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<試験成績・研究成果>

アスパラガスを加害するツマグロアオカスミカメの生態と防除対策

山崎永尋1)尾崎紘子2) 谷 耕一3) 橋 本 直 樹3)

要 ヒー
日

アスパラガスに発生する条状傷が，再現試験によりツマグロアオカスミカメによる被害であること

が確認された。アスパラガスが萌芽する 5月中旬から本種の越冬卵が鮮化し，同時に被害が始まり，

収穫期間が終了する 6月中旬頃に成虫になる。その後，株養成のために立茎されたアスバラガスに産

卵された 2世代目が増殖して越冬卵を産んで、翌年の発生源に事が確認された。防除薬剤の検討を行っ

たところ，散布後時聞が経過すると効果は認められず，有効な解決策は見いだせなかった。

はじめに

平成19年に留萌農業改良普及センタ ーが行った

調査研究活動 Fアスパラガスの生理障害・病害虫

調査」のなかで，羽幌町，遠別町のアスパラガス

に条状傷と，小さなカメムシが散見された。この

傷とカメムシの因果関係を調査した結果，カメム

シはツマグロアオカスミカメ(以後カスミカメ)

であり，アスパラガスの条状傷が本種による被害

であることを確認した。

このカスミカメの成虫は，体長約4.5~ 6 mm 

で前題先端の膜質部は淡褐色である。大きさと体

色には，かなりの個体変異がみられる。初齢幼虫

は体型が細型で， くすんだ黄色をしているが，齢

数を重ねると身体に丸みを帯び，鮮やかな薄緑色

になる。卵は淡黄色で長さ約 1mmのバナナ型の

形状をしている。本種は食性範囲が広く， ヨモギ

類，ヤナギ類など多種多様な植物に寄生し，農業

現場においても多くの作物で被害が報告されてい

る。北海道ではブドウ，インゲンマメ， ソパ，イ

Biology and control of Apolygus spinolae (Meyer 
Dur) infesting asparagus 

1)留萌農業改良普及センタ ー (胆振農業改良普及セン

ター東胆振支所)N orichika Y AMAZAKI ， 

2)留萌農業改良普及センタ ー (胆振農業改良普及セン

ター)Hiroko OZAKI， 

3)留萌農業改良普及センタ - Kouichi T ANI， 

4)花・野菜技術センタ-Naoki HASHIMOTO 

チゴ等で，府県ではチャ， ヒマワリ，キク， リン

ゴ，ナスなどに寄生することが確認されている。

写真 1 ツマグロアオカスミカメ成虫

平成20年にカスミカメの発生時期および被害程

度を調べた結果，初発が早い ことと被害が大きい

ことがわかった。このため平成22年までアスパラ

ガス圃場での生態調査および防除対策を検討した

結果について報告する。

1. 条状の傷とカメムシの因果関係調査

圃場観察をする中で，アスパラガス被害茎の周

辺に小さなカメムシの幼虫を発見した。このカメ

ムシと条状傷との関係が疑われたため，次の調査

を行った。

1 )加害種の特定について

このカメムシを捕獲し，道立総合研究機構上川

農業試験場を経由して農業環境技術研究所の中谷

。。
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至伸氏に同定を依頼した。その結果，カスミカメ

ムシ手ヰツヤマルカスミカメ属ツマグロアオカスミ

カメ Apolygusspinolae CMeyer-Dur) である

と同定された。

2 )アスパラガスの条状傷について

幼虫，成虫共にアスパラガス若茎の柔らかい部

分を好み，穂先近辺の鱗片葉聞の茎に口針を差し

込み吸汁する。カスミカメの齢数が進むと鱗片葉

上から下部の茎まで口針が達し，鱗片葉下からの

吸汁と同じ症状が出現する。

吸汁された部位の内部は空洞化し，その後は陥

没する。若齢幼虫に吸汁された場合は症状が軽く，

吸汁直後では外観症状は見えなし、。その後，アス

パラガス茎の伸長とともに，陥没部分の傷が周辺

の薄皮を残した状態で広がり，長い条状の痕にな

るO

カスミカメは場所を変えながら吸汁するため，

1 ~ 2頭の寄生でも多数の条傷ができる。さらに

幼虫の成長にともなって傷部分が大きくなり，被

害量が増加する。

2.被害の再現試験

1 )室内放飼試験

無傷のアスパラガス若茎 2本をビーカーに立て，

ビニール袋をかぶせた中に， 4頭のカスミカメ幼

虫を放飼した。観察中にカメムシが茎に口吻を突

き立てて吸汁するのを確認し，穏の付け根部分に

は 1~2mmの陥没痕を見つけた。

2 )圃場放飼試験

萌芽直前のアスパラガスに， 2リットルのペッ

トボトルの上下を切断したパイプ状の筒をかぶせ

て，上部の口には不織布を貼った。下部の口は外

部からの侵入を避けるため土寄せを行った。この

容器を現地圃場に 3カ所設置した。うち 2カ所は

カスミカメ幼虫を 4~5 頭ずつを放した放飼区と

し， もう 1カ所には放虫せずに対照区とした。各

区とも約24時間毎に観察した。

3日後に 2放飼区とも，平成19年に行った「ア
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スパラガス生理障害・病害虫調査」で観察されて

いた条状傷が確認され，かっ対照区では確認され

なかったことから，この条状傷はカスミカメによ

る被害であると判断された。

写真2 ツマグロアオカスミカメによる被害茎

3.収穫圃場における被害実態

平成20年に収穫最盛期の 6月上・中旬，羽幌町

と遠別町の生産農家10戸で収穫後に規格外とされ

たアスパラガスについて，カスミカメによると見

られる被害を調査した。 l戸当たりの規格外品率

は 5~10%程度であった。

調査の結果，全戸でカスミカメによる被害が見

られた。カスミカメによる被害率は規格外品の平

均39%で，多い農家では66%に達していた。また

規格外品は， sサイズ以下の細いものが主体であっ

fこ。

時期別の調査は行っていないが，カスミカメが

発生する 5月中旬から 6月下旬の収穫終了まで被

A

B
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図 1 収穫時規格外アスパラガスのカスミカメ被害率
(H20.6.4~1l調査:羽幌町 9 戸，遠別町 l 戸)
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筈が出ているため，期間内の被害は甚大になって

いるものと考えられる。なお実際には，被害が著

しい茎は圃場で廃棄されているため，被害量はさ

らに増えると考えられる。

3 )株養成期の被害

8月以降に収穫後の株養成闘場で，新たに萌芽

した若茎に無数のカスミカメが寄生して加害して

いるのが確認された。加害された若茎は生長が止

まり，最終的にはその茎全体が枯死する場合も多

い。枯死する茎は株当り数本から多い時には十数

本になる。翌年度への影響について，根中糖度等

の調査をしたが判然とした結果は見出されなかっ

fこ。

写真3 収穫後養成圏場の被害

3. ツマグロアオカスミカメの生態

平成20-22年にかけて行ったアスパラガス圃場

での観察と，室内飼育で解明された生態について

まとめた。

1 )アスパラガス圃場での観察

アスパラガス圃場で確認された初発日は，平成

20年は 5月16日，平成21年は 5月11日，そして平

成22年は 5月24日であった。アスパラガスが萌芽

して収穫を開始する時期に， 1mm程度のカメム

シ幼虫が見つかった時を初発日とした。 3年間の

観察において初発時に成虫が見つからなかったこ

とと，幼虫世代がほぼそろっていることから，本

穫は卵で越冬して気温の上昇に伴って僻化するも

のと考えられた。

幼虫はアスパラガス茎の地際部と土壌の隙間，

アスパラガスが萌芽する際にできる地表面のひび

割れや前年の切り株の陰に隠れている事が多かっ

た。幼虫は動くものに敏感に反応して物陰に隠れ

る習性があるため，カスミカメの発生に気づくこ

とが難しいものと思われる。

幼虫の齢期が進む 6月上旬にはアスパラガスの

傷口が大きくなって，被害量も多くなる。 6月中

旬から第 1世代成虫が出現し始めると，被害圃場

では一時的にカメムシの姿が見られなくなる。

7月中旬以降，立茎した圃場に卵でお腹が大き

くなった成熟メスが再飛来し，鱗片葉の聞や穂が

聞き始めた若茎に産卵する事が確認された。道立

花・野菜技術センターによる調査では，成虫は飼

育下で約 1ヵ月間，生存することが確認されてい

る。

成虫が再飛来した後，圃場内では幼虫と成虫が

混在して生息している。 9月以降には第 3世代の

幼虫も混在すると考えられるが，確認することは

できなかった。成・幼虫は， 10月中旬以降の積雪

および強い霜が降りるまで圃場で確認されるが，

寒さが強まるとともに死亡するものと推測される。

鱗片葉の間や，折れた校のささくれだった部分

に1-数個ずつ産み付けられた卵で越冬すると考

えられる。 10月上旬まで初齢幼虫が見つかること

から，どの時点で産卵されたものが越冬卵となる

かは分からなかった。

以上の観察から，夏期間の一部を除いて，本種

はアスパラガス圃場において 2回以上の世代を重

ねていることを確認することができた。

2 )雑草地及び周辺作物

アスパラガス圃場周辺の雑草および作物におけ

るカスミカメの生息状況を知るために，捕獲調査

を行った。その結果， 5月の幼虫の発生開始から

6月中旬に成虫が出現するまで，上記した周辺の

調査場所では捕獲されなかった。

成虫が出現し始めてからは，対象圃場から 5m

-34-
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以内にあるスズメノカタビラやスイバの穏で多数

のカスミカメ成虫が捕獲されるとともに，それら

の穂で吸汁しているのが観察された。クローパや

その他の広葉雑草で捕獲されることは稀であった。

また，圃場から 5m以上離れたスズメノカタビラ

では捕獲されなかった。この時期のアスパラガス

圃場は，成虫の隠れ場所が少ないことに加えて留

萌管内特有の強い風により周辺の雑草に吹き寄せ

られたと推測される。

その後スズメノカタビラやスイバが枯れ上がる

と，これらの周辺地で捕獲されることはなくなる。

一方，開花前には確認できなかったヨモギでは，

8月以降の開花時期に多数の成虫の寄生が見られ，

10月中旬まで捕獲された。他の作物では，開花~

結実期のソパで比較的多く確認され， ヒマワリな

どでも散見された。

3 )室内飼育における観察

平成22年に，融雪後のアスパラガス圃場から持

ち出した被害株から見つけた卵を，シャーレに入

れて室温下 (100C程度)で飼育した。

観察開始後 5日目に卵上部に朱色の眼が見え始

め， 8日目で騨化した。その後，ほぼ 1週間ごと

に脱皮を繰り返し，昨化後29日で成虫となった。

現地圃場では 5月中旬に幼虫が初発し，成虫の

出現が 6月中旬であることから，春期にカスミカ

メが成虫になるまでの日数は約30日と推定したこ

とと整合性が認められた。

4 )室内飼育における産卵から僻化までの経緯

平成22年 7月中旬に，アスパラガス圃場に再飛

来したメスを捕獲し，アスパラガスの幼穏を入れ

たビーカー内(室温下20~250C) で闘育し産卵さ

せた。産卵は，鱗片葉の隙聞の他に幼奮でも確認

され，卵は 7日で僻化した。

9月以降，雌成虫を捕獲し飼育したが，餌の腐

敗や採取した雌の性成熟の問題があり，飼育下で

の産卵を確認することができなかった。飼育下で

の性成熟については，池田二三高(1991)がウス
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ミドリメクラガメの産卵に必要な餌として昆虫や

クモなどを与えなかった場合，産卵にまで至らな

かったことを報告している。なお，同時期に圃場

で卵および初齢幼虫の存在を確認している。

11月にアスパラガス圃場で採取した卵を，室温

(15~250C) に置いて観察したが， 2週間以上経

過しでも癖化しなかった。これは11月の時点で既

に休眠卵になっているためと推測された。

5 )生態(生活史)のまとめ

圃場観察と飼育から，現在までに分かったアス

パラガスに寄生するカスミカメの生態(生活史)

を図式化した(図 2)。

時期
5H I 6月 7月 8f1 I 9/J I lOil 

l:j中1l' 1 J: 1中1f[ J:I中1J': J: 1中LEJ上!中LfJ上|中11'

力

実第幼虫 第代世成虫 第世代幼虫2 
ス

カ 亡と>メ

代憎の の
現の出 現の出量

被害状況 収自業被害のE 彼客が増加
養成掠寝聖書 若茎]苦死頁

図2 アスパラガス圃場(露地)における
ツマグロアオカスミカメ生活史

5. アスパラガス圃場の管理とカスミカメ

カスミカメの生態調査では， 8月以降にアスパ

ラガス圃場で増えたカスミカメによって茎部分に

産み付けられた卵が越冬していることから， 8月

から翌春までのアスパラガス圃場の管理状況を調

査した。

1 )薬剤防除

8 月 ~10月上旬にかけて斑点病の防除が数回行

われる。なお， ヨトウムシ等の害虫の発生状況に

応じて殺虫剤が付加される。防除の多くは鉄砲ノ

ズルを用いた動力噴霧器によって行われている。

ヨトウムシの防除には，主に合成ピレスロイド系

剤が使われている。防除後，一次的にカスミカメ

の生息数は減るが次第に密度は回復し，翌年の被

nぺ
U
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害低減にはつながっていないものと考えられる。

2 )アスパラガスの茎葉管理

7月から養成されていた株はそのまま圃場で越

年するが，ハウス半促成栽培では11月に圃場から

外に持ち出す場合もある。

融雪後，圃場内で乾燥したアスパラガスの茎葉

は通路に集められて焼却される。留萌管内では l

戸のみであるが，通路上に集めた茎葉をロータリー

ハローですき込む場合もある。

アスパラガスの株周辺は，春の施肥後にロータリー

ハローで表土が浅く耕起される。茎葉を前年に持ち

出すハウス半促成栽培圃場と，春に茎葉を焼却する

またはすき込む闘場との聞で，カスミカメの発生状

況および被害状況に差は確認されなかった。

6.防除薬剤の検討

カスミカメは敏捷で移動性が高いことと，物陰

に隠れる性質があることから，農薬を散布した場

合に虫体に薬液が付着しないことが懸念されたた

め，室内試験を行った。

1 )室内試験の概要

無防除のアスパラガス若茎を 1処理につき 4本

を用意し，ハンドスプレーで防除薬剤を散布した。

散布後30分ほど陰干しをしてから，不織布でフタ

をしたビーカー内に設置し，カスミカメの幼虫を

数頭ず、つ放飼した。各処理区および無処理区とも

に2反復とした。

2 )供試薬剤

(1) 合成ピレスロイド剤(成分名:ペルメトリン)

2，000倍

(ヨトウムシ， ジュウシホシクビナガハムシ，

アブラムシ類収穫前日までの登録)

(2) ネオニコチノイド剤(成分名:クロチアニジ

ン) 2，000倍

(アブラムシ類， ジュウシホシクビナガハムシ，

ネギアザミウマ 収穫前日までの登録)

-36 

3 ) 試験結果

表 1 防除薬剤に関する室内試験結果

24時間後 48時間後

供試薬剤j
使用 処理前 生存 補正 生存 補正

倍率 頭数(頭) 頭数 死虫率 頭数 死虫'f

CliJD C%) (頭〕 C%) 
合成ピレス

2，000倍 10 9.0 10.0 9.0 3.1 
ロイド剤

ネオニコチ/

イド剤
2，000イ音 14 5.5 60.7 1.0 92.3 

無処理 7 7.0 6.5 

補正死虫本 C%)=C無処環生存虫率一処理区生存虫率)
~無処理生存虫率 x 100 

風乾直後に放飼 2反復の平均値

4)室内試験の考察

カスミカメの体に薬剤が直接触れる処理区を設

けなかったため，試験として限定的ではあるが，

ネオニコチノイド剤区は防除効果が高く，合成ピ

レスロイド剤区では効果がほとんど認められなかっ

fこ。

後日，同じ方法でネオニコチノイド剤のみで，

薬液散布・風乾直後処理区と薬液散布・風乾後 1

日経過および 2日経過した各処理区のアスパラガ

スに，カスミカメ幼虫を放飼する試験を行った。

その結果，風乾直後処理区以外， 1日以上の時間

が経過した処理区では，防除効果は見られなかっ

fこ。

7. 中留萌管内でカスミカメ被害

が増えたことに関する考察

中留萌管内のアスパラガス圃場では被害程度の

違いはあるけれど，どの圃場でもカスミカメの発

生が見られ，かっ被害が増えていることから，そ

の原因等について考察した。

1 )収穫期間にカスミカメは作物の地際部や前年

の切り株に隠れている。また，収穫後の養成株で

は物陰などの隠れ場所が多いことに加えて活動性

が非常に高いことから，アスパラガス圃場で本種

が発生していることの発見を困難にしていると考

えられる。

2 )中留萌管内は風が強い地帯であることから，

従来はカスミカメによる条状傷を風による障害や，
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前年度の切り株による影響であろうと判断されて

きfこ。

3 )防除の対象となる害虫がヨトウムシを主体し

ており，カスミカメを対象とした防除は行われて

こなかった。収穫後の養成株圃場では一般的に鉄

砲ノズ、ノレにより薬剤散布が行われており，繁茂し

たアスバラガスの奥まで薬液が到達し難し、。収穫

時期においても，カスミカメは土塊の下や物陰に

隠れているために薬剤がかからないことと，収穫

最盛期には一日に 2回以上も収穫に入ることなど

の理由で有効な防除は困難となっている。

4)収穫後の養成圃場では，斑点病の防除等を行

う時を除いて圃場に入ることが少なかったため，

8月下旬からカスミカメが圃場内で大量に増殖し

ていることを見つけられなかった。

5 )アスパ ラガス圃場は，餌となる幼芽や幼茎

(寄生部位〉が常にあり，隠れ場所も多い ことか

ら，カスミカメの好適な生息環境となっている。

おわりに

今回の調査及び試験では，具体的な防除対策の

構築にまで至らなかった。さらに，生態調査でも

未知の部分が多く残されていることから，今後の

生態調査の進展および防除技術開発が期待される。
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