）プレパラート標本の作製 

※標本作成前の必要物品 

 双眼実態顕微鏡（10〜20 倍までズーム可）、スライドグラス（厚さ 0.8 〜

1.0mm）、カバーグラス（15〜18mm 丸）、ホイヤー氏液（蒸留水 25ml＋抱水クロ

ーラル 100g、アラビアゴム 15g、グリセリン 8ml）、小筆（できれば極細）、柄付

き針（自作、針が細い方が良い）、エタノール容器（ガラスシャーレなど）、ろ紙

（黒色が基本、白でもカブリダニが見えれば良い）、恒温器（42〜45℃、ホットプ

レートも可）、マニキュア（無色透明）。 

 その他の物品として、キムワイプ、ピンセット（先端が鋭利なタイプ）、プレパ

ラート標本保管用マッペなどがあれば作業が楽になる。 

 

※標本作製の手順 

 カブリダニをサンプルチューブ→エタノール容器→ろ紙の順に移し、エタノール

を除去する。次に、微量のホイヤー氏液を先端に付けた柄付き針を用い、ろ紙上の

カブリダニを拾い上げ、スライドグラス上のホイヤー氏液（1〜2 滴）中に沈める

（図１）。空気が入らないように、ピンセットを使ってカバーグラスを被せ、スラ

イドグラスに必要情報を記入する。 

 

※操作時のポイント 

①カブリダニは、ホイヤー氏液の底にまで完全に沈め、背面を上に、顎体部（頭に

相当）を手前にすると、同定がしやすい（図１）、②体内に卵があると同定が難し

いので、ピンセットでカバーグラスを軽く押し、卵をつぶすか、体外に出す。 
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図１ プレパラート標本の準備段階（左）と、スライドグラス上のホイヤー氏液へ

のカブリダニ雌成虫の導入（右）。カブリダニ Portal - 日本ダニ学会より転載。 

 

※標本の加温・封入作業 

恒温器で 2〜3 日加温すれば標本が完成し、顕微鏡観察が可能になる。なお、標本

作成から約 1 ヶ月後に、カバーグラス周縁にマニキュアを塗布し、ホイヤー氏液の

蒸発などを防止する必要がある（永久標本の場合は作業が異なる）。 

 

 

（４）顕微鏡による観察・同定 

※位相差顕微鏡や微分干渉顕微鏡による観察 

 好みや観察対象によるが、100〜200 倍が観察しやすい。様々な形態的形質を考

慮し総合的に種を判定するが、背板や板間膜に生える毛（胴背毛）の長さや周気管

の位置（図２、３）、第Ⅳ脚などに生える巨大毛の数や形状、腹肛板の形状や毛の

配置、受精嚢の形状（図４）、などが判断のポイントとなる。 

 

 

図２ プレパラート標本にしたカブリダニ雌成虫の一例（背面）。 

カブリダニ Portal - 日本ダニ学会より転載。 
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図３ 背板と板間膜に生える毛と周気管の一例。カブリダニ Portal - 日本ダニ学会

より転載。 
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図４ 腹肛板の形状や毛の配置、受精の形状の一例。カブリダニ Portal - 日本ダニ

学会より転載。 

 

※形態同定の目的 

 上記の特徴によるカブリダニの同定には熟練や専門知識を要するため、他の昆虫

の分類・同定の場合と同様、正確な判断を行うことは必ずしも容易ではない。その

ため、種構成調査などの詳細な調査目的の場合には、事前の専門知識の習得や、専

門研究者からの研究協力などが必要と思われる。一方、簡易的な区別（主要な土着

優占種の推定、導入天敵の定着確認など）を行う程度であれば、外部形態や生態的

特徴に関する情報をもとに、おおよその見当を付けることは可能である。 

 簡易的な区別を目的とした方法について、以下に説明する。 

 

※遺伝子診断技術による同定 

 近年の遺伝子診断技術の飛躍的な進歩により、主要天敵種を始めとするカブリダ

ニについて、DNA 抽出・PCR・塩基配列の解読によって、種の簡易同定が可能と

なっている。形態同定に関する高度な専門的知識を必要としないなど、本手法には

様々なメリットがあり、今後は多くの場面で利用されるものと思われる。 

 

外部形態や生態的特徴をもとにした主要天敵種の簡易判別 

（１）ハダニのスペシャリスト天敵（土着：２種・導入：１種） 

 ケナガカブリダニ Neoseiulus womersleyi (Shicha)：土着天敵。カンザワハダニ

やナミハダニなどの Tetranychus 属ハダニ（葉裏に網を張り、コロニー内で集団生

活する習性がある）を好み、ハダニのコロニー内に生息することが多い。落葉果樹

（リンゴなど）やチャなどにおいて優占種となることが多い。背面の胴背毛が全体

的に長く、胴背毛が短いミヤコカブリダニと容易に区別できる。 

 

 ミヤコカブリダニ Neoseiulus californicus (McGregor) ：土着天敵。カンザワハ

ダニやナミハダニなどの Tetranychus 属ハダニを好み、落葉果樹などにおいて優占

種となることが多い。常緑果樹（柑橘など）に発生するミカンハダニ（Panonychus
属：葉表・葉裏を問わず分布し、網を張らない習性がある）の天敵としても近年注

目されている。野菜類（施設栽培）や果樹類でのハダニ類を対象に、天敵農薬とし

て登録されている。 

 

 チリカブリダニ Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot：導入天敵。カンザワハ

ダニやナミハダニなどの Tetranychus 属ハダニを好む。施設栽培の野菜類や果樹

類、花卉などを対象に、天敵農薬として登録されている。ミヤコカブリダニとは体

型が異なる（チリ：丸い体型、ミヤコ：丸みを帯びていない）ため、実態顕微鏡下

でも両種の雌成虫は区別可能である。 
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図５ ケナガカブリダニ（右）とミヤコカブリダニ(左)。胴背毛の長さが全体的に

違うことが分かる。カブリダニ Portal - 日本ダニ学会より転載。 

 

 

（２）ジェネラリスト天敵（アザミウマの天敵、土着：１種・導入：１種） 

 キイカブリダニ Gynaeseius liturivorus (Ehara)：土着天敵。ネギアザミウマやミ

ナミキイロアザミウマなどのアザミウマ類を好み、ネギ上で優占種となることが多

い。果菜類でも見られ、2013年に施設栽培ナスで農薬登録がされた。スワルスキー

カブリダニとは体型が多少異なり（キイ：丸い体型、スワルスキー：丸みを帯びて

いない）、慣れれば実態顕微鏡下でも区別できる。プレパラート標本では、胴背毛

の長さなどの違いを利用し両種を容易に区別できる（図６）。 

 

 スワルスキーカブリダニ Amblyseius swirskii Athias-Henriot：導入天敵。ナ

ス・ピーマン・キュウリなどの施設栽培におけるアザミウマやコナジラミの有力な

天敵資材として農薬登録され、近年その利用が急速に広まっている。ハダニやフシ

ダニ、花粉や蜂蜜など、食性は広い。施設栽培ナスなどにおいて、同じく農薬登録

されたキイカブリダニとの簡易的な区別が今後必要になってくると思われる（図

６）。 
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図６ キイカブリダニ（右上）とスワルスキーカブリダニ（左上）（下田撮影）。

キイの方が丸みを帯びた体型をしている。プレパラート標本の一例（右：キイ、

左：スワルスキー）。キイの胴背毛は全体的に短いが、スワルスキーの胴背毛の一

部は長く、両者は容易に区別できる。（プレパラート標本写真：カブリダニ Portal 

- 日本ダニ学会より転載。） 
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新規発生病害虫の生態と防除技術（ウリ類退緑黄化病） 

 

奥田充（中央農業総合研究センター） 

 

1. はじめに 

 2004 年、熊本県の施設栽培メロンにおいて、葉が黄化する障害が多発し、大きな問題となった。2005 年に

は、キュウリに同様の症状が確認された。本病は、タバココナジラミ（バイオタイプ B およびバイオタイプ Q）が

媒介する未報告のウイルスの感染によって発生することが明らかになり（行徳ら, 2009）、病源ウイルスは「ウリ類

退緑黄化ウイルス（Cucurbit chlorotic yellows virus, CCYV）」、病名は「メロン退緑黄化病」および「キュウリ退緑

黄化病」と命名された。キュウリ退緑黄化病の発生は、2007 年までに九州全県、2008 年には愛媛県、埼玉県、

群馬県および栃木県で発生が確認されるなど、発生地域が徐々に拡大している。2013 年 10 月現在では、高

知県、広島県、千葉県、茨城県、神奈川県を加えた１６県で発生が確認されている。本ウイルスの特徴と有効な

防除対策について紹介する。 

 

2. 退緑黄化ウイルスの特徴 

 CCYV に感染したキュウリおよびメロンは、葉に退緑小斑点が現れ、次第に小斑点が拡大して斑点状あるい

は葉脈沿いに緑色が残る黄化葉に進展する。黄化は下位葉に顕著であり、上位葉には病徴は見られないが、

ウイルスが感染した時点で展開している葉には病徴は現れず、感染葉より上位の葉が展開するに従い黄化す

る。メロンでは、果実の肥大が不良となり果実重量および糖度が下がるため、商品価値が著しく低下する。特

に、定植直後に感染したメロンは株全体が黄化し、特に被害が大きくなる。キュウリでは、明確な果実の奇形や

肥大抑制は認められないが、株の生育が不良となり収量が最大３割減少する。 

 CCYV の作物への自然感染は、キュウリ、メロンおよびスイカでのみ報告されているが、接種試験ではペポカ

ボチャ、ヘチマ、ズッキーニなど多くのウリ科作物に感染する。しかし、病徴はキュウリ、メロンと比較して軽く、

全身感染率も低いようである。ウリ科以外では、人為接種によりテンサイやホウレンソウに全身感染することが報

告されている（Okuda et al, 2010）。また、実験植物では、Chenopodium quinoa、C. amaranticolor、Nicotiana 

benthamiana に高率に全身感染する。 

 野菜茶業研究所が保有する Cucumis 属植物の遺伝資源への感染性を調査したところ、ほとんどの Cucumis

属植物に全身感染したが、C. anguria は全身感染せず、接種葉から CCYV が検出されるものの病徴はほとん

ど見られなかった（Okuda et al, 2010）。ただし、C. anguria はキュウリやメロンとは交雑不能であるため、残念な

がら抵抗性品種の育成には使えない。日本未発生の近縁ウイルスである Cucurbit yellow stunt disorder virus 

(CYSDV)に対する耐病性品種として海外で市販されているキュウリ（品種名CARRASCUS）はCCYVに感染し、

対象として用いた霜知らず地這より病徴は軽かったものの葉に典型的な黄化を現した。野菜茶業研究所が保

有するメロン遺伝資源から抵抗性を示すものを探索した結果、抵抗性を示す系統が見つかり(Okuda et al, 

2012)、中間母本の育成に向けて研究を進めている。 

 CCYV に感染したメロンおよびキュウリを電子顕微鏡観察すると、篩部から極めて少数のひも状のウイルス粒

子が観察される（図1）。クリニウイルスは全長約9kb の RNA1 と全長約8kb の RNA2 の 2 分節からなる RNA を

ゲノムとする RNA ウイルスで、RNA1 にパパイン用プロテアーゼ、メチルトランスフェラーゼおよびヘリカーゼの

ドメインを含む遺伝子と RNA 依存 RNA 合成酵素(RdRp)遺伝子が、RNA2 にコートタンパク質遺伝子(CP)、マイ
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ナーコートタンパク質遺伝子（CPm）およびヒートショック

タンパク質と相同領域を持つタンパク質（HSP70h）など 5

～9 個の遺伝子がコードされる。CCYV も類似した構造を

持つようである。このうちクリニウイルスの分類基準の一つ

である CP、CPm、HSP70h について既報ウイルスとの相

同性を比較したところ、日本未発生の Bean yellow 

disorder virus(BnYDV)と最も近縁であることが示された。

しかし、アミノ酸配列の相同性は、HSP70h で 84.2%、CP

で75.7%、CPmが%であった。クリニウイルスの種判別は当

該領域の相同性が 90%以下であることが示されているため、CCYV は新種のクリニウイルスであると考えら

れている。 

 クリニウイルスは、クロステロウイルス科に属するウイルスの総称である。国内では、クリニウイルスの一種であ

るキュウリ黄化ウイルス（Cucumber yellows virus、 CuYV）による「キュウリ黄化病」（Yamashita, 1979）が古くから

発生しているが、両ウイルスの病徴は極めて類似しているため、病徴から識別することは困難である。両ウイル

スの識別法については、後述する。 

 CCYV は、我が国で初めて発生が報告されたウイルスであるが、現在、中国、台湾、スーダンなど南アジアで

も発生が確認されており、九州各地で採集したウイルスの遺伝的変異が極めて小さいことから、新入病害であ

ると推察されている。 

 

3. 退緑黄化ウイルスの伝搬 

 CCYV は虫媒伝染性のウイルスであり、タバココナジラミにより媒介される。タバココナジラミはナス科、ウリ科

などを広範に加害すること、トマト黄化葉巻ウイルス（TYLCV）などのウイルスを媒介することで、世界的に問題

となっている。タバココナジラミは、外見上区別がつかない少なくとも 24 のバイオタイプからなる種複合体

(species complex)であり、これらは宿主、殺虫剤感受性、ウイルス伝

搬能力など種々の性質が異なることが知られている。日本に発生

するタバココナジラミでは、サツマイモやスイカズラに寄生するバイ

オタイプ JpL が在来種と考えられているが、1989 年ごろに日本に

侵入したバイオタイプB（シルバーリーフコナジラミ）や2004年に発

生が確認されたバイオタイプ Q が全国に蔓延し、問題となってい

る。特に、バイオタイプ Q は、ピリプロキシフェン剤や一部のネオニ

コチノイド系剤に対する抵抗性が高いことから、急速に分布地域を

広げている。 

 CCYV はバイオタイプ Q とバイオタイプ B のいずれによっても媒介されることが明らかとなっている。

実験的には、タバココナジラミの成虫が CCYV 感染植物を 6 時間以上吸汁することでウイルスを媒介可

能な状態になる。タバココナジラミの吸汁時間が長いほど媒介は高くなり、3 日間の吸汁により媒介率は

最大になることが明らかとなっている。ただし、タバココナジラミにより永続（終生）伝搬される TYLCV と

は異なり、CCYV の媒介は半永続的である。すなわち、感染植物から隔離されたコナジラミは保有する

ウイルスは徐々に感染能力を失う。実験的には、CCYV に感染したメロンを吸汁したコナジラミ（バイオタ

イプ Q）は、感染植物から隔離後 10 日程度でウイルス媒介能力を失うことが明らかとなっている。なお、

クリニウイルスは、汁液伝染、種子伝染、土壌伝染はしないが、接木により伝染するため、台木の感染に

図1. ウリ類退緑黄化ウイルスの電子顕微鏡像. 

ウイルス粒子を矢印で示した。 

図２. CCYVを媒介するタバココナジラミ（バイ

オタイプQ） 
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は注意が必要である。 

 CCYV のウイルス伝染環は十分に明らかとなっていないが、発生圃場の周辺に自生するオランダミミナグサと

クワクサへの感染が確認されている。ただし、雑草への感染は二次的なものである可能性が高く、現場での伝

染源はもっぱら周年栽培されるウリ科作物であると考えられる。 

  

4. 診断 

 CCYV が感染したキュウリやメロンの病徴は、展開した下位葉にのみ黄化が顕著に表れ、上位葉はまったく

病徴が見られないことが最大の特徴である。これに対し、多くの地域で大きな問題となっているメロン黄化え

そウイルス(MYSV)やズッキーニ黄斑モザイクウイルス（ZYMV）に感染したキュウリおよびメロンは上位葉に黄

化えそまたはモザイク症状が現れるため、比較的明確に区別できる。しかし、前述のように、一部の地域で古

くから発生しているキュウリ黄化ウイルス（CuYV）1による「キュウリ黄化病」は、病徴が極めて類似しており、病

徴のみでは区別が難しい。CCYV はタバココナジラミ（バイオタイプ B または Q）により、CuYV はオンシツコ

ナジラミにより媒介されるため、発生ウイルスに合わせた防除対策が必要となる。確実な診断のため、RT-

PCR2、ELISA3等を用いた診断を行う必要がある。 

 ここでは、比較的新しい遺伝子増幅法である Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)法を用いた

CCYV の検出法4を紹介する。LAMP 法は定温（60〜65℃）かつ短時間（60 分以内）で反応を行うことを特徴と

する遺伝子増幅法であり、迅速・簡易な遺伝子診断法として近年普及しつつある。病害虫診断においても、

LAMP 法を利用したトマト黄化葉巻病(Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV)とカンキツグリーニング病の診断キ

ットやタバココナジラミバイオタイプ Q の判別キットが販売

されている。LAMP による検出では、反応液中のピロリン酸

の遊離に伴う濁度の上昇をリアルタイム濁度測定装置LA-

200(テラメックス株式会社)を用いて測定することにより、

DNA 増幅の有無をリアルタイムに測定できるが、より簡便

には蛍光目視試薬を加えることで、反応後の反応液の蛍

光発色の有無により判別できる。現在、民間会社より

CCYV に特化した検出キット5が販売されている。本キットは検査に必要なすべての試薬が含まれている

だけでなく、検査結果の信頼性を高めるための陽性コントロールが含まれているため、これまで発生が

確認されていない地域での診断に特に有効であると思われる。 

 

5. 防除対策 

 海外では、クリニウイルスの一種である BPYV と CYSDV に対する耐病性品種が導入されているが、

CCYV の抵抗性品種は実用化されていないため、本病の対策は媒介昆虫であるタバココナジラミの防

除が中心となる。一般に、昆虫媒介性ウイルス病に対しては、媒介虫を「圃場に入れない」、「圃場で

増やさない」、「圃場から出さない」対策が有効である。なお、日本では、薬剤抵抗性が発達したタバコ

コナジラミバイオタイプ Q の発生地域が拡大しており、現場での対策はバイオタイプ Q の防除を念頭に

構築する必要がある。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 ウイルスゲノムの解析により、CuYV は Beet pseudo-yellows virus (BPYV)と同一種であることが報告されている。 

2 http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/karc/2008/konarc08-09.html 

3 http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2010/narc10-03.html 

4 http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/karc/2010/konarc10-04.html 

5 http://nippongene-analysis.com/ccyv/ccyv-mf.htm 

図３. LAMP 法を利用したウリ類退緑黄化ウイルス検出キ

ット（ニッポンジーン） 
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（１） 圃場に入れない 

 施設栽培では、防虫ネット、光反射シートなどの物理的資材を利用してタバココナジラミを施設内への侵入

を抑制する。特に、育苗期〜定植直後の侵入によるCCYVの感染を防止することが重要である。タバココナジ

ラミ成虫の通過を80％以上阻止するためには、0.4mm 以下の目合いが必要である。しかし、施設内の温度

上昇による作業環境の悪化や生育に対する悪影響が問題となるため、循環扇の設置や天井部分に遮光ネッ

トを展張することで温度上昇を抑制するなどの処置が必要となる場合がある。宮崎県総合農業試験場は、防

虫ネットに原液〜2倍希釈のマシン油を噴霧することで、0.8mm目合のネットでも0.4mm目合と同等の侵入防

止効果が得られることを明らかにしている。効果が14日程度しか持続しないため、他の防除法を組み合わせ

る必要があるが、コナジラミの侵入を特に抑える必要がある定植直後に利用すれば、施設の高温対策として

有効であると思われる。また、受粉昆虫を利用しないキュウリ栽培では、近紫外線除去フィルムを併用するこ

とで侵入抑制と侵入後の行動抑制が期待できる。雑草がCCYVの伝染源となるかどうかは十分に明らかとな

っていないが、雑草はコナジラミの潜伏源や越冬場所となるため、出来るだけ少なくすることが望ましい。 

 

（２） 圃場で増やさない 

 タバココナジラミバイオタイプ Q は薬剤抵抗性が発達している（徳丸・林田, 2010）ため、本バイオタイプに

対する効果が高いニテンピラム粒剤、同水溶剤、ジノテフラン粒剤、同顆粒水溶剤およびピリダベン水和剤を

使用する。定植直後の感染を防止するため、定植時または育苗期後半の粒剤処理を行う。施設内外におけ

るコナジラミの密度を推定するため、黄色粘着版（ホリバー、IT シートなど）を利用すると良い。この際、粘着ト

ラップで補足したコナジラミから RT-PCR または LAMP 法により CCYV が検出できるため、保毒虫の割合か

ら、その地域の感染リスクが推定できる。ハウス内の発病株は見つけしだい抜き取り、埋没またはビニル袋に

入れて熱殺処分する。 

 

（３） 圃場から出さない 

 栽培終了後の施設から別の施設へタバココナジラミが飛散することを防止するため、施設を締め切り、蒸し

込みを行う。40℃前後の温度を１日 7 時間以上維持すれば、3 日間で施設内のコナジラミが完全に死滅する

（水越ら, 2007）。この際、生きた株が残存していると効果が薄れるため、株の抜き取りを行い、抜き取った株は

枯れるまで（蒸し込み終了まで）施設から出さないことが重要である。また、天窓や側面の開口部に隙間があ

ると、温度が低くなる上、隙間からコナジラミが逃げ出すおそれがあるので、開口部はしっかりと閉める。 

 

（４） 【メロンにおける防除の実際】 

樋口・行徳（2011）は、メロンの栽培において退緑黄化病の発病につながる CCYV の感染時期は、概ね定植

40 日後までであり、育苗期のネオニコチノイド系粒剤（ジノテフランまたはニテンピラム）処理と、交配前のピリ

ダベン水和剤の散布により効果的に発病を抑制できることを報告している。メロン退緑黄化病は、発病時期が

早いほど被害が大きくなるため、防除は栽培初期ほど重要である。浸透移行性の粒剤においても、処理後に

植物体内の成分濃度が防除効果に必要な濃度に達するまでに一定の時間が必要であることが報告されてお

り、定植時の株穴処理では、タバココナジラミの密度抑制効果は育苗期処理と変わらないものの、定植直後

のタバココナジラミの飛来によるウイルス感染を抑えられないため、発病度が大きくなる。バイオタイプ Q に防

除効果が認められるネオニコチノイド系粒剤の効果は処理後 20〜30 日であることを考慮すると、育苗期後半

の定植 2〜3 日前に処理することが望ましいと考えられる。 
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（５）  【キュウリにおける防除の実際】 

 キュウリはメロンと比較して、栽培期間が長いため防除が難しく、初期に感染するほど減収することが報告さ

れている（宇賀, 2010）。森田らは、ジノテフラン水溶剤、ニテンピラム水溶剤の散布により 7 日間 CCYV の感

染を抑制できるが、14 日目には無処理と同等となることを報告している（森田ら, 2012）。また、福岡県総合農

業試験場は、ニテンピラム粒剤とスワルスキーカブリダニを組み合わせた体系防除区では、タバココナジラミ

の密度を長期間抑制できることを報告し、施設キュウリにおける IPM マニュアルとして発表している。 

 

 本稿に記載した成果の一部は、平成 21～23 年に実施された農林水産省委託事業である新たな農林水産

政策を推進する実用技術開発事業「タバココナジラミにより媒介される新規ウリ科野菜ウイルス病の統合型防

除技術体系の開発」で得られた研究成果を引用した。また、平成 18～20 年に実施された同「果菜類の新規コ

ナジラミ（バイオタイプＱ）等防除技術の開発」で明らかにされた CCYV およびコナジラミの性質に基づき作成

された「退緑黄化病の防除マニュアル」6も防除の参考とされたい。 

 

6. おわりに 

 近年の研究によって、虫媒性ウイルスの感染リスクは、周辺の作物や雑草の状況、栽培される時期（作

型）によって変動することが明らかになりつつある。しかし、栽培現場では、発生・発病リスクの評価やそれ

に基づいた対策は行われておらず、過剰防除となっている例が散見される。効果的な防除のためには、

地域の状況や作型における発生・発病リスクを科学的に評価し、その結果を踏まえた最適な戦略に基づ

く防除を実施することが重要である。 

 

 引用文献 

行徳 裕, 岡崎真一郎, 古田 明子, 衞藤 友紀, 溝辺  真, 久野 公子, 林田 慎一 & 奥田  充 (2009) 

新規クリニウイルスによるメロン退緑黄化病(新称)の発生. 日植病報 75: 109-111. 

樋口聡志 & 行徳裕 (2011) メロン退緑黄化病の媒介虫であるタバココナジラミに有効な薬剤防除. 

植物防疫 65: 534-537. 

樋口聡志 & 行徳  裕 (2010) タバココナジラミバイオタイプ Qが媒介するメロン退緑黄化病に 対す

るジノテフラン粒剤の被害抑制効果と処理時期の検討. 九病虫研報 56: 77-82. 

水越小百合, 福田 充, 中山喜一, 深澤郁男, 石原良行 & 山城 都 (2007) 促成栽培トマトにおける蒸

し込み処理によるコナジラミ類(タバココナジラミ,オンシツコナジラミ)の防除. 関東東山病害虫

研究会報 54: 109-112. 

森田茂樹, 石井貴明, 柳田裕紹 & 國丸謙二 (2013) タバココナジラミが媒介するウリ類退緑黄化ウイ

ルスに対する数種薬剤の媒介抑制効果. 福岡農総試研報 32: 29-32. 

Okuda, M., Okazaki, S., Yamasaki, S., Okuda, S. & Sugiyama, M. (2010) Host Range and 

Complete Genome Sequence of Cucurbit chlorotic yellows virus, a New Member of the Genus 

Crinivirus. Phytopathology 100: 560-566. 

Okuda, S., Okuda, M., Sugiyama, M., Sakata, Y., Takeshita, M. & Iwai, H. (2012) Resistance 

in melon to Cucurbit chlorotic yellows virus, a whitefly-transmitted crinivirus. Eur. J. 

Plant Pathol. 135: 313-321. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6 http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/vegetea/pamph/004273.html 



117 
 

徳丸晋 & 林田 吉王 (2010) タバココナジラミ・バイオタイプ Q(カメムシ目:コナジラミ科) の薬剤

感受性. 応動昆 54: 13-21. 

宇賀博之 (2010) ウリ類退緑黄化ウイルスの感染拡大と遺伝子診断法. 植物防疫 64: 809-813. 

Yamashita, S., Doi, Y., Yora, K. & Yoshino, M./ (1979) Cucumber yellows virus: its 

transmission by the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), and the 

yellowing disease of cucumber and muskmelon caused by the virus. Ann. Phytopathol. Soc. 

Japan 45: 484-496. 

 



118 
 

新規発生病害虫の生態と防除技術Ⅱ 

～チャの侵入新害虫チャトゲコナジラミ～ 

 
農研機構 野菜茶業研究所 茶業研究領域  佐藤 安志 

 

 

はじめに 

近年、日本の茶園では、新害虫チャトゲコ

ナジラミ Aleurocanthus camelliae Kanmiya 

& Kasai （図 1）が急激に分布域を拡大し、

各地でその被害が問題になっている。これ

に対し、これまでに我々は、本種発生地域

の公設試や大学等からなる研究グループ

（チャトゲコナジラミ研究推進連絡会）を組

織し、本種の対策法の開発等に取り組んで

きた。特に 2009 年からの３年間は、農林水

産省の「新たな農林水産政策を推進する実

用技術開発事業」の支援も受け、本種の生

理・生態特性の解明や総合的な防除対策

の確立に向けた試験研究を行ってきた。これらの成果は、これまで様々な機会に紹介する等して

きた（佐藤, 2011；上宮ら, 2011；佐藤, 2012）。さらに、開発した対策法等を「チャの新害虫チャトゲ

コナジラミの防除マニュアル」シリーズ（～侵入防止＆初期防除編～、～農薬による夏秋期防除

編～、～秋冬期防除編～、～総合防除編～）等にとりまとめて刊行、配布する等し、本種対策法

の技術指導者や生産者等への迅速な普及を図っている。 

近年の国際物流の増大や多様化は、我が国農業に対する新病害虫や侵入病害虫の発生リスク

は増大させているが、これに対処するための我が国の試験研究基盤は必ずしも充分とは言えな

いのが実状であろう。本講義では、我が国のチャで初めて確認された侵入害虫チャトゲコナジラミ

を例に、これまでの調査研究で解明・開発された本種の生態や対策技術の概要を紹介するととも

に、試験研究基盤が脆弱であるチャ病害虫関係の関連機関が困難な状況下の中で如何に集結

してこれらの問題について対応してきたかについても言及する予定である。 

 

 

Ⅰ チャトゲコナジラミの発生と被害の拡大  

チャトゲコナジラミは、東アジアの熱帯域から温帯域にかけて広く分布し、中国や台湾などでは

チャの重要害虫の一種に挙げられる(HAN ＆ CUI, 2003)。本種は、これまでカンキツ等に寄生す

るミカントゲコナジラミ Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) と同一種とされてきたが、形態や配偶

時の振動信号等の詳細な比較や分子系統解析の結果等から、2011 年に Kanmiya et al.（2011）に

より新種記載された。 

図１ チャの新害虫チャトゲコナジラミ雌成虫 
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チャを加害するチャトゲコナジラミは、我が国では 2004 年に近畿地方で初めて確認され（京都

府病害虫防除所, 2005）、その後は各地の茶園を中心に急速に分布を拡大し、2013 年 9 月現在

我が国の主要茶産地の大部分を含む 30 都府県で発生が確認されている。なお、農研機構野茶

研（金谷）が中心となって行っている国内外の個体群を含む本種地域個体群の遺伝解析の結果か

ら、チャトゲコナジラミは中国からの侵入害虫であることなどが明らかとなった（Uesugi et al, 投稿

中）。 

本種によるチャの被害は、主に葉裏に寄生する幼虫（図２）が排泄する甘露により誘発されるす

す病による。すす病は、葉の光合成能を低下させ、樹勢を悪化させるほか、摘採葉にすすや幼虫

の脱皮殻等が混じることで荒茶品質が著しく低下する。また、成虫の発生期が茶の摘採時期と重

なることから、甚発すると摘採作業中におびただしい数の成虫が作業者周辺を乱舞・まとわりつき、

目や鼻、口、耳などに頻繁に入り込む等して作業環境を著しく悪化させる（図３）。 

 

 

Ⅱ チャトゲコナジラミの発生生態 

チャトゲコナジラミの成虫は、黄色に誘引されることが知られ、各地の茶園で黄色粘着トラップを

使った発生消長の調査が行われている（山下・林田, 2006；竹若・村井, 2008）。図４に京都府白川

および滋賀県水口における調査事例を示す。本種は、地域や年による変動が見られるものの、我

が国の所要茶産地では概ね年３～４世代を経過すると考えられる。なお、本種が卵から羽化するま

での有効積算温度は 579.9 日度、発育零年は 11.9℃との報告がある（Kasai et al., 2012）。 

ただし、現在の分布地域で見られる４山型の成虫発生パターン（図４左図）は、発生が不揃いな

図２ 葉裏に寄生するチャトゲコナジラミ幼虫 図３ 甚発した成虫による作業環境の悪化 
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図４ 茶園におけるチャトゲコナジラミ成虫の発生消長（山下・林田(2005)、竹若・村井(2008)より作図）
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第３世代成虫の発生が秋～冬季の低温により分断さ

れた結果生じた可能性も考えられる。この場合、晩秋

期に羽化した個体の子は次世代に関与しない可能

性が高く、４化地帯については今後さらに検討の余地

がある。 

加藤（1970）は、本種に近縁のミカントゲコナジラミ

の年間発生回数と越冬態について調査し、日本のカ

ンキツ栽培地帯における越冬ステージ・齢期は、第３

世代の３齢幼虫から第４世代の３齢幼虫に至るまで温

度傾斜に従って広く分布し、両世代の発生が流動的

な中間地帯においては、越冬時の齢構成によりその

後の個体群密度が大きく変動する可能性があることを

指摘している。そこで、各地の茶園におけるチャトゲコ

ナジラミの越冬ステージを調べたところ、その発育ス

テージ及び幼虫齢構成比は地域により様々であった

（図５）。このことから、チャトゲコナジラミもミカントゲコナジラミ同様、明瞭な休眠性や決まった越冬

ステージを持たず、成り行きで冬季に突入し越冬して

いる可能性が考えられる。したがって、今後の気候温

暖化の進行やより温暖地への分布拡大に伴い、本種

の発生生態に変化が生じる可能性も考えられるため、各地域で本種発生消長の調査を継続して

行くことが重要である。 

 

 

Ⅲ チャトゲコナジラミの防除戦略 

チャトゲコナジラミは、現在我が国で分布を拡大中の侵入害虫である。従って、各地で茶園生態

系への侵入後まだ間もなく天敵類も充分機能しないことが予測される。このため、防除にあたって

は、本種や天敵類の発生状況に応じた戦略的な対応が合理的と考えられる。そこで、発生状況を

「未侵入（侵入警戒）」から「低密度収束・安定期」の５段階に分け、それぞれの発生状況に応じた

防除目標と対策法を検討することにした。 

図６は、チャトゲコナジラミの侵入・増殖の経過と発生程度の標準的な関係を模式的に示したも

のである。本種は幼虫が葉裏に生息することもあり、低密度時にはなかなか見つけにくい。しかし

侵入後２、３年が経過すると、生息密度が急上昇することが多い。なお、すす病は幼虫が 100 頭/

葉以上になると目立ち始め、本種の有望天敵であるシルベストリコバチはチャトゲコナジラミが多発

期に入った後数世代を経過した後に確認されはじめることが多い。 

現時点では本種に対する詳細な被害解析は行われていないが、経験的には本種の発生を 25

頭/葉以下に抑えられれば、すす病の発生は見られず、また成虫の発生も茶園管理作業の著しい

障害にならないレベルになると言われている。 

本種の内的自然増加率はそれほど高くないが（Kasai et al., 2012）、圃場では数世代で急速に

密度を上昇させることが知られている（山下・林田、 2006）。このため、ある圃場で本種の侵入を確

認したら直ちに防除対策を講じることが重要である。また、秋冬期の防除により一番茶期の成虫密
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図 5 チャトゲコナジラミの越冬ステージ 

（2008 年 2 月中旬調査） 
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度を抑制することが可能と考えられることから、秋冬期の防除を徹底することも重要である。なお、

本種は防除対象となる幼虫が古葉の葉裏にも多く生息するため、散布薬液量は 400 ㍑/10a を基

準とし、薬液が樹冠内部の葉裏にもしっかりかかるよう丁寧な散布を行うことが重要である。さらに、

防除残存虫が周辺茶園に分散・増殖することが想定されるため、地域一斉防除が効果的と考えら

れる。この場合、本種がチャだけでなく、人家や山野のサザンカやヒサカキ等にも寄生することに留

意する。また茶園での発生が著しい場合は、深刈り剪枝等の物理的手法も併用することが望ましい

と考えられる。 

 

 

Ⅳ 発生状況に応じた戦略的総合管理対策 

表１に、チャトゲコナジラミの発生状況を「未侵入」から「低密度収束・安定期」の５段階（図６）に

分けた際に、それぞれの発生状況で求められる対処法をまとめた。 

 

１）チャトゲコナジラミの侵入が危惧されるが、未確認である「未侵入（侵入警戒）」段階では、捕獲

効率の高い方法で侵入モニター調査を行うとともに、発生確認後速やかに次の対策に移れる体制

を準備する。黄色粘着トラップ（図７）は、本種成虫の捕獲効率が極めて高く、幼虫の寄生数が 1

頭/葉以下という低密度下においても、数百頭/トラップ・世代の成虫が捕獲されることもある。トラッ

プは底辺が摘採面に接する高さに設置し、目的に合わせて設置個数や交換頻度を調整する。な

お、近縁種であるミカントゲコナジラミが既に全国の茶生産地帯にも分布していることから、特に侵

100頭/葉程度で、 すす症誘発

甚発時には、「深刈り剪枝」有力天敵シルベストリコバチの侵入

目標は25頭/葉以下
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図６ チャの侵入新害虫チャトゲコナジラミの侵入・増殖と発生程度（概念図） 

表１ チャトゲコナジラミの発生状況に対応した対策のポイント 

発生状況 判断基準 対策のポイント

未侵入 チャトゲコナジラミの侵入が危惧される場合 黄色粘着トラップ等を使った侵入モニター調査の徹底

侵入直後 地域に寄生苗を持ち込んで間もない場合 寄生部位である葉の除去等により、根絶を目指す

密度上昇期 初発園以外で寄生を確認した場合 発生程度と分布を把握し、地域一斉防除を図る

多発期 侵入後数世代が経過し、発生密度が高い場合 薬剤防除の効率化と整剪枝等により密度抑制を図る

低密度収束・安定期 侵入後数年が経過し、発生が低密度で安定している場合 有望天敵シルベストリコバチ等の保護利用を図る
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入初期においては両種を確実に識別する必要がある。両種の識別は、前翅の斑紋パターンや

mtCOI 領域の比較により容易に行えることが報告されている（佐藤ら, 2012）。 

本種の中長距離の被害拡大経路は主に

寄生苗の持ち込みであり、苗の導入時には

本種の寄生に充分留意することが必要であ

る。既発生地域からの未発生地域への苗の

導入時には最大限の注意を払うことは言うま

でもない。なお、採穂園の防除の徹底と挿し

穂の防除、育苗時の防虫対策（防虫ネットハ

ウス育苗や無灌水挿し木の利用）等により、

チャ苗木の本種寄生密度の低減化が可能

である。現在チャ苗生産時用資材の農薬登

録のための手続きが行われており、利用資

材の農薬登録が取れ次第本種フリー苗の作

成法を公開予定である。 

 

２）未発生地域に本種寄生苗を持ち込んだ場合など、本種が新たな地域へ侵入して間もない場合

で、発生が限定的で低密度であれば、地域での根絶を目指した処置を行う。ここでは、中切りや深

刈り剪枝等で幼虫の餌となる発生園の葉を完全に除去する。時期によっては刈り落とした葉から成

虫が羽化することもあるため、剪枝した枝条は焼却や埋設等の処理を行う。さらに、発生園や隣接

園には防除効果の高い農薬をしっかり散布する。なお、処理後は隣接園や圃場周辺の林木を含

め、本種の発生の有無を継続調査し、効果を確認する。本種の寄生植物として、サザンカ、ツバキ、

サカキ、ヒサカキ、シキミ、サンショウ等が知られる。 

 

３）たとえ極低密度であっても、成虫や幼虫が最初の発生園以外で見つかった場合は、その地域

での根絶は困難と判断し、「密度上昇期」の対策をとる。ここでは、発生域の急激な拡大や大きな

被害が想定される「多発期」の回避に努め、「低密度収束・安定期」への速やかな移行を目標とす

る。薬剤の利用による防除を基幹に据え、地域レベルでのモニタリングや防除スケジュール等も作

成する。化学合成農薬は、薬剤感受性が高い若齢（１、２齢）幼虫を対象とする。薬剤散布前に裾

刈りを行う等すると、葉層深部まで薬液がかかりやすくなり、防除効果が高まる。マシン油乳剤は、

化学合成農薬では効果が劣る３

齢、４齢幼虫にも効果がある。山

下・吉安（2010）は、冬期にマシ

ン油乳剤を２回散布することによ

り、夏秋期に化学合成農薬を用

いて行った防除と同等の防除効

果が得られることを報告している

（山下ら, 2010）。このマシン油乳

剤を使った冬期防除は、現在多

くの府県で、本種の基幹防除法

図７ 発生予察に有効な黄色粘着トラップ 
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に位置づけられている。 

 

４）本種の侵入後数世代の経過が推察され、

発生密度も高くすす病が確認される「多発期」

(図６)では、「すそ重点散布法」（図８）等で薬

剤の到達性を高めて防除効果

の向上を図るほか、発生密度が

著しく高い場合など、深刈り剪

枝等の物理的手法も検討する。 

 

５）本種の侵入後数年が経過し、発生密度が

低密度に収束・安定している場合、これらの

茶園では、多くの場合有望天敵であるシルベ

ストリコバチ Encarsia smithi (Silvestri)（図９）が発生していることが多い。本寄生蜂は、かつてカンキ

ツのミカントゲコナジラミ対策として中国から導入された導入天敵であるが、現在では、過去の増

殖・配布事業等により日本の各地に定着し、カンキツ園のミカントゲコナジラミを低密度に抑えてい

るとされる（大串， 1969）。このシルベストリコ

バチは、茶園でチャトゲコナジラミにも寄生す

ることが知られ、その寄生率が 90％を超え

る茶園も報告されている。なお、本寄生蜂

の発生の有無は、蜂を直接観察するほか、

チャトゲコナジラミの脱出痕の形状を調査す

ることによっても確認できる。 

本寄生蜂の発生が確認された茶園で

は、寄生蜂の保護利用に配慮した管理を行

うと良い。他病害虫の防除を含めて使用す

る薬剤を寄生蜂に対する影響が少ない選

択性殺虫剤に置き換えた天敵温存型の防除体系区では、慣行防除区に比べてチャトゲコナジラミ

の発生が低く抑えられる事例が報告されている（図 10）。 

 

 

おわりに 

チャトゲコナジラミは、おそらく日本でも今後定期的な防除が必要な主要チャ害虫の１種になると

予想される。ここでは現在取り得る総合的な防除対策を示したが、新害虫の発生により生産者が追

加的な防除コストの負担を余儀なくされる状況は殆ど改善されていない。今後は、より低コストで持

続性の高い対策法の開発と実用化を目指した試験研究の推進が必要であろう。 

なお、「チャの新害虫チャトゲコナジラミの防除マニュアル」シリーズは、チャトゲコナジラミ研究推進

連絡会（事務局；農研機構野菜茶業研究所（金谷））を通じて入手可能なほか、下記の農水省サイ

トから PDF ファイルとして自由に入手することもできる。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/siryou2/index.html 

図８ 「すそ重点散布法」による防除効果の向上 

図９ 有望天敵シルベストリコバチ 

図10 天敵保護利用によるチャトゲコナジラミの管理例 

天敵への影響が小さい薬剤を使った防除体系で、天敵の温存を図る 
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 また、農研機構野菜茶業研究所（金谷）では、平成 24 年度の農政課題解決研修（革新的農業

技術習得支援事業）で、「茶の侵入新害虫チャトゲコナジラミの対策技術」（コード：C17-A）を実施

したが、下記サイトからその使用テキストの PDF ファイルを入手することができる。本種とその対策

について更に詳しい情報を知りたい方は、御参考願いたい。 

http://www.naro.affrc.go.jp/training/files/reformation_txt2012_c17a.pdf 
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斑点米カメムシ類の発生予察と防除技術

（独）農研機構 中央農業総合研究センター（北陸）　高橋明彦

1.　はじめに

　カメムシの吸汁加害により,褐色〜黒褐色の斑紋が生じた玄米は,「斑点米」（図 1）と呼

ばれ,米の品質低下の重要な一因である．斑点米を発生させるカメムシは,斑点米カメムシ類

と称され,多くの種が含まれるが,全国的な主要種は,アカスジカスミカメ,アカヒゲホソミド

リカスミカメ（図 1）,クモヘリカメムシの 3種とされている（渡邊・樋口, 2006）．これら

3種は,いずれもフェロモンによるコミュニケーションを行なっていることが明らかにされて

おり,発生予察におけるフェロモントラップの利用が検討されてきた．ここでは,アカヒゲホ

ソミドリカスミカメの発生予察，被害予測におけるフェロモントラップの利用技術につい

て,研究の現状を紹介する．

図1　　アカヒゲホソミドリカスミカメ成虫と斑点米

2.　フェロモントラップ誘殺数に基づく被害予測
　アカヒゲホソミドリカスミカメの雌が性フェロモンを放出して雄を誘引していることが明

らかにされたのは 1997年であり（Kakizaki and Sugie, 1997），2001年にはフェロモンの

成分が同定された（Kakizaki and Sugie, 2001）．その後，合成性フェロモンの誘引性の確

認（樋口ら, 2004），トラップの形状や設置方法の検討（石本ら,2005； 滝田, 2005）を経

て，水田内に設置した合成性フェロモントラップにより成虫の発生消長を把握可能であるこ

とが確認され（石本ら, 2006），2007年から合成性フェロモン剤の市販が開始されている．

　一般にフェロモントラップは,害虫の発生時期および発生量の把握を目的として利用され

る．発生時期の把握は，防除適期を見極める上で重要な意味を持ち，発生量の把握は，防除

要否や防除回数を決定する根拠となる．斑点米カメムシの場合,水田における薬剤散布適期

はイネの出穂期に規定されるため, 発生時期把握の必要性は低く,発生量の把握が重要とな

る（石本,　2008）.そのため，アカヒゲホソミドリカスミカメの合成性フェロモントラップ
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利用技術の開発にあたっては，発生量の把握に基づく被害予測，防除要否の判断に焦点を当

てて研究が進められてきた．

１）圃場単位の被害予測

　アカヒゲホソミドリカスミカメは，水稲が出穂すると成虫が水田に侵入する．侵入した成

虫は稲穂を加害するとともに産卵を行い，水田内で次世代幼虫が発生する．斑点米形成には，

侵入成虫よりも次世代幼虫の関与が大きく（石本，2004），幼虫を対象とした防除が効果的

であることが明らかにされている（石本・永瀬，2005）．次世代幼虫の発生量は，侵入成虫

数によって左右されると考えられ，出穂期以降の成虫数を的確に把握することができれば，

その後の斑点米被害を予測できる可能性がある．そこで，出穂期以降のフェロモントラップ

誘殺数と斑点米被害との関係について解析を行なった．

　2006〜2011年に山形，新潟，富山，長野各県のべ 164筆の無防除水田において，水田内に

設置した合成性フェロモントラップ（図 2）における出穂期後の誘殺数を 5日間隔で調査す

るとともに，収穫した玄米約 3万粒について斑点米率を調査した．

図2　　アカヒゲホソミドリカスミカメのフェロモントラップ

注）粘着板 2枚を背中合わせにして使用

　解析に際しての予測対象として，①斑点米率，②斑点米率が一定の閾値超える確率，の 2

つが考えられるが，斑点米率自体の正確な予測は困難であるとされている（渡辺ら，2

001）.また，斑点米被害とはすなわち玄米の等級低下であり，特定の斑点米率を超える確率

を予測の対象とすることは妥当であると考えられることから，②を選択した．すなわち，斑

点米率が 0.1％を超えた場合を「被害あり」とし，被害の有無を応答変数とするロジス

ティック回帰モデルを適用した．説明変数としては，時期別のトラップ誘殺数を用いたが，

本種の防除適期は，出穂期 10日後とされており（石本・永瀬，2005），防除要否を判断す

るためには，それよりも早い時期に被害予測を行うことが必要である．そこで，出穂期後 5

日間のトラップ誘殺数を用いたモデルについて検討を行なった.

　出穂期後 5日間のトラップ誘殺数を説明変数とした場合，予測に最も適していると考えら

れるのは，誘殺数を平方根変換したものであった．モデルによる斑点米被害発生確率の推定
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値と実際に斑点米率が0.1％を超えた圃場の割合を比較した結果，両者は概ね一致した（図

3）（高橋ら，2012）．

図3　出穂期後5日間のトラップ誘殺数を説明変数とするロジスティック回帰モデルによる

斑点米被害発生確率の推定値（ライン）および実測値における斑点米率が0.1%を超え

た圃場の割合（棒グラフ）

破線は推定値の95%信頼区間，数値は誘殺数ごとの圃場数を示す．

アカヒゲホソミドリカスミカメは，籾を貫通して玄米を加害することができないため，割

れ籾の発生頻度が高い品種において，斑点米率が高くなることが報告されている（八谷・橋

本，2001；松崎，2001；伊藤，2004）．したがって，割れ籾率が斑点米被害発生確率に影響

を与える可能性は高いと考えられる．そこで，割れ籾率の年次変動が比較的大きい水稲品種

「てんたかく」（富山県主要品種）について,割れ籾率を説明変数に含むモデルについて検

討を行った（中島ら，2012）．その結果，割れ籾率を説明変数に含むモデルは，誘殺数のみ

の予測モデルに比べてあてはまりが良く，斑点米被害を的確に予測できていると考えられた．

誘殺数と割れ籾率に基づいて被害予測を行うためには，割れ籾の発生程度を予測する必要

がある．割れ籾の発生は，気象条件の影響を強く受け，幼穂形成期の低温と登熟期の恒温多

照によって助長されるとされている．中島ら（2012）は，幼穂形成期の平均気温に基づく割

れ籾率予測モデルを提示しており，出穂期前に割れ籾率の発生傾向を把握し，被害予測に活

用することは可能であると考えられる．

２）地区・経営体を対象とした被害予測

圃場単位の被害予測は，当該圃場にトラップを設置して調査を行うことを前提としている．

しかし，トラップの設置および調査に要する費用や労力を考えると，すべての水田にフェロ
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モントラップを設置することは現実的ではない．そこで，一定程度の面積を持つ地域を対象

として，地域内にいくつかのトラップを設置し，それらの誘殺数から地域全体の防除要否を

判断する方法について検討を行なっている．

地区・経営体等の多数の圃場を単位として防除要否の判断を行うためには，当該地区にお

いて斑点米被害がどの程度起こるかを予測する必要がある．しかし，地区の全収穫物を対象

として斑点米被害を予測することは難しい．そこで，地区全体の被害程度の基準として，

「危険圃場率」という概念を導入した．危険圃場率は，全圃場のうち，斑点米によって１等

米から格落ちする圃場の割合であり，危険圃場率が一定水準以上であるとき，地区全体とし

て防除を行い，水準以下の場合には防除は行わない，すなわちある程度の斑点米の発生は許

容する，ということを前提としている．ここで，「１等米から格落ちする圃場」はトラップ

誘殺数が圃場単位の要防除水準を超える圃場であり，その水準は圃場単位の斑点米被害発生

確率予測モデル等によって決定される．抽出圃場におけるトラップ誘殺数に基づいて危険圃

場率を予測するためには，誘殺数がどのような空間分布にしたがうか明らかにする必要があ

る．そこで，トラップ誘殺数の空間分布について検討を行なった．

　2009〜2012年に山形，新潟，富山各県の平野部水田地帯に面積約 9〜180haの調査地区を

設定し，地区内の水田（13〜24筆）に合成性フェロモントラップを設置した．各トラップに

おける出穂期後 5日間の誘殺数を解析に用いた．なお,これらの調査地区では,カメムシに対

する殺虫剤散布がないか,あるいは 出穂期 5日後以降に行っている.

　トラップ誘殺数が空間的にランダムに分布している場合，誘殺数の平均と分散は等しくな

ることが期待される．そこで，調査地区，調査年次ごとに誘殺数の平均と不偏分散を比較し

たところ，不偏分散は平均を大きく上回っていた．したがって，誘殺数はランダム分布には

したがわず，集中分布すると考えられた．昆虫の個体数のような計数データにおいて，分布

に集中性が見られる場合，確率分布としては負の二項分布が考えられる．現在，誘殺数の分

布が負の二項分布にしたがうという仮定のもとで，危険圃場率の推定方法に関して検討を進

めている．

３．広域・早期発生予察
　ここまで述べてきた防除要否の判断技術は，出穂期から 5日間のトラップ誘殺を用いるも

のであるが，防除対策上はより早い時期に発生量を把握できることが望ましい．また，個々

の水田レベルではなく，広域における全体的な発生状況を把握する手法の確立も求められる．

前述のようにアカヒゲホソミドリカスミカメは，水稲の出穂後に成虫が水田に侵入するが，

出穂前の6月中旬から7月中旬にかけても水田内の成虫数が増加する（石本，2004）．これ

は第 1世代成虫であり，斑点米被害には直接関与しないが，出穂後に水田に侵入する第 2世

代成虫の発生量を予測する指標になると考えられる．

　石本（2012）は,上記「地区・経営体を対象とした被害予測」の供試データを中心に解析

を行い,第 1世代誘殺数の平均値と出穂期後 5日間の誘殺数の平均値との間に正の相関が認

められることを報告している.両者の関係は，比較的緩やかなものであり，防除要否の判断

に直接用いることはできないが，早期に発生状況を把握できるという点で有用性は高い．広

域を予察対象とした場合に必要なトラップ設置数に関しても検討が行われており（石

本,2012），市町村等公的機関が農業者に発生情報を発信するための新たな調査手法となり

得ると考えられる．
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４．おわりに
　斑点米カメムシ類の種構成は，地域により異なるが，複数種の発生が認められるのが一般

的であり，また，主要種が比較的短期間に変遷する傾向が認められる．実際，これまでアカ

ヒゲホソミドリカスミカメが主要種であった北陸地域および東北地域の日本海側において，

近年，アカスジカスミカメの発生量が顕著に増加しており，2種カスミカメの混発事例が増

えてきている．このような複数種の混発状況への対応が今後の課題である．

　アカスジカスミカメについては，性フェロモンの成分が同定されており（Yasuda et al., 

2008, 2009），2013年から合成性フェロモン剤の市販が始まっている．また，アカヒゲホソ

ミドリカスミカメとアカスジカスミカメの合成性フェロモン剤を単一のトラップに設置して，

両種の発生量を同時にモニタリングできることが報告されている（Yasuda et al., 

2010）．現在，混発条件における被害予測手法の確立に向けて検討が進められている．
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「臭化メチルに依存しない土壌病害防除技術」 

 

             （独）農研機構・中央農業総合研究センター 

      病害虫研究領域 上席研究員 津田新哉 

 

 

要約 

 臭化メチル剤は、土壌病害虫のみならず、雑草防除にまで効果を示す卓越し

た土壌くん蒸剤として農業現場で普遍的に使用されてきた。しかし本剤は、環

境破壊物質として国際的に指定され、2012 年末日に土壌くん蒸用途は農業現場

の表舞台から姿を消した。著者たちは、2008 年度から 5 年計画で農林水産省の

「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」において、農研機構を中

心に 13 機関が参加する研究課題「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適合型

栽培マニュアルの開発」に取り組んできた。昨年 12 月上旬には、その研究事業

の成果を東京、名古屋、福岡の三会場で全国に向け発表し盛会に終えた。本研

修では、これまでに開発した臭化メチル代替栽培マニュアルの概要をお知らせ

する。臭化メチル剤を使用してきた地域の生産者部会、農業関係機関、行政・

普及部局さらには試験研究機関の間で本剤全廃後の持続的安定生産について真

剣に議論を交わすことが、今後の当該作物産地の維持・発展に繫がるであろう。 

 

 

はじめに 

 農作物の持続的安定生産に土壌消毒は欠かせない。単一作物の連作では、土

壌病害虫による連作障害が発生するためである。土壌伝染性病害虫の発生を防

ぐ も効果的な薬剤として長年臭化メチル剤が広く使われてきた。本剤は土壌

病害虫のみならず、雑草防除にまで効果を示す卓越した土壌くん蒸剤であった

が、1992 年に国際条約の一種である「モントリオール議定書」により本剤はオ

ゾン層破壊関連物質に指定され、1995 年以降、先進国では植物検疫用途を除き

その製造・販売・使用が国際的に規制された。それ以降、日本では、国連管理の

元の特例措置（不可欠用途）で、キュウリ、メロン、トウガラシ類、ショウガお

よびスイカの特定の土壌伝染病害防除薬剤として継続使用が許可されてきた。

しかし、それも 2012 年 12 月 31 日で全廃となってしまった。 

 著者たちは、農林水産省の「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事

業」において、農研機構を中心に 13 機関が参加する研究課題「臭化メチル剤か

ら完全に脱却した産地適合型栽培マニュアルの開発」に 2008 年度から 5 年計画

で取り組んできた。開発した新規栽培マニュアルでは、既存や新規開発の要素

技術を体系化し、防除価が 80 以上、収量は臭化メチル使用時の栽培と比べて

90%以上を確保することを目標にした。土壌伝染性ウイルス病を対象として開発

した栽培マニュアルは、IPM（総合的病害虫管理技術）が基盤となっている。シ

ョウガ栽培は、幾つかの代替農薬を組み合わせた総合防除体系である。我が国

農業の持続的発展と国際的環境保護政策との狭間で、今後のこれら作物の栽培・

生産技術開発において新たな展開が求められている。本研修では、5 年間をかけ

て開発した臭化メチル剤代替栽培マニュアルの概要を示し、今後の先進国にお
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ける農業技術開発の辿るべき方向性を展望する。 

 

１．ピーマン 

 ピーマンモザイク病は、発病した植物の残渣が土壌中に残存し、それが次作

の感染源になることが知られている。そこで、新規栽培マニュアルでは土壌中

の病原ウイルスの残存程度を血清学的診断法のエライザ法で測定し、その汚染

程度に応じて幾つかの防除技術を体系化するのが骨格となる（図１）。 

 これまでに、ピーマンモザイク病対策として開発された要素技術は、L4 抵抗

性品種、生分解性ポットやちり紙などを利用した根圏保護定植技術、植物残渣

含有土壌の腐熟促進技術、植物ウイルスワクチン（弱毒ウイルス）を用いた生

物防除技術などである。さらに、それら要素技術の組み合わせにより起こる収

量低下等のリスクを軽減するため、垂直二本仕立て法や、汚染土壌から完全に

隔離した養液土耕を基礎としたプランター栽培等も開発した。茨城県では半促

成栽培と抑制栽培を対象に、また鹿児島県では長期促成栽培で有効な新規栽培

マニュアルを開発した。 

 

 

２．メロン 

 メロンえそ斑点病は、種子伝染で一旦侵入した病原ウイルスが土壌中に生息

する絶対寄生菌のオルピディウム菌により定植後間もないメロンに媒介される

病害である。幸いにも、本病害には病原ウイルスに対して抵抗性を示すメロン

品種が数社から開発されている。それらの中から、導入するメロン産地の地域

性、栽培環境、果実品質等を比較検討し、その産地に適した品種を選択する。

さらに、臭化メチル代替材として、クロールピクリンと D-D の混合剤である土

高 
（フェーズ３） （フェーズ２） 

中 

生分解性ポット 植物ワクチン 

（フェーズ1） 

低 

DAS-ELISA法 

前作栽培終了後の
土壌汚染度を判定 

（フェーズ0） 

罹病残渣腐熟 

ピーマン 

図１　臭化メチル剤全廃後のピーマンモザイク病の危機管理栽培基本方針 

新栽培技術によるサポート  

プランター栽培 

根圏隔離栽培 

抵抗性品種 

新仕立て法の導入 

Ｕ字四本仕立 垂直二本仕立 



133 
 

壌くん蒸剤が登録されている。これらの要素技術を組み合わせることで臭化メ

チル全廃後のメロンの安定生産を確保することが新規栽培マニュアルの骨格で

ある。さらに、温暖な地域においては、トマトとメロンの輪作体系を導入する

ことにより、病原ウイルスと媒介菌の両方を土壌中で増殖させない耕種的防除

技術の導入も選択肢の中に入る。千葉県では、これら要素技術を体系化し、県

内産地に適した新規栽培マニュアルを開発した（図２）。 

 

 

３．キュウリ 

 キュウリ緑斑モザイク病は、ピーマンモザイク病と同様に、前作の感染植物

残渣が土壌中に残存し、それに含まれる病原ウイルスが次作で定植したキュウ

リ苗の根に土壌伝染することで発生する。新規栽培マニュアルの基本的考え方

図２ 　 千葉県の地床アールス系メ ロンの新規栽培体系

作目 

月 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

アールス 
メロン 
 

トマト 

④ ト マト 前の土壌消毒  

: 播種 : 定植  : 収穫

② メ ロン品種の選定  
① えそ斑点病の診断（ 前作）

⑤ ト マト 栽培

③ 土壌消毒
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は、感染株の早期発見・早期除去、それに健全土壌の育成である。圃場内で栽

培中のキュウリ株に常に目を光らし、疑わしい症状が認められた場合には直ち

に血清診断、あるいは遺伝子診断で確定する。陽性反応が検出されたらその株

を丁寧に抜き取り感染拡大防止に努める。収穫や摘心などの管理作業では、用

いる摘果鋏の消毒や、適正な使い分け等で圃場衛生管理を徹底する。一作終了

後、牛糞堆肥を導入し土壌中に残る前作の植物残渣を腐熟促進する。ウイルス

診断で陰性結果だったとしても、夏の休耕期を利用して太陽熱消毒や土壌還元

消毒、さらには牛糞堆肥を利用した腐熟促進で圃場衛生に務めることが望まし

い。宮崎県では、このような作業工程を基本とする新規栽培マニュアルを開発

した。また、愛知県では、この工程に加え、定植苗の根圏を保護する生分解性

ポリポットを用いた土壌伝染遮断技術も開発し栽培マニュアルに組み入れてい

る（図３）。 

 

４．露地ショウガ 

(1)土壌消毒 

 主な代替くん蒸剤を表 1 に示す。これらの薬剤は病害虫･雑草に対する防除

効果がそれぞれ異なるため、前作の発生状況に応じて適切な薬剤を選択しなけ

ればならない。ただし、価格も異なるため、防除経費も考慮する必要がある。

なお、ヨーカヒュームはイネに障害を起こす可能性があるので、翌年水稲栽培

を予定しているほ場では使用を避けるべきである。 

 

 

(2)生育期の防除 

 根茎腐敗病には現在 3 薬剤が農薬登録されているが、いずれも予防的な効果

が高い（表２）。そこで、根茎腐敗病の発病前に予防的に 1 回薬剤を処理し、

その後、発病したらすぐに発病株（写真１）を除去し薬剤を追加処理する。た

だし、前作で根茎腐敗病の発生が多かったほ場では、定期的な薬剤処理をす

る。 

 代替くん蒸剤の利用により雑草の発生が増加する場合もあるので、必要に応

じて除草剤を使用する。ナブ乳剤は、イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）

表１   土壌くん蒸剤選定の目安   

薬品名   使用量   
前年度の病害虫・雑草の発生量   参考

経費  根茎腐敗病  雑草   センチュウ   

ダゾメット粉粒剤   30kg/10a   無 ~ 少   少   少     

低   

  

  

  

  

  

高   

ソイリーン   
30L/10a   

（ 3mL/穴）   
少 ~ 中   中 ~ 多   中 ~ 多   

クロルピクリン   3mL/穴   少   少   少   

ダゾメット粉粒剤   60kg/10a   無 ~ 少   少   少   

ダゾメット粉粒剤   

＋   

クロルピクリン錠剤   

30kg/10a   

＋   

１万錠 /10a   

中 ~ 多   中   中   

注）ダゾメット粉粒剤は、商品名バスアミド微粒剤またはガスタード微粒剤を指す。   
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を対象とし、畦上にも使用できる。バスタ液剤は非選択性除草剤で畦間の雑草

に対してのみ使用する。なお、雑草の多発が予想される場合、植え付け直後に

トレファノサイド乳剤または粒剤 2.5 を処理する。その他、土寄せや稲ワラ等

のマルチも効果がある。 

 

 

 (3)その他 

 根茎腐敗病防除のためには、①健全種根茎の利用、②収穫時の観察、③排水

の改善、など環境整備も必要である。①は、植え付け前によく観察し、褐変な

ど異常のある種根茎は使用しない。②は、ほ場の被害状況を把握することで、

次作での防除対策に資する。③では、ほ場内外の排水路の整備･清掃や、排水

を考えた勾配畦畔造成、深耕などによるほ場改良などである。 

 なお、ほ場によってはネコブセンチュウの被害が発生することがあるが、発

生状況に応じた土壌くん蒸剤を用いることで防除できる (表１)。 

 

５．施設ショウガ 

(1)定植前の土壌消毒 

ヨーカヒュームは、使い方や特性が臭化メチルくん蒸剤と似ていることから、

施設栽培における代替土壌消毒剤として期待されている。施設栽培の定植時期

である低温期（2 月）に施設内人工汚染ほ場で本剤とクロールピクリンおよびソ

イリーンを処理して効果を比較した。その結果、ヨーカヒュームは低温期の処

理でも他の土壌消毒剤と同等以上の防除効果を示した（図４）。また、3 月上旬

に和歌山市内の農家ほ場で処理したところ、臭化メチルくん蒸剤と同等の防除

効果であった（データ省略）。 

(2)収穫後の太陽熱土壌消毒 

施設栽培では 8 月上旬までには一作を終える。低コスト、環境保全型農業を

展開するには太陽熱土壌消毒を導入するのが好ましい。本技術は被覆を二重に

することで相当効果が高まることが知られている。試験圃場の土壌を農業用ビ

ニルで二重被覆して処理した後には、処理前に病原菌が検出された深さ 35cm の

ところまで菌は全く検出されなかった。一方、一重被覆では低密度ながら病原

  表 2   生育期に使用できる根茎腐敗病防除薬剤の特徴   

予防 治療

ユニフォーム粒剤 18kg/10a ◎ ○

1,000倍希釈

3L/m
2 ◎ △

500倍希釈

3L/m
2 ◎ ◎ 　

プレビクールＮ液剤
400倍希釈

3L/m
2 ○ △ 高

注）予防効果は病原菌接種4～7日前に薬剤処理をした場合、治療効果は病原菌
　　接種1～2日後に薬剤処理した場合の防除効果から判定した。
　　◎：効果がとても高い、○：効果が高い、△：効果が認められる

防除効果
参考
経費

低

ランマンフロアブル

薬剤名
希釈倍率
使用量

注）予防効果は病原菌接種４~ ７日前に薬剤処理した場合、治療効果は病

原菌接種１~ ３日後に薬剤処理した場合の防除効果から判定した。   

   

 
◎：効果がとても高い、○：効果が高い、△：効果が認められる   

写真１ ショウガ根茎腐敗病
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菌が検出された（図５）。 

このように、土壌消毒法がそれぞれ一定の防除効果を持つことが明らかとな

った。施設栽培では、これら春先の薬剤による土壌くん蒸と夏場の太陽熱土壌

消毒を組み合わせ、土壌中の病原菌密度を周年で低く保つことが重要なポイン

トになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

地球を取り巻くオゾン層を保護する「モントリオール議定書」が 1987 年に採

択されてから今年で 25 周年を迎える。2000 年頃に 大となった南極上空のオ

ゾンホールもこの 10 年間で徐々に減少し、昨年 9 月には一昨年の同時期より約

20％減少していたことが判明した。1980 年代以前の地球環境レベルにまで戻す

ためには後 50 年程度は必要と推測されているが、本議定書採択 25 周年を迎え

るにあたり国連の潘基文（パン ギムン）事務総長は「生活、工業および農業か

ら排出される地球上のオゾン層破壊物質の 98%を削減できたことにより、オゾ

ン層は、今、次の半世紀の間で回復する軌道上にあります。」と祝辞を述べてい

る。この 25 年間、本議定書の元で活動した事務局員、各委員会役員並びに各国

政府代表団の国際交渉における並々ならぬ努力があったことは言うまでもない

が、一方、農業で臭化メチル剤を利用してきた生産現場の方々の環境保護と削

減受諾に対する理解と協力、代替技術開発に尽力してきた農業行政や試験研究

機関の関係者の努力も忘れてはならない。 

 我が国では、世界に模範を示すため土壌用臭化メチル削減案となる国家管理

戦略を定める一方、臭化メチル剤から脱却した栽培マニュアルを新たに開発し

てきた。これまでの道程は、順風満帆という言葉からは到底かけ離れたもので

あり、様々な場面で多くの障害にぶつかり、その都度大小様々な修正を余儀な

くされた。しかし、本研究プロジェクトメンバーの努力により、実効性ある脱

臭化メチル栽培マニュアルを開発することができた。これら 8 つのマニュアル

は実証試験をした産地に適合したものであるため、全国の生産現場にいきなり

導入するわけにもいかない。導入を計画する際には、導入する産地に合わせて

微調整しなければならない点も多々あると思われる。今後は、これらの新規栽

培マニュアルを基盤にし、これまで臭化メチルを利用してきた地域の生産者、

農業関係機関、行政・普及部局さらに試験研究機関の間で大いに検討・評価し
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図４ 土壌くん蒸剤の低温期（2 月）処理

によるショウガ根茎腐敗病に対する効果 
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更なる発展をさせて頂きたい。 

 なお、本誌に紹介した新規代替マニュアルの詳細は、農研機構ホームページ

http://www.naro.affrc.go.jp/narc/contents/post_methylbromide/index.html 
で公開されているので、参考にして頂きたい。 
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