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コメツキムシ類幼虫によるショウガの食害

帆足美伸＊・田村（堅田）恵理子＊

〔キーワード〕・ショウガ，虫害，コメツキムシ類幼

虫（／＼リガネムシ）， クロクシコメ

ツキ

はじめに

今年（2016年），弊社がショウガを栽培している

F圃場（高知県香南市野市町）において， 6月中旬

になっても発芽が見られない異常箇所が，園場の中

ほどに認められた．

闘場選定の際の聞き取り調査では，本圃場および

その周辺圃場においては，これまでショウガを作付

しておらず，今年度がショウガの一作固とのことで

あるが，同時期に同じく発芽異常が認められた一部

の周辺園場では，青枯病細菌を保菌した種ショウガ

由来と考えられるショウガ青枯病が発生している．

F園場においても，本病が発生している可能性が

考えられたため，同年7月15日に発芽不良の種ショ

ウガ（以下，不発塊茎）の掘り取り調査と土壌分析

のための土壌サンプリングをおこなったところ，全

ての塊茎に害虫の食害が認められ，塊茎内部，塊茎

に付着した少量の土壌，発芽不良箇所（以下，不発

区）の土壌サンプルから，全て同種の幼虫が観察さ

れた．

この虫はコメツキムシ類の幼虫で，固い体表をも

図 l F園場の不発区

－株式会社坂田信夫商店［YoshinobuHoashi, Erika Tamura (nee 
Katata) ] 

つことから俗にハリガネムシと呼ばれる農業害虫

である．圏内でのコメツキムシ類幼虫による農作物

被害は，ムギ類（古山 1955），テンサイ（井上 etal. 

1980），サトウキピ（長嶺 ・金城 1981），ニンジン

（早川 etal. 1985），トウモロコシ（早川 etal. 1987), 

デントコーン（河野・気賀津 1990），サツマイモ（陣

内 1997），ホップ（大友 etal. 2003）などで報告例

があるが，ショウガでの被害報告はなされておらず，

本件がコメツキムシ類幼虫によるショウガの虫害

発生の国内初の事例だと思われる．そこで本稿では，

本件について報告をおこなう．

材料および方法

1)不発塊茎のサンプリングと観察

F園場の不発区（図 1）から，植付株が連続して

発芽していない部分を任意に 5点選び，各点につき

3つずつ不発塊茎を掘り取り，サンプルとして計 15

個の不発塊茎を得た．サンプノレは各点ごとにビニー

ル袋に入れて研究室に持ち帰り，表面の土壌を水洗

してから観察をおこなった．

2）幼虫の回収と観察

サンプルおよび水洗後に集めた塊茎表面の土壌

から，幼虫を探し出して回収 ・計数した．

幼虫は消毒用エタノール（Wako;76.9～81.4vol%) 

に浸潰して標本を作製したのち，大平（1962）に従っ

て同定を試みた．コメツキムシの種同定は非常に難

しいため，正確な種同定を期すべく，コメツキムシ

のDNAパーコーディング（Obaet al. 2015）を手掛

けられた中部大学応用生物学部の大場裕一准教授

に標本をお送りして遺伝子解析をしていただいた．

また，コメツキムシ科の分類学に造詣が深い大平仁

夫博士に幼虫の形態観察をしていただいた．

3) TPIによる不発塊茎からの青枯病細菌検出

発芽不良のー要因として，種ショウガが青枯病細

菌に感染していることも視野に入れ，抗原抗体反応

により本細菌を検出する免疫学的手法の TPI(TPI : 

Tissue Printing Immunoassay）で青枯病細菌の感染の

有無を判定した．
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TPIのプロトコルは概ね Nakazawa-Nasuet al. 

(1999）に準拠した．サンプルをプロットするメン

ブレンにはImmobilon-Pメンブレン（PVDF,pore size 

0.45問； Millipore）を，一次抗体反応にはショウガ

青枯病細菌に対するウサギ抗血清（Sigma-Aldrich

にポリクローナル抗体作製を依頼）を，二次抗体反

応にはアルカリフォスファターゼ結合ヤギ抗ウサ

ギlgG(Bio-Rad）を，発色反応には BCIP-NBT溶液

キット（nacalaitesque）を用いた．

4）不発区の土壌分析

F圃場不発区の任意の 5点から不発塊茎を掘り取

る際，同時に塊茎周辺の土壌をサンプリングした．

また，同園場の正常生育箇所（正常区）からも同様

に土壌サンプリングをおこない，各々の供試土壌を

得た．

不発区の供試土壌は採土箇所ごとに 3つの区（I・

2区， 3区， 4・5区）に分け， 3検体とした．正常

区の供試土壌はまとめて l検体とした これらの 4

検体について，以下の手順で土壌分析をおこなった

供試土壌は乾熱滅菌器で乾燥させ（70°C,24時間），

Immの簡を全通したものを分析に用いた．分析方

法は高知県（2005）に準じ， 11項目［pH(H20), 

pH (KC!), EC, CEC，アンモニア態窒素，硝酸態

窒素，有効態リン酸，カル、ンウム（石灰），マグネ

シウム（苦土），カリウム（カリ），腐植］を測定し

た．

pHおよび ECはマルチ水質計 MM-60R（東亜

DKK）で測定した．アンモニア態窒素および CEC

図2 食害を受けた新塊茎

は 10%塩化カリウム溶液で抽出後，水蒸気蒸留して

から既知の塩酸で滴定をおこなった．硝酸態窒素は

フェノール硫酸法，有効態リン酸はトルオーグ法で

発色させ，土壌・作物体総合分析計 SPCA-6210（島

津製作所）を用いて吸光光度法で測定した．カルシ

ウム，マグネシウム，カリウムは土壌・作物体総合

分析計を用いて原子吸光法および炎光法で測定し

た．腐植は全炭素（酸化還元滴定）を測定した数値

に， 1.724の係数をかけて算出した．

結果

1)不発塊茎のサンプリングと観察

全てのサンプノレにおいて，幼虫による食害が認め

られた．食害はとくに，母塊茎（＝種ショウガ）か

ら出芽した新芽（新芽は地上に伸びて一次茎といっ

た偽茎に，その基部は膨らんで新塊茎になる）の部

分で顕著に認められた（図 2）.サンプルの中には，

新芽が伸長する前に地下で食害を受けるため，地上

に一次茎が出ていないのにも関わらず，地下で二

次・三次塊茎が形成されているものも認められた

（し、ずれも新芽は食害を受けている）．また，母塊

茎においては，幼虫が穿孔して食害するため，釘で

穴を開けたような食害痕が見られ，内部が激しく食

害されたものも見受けられた（図 3,4). 

2）幼虫の回収と観察

サンプルおよび塊茎表面に付着した少量の土壌

から，全て同種と思われる幼虫が計 11匹回収され

た．

図 3 母塊茎の食害痕
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図4 母塊茎の食害痕（断面）

図6 クロクシコメツキ幼虫（頭部）

幼虫の体長は 14”23mm，第 9腹節末端に尾節凹陥

とurogomphi（扇平状の幼虫に見られる突起で，種

特有の形状を示す）を欠き，比較的明瞭な中央突起

と側突起を有していた．また，腹節背板上には明瞭

な横隆線と条凹溝が認められた．大平（1962）に従っ

て同定を試みたところ，本種はクシコメツキ亜科

(Melanotinae）クシコメツキ属 （Melanotus）に属す

る種であった．

幼虫の詳細な形態観察の結果，本穏はクロクシコ

メツキ （Melanotussenilis Candeze）であることが判

明し（図 5-8), DNAバーコード領域 （CO！領域）

の遺伝子解析結果もこの種同定結果を支持した

本種には東日本型と西日本型の2系統が見つかっ

ているが（大場私信， Obaet al. 2015を参照），供試

標本の DNAバーコード領域配列は西日本型とよく

図5 クロクシコメツキ幼虫

図7 クロクシコメツキ幼虫の第9腹節（背面）

図8 クロクシコメツキ幼虫の第9腹節（側面）

一致した．
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/111、タ

図 9 TPIによる背枯病細菌の検出（陰性結果，左上
の2点のスポットは対照の青枯病細菌）

3) TPIによる不発塊茎からの青枯病細菌検出

TPIによる判定では，全てのサンフツレが陰性結果

を示し（図 9），種ショウガは本細菌を保菌していな

かった．従って， F悶場で見られる発芽不良には，

本細菌の関与はないものと考えられた．

4）不発区の土壌分析

F園場の土壌分析結果（表 1）に見られるように，

正常区と不発区の聞に大きな違いは認められな

かった．

本圃場においては正常区 ・不発区ともに，ショウ

ガ栽培 l年目にも関わらず，有効態リン酸が高知県

の改良目標値の上限である 80mg/100g （高知県

2008）を大きく超えており ，リン酸過剰であった．

また，カリ含量が苦土含量より高く，塩基バランス

の崩れが見られた．

表 l F圃場の土壌分析結果

分析項目 単位

H20 
pH 

KCI 

EC mS/cm 

アンモニア態窒素 mg/IOOg 

硝酸態窒素 mg/IOOg 

有効態リン酸 mg/IOOg 

CEC meq/IOOg 

腐植 % 

石灰（CaO) mg/IOOg 

苦土（MgO) mg/IOOg 

カリ（K20) mg/IOOg 

なお，不発区の供試土壌の一部から，塊茎を食害

しているものと同種の幼虫が 4匹確認された．

考察

全てのサンプルにおいてクロクシコメツキ幼虫

による食害が認められた点と， TPIおよび土壌分析

の結果から， F圃場の発芽不良の原因は，種ショウ

ガや土壌の化学性に問題があるのではなく，本虫に

よる虫害であることが判明した．本圃場においては，

地下で伸長途中の新芽が地上に出る前に幼虫の食

害を受けるため，圃場観察の段階では，一見，発芽

していないように見えたものと考えられた．

幼虫がショウガ塊茎を食害する害虫としては，ヒ

メガガンボの一種 （Dicranoptychasp.），ショウガク

ロバネキノコパエ （Bradysiazingiberis Sasakawa）や

ツクリタケクロパネキノコパエ （Lycoriellaingenua 

Dufour）とし、ったクロパネキノコパエ類，ドウガネ

ブイブイ （Anomalacuprea Hope）が知られている（梅

谷 ・岡田 2003）.クロクシコメツキと異なり， ヒメ

ガガンボの一種とクロパネキノコパエ類について

は，主に収穫後に冷蔵庫内で貯蔵中の塊茎に被害を

及ぼす．ドウガネブイブイも生育中のショウガの地

下部を食害するが，ドウガネブイブイの食害は表面

を浅く詣る程度で，クロクシコメツキの方が食害の

程度が荒々しく，被害も大きい．

クロクシコメツキの幼虫に関しては，「地中に棲

息し，各種作物の根部を食害する 九州以北の日本

各地および朝鮮半島に分布する」との記述があり

（梅谷 ・岡田 2003），大友ら（2003）は，ホップを

加害したクロクシコメツキの発育ステージを調査

正常区 1・2区
不発区

3区 4・5区

5.9 5.7 5.8 6.0 

5.1 4.3 4.6 4.8 

0.07 0.06 0.07 0.07 

1.8 1.3 2.0 2.0 

0.7 0.5 0.7 0.9 

197 132 153 168 

17.9 17.2 16.3 16.7 

5.1 5.4 5.5 5.5 

234 165 200 218 

39 20 29 26 

46 37 52 53 
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し，「体長が概ね 30mmのものを老熟幼虫， 20～

30mm程度のものを中齢幼虫，これ以外のものを若

齢幼虫」と定義している．その定義に従えば， F圃

場で見られた幼虫は，若齢～中齢幼虫に該当した．

食害を受けた不発塊茎については，傷から病原菌

の侵入を引き起こし，病気の伝染源となり得るため，

園場衛生管理上，塊茎を掘り取って廃棄する必要が

ある．また，本種を含むコメツキムシ類（ニハリガ

ネムシ類）に対するショウガ生育期の薬剤防除につ

いては，登録された農薬がないため，現時点では，

株元から幼虫を探し出して，捕殺する以外に方法が

ない．

一般的に，害虫による圃場の被害は，畦畔の雑草

に棲息する害虫が圃場内に侵入して食害すること

から，圃場周縁部に発生することが多い．しかし，

F圃場においては，圃場の中ほどで虫害が見られた．

そこで圃場の担当者に話を聞いたところ， F園場お

よび隣接する園場においては，耕作放棄地のため，

作付前にかなりの雑草が繁茂しており，作業日程上，

雑草をすき込んでから比較的すぐにダゾメット粉

粒剤による土壌消毒を実施したとのことで、あった．

この際，原因は定かでないが，ノーポリ被覆内部で

発生した気体（ダゾメット由来のガスに非ず）によ

り，ノーポリが大きく膨らみ，部分的に被覆が外れ

た所があったという．それゆえ，F園場においては，

土壌消毒効果が充分に得られなかった可能性が考

えられ，圃場中ほどにすき込まれた雑草周りに棲息

していたクロクシコメツキが生存し，虫害が発生し

たものと考えられた．従って，本虫による被害を防

ぐためには，クロルピクリン等による土壌消毒を確

実に実施することが何よりの防除対策だと思われ

る．

また，サンプルの一部には，塊茎中心柱がやや変

色しているように見えるものが認められた．ショウ

ガ青枯病の病徴のーっとして，中心柱が暗色に変色

することがあげられるが，正常なショウガにおいて

も，まれに中心柱が暗色に見えることがあるため

（帆足 2016），この特徴のみで本病を判定するのは

誤診につながる可能性がある．

弊社のショウガ栽培圃場における土壌の化学性

調査は 2007年頃からおこなっているが， F圃場の

土壌分析結果については，他の圏場データと比較し

でも大きく数値が外れた分析項目は見られなかっ

た．

本圃場はかつて水田で、あったが，その後ショウガ

の作付までは耕作放棄地だ、ったため，リン酸の蓄積

については疑問があった．この件について，のちに

地主の方に確認をとったところ，野菜の作付（キュ

ウリ，ナス等）を部分的におこなっていたとのこと

であった．従って，リン酸の蓄積は，このときに施

用された堆肥や資材によるものと考えられた．

本圃場での虫害発生に，土壌の化学性が影響した

可能性はないものと考えられるが，本圃場で次作以

降も栽培を継続する場合は，リン酸の減肥や塩基バ

ランスの調整等に取り組むべきであろう．

最後に，本稿の内容からは脱線するが，コメツキ

ムシに関連した他の興味深い出来事について，以下

に紹介したい．

筆者は今年，奇しくも F圃場以外の場所でコメツ

キムシ類幼虫に遭遇している．それは高知工科大学

キャンパス内のシイ樹下の切り株に発生したヒマ

ラヤツエタケ［Jかmenopellisraphan伊es(Berk.) R.H. 

Petersen］というきのこ（図 10）を調査している時

のことで，クロクシコメツキとは別種のコメツキム

シ類幼虫が本菌を食害しているのを筆者は目撃し

たこの幼虫は地中に埋まった柄の基部から内部に

侵入して，柄の肉を食害しながら傘の肉にまで達し

ていた（図 11）.きのこを食害する昆虫としては，

キノコパエ，トピムシ，ヤスデ等が野外でよく観察

されるが，コメツキムシ類幼虫がきのこを食害して

いるのを見たのは，筆者はこれまでで初めてのこと

である．

ヒマラヤツエタケ等のツエタケ類は，柄の基部が

発達して偽根とよばれる構造をもち，地中深くに埋

もれた材から偽根を伸ばして発生する．一方，コメ

ツキムシ科の幼虫は，「常に土壌中または朽木中に

棲息して活動している」ため（大平 1962），土壌あ

るいは材中に潜んでいた幼虫が，偶然きのこ内に侵

入したのかもしれない．だが，坪井（2016）は，乾

シイタケから見つかる虫の一つにオオツヤハダコ

メツキ （Stenagostusumbratilis Lewis）をあげ，本虫

が「虫を捕食するために生シイタケに侵入」するこ

とを報告しており，ヒマラヤツエタケを食害した幼

虫も，他の虫を捕食するためにきのこ内に侵入した

可能性があることを否定できない．

この幼虫はオオツヤハダコメツキとは異なる種
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図 10 ヒマラヤツエタケ 図 lI コメツキムシ類幼虫の食害を受けたヒマラヤツエタケ

であったが，残念ながら記録や標本を残せなかった

ため，これ以上の調査を進めることができなかった．

本稿で先にとりあげたクロクシコメツキが置か

れるクシコメツキ属の属名 Melanotusは，モエギタ

ケ科（Strophariaceae）に属するウラムラサキヒラタ

ケ属菌の属名 Melanotusと同名であり，偶然ではあ

るが，菌類との何かしらの繋がりを感じずにはいら

れない これも筆者が興味・関心を持つきのこが結

ぶ縁（ネットワーク）なのだろうか 一一
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