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北日本病虫研報 66 : 135-139 (2015) 

Ann. Rept. Plant Prot. North Japan 

ホウレンソウ播種前の大量濯水が
ホウレンソウケナカコナタニの行動に与える影響

斉藤美樹1

Effects of Mass Watering before Seeding on the Behavior of Tyrophagus similis 

Miki SAITOl 

ホウレンソウ播種前に実施した大量濯水がホウレンソウケナガコナダニ(以下コナダ、ニ)の密度や挙動

に与える影響を調査した.コナダニを放飼した圃場に濯水チューブを用いて土壌に 100mmの潅水を行

い，ハウスを密閉した ロータリー耕転が可能な土壌水分条件になった 7日後に再度耕転しホウレンソウ

を栽培したところ，濯水区では隣接ハウスに設けた対照区と比較して土壌表層(深さ 0-5cm)のコナダ

ニ密度が高く推移する傾向が見られた. しかし地表面でのコナダニ移動量を反映するトラップ誘引数は

播種2週間後頃まで，株の被害度は播種4週間後頃まで顕著に低く推移したまた，濯水区では播種-2

週間後頃まで、土壌含水率が顕著に高かったが，栽培期間を通して土壌容積重は小さかった本条件下の大

量潅水で、はコナダニ密度抑制効果は得られなかったが，土壌がコナダニの生息に適した条件となることで

ホウレンソウへの移動が抑制され被害が軽減したと考えられた
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緒言

施設栽培ホウレンソウ Spinaciaoleraceaではホウレ

ンソウケナガコナダニ Tyrophagussimilis (コナダニ

科;以下コナダニと略記)の加害による新芽の褐変や展

開葉の奇形症状が全国的な問題になっている (6，18). 

コナダニは，主に土壌表面から深さ 5cmまでの層に生

息する (9，14)が，土壌の乾燥など生息環境の変化に

よって土壌中から離脱しホウレンソウへ移動すると推測

されている (14，20). このため，茎葉散布による防除

を実施するタイミングを見極めるのが難しい.さらに

安定して高い殺ダニ効果を示す DDVP乳剤 (5，8， 12， 

19)が2008年に製造中止となったことや，有効な薬剤

が少ないことから生産現場では対応に苦慮している.

化学農薬に頼らない防除法として，熱などを利用した各

種土壌消毒法も検討されているが (2，4， 13， 22)，コ

ストや処理期間の長さなどの面から使用できる場面が限

られる.

以上のことから，低コストかつ短期間で的確に効果が

得られる耕種的防除法が強く求められている.松村ら

1)北海道立総合研究機構農業研究本部 中央農業試験場

(15)は冬季休作中にハウスの雨よけ資材を除去して土

壌を長期間降雨に晒すとコナダニ密度が低下することを

示し，過剰な土壌水分や土壌の綴密化がコナダニの生息

や増殖に不適である可能性を指摘した.本研究ではこの

知見を栽培期間中の短期間でも取り組めるコナダニ抑制

技術へ応用することを目指しホウレンソウ播種前に人

為的な大量濯水を実施しコナダニの密度や挙動に与える

影響を調査したので報告する.

実験材料および方法

1 .調査圃場

2014年8月下旬-9月に北海道立総合研究機構中央農

業試験場(夕張郡長沼町)の隣接するホウレンソウハウ

スAおよびB圃場(面積各1.4a;約2m幅の通路を挟

んで隣接)を用いた いずれの圃場も土壌表面を湿らせ

るため 5mm程度濯水した後，コナダニ約 500頭/ぱ相

当を全面に放飼した.放飼したコナダニは 2011年2月

に奈良県農業総合センター(橿原市)の累代飼育系統を

譲り受け，粉末乾燥酵母(クッキング用ピール酵母，ア

Central Agricultural Experiment Station， Agricultural Research Department. Hokkaido Research Organization， 

Naganuma， Hokkaido， 069-1395 Japan 

受理日:2015年 10月8日 (Accepted:October 8， 2015) 
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サヒフードアンドヘルスケア株式会社)を用いて温度

20
0 C，湿度 97%，暗黒条件下で飼育した個体群であ

る.放飼から 2日後にロータリーで全体を耕転し，圃場

A を濯水区としておよそ 100mmの潅水を濯水チューブ

(ミストエース S72，住化農業資材株式会社)を用いて

実施した 圃場Bは対照区として潅水を実施しなかっ

た.両圃場ともハウスの側窓や出入り口を閉じて密閉

し，圃場Aでロータリー耕萩が可能な土壌水分条件に

なった 7日後に化成肥料 (S555，片倉チッカリン株式

会社)100kg/lOa (窒素量 15kg/lOa) を施肥して圃場全

面を再度耕萩した.引き続いてホウレンソウ(品種「ト

リトンJPRIMAX種子，サカタのタネ株式会社)を野

菜播種機(ごんべえ HS-801 株式会社向井工業)で条

間20cm，株間 5cmに播種し，圃場全面に十分量の潅水

(A圃場 :5mm程度， B圃場:30mm程度)をした そ

の後の栽培管理は北海道における慣行栽培体系 (11) に

従ったが，化学農薬による病害虫防除は実施しなかっ

た.夕方~翌朝の気温の低い時間帯はホウレンソウの生

育に好適な温湿度確保を目的として側窓および出入り口

を閉じた.

2，コナダニ密度調査

播種から 7日おきに，各区の畦間 3地点からそれぞれ

深さ 0~5cm の土壌 300m! をステンレス製円筒容器(直

径 50mm，高さ 51mm，容積 100m!) を用いて採取し

た土壌は採取後すみやかに実験室へ持ち帰り，ツルグ

レン装置(飾目 1mm，電球 (40W)から試料までの距

離約 9cm) (1) に48時開設置して抽出されたコナダニ

の幼虫，若虫および成虫数を実体顕微鏡下で計数した

さらに，播種7日後から各区の株間 7地点にコナダニ

発生予察用トラップ(コナダニ見張番，サンケイ化学

株式会社;以下トラップと略記)を夕刻に設置し，翌

朝に肉眼およびルーペ (16倍)によって本体内部に捕

獲されたコナダニの幼虫 若虫および成虫数を計数し

た. トラップへの誘引数は設置時の土壌やハウス内の

温湿度によって大きく変化するため，調査は毎週複数

回行った.

3.被害度調査

被害の初発確認から 4~5 日間隔で，各区 3 地点にお

いてそれぞれ 25株の全葉を観察し，被害程度指数0;

被害なし， 1;軽微な食痕がある， 2;食痕が目立ち軽微

な葉の奇形も見られる， 3;全体的に奇形が目立つ， 4; 

綾化および芯止まりが見られる を当てはめた.被害度

は(被害程度指数の総和/(調査株数x4)) x100とし

て算出した.

4. 土壌含水率および容積重調査

播種から 3~7 日おきに，各区の 3 地点から深さ O~

5cmの土壌 100m!を前述のステンレス製円筒容器を用

いて採取した.このうち各 5m!を105
0

Cの乾燥機を用い

て24時間乾燥させ，含水率 j(生土重一乾土重)/生土
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重1 x 100を算出した.さらに，播種後およそ 7日ごと

に，各区の別の 3 地点から深さ 0~5crnの土壌 100m! を

前述のステンレス製円筒容器を用いて土壌の構造を壊さ

ないよう丁寧に採取し，クラフト紙製封筒に入れてガラ

ス温室で7日間風乾させ，土壌空隙量の指標となる土壌

容積重を調査した

なお，本試験の調査や土壌採取は午前 8~9 時の間に

実施したまた，コナダニの個体数や土壌物理性への影

響を排除するため，前固までの採取跡や足跡，水滴の落

下などで土壌表面が撹乱された場所，水分条件が他と大

きく違う場所からは採取しないよう注意した

5.統計処理

統計処理には JMPversion 9.0.3 (SAS Institute， 2010) 

を用いた.処理問のコナダニ密度の比較は， 5%有意水

準でマン・ホイットニーの U検定を行った.また，被害

度および土壌容積重，アークサイン変換後の土壌含水率

は5%有意水準で t検定を実施した

結果

1. コナダニ密度および被害度の推移

潅水区において，播種から収穫までの 5回の調査で確

認された土壌中コナダニ数の総計は，対照区と比較して

有意差が認められなかった(マン・ホイットニーの U検

定， p>0.05)が，播種3週間後頃まで密度が高く推移す

る傾向が見られた (Fig.1A). 一方， i韮水区においてトラ

ップに捕獲されるコナダニ数は播種2週間後頃まで顕著

に少なく推移した (Fig.IB). 播種から収穫までの 10回

の調査で捕獲された幼若虫数の総計は対照区と比較して

有意(マン・ホイットニーの U検定， p<0.05) に少なく，

全生育ステージの総計も有意に少なかった (Tab!e1). 

Tabel 1 Total number of Tyrophagus S1泊，jJjsindividuals collected 

during cultivation 

Developmental Total number of T. similis individuals (Mean土SE)c 

stage Control Mass Watering 

Larva 5.7:t 2.7 42.0:t 29.7 ns 

Nymph 24.0:t 4.4 99.3:t 39.6 ns 
Soil a 

Adult 0.7:t 0.3 6.7土 3.2ns 

Total 30.3:t 5.7 148.0 :t 72.3 ns 

Larva+ Nymph 56.1:t 16.6 10.0:t 2.3 * 
Trap b Adult 16.1:t 3.7 12.6:t 4.4 ns 

Total 72.3土20.1 22.6:t 6.2 * 
a Soil samples 300 mL were collected from seeding to 

harvesting from three points in each plot five times. 
b Seven traps that were plac巴dbetween the roots in each 

plot were observed 10 times from seeding七oh紅 ves也g.
c The total numbers of T. s.血血individualsobserved in all 

plots in each investigation were summed. Asterisks 
indicate significant differences between the plots at 5% 
level in accordance wi也出eMann-Whitney U-test; ns， not 
Slgn温cant



株の被害は両区とも播種 11日後に初発したが，濯水

区の被害度は播種4週間後まで対照区と比較して有意

(t検定， p<0.05)に低く推移した (Fig.lC). 

2.土壌含水率および容積重の推移

i産水区において深さ 0~5cm の土壌含水率は播種直後

に最も高く，播種3週間後頃まで緩やかに下降する傾向

を示した.その後複数回行った各 10mm程度の潅水で

含水率は徐々に上昇したが濯水を控えた収穫前およそ

1週間は再び下降した.慣行の水管理を行った対照区と

比較して播種 2週間後頃まで含水率が高く推移した

(Fig.ID). 

濯水区の土壌容積重は対照区と比較して顕著に小さく

推移し全ての調査日において有意差 (t検定， p<0.05) 

が見られた (Fig.lE). 

3.土壌中コナダニ数と土壌物理性との関係

処理区を区別せず，土壌中コナダニ数と土壌含水率と

の聞の関係を解析したところ，両者の聞には有意な正の

相関 (r=0.43，n=30， p<0.05)が認められた.一方，土

壌中コナダニ数と土壌容積重との聞には有意な負の相関

(r=0.36， n=30， p<0.05)が認められた

考察

土壌表層近くには土壌動物の活動や植物の根の枯死・

分解によって形成される穴 土壌の乾燥・収縮により生

じる粗大な亀裂などが普遍的に存在し粗孔隙と呼ばれ

る (17).一般的に土壌生息性のダニ類は空気に満たさ

れた粗孔隙を利用して生息し (10)，容気量とダニ類の

個体数の聞には強い関連がある (21).過剰な濯水によ

る土壌の圧縮は粗孔隙の消失を伴うことから，コナダニ

の生息域を減少させると考えられる また，コナダニの

生存には適度な湿度が必要であるものの (7)，逆に水分

が過剰であると自由な行動が阻害され，餌の質も変化す

ると考えられることから，増殖率が低下する可能性が指

摘されている (15). 

ホウレンソウは l 作の栽培期聞が 30~40 日程度と短

く， 1 年に 4~5 回作付けされることも珍しくない.松

村ら (15)は冬季休作中に実施可能なコナダニ防除法と

してハウスの雨よけ資材除去を提案したが，土壌中コナ

ダニ密度は 1回の作付けで大幅に上昇することも報告さ

れていることからは， 13)，本研究では前作の収穫後か

ら翌作の播種前の短期間でも取り組める方法への応用を

目指したしかし本研究で実施した条件における大量

濯水処理で、は，対照区よりも土壌中コナダニ密度が高く

推移する傾向が見られ (Fig.1A)，期待した密度低減効

果を得ることができなかった.コナダニは水面では 12
日間程度，水中でも 5日間程度まで十分生存することが

明らかになっており (15)，水に対する耐性は非常に高

いことが指摘されている.本処理条件では大量濯水実施

後わずか7日間でロータリー耕転が可能な水分条件にな

ったように，十分な土壌水分を長期間保てなかったこと

が雨よけ資材除去の結果 (15) と異なった要因として考

えられる また，過湿条件からの急激な乾燥はコナダニ

の生息場所や土壌への酸素供給源となる土壌亀裂の発生

原因になったと推測される.このため，コナダニを死滅

させる，または土壌から離脱させるためには，ピニル資

材等で土壌表面を被覆し，過湿条件を長期間継続させる

ことが必要であると考えられた.

さらに，土壌表面の構造もコナダニが土壌に留まる原

因の一つになった可能性がある 本研究ではロータリー

を用いた耕転により，ある程度の整地がなされた条件で

大量濯水処理を実施したものの，土壌表面にはコナダニ

が十分生息できる溝，小さな土の塊や小石，ホウレンソ

ウ残誼などの立体構造が多数存在したと考えられる.土

壌の水分過剰や綴密化で土壌中から離脱したとしても，

このような地表の構造物の下に隠れることで，コナダニ

の死因となり得る日光や高温 (7) を回避することが可

能であったと考えられた.今後 i墓水前または後に土壌

表面の鎮圧を行って平坦にし 濯水後に被覆をしてコナ

ダニが逃れる場所を少なくした条件でコナダニ密度抑制

効果を確認したい.

一方で，濯水区では土壌中密度が高まったにも関わら

ず，土壌表面を俳個するコナダニ密度を反映するトラッ

プ誘引数 (3) が播種から播種 2~3 週間後頃までの聞で

対照区と比較して少なく (Fig.1B)，株の被害程度も低

く推移したことから (Fig.1C)，土壌中からのコナダニ

の移動が抑制されたと考えられた栽培期間中の土壌中

コナダニ数は土壌含水率との聞に有意な正の相関，土壌

容積重との聞に有意な負の相闘が認められたことから，

濯水区で、高い土壌含水率が保たれたこと (Fig.ID)や土

壌空隙量が多かったこと (Fig.lE)が影響していると推

測された.コナダニは主に土壌の乾燥など生息環境の変

化によって土壌中から離脱し，ホウレンソウへ移動する

(14)が i韮水区で、は 100mmの過剰な濯水により土壌

の下層まで、十分に水分を浸透させたことで，下層土から

土壌表面への水分供給が対照区よりも長期間持続したと

考えられる.また，土壌含水率は砕土率にも大きく関与

し土壌水分の増加によって砕土率が明確に低下するこ

とが知られている (16).適度な土壌水分条件で、の作業

によって耕転後の土塊が大きくなり，コナダニの生息域

を減少させる土壌の細密化が起こりにくかったと推測さ

れた 濯水区では播種 2~3 週間後頃までコナダニの生

息に適した土壌環境が続き，ホウレンソウの被害が抑制

されたと考えられた.

以上より，播種前には土壌環境をコナダニの生息に不

適な条件に，播種後はコナダニの生息しやすい条件にす

ることが，土壌管理による被害抑制法の重要な鍵になる

と推測された.コナダニの生息に不適な土壌条件を作り

出す大量濯水処理条件が解明できれば，播種前および播
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生 siml1is captured using acarid bait trap (B)， extent of damag巴tospinach leaves (C)， soil moisture content (D)， and weight of 
dried soil per 100 mL (E). The asterisks indicate significant differences at 5% level between plots as determined by the Mann-
Whitney U test (A and B)， t-test (C and E)，加dt-test after arcsine transformation (D) 
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種後の対策が一度に実施できる可能性があり，生産現場

で有用な技術になり得ると考えている.
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