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施設キュウリにおけるジノテフラン水溶剤の苗への瀧注処理と

スワルスキーカブリダニの利用によるタバコ口ナジラミの防除

－桑原克告＊・高橋まさみ

饗 皆

施設キュウリにおいて、ジノテフラン水溶剤のキュウリ苗への濯注処理による定植後のタバココナジラミ

に対する防除効果を調査した。ジノテフラン水溶剤の瀧住処理は、定植後から約 1ヶ月にわたりタバココナ

ジラミ老齢幼虫の密度を効果的に拘耕した。また、タバココナジラミ成虫に対する窮度抑制の可能性も認め

られた。さらに、ジノテフラン水溶剤の濯注処理とスワノレスキーカブジダニの放飼を併用することで、タバ

ココナジラミ老齢幼虫の密度を約 1ヶ月半の間効果的に抑制した。

緒言

群馬県の雄設キュウリにおいて、タバココナジラ

ミ （Bemisia tabaci (Gennadius））により媒介され

るキュウジ退縁葉化病 1）の被害が発生し、問題とな

っている。本病に感染すると葉が黄化することによ

る革勢の低下、さらには生育不設により収量が減少

し、特に感染時期が王手いほど被害が大きい額向が認

められるため 2）、定植時からのタバココナジラミの

防除が重要である。木県では、定植特におけるタバ

ココナジラミの対策として、ジノテフラン粒剤等の

ネオニコチノイド系粒荊を植穴処理する方法が普及

しているが、植穴ごとに所定量を処理するため作業

が煩雑であることからより省力的な処理法が求めら

れている。現在、トマトでは定捕時に育商土に対し

てジノテフラン水溶剤を濯注処理する方法がコナジ

ラミ類に適用されており、この方法は粒剤の横穴処

パココナジラミに対する防除効果4 0や、キュウリ退

縁黄化病軽減効果 5) iJ~確認されており、本県におい

ても利用が急速に拡大している。これまでに、増井

ら時）は施設メロンでジノテフラン粒荊を定植持に植

穴処理し、定植直後にスワノレスキーを放翻しでもそ

の定着に影響がみられなかったことから、ジノテフ

ラン粒剤の定樺時処理とスワノレスキーの併用は可能

であるとしている。

しかし、現在までに、ジノテフラン水溶剤の潜注

処理とスワノレスキー放飼を許吊したタバココナジラ

ミの防除鶏泉：に関する知見はない。

そこで、擁設キュウリにおいて、ジノテフラン水

液剤の濯詮処理によるタバココナジラミに対する防

除効果を検討した。さらに、ジノテフラン水溶剤の

濯在処理とスワノレスキー放鯛の併用によるタバココ

ナジラミの訪除効果についても検討したので、併せ

て報告する。

理よりも簡便であるため省力的な利用法として普及 試験方法

することが期待できる。また、濯注することにより

根部への薬剤成分の到達が粒剤の植穴処理よりも速 試験 1 ジノテフラン水溶剤の苗への濯注処理によ

いと考えられ、定植後の早い段階からタバココナジ

ラミに対する効果発現が見込まれる。

一方、スワノレスキーカブリダニ（Amblyseius 

swirskh Athias-Henriot) （以下、スワノレスキー）

はコナジラミ類、アザミウマ類等を捕食して同時防

除できる有用な天敵で：；）、施設キュウリにおいてタ

群馬県農政部技術支援課

本報告の一部は第58四日本応照動物昆虫学会大会で発

した。

るタバココナジラミに対する防除効果

試験は、群馬県農業技術センター内パイプハウス

(80 ni ＝間口 4.5m×奥行 18m、領lj窓関口部に自

合い 1.0附防虫ネットを展張）で実施した。ガラス

説室内において、 2012年 7月 3113にキュウリ（

議：エクセレント節成 2号）を播種し、 8日後の苔

を自合い 0.4 mm防虫ネットで被覆したトンネノレ内

に静援した。そのトンネル内に、所内の施設キュウ

リ関場より採取したタバココナジラミ成虫約 800
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後（9月 4日）、 13日後（9月 10日）、 22日後（9月 19

日）、 29日後（9月 26日）、 37日後（10月 4日）、 44

日後（10月 11日）に、全株について各株 4葉（1区

あたり計 32葉）におけるスワノレスキー成幼虫数と、

タバココナジラミ老齢（4齢）幼虫数および成虫数

を計数し、 l葉あたりの生息数を算出した。なお、

本試験では、タバココナジラミ成虫は自然発生に任

せた。

また、定植 37日後（10月 4日）の調査時に各試験

区のキュウリにアブラムシ類の発生が確認されたた

め、調査後にすべての試験区にスワノレスキーに影響

の小さいピメトロジン水和剤 3,000倍液 3）を散布

した。

果結

試験 1 ジノテフラン水溶剤の苗への濯注処理によ

るタバココナジラミに対する防除効果

各試験区におけるタバココナジラミ老齢幼虫およ

び成虫の寄生数の推移を図 1に示した。

タバココナジラミ老齢幼虫の害生数は、定植 7日

後ではいずれの試験区においても l葉あたり O～

1. 1頭と低かった。しかし、無処理区では定植 14日

後に 1葉あたり 24.5頭と増加し、 21日後で 19.9頭、

28日後には 24.3頭と高い密度で推移したのに対し、

濯注処理区は定植 14日後に I葉あたり 0.4頭、 21

日後に 0.1頭、 28日後に 1.0頭と無処理区と比べ有

意に低く、粒剤処理区の 1葉あたり 0.2～ 2.2頭と

ほぼ同等に推移した。

を放飼して寄生させた後、 8月 17 日にハウスにて

定植した。試験区は、ジノテフラン水溶剤 200倍希

釈液を定植直前のキュウリ苗（36穴連結ポット、 l

穴あたり容量約 70ml）に lポットあたり 20ml濯注

処理した濯注処理区、ジノテフラン粒剤を定植時に

I株あたり l g植穴土壌混和処理した粒剤処理区、

および無処理区の 3区を設け、 1区の規模を 4 ni 
（畝幅 lm×畝長 4 m）、 8株として、それぞれ3

反復で試験した。調査は、定植 7日後（8月 24日）、 14

日後（8月 31日）、 21日後（9月 7日）、 28日後（9月 14

日）に、全株について各株 4葉（1区あたり計 32葉）

におけるタバココナジラミ老齢（4齢）幼虫数およ

び成虫数を計数し、 l葉あたりの寄生数を算出した。

試験 2 ジノテフラン水溶剤の苗への湛注処理およ

びスワノレスキーカブリ ダPニ放飼によるタバココナジ

ラミに対する防除効果

試験は、群馬県農業技術センター内パイプハウス

(80 ni＝間口 4.5m×奥行 18m、側窓開口部に目

合い 1.0剛防虫ネ ットを展張）で実施した。2013年

8月 28日にキュウリ（品種：ちなっ）を定植した。

試験区は、ジノテフラン水溶剤 200倍希釈液を定植

前日のキュウリ苗（36穴連結ポット、 l穴あたり容

量約 70ml）に lポットあたり 20ml濯注処理した濯

注処理区、同様の濯注処理および処理 13 日後（定

植 12 日後）にスワノレスキーのボトル製剤u（商品名

：スワルスキー）を 10aあたり 50,000頭の割合で

全株の生長点付近に振りかけて放飼した濯注処理＋

スワルスキー放飼区、および無処理区の 3区を設け、

l区の規模を 4ni （畝幅 lm×畝長 4m）、 8株とし

て、それぞれ 3反復で試験した。調査は、定植 7日
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図 l 各試験区のキュウリ葉におけるタバココナジラミ寄生数の推移

注）異なる英小字聞には同日の区間の寄生密度に Tukey-Kramer法により有意差があることを示す （pく0.05）。

また、垂線は標準誤差（n=3）を示す。
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スワルスキーの生息数は、放飼 9日後は I葉あた

り4.5頭であったが徐々に増加し、 31日後には 6.6 

頭となった。

タバココナジラミ老齢幼虫の寄生数は、定植 13

日後まではいずれの試験区においても 1葉あたり 0

～ 0.3頭と低かった。 しかし、無処理区は定植 22

日後に 1葉あたり 2.3頭、 29日後に 10.7頭、 37日

後で 41.2頭と急激に増加したのに対し、濯注処理

区では定植 22日後に 1葉あたり 0.1頭、 29日後に

0.5頭、 37 日後で 12.4頭と増加が認められたもの

の無処理区と比べ有意に低く推移した。一方、濯注

処理＋スワノレスキー放飼区では試験期間中において

l葉あたり 0頭とまったく寄生が認められなかった。

なお、ピメトロジン水和剤散布後の定植 44日後の

調査では、すべての試験区で密度の低下が確認され

た。

タバココナジラミ成虫の寄生数は、定植 37

吉津他：施設キュウリにおけるジノテフラン水溶剤の苗への濯注処理とスワルスキーカブリダニの利用による
タバココナジラミの防除

タバココナジラミ成虫の寄生数は、無処理区にお

いて定植 7日後には l葉あたり 8.6頭、 14日後で

17.4頭、 21日後で 36.7頭、 28日後で 46.3頭と急

激に増加した。一方、濯注処理区では定植 7日後で l

葉あたり 0.8頭、 14日後で 1.9頭、 21 日後で 4.9 

頭、 28日後で 8.4頭と増加したが、すべての調査日

で無処理区と比べ有意に低く 、粒剤処理区の 1葉あ

たり 1.3～ 10.5頭とほぼ同等に推移した。

なお、本濯注処理によるキュウリへの薬害は認め

られなかった。

試験 2 ジノテフラン水溶剤の苗への濯注処理お

よびスワノレスキーカブリダニ放飼によるタバココナ

ジラミに対する防除効果

濯注処理＋スワノレスキー放飼区におけるスワノレス

キーの生息数の推移を図 2に、各試験区におけるタ

バココナジラミ老齢幼虫および成虫の寄生数の推移

を図 3に示した。 日後
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図 2 濯注処理＋スワノレスキー放飼区のキュウリ葉におけるスワノレスキーカブリダニ生息数の推移

注）実線矢印はスワノレスキーカブリ ダニ放飼、垂線は標準誤差（n=3）を示す。
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図 3 各試験区のキュウリ葉におけるタバココナジラミ寄生数の推移

注）異なる英小字聞には同日の区間の寄生密度に Tukey-Krarner法により有意差があることを示す （pく0.05）。
点線矢印は殺虫剤（ピメトロジン水和剤 3,000倍液）散布、垂線は標準誤差（n=3）を示す。
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までいずれの試験区においても、 1葉あたり 0.7～ 

8. 1頭でほぼ同等に推移した。しかし、定植 44日後

においては無処理症で l葉あたり 30.6頭、濯住処

理区で 20.1鎮で、あったのに対し、濯注処理＋スワ

ノレスキー放餌軍では 6.7頭と他試験区と比べ有意に

低かった。

考察

タバココナジラミが模介するキュウリ退綾黄化病

は、発病時期が阜いほど下位の葉から黄化が始まる

ため、黄化葉の割合が高くなり被害も大きくなる傾

向があることから、定様時の粒剤処確により本虫を

防除することの重要性が挙げられているヘ

試験 1の結果から、ジノテフラン水溶剤の濯注処

理は、定植から約 1ヶ月にわたりタバココナジラミ

老齢幼虫および成虫に対して防除効果が認められ、

ジノテフラン粒剤の定植時植穴処理とほぼ向等の効

巣であった。作業面からみると、粒剤処理詰定植時

に植穴ごとに所定量処理するため多くの時間と労力

を要するのに対し、 j護控処理は定植前のキュウリ苔

を集約して処理することができ時間と労力を節約で

きる。このため、横行の粒剤処理と比べて、濯注処

理は簡便で省力的な姓理方法と考えられる。

試験2においても、ジノテフラン水溶剤の濯注処

理は定績から約 1ヶ月にわたりタバココナジラミ老

齢幼虫を効果的に抑制することが認、められた。しか

し、定植 37 日後において老齢幼虫の急激な増加が

認められたことから、議注処理の持続効果は約 1ヶ

月程度であると推察された。さらに、襟注処理だけ

でなくスワノレスキーを放館することにより、タバコ

コナジラミ老齢幼虫告と定植から約 1ヶ月半にわたり

極めて低密度に抑制できることが認められた。スワ

ルスキーはタバココナジラミの卵と l、2齢幼虫を

捕食する 7）が、本試験ではスワルスキーの良女子な定

着が認められたため、それらを有効に檎食したと

えられる。定植 44日後において、タバココナジラ

ミ老齢幼虫の密度が急減したが、これはアブラムシ

防除のため散布したピメトロジン水和剤がキュウリ

のコナジラミ類に農薬登録があることからタバココ

ナジラミに対して効果を示したためと推察される。

1ではタバココナジラミ成虫の密度は濃注処

理症が無処理区と比べ有意に抑制されたが、試験2

では定楠 37 日後までにおいて問等に推移

は認められなかった。この婆閣として、試験 1では、

定植前のキュウリ誌にタバココナジラミ成虫を

放Eなしたのに対し、試験2では自然発生条件で、あっ

ことや、両試験で施設外からのタバココナジラミ

成虫の霞入量が異なったことなどが考えられるが、

原田詰不明で、ある。しかし、本試験のように単練施

設内に各試験区を設けた場合には、タバココナジラ

ミ成虫は飛邦するため試験IK間を移動しやすく、成

虫に対する効果が不明瞭となりやすし あるも

のの、潜注処理十スワノレスキー放飼症では定植 44

日後においてタバココナジラミ成虫の密度を有意に

抑制していた。これは、濃詮処理÷スワノレスキー放

鍋底でタバココナジラミ老齢幼虫の寄生が認められ

なかったことから、区内において~~化成虫がほぼ抑

制されたためと推察される。結果として、瀧注処理

と併せてスワルスキーを放飼することで成虫の密度

も効果的に抑制できる可能性が示唆された。

以上のことから、ジノテフラン水溶剤の瀧住処理

はタバココナジラミに対する防除効果が粒剤の横穴

処理とほぼ同等であるが、粒弗jの植穴処理よりも処

理が簡便であるため省力的な利用法として今後普及

することが期待できる。さらに、濯、注処理にスワル

スキー放飼を併用することで、より長期にわたりタ

バココナジラミを防除することが可能となる。しか

しながら、現時点でジノテフラン水溶剤の濯注処理

はキュウリのタバココナジラミに対して議録試験中

であり、早急に農薬登録されることが望まれる。

また、本試験はハウス領lj窓関口部に自合い 1.0 mm 

防虫ネットを展張して実施したが、タバココナジラ

ミ成虫に対しては目合い 0.4mm以下の防虫ネットの

展張が侵入抑制効果が高いことが知られてし、る討）ヘ

スワノレスキーはタバココナジラミ成虫を補金しない

ため＼より効果的なタバココナジラミ密度抑制の

ためには割合い 0.4mm以下の防虫ネット展張も併用

する必要がある。
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Control of Bemisia tabaci (Gen担adius）おyDinotefuran and Release of 

the Predatory ；悶iteAmblyseius swirskii Athias圃詰enrioton Cucumber 

Greenhouse 

日itoshiYOSHIZA w人 KatsuyaKuw ABARA and Masami TAKAHASHI 

Summary 

The application of a water・solutionof dinote伽加 tocucumber seedlings effectively controlled the population density of 

Bemisia tabaci (Gennadius) larvae for about a month from planting, and adequately controlled that of B. tabaci adults. 

The release of Amblyseius swirskii in addition to dinotefuran controllεd the population density of the larvae more 

effectively than dinotefuran alone for about a month and a half. 
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