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ミヤコカブリダニ放飼条件下におけるイチゴの

土耕栽培および高設栽培でのナミハダニの発生消長

高橋まさみ・桑原克也

要 旨

土耕栽培および高設栽培において、イチゴ主要害虫であるナミハダニ防除としてミヤコカブリダ

ニを放飼した際のナミハダニおよびミヤコカブリダニの発生消長を調査した。ナミハダニ寄生頭数

は、全ての圃場で高設栽培区が土耕栽培区を上回った。栽培期間中の殺ダニ剤散布団数も同様に、

全ての閏場において高設栽培区が土耕栽培区を上回った。高設栽培は土耕栽培よりもナミハダニが

発生しやすいことから、殺夕、ニ剤の散布団数もやや多くなると考えられる。

緒昌

ハダニ類は施設栽培イチゴにおける主要な難防除

害虫であり、被害が問題となっている。世代交代が

早く、薬剤抵抗性が発達しやすいことが知られてお

り札、薬剤感受性低下も各地でで、報告されている lリ)2幻)幻

これに対し、ミヤコカブリダニ (AmblyseiuscaJjf 

ornicus) を利用したハダニ類防除技術が施設栽培

イチゴにおいて開発されている 4)5)ヘミヤコカプリ

ダニは捕食範囲が広く、飢餓耐性が高いため、定着

が容易であり、イチゴにおいて利用しやすい天敵で

ある九しかし、その多くが土耕栽培での利用であ

り、高設栽培における利用についての報告は少ない

ヘまた、高設栽培は土耕栽培と比較してハダニの

発生量が多い傾向にある 9)とされているが、ミヤコ

カブリダニを放飼した場合については不明である。

群馬県では施設栽培イチゴにおけるミヤコカブリダ

ニの利用や、高設栽培が増加している。高設栽培は

観光農園に多いが、観光農園では摘み取り後そのま

ま口にするため、化学農薬の低減が特に求められて

いる。そこで、県内主要産地において士耕栽培およ

び高設栽培圃場でのミヤコカブリダニ放飼下におけ

るハダニ類の発生消長について検討した。

試験方法

富岡地区lカ所および渋川地区2カ所(以下富岡圃

場、渋)IIA圃場、渋)IIB圃場)において、高設栽培区

と土耕栽培区をそれぞれ設けた。作型は促成栽培、

品種は「やよいひめ」を用いた。調査期間は2010年

10月-----2011年4月とした。各圃場とも発生したハダ

ニはナミハダニであった。

1 富岡圃場における発生消長

高設栽培区は連棟ノ¥ウスで専用培士に2条植え、

土耕栽培区は単棟ハウスで平畝2条植であった。両

区とも2010年9月20日-----25日に定植を行った。 11月1

0日にシフルメトフェン水和剤を散布してハダニ密

度を下げたあと、 11月12日にミヤコカブリダニ(商

品名:スパイカルEX)約3000頭/10aを葉上に放飼し

た。栽培期間中にナミハダニが増殖した場合は、ミ

ヤコカブリダニに影響の少ない殺ダニ剤を適宜散布

した。ハウス内3カ所の連続する20株(合計60株)、

l株3複葉について、ナミハダニ雌成虫およびミヤコ

カブリダニ成虫の寄生頭数を2週間毎に調査した。

2 渋)IIA圃場における発生消長

高設栽培区は連棟ハウスでロックウール培地に2

条植え、 8月24日に定植を行った。土耕栽培区は連

棟ハウスで高畝2条植え、 9月18日に定植を行った。

両区とも 11月9日にミヤコカブリダニ(商品名:ス

パイカルEX)約3000頭/10aを葉上に放飼した。ナミ

ノ¥ダニの発生が確認されなかったため、放飼前の殺

ダニ剤散布は行わなかった。栽培期間中にナミハダ

ニが増殖した場合は、ミヤコカブリダニに影響の少

ない殺ダニ剤を適宜散布した。調査は前述の試験l

に準じて行った。
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た。 1月8日にシエノピラフェン水和剤を散布すると、

l月12日にはO.7頭/株までナミハダニは減少し、そ

の後はO.1頭/株以下と低密度で推移した。ミヤコカ

ブリダニは12月27日にO.5頭/株を初確認した後、 l

月12日にO.5頭/株、 1月27日にO.6頭/株が確認され、

その後はO.1頭/株以下で推移した。

土耕栽培区ではミヤコカプリダニ放飼時のナミハ

ダニ寄生頭数はO.2頭/株と非常に少なかった。 11月

下旬に調査区外でナミハダニの発生が確認されたた

め、 12月1日にピフェナゼート水和剤を圃場全面に

散布した。その後徐々にナミハダニ寄生頭数が増加

し、 1月27日には6.1頭/株となった。しかし、ミヤ

コカブリダニがO.3頭/株確認されていたことから殺

ダニ剤散布を見送ったところ、 2月15日にはミヤコ

カブリダニが2.5頭/株まで増加し、ナミハダニは2.

8頭/株まで減少した。その後もナミハダニはO.3頭/

株以下、ミヤコカブリダニは0.4頭/株以下で推移し

た。

渋)IIA圃場における発生消長

渋)IIA圃場のイチゴ葉におけるナミハダニ雌成虫

とミヤコカブリダニ成虫の寄生頭数の推移を図2に
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示した。

高設栽培区におけるミヤコカブリダニ放飼時のナ

ミハダニ寄生頭数はO.1頭/株であった。 12月28日に
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渋)IIB聞場における発生消長

高設栽培区は連棟ハウスでヤシガラ培地に2条植

えで、 10月4日に定植を行った。土耕栽培区は連棟

ハウスで高畝2条植えで、 9月28日に定植を行った。

高設栽培区は12月5日に、土耕栽培区は11月19日に

ミヤコカブリダニ(商品名:スパイカノレEX) 約3000

頭/10aを葉上に放飼した。ナミハダニの発生が確認

されなかったため、放飼前の殺ダニ剤散布は行わな

かった。栽培期間中にナミハダニが増殖した場合は、

ミヤコカブリダニに影響の少ない殺ダニ剤を適宜散

布した。調査は前述の試験lに準じて行った。

富岡圃場における発生消長

富岡圃場のイチゴ葉におけるナミハダニ雌成虫と

ミヤコカブリダニ成虫の寄生頭数の推移を図lに示

した。

高設栽培区におけるミヤコカブリダニ放飼時のナ

ミハダニ寄生頭数は3.3頭/株であった。 11月29日に

5. 5頭/株、 12月10日には11.0頭/株に増加したため、

12月1日にピフェナゼート水和剤を、 12月12日にシ

フルメトフェン水和剤を散布した。しかし、ナミハ

ダニは減少せず、 12月27日に20.8頭/株まで増加し

果結
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調査日

4トナミハダ、ニ ・冊・ミヤコカブリダ、ニ

渋川A園場におけるナミハダニおよび図2図l

ミヤコカブリダニ寄生頭数の推移

注)図中の矢印は薬剤散布を示し、英字は以下の薬剤を示す。

S:ミヤコカブロダニ、 D シフノレメトフェン水和剤、

M ピフェナゼート水和剤、 ST シエノピラフェン水和剤
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ミヤコカブリダニ寄生頭数の推移

注)図中の矢印は薬剤散布を示し、英字は以下の薬剤を示す。

S:ミヤコカブリダニ、 D:シフルメトフェン水和剤、

M:ピフェナゼート水和剤、 ST:シエノピラフェン水和剤
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2. 4頭/株、 1月11日には4.2頭/株に増加したため、 1

月15日にピフェナゼート水和剤を散布した。その後

O. 2頭/株まで減少したが、 2月14日に3.5頭/株、 2月

24日に6.6頭/株まで増加したため、シフノレメトフェ

ン水和剤を散布すると、 3月10日にはO.1頭/株まで

ナミハダ、ニは減少し、その後もO.1頭/株以下と低密

度で推移した。ミヤコカブリダニはl月26日にO.2頭

/株を初確認した後徐々に増加し、 3月10日にO.9頭/

株まで増加した。その後は3月25日にO.3頭/株に減

少し、 0.2頭/株以下で推移した。

士耕栽培区ではミヤコカプリダニ放飼時にナミハ

ダニの寄生は確認されなかった。その後もナミハダ

ニの発生は確認されなかった。ミヤコカブリダニに

ついても栽培終了まで寄生は確認されなかった。

3 渋川B圃場における発生消長

渋川B圃場のイチゴ葉におけるナミハダニ雌成虫

とミヤコカブリダニ成虫の寄生頭数の推移を図3に

示した。

高設栽培区ではミヤコカブリダニ放飼時にナミハ

ダニの寄生は確認されなかった。 12月28日に0.6頭/

株、 1月11日にO.7頭/株に増加したため、 1月20日に

ピフェナゼート水和剤を散布した。調査区外でナミ

ハダニの発生が確認されたため2月22日にシエノピ

ラフェン水和剤を閏場全面に散布したが、調査区で
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図3 渋)I[B圃場におけるナミハダニおよび

ミヤコカブリダニ寄生頭数の推移
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注)図中の矢印は薬剤散布を示し、英字は以下の薬剤を示す。
S:ミヤコカブリダニ、 M:ビフェナゼー卜水和剤、
ST:シエノピラフェン水和剤

はO.0頭/株で推移した。ミヤコカブリダニはl月11

日にO.1頭/株が初確認され、その後もO.1頭/株以下

で推移した。

士耕栽培区でもミヤコカプリダニ放飼時にナミハ

ダニの寄生は確認されなかった。その後、調査区外

でナミハダニの発生が確認されたため、 2月22日に

シエノピラフェン水和剤を閏場全面に散布したが、

調査区では寄生は確認されなかった。ミヤコカブリ

ダニは12月28日に0.1頭/株以下であるが寄生が初確

認され、その後もO.1頭/株以下で推移した。

考 察

土耕栽培区においては、ナミハダニの各圃場の最

高密度が富岡圃場で6.1頭/株、渋)IIA閏場、渋川IB圃

場ではO.0頭/株であったのに対し、高設栽培区では

富岡闘場で20.8頭/株、渋)IIA圃場で6.6頭/株、渋川

B圃場ではO.7頭/株と、全ての圃場において高設栽

培区のナミハダニ密度が士耕栽培区を上回った。渋

)IIA圃場および渋)IIB圃場の土耕栽培区では、ナミハ

ダニの寄生が確認されなかったが、渋)IIB圃場にお

いてはミヤコカブリダニの寄生が確認されている。

他の圃場や、県内土耕栽培における過去の試験事例

10)を見ると、ナミハダニが増殖すると、後を追うよ

うにミヤコカブリダニが増殖し、ナミハダニを低密

度に抑制している。このことから、ミヤコカプリダ

ニによってナミハダニの増殖が抑えられていたため

に確認されなかったと考えられる。

殺ダ、ニ剤の散布回数も土耕栽培区では富岡圃場で

2回、渋)IIA圃場および渋)IIB圃場でl回であったのに

対し、高設栽培区では富岡圃場で4回、渋)IIA圃場で

3回、渋)IIB圃場で2回と、全ての閏場において高設

栽培区の散布団数が土耕栽培区を上回った。

施設栽培イチゴにおいて、ミヤコカブリダニによ

る密度抑制効果が確認されるまで5"-'6週間を要する

ことが確認されておりぺその期間にナミハダニの

発生が確認された場合や、それ以降でもナミハダニ

の密度が高くなった場合は選択性殺ダニ剤を散布

し、ナミハダニの密度を下げる必要がある。高設栽

培においては士耕栽培よりもナミハダニが増殖しや

すいため、殺ダニ剤の散布団数はやや多くなると考

えられる。富岡圃場では高設栽培を始めたばかりで

高設栽培での薬剤散布に慣れておらず、散布ムラが

あったために初期のナミハダニ防除がうまくいか

ず、散布団数が多くなった。このように、高設栽培

-15-
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は土耕栽培と病害虫の発生や管理方法が若干異なる

ため、特に注意が必要である。しかし、ミヤコカブ

リダニを定着させることができれば、富岡圃場や渋

)118圃場のように、栽培後期は殺ダニ剤を散布する

ことなく栽培できる可能性がある。

イチゴ栽培においてはナミハダニの他にもアザミ

ウマ類などの難防除害虫が問題となっている。今後

は天敵製剤や各種環境保全型技術を利用した、複数

害虫の総合的防除技術の確立を目指したい。
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Occurrence of Spider Mites in Strawberry Grown in Soil Culture 

and High-set Culture with Amhlyseius californicus 

Masami TAKAHASHI and Katsuya KUWABARA 

Summary 

We investigated the occu汀 enceof spider mites， which are a major pest of strawberry， and of Amblyseius californicus 

released to control the spider mites， in soil culture and high-set culture.百lespider mite population and the number of 

acaricide sprays were greater in high-set culture than in the field. It appears that high-set culture increases the 

occuηence of spider mites and the number of acaricide sprays. 
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