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サツマイモトビハムシ (C加etocnemαconfinisCrotch)の生態と防除

l.サツマイモトビハムシ幼虫によるサツマイモ塊根の被害

林川修二1)・縁崎 研!)*福田 健!)・水島 真一2)糾・山下 進2)制

(1)鹿児島県農業開発総合センタ 一大隅支場・ 21鹿児島県熊毛支庁)

Biology and management of the sweetpotato flea beetle (Chαetocnemαconβnis 

Crotch). 1. Sweetpotato tuberous root damege caused by sweetpotato flea beetle 

larvae. Shuji Hayashikawal)， Ken Takesaki11*， Takeshi Fukuda11， Shinich Mizushima21帥，

Susumu Yamashita21
問

(l)KagoshimaPrefectural Institute for Agricultural Development. Osumi 

Branch， Kanoya， Kagoshima 893-1601. Japan. 2)Kagoshima Prefectural Kumage Branch Office 

Nishinoomote， Kagoshima 891-3192， J apan) 

鹿児島県種子島では「安納イモJの知名度が高まったことで，青果用サツマイモの栽培が急激

に増加してきている。その中で収穫した塊根の表皮に原因不明の細い線状の被害が確認されたた

め，201O~2012年に実態調査および、再現試験を行った。 島内のサツマイモほ場では葉を筋状に加

害する小型のトピハムシ類成虫が多数発生しており，これはサツマイモトビ、ハムシと同定された。

そこで，島内ほ場から採集した成虫を人工的にサツマイモ株に放飼したところ，I佐内には多数の

幼虫が生育しており ，塊根への加害も確認された。さらに，収穫物を調査したところ塊根表皮に

現地と同様の被害が認められた。以上のことから，種子島のサツマイモ青果における表皮異常の

主因は，本種幼虫の食害によるものと判明した。また，被害は塊根の外側から食害されたタイプ，

表皮内部をi替孔食害されたタイプがあることが確認された。加えて，細根に頭部を貫入させてい

る幼虫も観察され，塊根表皮の小孔被害の関与も推察された。

Key words : convolvulus， feeding trace， soil insect pest， Tanegashima island 

緒 自

鹿児島県種子島においてサツマイモはサトウキピと

の輪作体系が可能な土地利用型基幹作物として重要で、

あり，これまででん粉原料用サツマイモが栽培の中心

であった。近年，島内産の青果用サツマイモが一般に

「安納イモ」として全国的に知られるようになると，1安

納こがねJ，1安納紅」等の青果用サツマイモの栽培面

事 現在 鹿児島県農業開発総合センタ 一大島支場

日 現在鹿児島県南薩地域振興局
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Kagoshima 897-0031. J apan 
彬*.Present address : Kagoshima Prefectural Hokusatsu 
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積は2001年が38haであったのに対して2010年は約

600haと急激に増加している。さらに需要を高めるた

め，生産者および関係機関は一体となって商品性の維

持，向上対策に取り組んできたが，土壌害虫であるコ

ガネムシ類，ハリガネムシ類およびヒョウタンゾウム

シ類幼虫の塊根表皮への食害による商品性の低下が最

第 1図 種子島で発生したサツマイモ塊根表皮の細い

線状の被害.



九州病 害 虫研究 会報 第59巻 73 

第2図 サツマイモトピハムシ成虫と幼虫.図中のスケールは 1mm

大の問題点であった。これらの食害痕にはそれぞれ特

徴があり(林川.2010). 概ね加害害虫を推定できる

ことから，その対策が取られてきた。ところが2009年，

これらとは明らかに様相の異なる塊根表皮に発生した

細い線状の被害(第1図)の診断依頼があった。同様

の被害は県内各地で時折，発生していたが，原因不明

のままであった。そこで. 2010年~2012年に原因解明

のための調査と被害再現実験を行い，本被害にサツマ

イモトピハムシ (ChαetocnemαconfinisCrotch.別称

サツマイモヒサゴ トピハムシ，第2図)が関与するこ

とを明らかにしたので報告する。

報告に先立ち，本種の同定をして頂いた Eアシス

トの今坂正一氏，現地調査でご協力頂いた，鹿児島県

農業開発総合センター熊毛支場の上野敬一郎室長，大

内田真主任研究員および、島内関係者の皆様，ま た調査

の御協力と術l助言等を賜ったシンジ‘エンタジャパン株

式会社の瀬戸口修技術顧問，サンケイ化学株式会社の

牟田辰朗技術顧問に深く謝意を表する。

材料 および方法

1.現地サツマイモほ場畦内の生息虫の採集

中種子町野間のサツマイモほ場において2010年8月

31 日 ~9 月 1 日に葉上および|庄内を掘り崩して生息虫

を採集した。なお，コガネムシ類など既知の害虫は採

集対象から除外した。この調査で採集した体長 4mm

程度，乳白色で細長い未知の幼虫(第2図) 2頭を小

型プラスチックシャーレ (直径 6cm)に個別に入れ，

直径が2cm程度の細いサツマイモ塊根を厚さ約 1cm

に輪切りにして給餌した。これを25
0Cに設定したイン

キュベータ内に31日間保管した後，シャーレ内の塊根

片に対する食害を観察した。採集および飼育して得た

成虫は専門家に同定を依頼した。

2.サツマイモ塊根被害の再現

2011年8月24日に西之表市現和からサツマイモ葉上

に多く生息する小型の トピハムシ類成虫を採集した。

8月26日に鹿屋市串良町細山田 (鹿児島県農業開発総

合センタ一大隅支場)のサツマイモほ場において連続

した3株分の茎築を不織布で トンネル状に覆い，その

中に採集虫100~200頭を放飼した試験区と無放飼の試

験区を各々 3つ準備した。供試品種は 「シロユタカ」

で2011年 5月に黒色ポリマルチで被覆 した畦に35cm

間隔で定植した。2011年10月7日に放飼区の 1区.11

月9日に放飼区の残り 2区と無放飼区の 3区を掘り取

り，塊根に対する被害の様子を調査した。なお，種子

島の現地では裸地栽培が多いことから， 不織布で被覆

する前に放飼する 3株分のマルチは部分的に除去した。

また放飼前のほ場では本種成虫および葉への食害は

認められなかった。

3.サツマイモトビ.ハムシの産卵場所と幼虫のサツ

マイモ栽培画室内の分布

2012年8月22日に中種子町納官からサツマイモ葉上

に多数生息するサツマイモ トピハムシ成虫を採集し，
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8月24日に鹿屋市のサツマイモほ場においてマルチを

除去した 1株分の茎葉を不織布で覆い，その中に採集

虫700頭を放飼した。供試品種は「シロユタカ」で

2012年5月に定植した。放飼12日後の 9月5日に株を

中心として50cmI隔の陛半面について概ね10cmx 

lOcmの析状に畦上面から畦裾まで，畦表面から約

2cmの深さごとに土を採取しそこに生息する虫を

プラスチックシャ ーレ (直径 9cm)内に収容後，実

体顕微鏡下でトピハムシの生息数を生育ステージ別に

調査した。なお，放飼時に放飼株には成虫による葉の

食害が認められていた。また，塊根は畦中央付近の地

表から下層付近に分布していたため，塊根に沿って地

表より下層の土も一部採土した。

全土 日ヨ

市ロ フ'"
樫

1. 現地サツマイモほ場の生息虫

種子島では島内全域のサツマイモほ場において葉上

に多数の小型のトピハムシ類成虫が発生し，葉がスジ

状に食害され(第 3図).甚だしい被害を受けた葉は

褐変した状況であった。本種を採集し今坂正一氏に

同定を依頼した結果，サツマイモトピハムシであるこ

とが確認された。なお，和名の記載は農林有害動物 ・

見虫名鑑(日本応用動物見虫学会. 2006)の記載に準

じた。一方，採集幼虫へ給餌 したサツマイモ塊根片に

第3図 サツマイモトピハムシ成虫による葉の被害.

第4図 サツマイモトピハムシによるサツマイモ塊根表

皮の被害.①表皮を外側から食害された細い線状タイプ，

②表皮内部を潜孔食害された絵描き状タイプ， ①頭部貫

入により食害されたと思われる小孔被害.矢印が食害痕.
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対する食害の機子を観察すると，塊根片表皮および切

片周囲に食害が認められ，これは現地で問題としてい

る収穫塊根に残る被害に酷似していた。

2. サツマイモ塊根被害の再現

現地のサツマイモ茎葉上で得られ，サツマイモトピ

ハムシと同定された成虫を放飼したサツマイモ株では

3試験区とも種子島での被害と同様の被害を再現でき，

上記 1の結果と同様に，この被害が本種幼虫による食

害痕であることが確25された。 1 試験区当たり 17~ 19

個の塊根を調査した結果， 被害イモ率は53~63% と

高率であった。また，被害を詳細に観察すると，①表

皮を外側カ益ら食害された細い線状タイプ， ②表皮内部

が潜孔食害された絵描き状タイプが認められた(第4

図)。②の場合 ，食害を受けてから日数が経過したも
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卵，鮮化直後の幼虫 幼虫

第5図 サツマイモトピハムシ成虫を放飼したサツマイ

モ株の畦内における卵および幼虫分布.図は放飼12日後

の11庄の断面図であり. I珪半分を採土して調査し.0内の

数字は生息虫数を示す.なお，放飼時点で放飼株には既

に成虫の発生が認められた.

第6図 サツマイモ細根に頭部を貫入させている幼虫.

細根の太さは0.5mm程度.楕円内が幼虫
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のは，表皮が裂けて講状に食害痕が露出した状態にな

るが，表皮が残っている点で①の食害痕とは異なった。

また，表皮内の孔道から幼虫が確認出来た事例は極め

て希であった。なお，無放飼の株は全ての塊根におい

て食害が認められなかった。

3 サツマイモトビハムシの産卵場所と幼虫のサツ

マイモ栽培畦内の分布

本種成虫の放飼株の畦内における生育ステージ別の

分布を第5図に示した。卵および癖化直後の幼虫は株

元を中心として地中 4cm以内の浅い部分に分布した。

一方，より発育の進んだ齢の幼虫は畦内のほぼ全体に

分布した。採土部分には細根が分布しており ，幼虫は

土壌中から採集され， 細根に頭部を貫入している個体

も確認された (第 6図)。なお，これらの幼虫は実体

顕微鏡下での形態の観察によりサツマイモトピハムシ

と考えられた。

考 察

種子島ではトビ、ハムシ類成虫によるサツマイモ茎葉

の被害が1989年に多発生し問題となったが，加害極は

テンサイトピハムシ (c.concinnαMarshall)として

報告された(田中ら.1990)。後にこの同定を行った

木元新作氏により ，南西諸島の個体群はテンサイトピ

ハムシからサツマイモトピハムシに訂正された (小波，

2010)。このことから，種子島の個体も同様にサツマ

イモトピハムシと考え られ，約20年前から本種成虫の

発生が多く， 幼虫による被害は潜在していたものと推

測された。これまで本種による被害が顕在化しなかっ

た要因としては. 1)島内でのサツマイモ栽培はでん

粉原料用が中心であったことから，コガネムシ類の被

害を含め塊根表皮の外観が出荷規格で問題とならな

かったため，被害が見過ごされたこと.2)コガネム

シ類などの食害により目立たなかったこと. 3)老齢

幼虫でも 4mm程度と微小であり ，収穫|時などに発生

を肉眼で捕らえることが極めて困難であったことが考

えられる。

本種成虫は体長が1.4~ 1.8mm 程度と微小で、あるが，

体色は黒色から暗青銅色で光沢があるため，葉上での

発生は分かりやすく，葉の食害は頻繁に観察されてい

る。

一方，本種幼虫の食害は塊根表皮の記録があるのみ

で (小漬. 2010).詳細は不明であった。ところが，

海外では前述した②のような塊根表皮を残し食入する

被害についての記載があったが (Schalket al.. 1991). 

今回の調査で本種幼虫は塊根表皮を外側，内側の両方
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から食害することが確認された。また，幼虫は塊根内

より土壌中から発見される頻度が高いことから，食入

した場合でもその後に脱出すること，また，食害痕長

は長短の差が激しいことから食入期間は不規別である

ことが推察された。これらの食害痕は既知の土壌害虫

のものとは明らかに異なることから，本種による被害

の判別は容易である。また，被害イモの中には本種幼

虫の線状の食害痕の近くに第4図の③のような多数の

小孔の被害が認められる場合もあった。幼虫は畦全体

に分布していても塊根への食害が認められず，細根の

加害のみが観察された事例もあった。これは，ウリハ

ムシ等のハムシ類幼虫ではふ化後暫くは細根を摂食す

ることが知られており(山下， 2006)，本種もこれに

類する加害生態を有するためと考えられた。これらの

ことから，癖化した幼虫は細根を摂食して生育した後

に，塊根も摂食するようになると推測される。ただし

塊根の摂食が十分できず，摂食をやめた場合に小孔と

なり，異なるタイプの食害痕を発生させると考えられ

た。

本種成虫はサツマイモほ場では夏期に多く見られ，

生育初期に発生が多い場合は葉の食害により生育が阻

害されるが，生育期になるとチョウ目害虫の食害と比

べて実害が小さいことから防除対象として重要視され

てこなかった。しかし本種幼虫による塊根への甚大

な被害が明らかになったことから，今後は本種に対す

る防除技術の確立が急務である。このため，本種成幼

虫のサツマイモほ場における発生消長および幼虫の加

害時期などを明らかにしコガネムシ類など他の土壌

害虫との同時防除を考慮した効率的な防除法を見いだ

していきたい。
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