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Damage Caused by the Foxglove Aphid， Aulacorthum solani (Hemiptera: Aphididae)， to Sweet Pepper Cultivated 
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Abstract: Damage by the foxglove叩hid，Aulacorthum solani (Kaltenbach)， to sweet pepper leaves and fruit was 
investigated under laboratory and field conditions. A. solani caused yellowing of young and mature leaves， deforma-
tion (twisting and curling) of young leaves， and nec附 icspots on fruit. Such damage occurred at 2 days on fruit and 6 

days on leaves after the release of A. solani at first to second nymphal stage on sweet pepper plants， irrespective of the 
aphid density. In greenhouses with forcing culture， A. solani occurred irregularly. The percentage of damaged plants at 
the first occurrence ranged from 0.6% to 6.0%. The distribution of damaged plants suggested that the occu町enceof A 
solani was due to invasion through roofventilators. 
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緒 王室F
t=I 

ジャガイモヒゲナガアブラムシ Aulacorthumsolani 

(Kaltenbach)は，世界に広く分布する広食性の農業害虫

で (Blackmanand Eastop， 2000;日本応用動物見虫学会，

2006) ，我が国では，ジャガイモおよびダイズ等の害虫と

して多くの報告がある(梶野， 1976;本多ら， 1990; Nakata， 

1995;佐藤ら， 2002). また，本種は作物への直接加害の

みならず，ダイズわい化病の病原ウイルスであるダイズわ

p{~ ウイ Jレス soybean dwarf virusをはじめとしたウイ Jレス

媒介虫としても知られる重要害虫であり，例えば，東北地

域(本多ら， 1990)および北海道(玉田， 1975)での発生に

係る研究報告がある.促成栽培の施設ピーマンにおける本

種の発生については，これまでにも報告されているが(長

* E-mail: kakimoto-kazuki@pref.kagoshima.lg.jp 
T現在鹿児島県農政部

坂ら， 2010)，鹿児島県では 2009年頃からスワルスキーカ

ブリダニAmblyseiusswirskii Athias-Hemiotを中心とした総

合的病害虫管理 (IntegratedPest Management ;以下， IPMと

略)の普及拡大に比例して，ジャガイモヒゲナガアブラム

シの被害に係る生産現場からの情報が多く寄せられるよう

になった.カナダ，イギリスおよびスペイン等では，本種

は施設栽培のトウガラシ類や花き類等における重要害虫

として報告されている (Sanchezet al.， 2007; Jandricic et al.， 

2014)が，我が国のピーマンにおける被害発現およびほ場

での被害様相について詳しく調べた報告はない.

施設栽培ピーマンは，我が国において IPMの普及が進

む代表的な品目となっている(全国農業改良普及職員協議

会， 2013). このため， ピーマンにおけるジャガイモヒゲ

ナガアブラムシの発生およびその被害を抑制する技術開発

↑↑Present address: Kagoshima Prefectural Agriculture Department， 10ー1Kamoikeshinmachi， Kagoshima 890--8577， Japan. 
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は， ピーマンの生産安定のみならず，今後の IPMの技術

的発展および普及推進において重要な課題である. しか

し，ピーマンにおける本種の寄生および被害発現の関係な

らびに生産地ほ場における本種の発生時期および侵入経路

等の実態は不明で、ある.そこで著者らは，本種の防除対策

に資する基礎的な知見を得るため，まず本種によるピーマ

ンへの加害を室内条件で確認した.そして，ピーマン生産

地ほ場における本種の発生および被害様相について調査

し，本種に対する防除対策について考察した.

本文に先立ち，調査にあたって多大な御協力をいただい

た鹿児島県志布志市のピーマン農家およびそお鹿児島農業

協同組合の前田基樹営農指導員ならびにデータの解析に対

して御指導くださった農業・食品産業技術総合研究機構中

央農業総合研究センターの光永貴之博士に厚く御礼申し上

げる.

なお，本報告の一部は，農林水産業・食品産業科学技術

研究推進事業「ギフアブラパチの大量増殖と生物農薬とし

ての利用技術の開発」を活用して実施した研究である.

材料および方法

1. ピーマンの葉および果実に対するジャガイモヒゲナ

ガアブラムシの被害確認ならびに被害発現に及ぼす

寄生密度および寄生期間の影響

ジャガイモヒゲナガアブラムシによるピーマンへの加害

を確認するとともに， ピーマンでの被害発現に対する本

種の密度および寄生期間の影響を調べるため，以下の (2)

および (3)について実験を行った.

(1)供試虫

供試虫は， 2012年3月に鹿児島県志布志市のピーマン株

から採集し，温度 200C，光周期 14L10Dの室内において

播種から約 1か月後のピーマン苗(品種:TM鈴波)を簡と

して飼育した個体群を用いた.当該供試虫の累代飼育にあ

たっては，幅28cmX奥行 19cmX高さ 28cmのポリプロ

ピレン製容器 (ASVEL(株)社製)を用いた.なお，飼育容

器の側面および上面には，容器内の過湿を避けるために約

16cmX 16cmの通気箇所を設け，飼育虫の逃亡をふせぐた

めに目合い約 O.lmmのゴースで、覆った. なお，後の (2)

および (3)の実験における供試虫の放飼にあたっては，

累代飼育中の個体を絶食せずに用いた.

(2)新葉および成葉への被害

本種幼虫の放飼頭数は，新葉(茎頂部未展開葉)に対し

ては l頭および 10頭，ならびに成葉に対しては 1頭， 5頭

および 10頭とした. なお， それぞれの実験区について，

幼虫を 24時間寄生させる区および幼虫をピーマンの被害

発現まで連続して寄生させる区を設け，すべて 10反復と

したピーマン新葉または成葉に対して本種幼虫を確実に

寄生および吸汁させるため，以下の手順によりピーマン苗

を調整したすなわち，新葉へ放飼する場合には，生長点

だけを残して展開した葉はすべて除去し，成葉へ放飼する

場合には， 4-5枚目の成葉 1枚だけを残して，生長点お

よび他の葉はすべて除去した.このピーマン苗に対して，

累代飼育中の本種集団から無作為に選んだ所定数の 1-

2齢幼虫(実験期間中に，虫の成長および、繁殖に伴って寄

生密度が変化するのを避けるため)を，面相筆を用いて放

飼し，この苗を累代飼育で用いたものと同じ飼育容器(幅

28cmX奥行 19cmX高さ 28cm; ASVEL (株)社製)に収容

した後，温度 200Cおよび光周期 14LI0Dの恒温室におい

て飼育した

(3 )果実への被害

本種幼虫の放飼頭数は l頭および 10頭とし，先の (2)

と同様に幼虫を 24時間寄生させる区および幼虫をピーマ

ンの被害発現まで連続して寄生させる区を設け，すべて

10反復とした播種から約2か月後のピーマン苗(品種:

TM鈴波)を上径約 15cm，下径約 12cm，高さ 8cmのビ

ニルポットへ植え，果実が着生するまで栽培した.長さが

約 10cmまで生育したピーマン果実を，無作為に 1株から

l個選び， 乙の果実に対して所定数の本種 1-2齢幼虫を

放飼した.本種幼虫が果実に対して確実に寄生および吸汁

するように，幼虫の放飼後には果実全体を目合い約 0.3mm

のゴースで、覆った後，虫の逃亡を防ぐために開口部を封鎖

した.

2. ピーマン生産地ほ場におけるジャガイモヒゲナガア

ブラムシの被害実態調査

(1)調査地，調査年および調査期間

鹿児島県志布志市志布志町の施設ピーマン促成栽培農家

ほ場において， 2012年 11月から 2013年3月までの栽培期

間 (2012年作)および2013年 11月から 2014年3月まで

の栽培期間 (2013年作)の 2作にわたり調査した調査ほ

場は， 2012年作では 2農家5ほ場(ほ場 A-E)，2013年作

では2農家2ほ場(ほ場 F，G)の延べ7ほ場としたなお，

ほ場AおよびB，ほ場C，DおよびEがそれぞれ同一農家で，

ほ場FおよびGはそれぞれ2012年作のほ場A-Eとは異

なる農家であった.

調査期間は， 2012年作では 2012年 11月26日から 2013

年 3月21日まで， 2013年作では 2013年 10月2日から

2014年3月 12日までとし，調査間隔は原則として 2週間

間隔とした.なお，当該調査期間中に農家からジャガイモ

ヒゲナガアブラムシの被害報告があった場合には，速やか

に調査を実施した.

いずれの調査ほ場においても，本種が発生するまでは，

アブラムシ類に対して効果を有する殺虫剤は散布しなかっ

たが，調査終了後は速やかにピメトロジン水和剤による防

除を実施した但し， 2012年作のほ場Aについては，発

見から農家が防除を実施するまで一定の期聞があったた



ピーマンのジャガイモヒゲナガアブラムシ 89 

Ridge B Ridge A Ridge B Ridge A Ridge B 

Fig. 1. A cross-sectional diagram of a gree凶10useused for sweet pepper cultivation in Kagoshima. The ar巴aenclosed by the dotted line shows 

the ventilation space on the roof of the greenhouse. Ridges under the ventilation space and those of the other space are defined as ‘Ridge A' 

and ‘Ridge B，' respectively 

め，本種の初発見から 8日後および 15日後まで経時的な

調査を実施した

(2)耕種概要

調査ほ場のピーマン品種は， ほ場 A，B， Fおよび Gが

iTM鈴波J，ほ場 C，DおよびEが「オールマイティ jであ

り，いずれのほ場においても 9月下旬に定植した後，主枝

4本仕立てで栽培し， 11月中旬から設定温度目。Cで加温

した.

(3 )栽培施設の構造

鹿児島県のピーマン栽培で一般的に使用される施設は，

天井が半円形をした鉄骨製であり， 1 棟が約 250~300m2

で， この側面および天井をポリフィルムで覆う.この単棟

施設を 3~5 連結合させることで約 1 ，000m2~1 ，500m2 の施

設として扱う (Fig. 1) 当該調査地域では，施設をすべて

ポリフィルムで、覆った後ピーマン苗を定植し，単棟施設ご

との連結部分を活用してポリフィルムの開聞によって換気

を行う .なお，開閉の幅は約 2mであり，ほ場 Fおよび G

の2施設のみ，前述の開口部にそれぞれ目合い 1.0mmお

よび 0.6mmの防虫ネットを展張した

(4)ジャガイ モヒゲナガアブラムシおよびその被害の

調査方法

ピーマン株上におけるジャガイモヒゲナガアブラムシ成

虫および幼虫の個体数ならびに被害の有無について調査ほ

場全株を目視により調査した新葉の奇形または黄化，成

葉の黄化が認められた株を被害株とし，被害株のうち被害

果(果実上に壊死斑点があるもの)を有するものを被害果

保有株として計数したまた 本種成虫または幼虫の寄生

が認められた株をパッチとした被害果の調査について

は，収穫に伴う廃棄等により調査を実施できないほ場も

あったため，ほ場E，FおよびGの3か所において実施した.

被害株の調査にあたっては 施設内における分布を解析

できるよう，施設開口部直下の畝上に植栽される株 (Fig.

lのllidgeA)および開口部から離れた畝上の株 (Fig.1の

Ridge B)に区別したなお，1施設当たりの単練施設連数

および開口部直下の 3列の中央列に位置する畝へのピーマ

ンの植栽の有無については 農家および施設ごとに異なっ

たため，開口部直下の畝上の株数とそれ以外の畝上の株数

については調査ほ場開で異なった

3. 統計解析

ピーマン株に対する被害発現期間に及ぼすジャガイモ

ヒゲナガアブラムシ幼虫の放飼期間および放飼密度の影

響については，統計処理ソフトウェア品。8(SAS Insti旬te，

2008)を用いて 2元配置分散分析によって有意性を検定し

たまた，ピーマン生産地ほ場でのピーマン株の植栽位置

の違いが被害株の発生数に及ぼす影響を明らかにするた

め，被害株数を応答変数および植栽位置を説明変数とし，

ほ場開差をランダム効果とみなして二項分布を誤差構造

に当てはめた一般化線形混合モデル (GLMM;generalized 

linear mixed model)により解析した.なお， GLMMの解析

には，フリー統計ソフトウェア iRJ(R Development Core 

Team，2013)を用いた

結 果

1. ピーマンの葉および果実に対するジャガイモヒゲナ

ガアブラムシの被害確認ならびに被害発現に及ぼす

寄生密度および寄生期間の影響

ピーマン株上へのジャガイモヒゲナガアブラムシ幼虫の

放飼により，新葉の奇形，成葉の黄化および果実への壊死

斑点が生じることが確認された (Fig.2a， b， c). これらの

症状はピーマン生産地ほ場での症状と一致した症状発現

までの期間は新葉および成葉では幼虫放飼後約 6日，果実

では約 2日であった (Fig.3) 幼虫の放飼期間と放飼密度

による影響は認められなかった(二元配置分散分析， (a) 

df= 1， F 1• 36 =0 .41,p=0.53; (b) df=2， h 54=0.19，p=0.83; 

(c) df=l， F1，34=0.18，p=0.67). なお，実験期間中一部の

個体が成虫に達していたものの，この個体による産子は認

められず，実験期間中に個体数の変化はなかった.

2. ピーマン生産地ほ場におけるジャガイモヒゲナガア

ブラムシ被害の実態調査

(1)ジャガイモヒゲナガアブラムシの発生時期

調査ほ場の概要およびそれぞれのほ場での発生時期を

Table 1に示した本種の発生時期は，調査年およびほ場

聞において一定の傾向はみられなかったすなわち， 2012 

年作の本種の発生時期は，ほ場 AおよびBで 11月下旬，
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Fig. 2. Damag巴 tosweet p巴pperplants caused by AlIlacorthlll11 

so/ani: (a) young leaves， (b) mature leaves， and (c) fruit 

Aphids settled until damage due to them occurred 

口 Aphidsse坑ledfor 24 hours 

(a) 
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Fig. 3. Duration (days) from aphid releas巴 tothe appearance 

of damage on sweet pepper: (a) young leaves， (b) mature 

leaves， and (c) fruit. Bars and numbers indicate standard 

d巴viationand number of tested samples， respectively.‘l1.s.' 

means a non-stgl1l自cantd雌 renceby two-way ANOVA: (a) 

df= 1， Ft，J6=0.4I，p=0.53; (b) df=2， F2，54=0.19，p=0.83; 
(c) df= 1， Ft，J4=0.18，p=0.67 

Table 1. Occurrence of Aulacorthul11 solani on sweet pepper cultivated in greenhouses in Shibushi City， Kagoshima 

Month' 
Number 

Field Year of plants Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. 

cultivated 
Ear. Mid. lat. Ear. Mid. lat. Ear. Mid. lat. Ear. Mid. lat. Ear. Mid. lat. Ear. Mid. lat. Ear. Mid. lat. 

A 2012 1，500 口 • 2013 

B 2012 1，500 口 • 
2013 

C 2012 1，300 口 • 
2013 

D 2012ー 1，000 口 • • 
2013 

E 2012 1，000 口 • 
2013 

F 2013 900 口 • 2014 

G 2013 1，000 口 • 
2014 

'Tim口m百leofplan山昭(口)and occωu汀 E口ceof A. so/，ω0印仰n削1i(・).



(2)ジャガイモヒゲナガアブラムシの発生および被害

の程度

本種の初発生を確認した時点での被害株率は 0.6%~

6.0%，本種の寄生株率は 0.5%~3.2% であった (Fig. 4a). 

なお，本種による被害を認めても本種の成虫または幼虫は

みられない株も存在し (Fig. 4a のほ場 C~G) ，被害株と

寄生株は必ずしも一致しなかった被害株に対する被害果

保有株の割合(被害果保有株率)は 21.7%~55.9% であっ

た (Table2) 本種の初発生を確認した時点での個体数は，

1，000m
2
当たり 15頭(ほ場 C)~633 頭(ほ場 G) であった

(Fig. 4b). また，同じく初発生時において，本種の寄生を

認めた株，すなわちパッチにおける平均密度は 2.4頭(ほ

場 C)~36.3 頭(ほ場 A) であった (Fig. 4b). 

本種による被害株の発生は，屋根連結部の開口部直下に

植栽された株で多かった (Table3). 被害株率を目的変数

(q) ，植栽位置(開口部直下か否か)を説明変数 (x)，ほ場

間差をランダム効果として GLt-.仏4を用いて推定したモデ

jレは
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ほ場 Cで l月下旬， ほ場 D で 12月中旬および3月上旬，

ほ場Eで3月上旬であった. ほ場Dでは l月中旬の発生

時に薬剤による防除を実施したが， 3月上旬に再び発生を

認めた 一方， 2013年作の本種の発生時期は，ほ場 Fが2

月下旬，ほ場 Gが2月中旬であった
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logit(q) = -4.194 + 0.773x + 0.906 

と推定され(切片:SE=0.370， Z=一11.348，p<O.OOI;係

数:SEニ 0.150，Z=5.167， p<O.OOI; Deviance=54.22， df= 11， 

AIC [Akaike Information CriterionJ =60.22)，ほ場開の差も

認められたが(ランダム効果の SD=0.906，SE=0.241， p< 

0.001) ，同一ほ場内における植栽位置が被害株率に影響を

及ぼすことが示された;』JJ
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ピーマン生産地において発生した新葉の奇形，成葉の黄化

および果実への壊死斑点 (Fig.2)は，ジャガイモヒゲナガ

アブラムシの寄生によって発現する症状であることを確認

した.なお，ピーマン生産地ほ場では，新薬または成葉に

本種による被害が認められた株のうち，約 22%~56% の

株で被害果がみられた (Table2). 

本種は，以下のような理由から，ピーマンの生産におい

て重要かつ防除が困難な害虫であると言える. (1 )寄生数

に関係なくピーマン果実へ直接被害を及ぼし，なおかっこ

の果実は被害が軽微であっても可販果とならないため，経

済的損失が大きいこと. (2)本種の発生時期は，ほ場およ

び年次間で一定でなく，いったん殺虫剤による防除を実施

しでも再度発生するケースがあるため (Table1)，本種の

発生には常に警戒を要すること. (3)本種の体色は淡緑色

または黄緑色で(宗林， 2003)， ピーマンの各部位とよく

似るため虫体の発見が難しく，農家はピーマンへの被害が

発現するまで本種の発生を見逃すリスクが高いこと. (4) 

本種の寄生株率よりも被害株率の方が高いこと (Fig.4a). 

(5) 1ほ場での調査結果ではあるものの， ほ場での個体

数の増加率よりも被害株率の増加率の方が高いこと (Fig

5a) . 

ピーマンの生産において本種の被害による経済的損失を

最小限に止めるためには，早期発見による対策が不可欠で

ある. しかし，著者らの室内実験において，新葉，成葉

および果実への被害は，本種の寄生にやや遅れを伴って，

それぞれ約 6日および約2日後に発現することが明らか

となった (Fig.3a， b， c). 本種はコロニーが小さく，移動

分散しながら産子を行う特性を持つと考えられている(水

越・柿崎， 1995). ピーマン生産地ほ場での本種初発生時

の調査において，ピーマンへの被害がみられながら，本種

の成虫や幼虫が認められなかったのは，本種がピーマン

のある特定の株に一定期間定着し，被害が発現した頃に

は，既に他の株へ移動・分散したことによるものと推察さ

れる.また，ピーマンの被害株率，本種の寄生株率，パッ

チ当たり個体数， 1，000m
2当たりの個体数という 4つのパ

ラメータ聞において一定の傾向は見いだせなかった (Fig.

4a， b). この一連の特徴は，本種に対しては被害株の分布

や規模をもってその生息位置や個体数を特定することが難

しいため，次のようなリスクが高いことを示唆している.

(1 )初発生時の見かけの被害以上にその後の被害の増大を

招く. (2)本種に対して被害株およびその周囲のみを対象

とした局所的な防除が困難で、ある.

Sanchez et al. (2007)は，スペインの施設栽培トウガラ

シ類において本種の発生が問題となっている背景に，生物

的防除を中心とした IPMの体系化によって，殺虫スペク

トルの広い殺虫剤が使用されなくなっていることを挙げて

いる.実際，調査を実施したピーマン生産地では，地域の

ほか柿元一樹
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(3 )ジャガイモヒゲナガアブラムシの個体数および被害

の経時的変化

本種の初発生直後に防除が実施されなかった調査ほ場A

において，本種による被害株率，本種の寄生株率および個

体数の経時的変化を調査した.その結果，被害株率と寄生

株率は，いずれも初発時の1.1%から 8日後にはその約2

倍の 2.1%になり， 15日後の被害株率は初発時の約 6倍に

相当する 6.6%に達し，寄生株率は約 4倍に相当する 4.5%

に達した (Fig.5a). 

本種の 1，000m
2
当たり総個体数 (Fig.5b)は，初発時， 8 

日後および 15日後ではそれぞれ581頭， 727頭および 1，039

頭であり，その増加率は8日後で1.3倍および 15日後で1.8

倍と，被害株率の増加率よりも低かった一方， 1パッチ

当たり個体数は，ほ場での総個体数の増加とは相反して時

間の変化とともに減少し 初発時の 36.3頭から 8日後に

は23.5~頁， 15日後は 15.5~頁であった.

寅
λ』、

実験室条件下において， ピーマン株の各部位に対して

ジャガイモヒゲナガアブラムシ幼虫を放飼した結果から，

考
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すべてのピーマン栽培農家がスワルスキーカブリダニやコ

レマンアブラノすチ Aphidiuscolemani Viereckを中Jむとした

IPMを実践しており， ジャガイモヒゲナガアブラムシが

発生するまでの間，アブラムシ類に対して効果を有する殺

虫剤を使用していない.コレマンアブ?ラパチはジャガイモ

ヒゲナガアブラムシに対して寄生が成立しないため(長坂

ら， 2010; Ohta and Honda， 2010)，天敵利用の導入が進む

施設ピーマンでは，今後本種の被害が拡大する危険性があ

り注意を要する.

なお，天敵利用を基幹技術とした IPM体系下では，使

用できる殺虫剤の種類が制約される.著者らの調査によっ

て，施設栽培ピーマンにおける本種の主な侵入経路は，

連棟ハウスにみられる屋根連結部の開口部と考えられた

(Table 3). 本種は，北日本では完全生活環をとり，雑草

等において卵で越冬するが(梶野， 1976)，西日本では不

完全生活環をとり，胎生雌が越冬すると考えられている

(秋野・佐々 木， 1957). また，本種の寄主範囲はジャガイ

モおよびダイズの他，カボチャ，キュウリおよびダイコン

等の野菜類からギシギシやクローパ一類等の農耕地周辺

で一般的にみられる雑草まで多岐にわたる(梶野， 1976). 

鹿児島県におけるピーマンの生産地は，施設と露地農耕地

が混在する地域が多い.本種の生活環や寄主植物に係る先

の一連の知見は，冬期をまたいで作付される促成栽培の

ピーマンであっても常に本種の侵入リスクが高いことを示

唆している.本報告におけるほ場 Fおよび Gの調査では，

施設の開口部に対して防虫ネットを展張しても本種の発生

を認めたため，侵入防止対策だけで本種の発生および被害

を抑制することは困難で、あると考えられる.

本種に対しては，土着の寄生蜂であるギフアブラパチ

Aphidius gifuensis Ashmeadが有効であることが知られてい

る(小野ら， 2004; Ohta and Honda， 2010). 施設栽培ピー

マンやナスでは，恒常的に発生するモモアカアブラムシ

Myzus persicae (Sulzer) やワタアブラムシ Aphお gossypii

Gloverに対してコレマンアブラパチを用いたパンカ一法

が確立されており(長坂ら， 2010)，発生時期が一定でな

く，早期発見が困難なジャガイモヒゲナガアブラムシに対

しでも，天敵を常時供給するための手段としてパンカ一法

(Ohta and Honda， 2010)等も活用した実用的防除技術の確

立が求められる.

t商 要

ピーマン株に対するジャガイモヒゲナガアブラムシの被

害の発現およびほ場での発生実態について，実験室内およ

びピーマン生産地ほ場で調査した実験室内において，本

種 1~2 齢幼虫をピーマン株に対して放飼した結果，新葉

の奇形および黄化，成葉の黄化ならびに果実への壊死斑点

が発現したピーマンの各部位での被害は，本種幼虫の放

飼よりも遅れて，新葉および成葉の黄化は約 6日後に，果

実では約2日後に発現した. なお，各部位における被害

発現までの日数は，本種の放飼数には影響を受けなかっ

た.ピーマン生産地ほ場における本種の発生時期は一定で、

なく，本種の初発生に気付いた時点で、の被害発生株率は

約 0.6~6.0% であった.ほ場における被害株の分布から，

ピーマンほ場における本種の発生は，主に施設開口部から

の侵入によるものと考えられた.
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