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北日本病虫研報 69: 195-198 (2018) 

Ann. Rept. Plant Prat. North Japan 

ホップにおけるアサトビハムシ Psylliodesattenuataの
被害と薬剤の防除効果

大友令史 I,3, *・菊池英樹2 • 新山 徳光2

Damage on Hop Humulus lupulus and Effect of Agricultural Chemicals on the 

Hop Flea Beetle Psylliodes attenuata 

Reishi OHTOM01, 3, *, Hideki KIKUCHI2 and Tokumitsu NIIYAMA2 

ホップの害虫であるアサトビハムシは，ホップの萌芽期に加害を開始する．本種による被害は剪芽にお

ける良質な芽の確保に支障をきたす．ホップに既登録のカルタップ75.0%水溶剤およびビフェントリン

2.0%水和剤は本種に高い防除効果を示すことから，萌芽時に本種の被害を確認したら，直ちにこれらの

薬剤を散布することにより本種の被害を防止できる．

Key words: chemical control, hop, hop flea beetle, Psylliodes attenuata 

ホップHumuluslupulusはアサ科のつる性多年草であ

り，毬花はビールの原料として知られる．ホップは生産

量の約96%が東北地方で生産されている．中でも岩手

県は生産量約 115t (2017年実績）で全国の作付面積の

約5割を，また秋田県は生産量約77t (2017年実績）で

約3割を占めており，それぞれ国内第 1位， 2位のホッ

プ産地である． しかし，マイナー作物であるホップの害

虫についての知見は多くない．国内では，岩手県でマル

クビクシコメッキMelmotusfortnumiおよびクロクシコ

メッキM senilisによる被害の報告がある (5). また，

フキノメイガOstriniascapula/isやハダニ類の被害や防

除についての知見はいくつかある (2,3, 4, 6). 欧米で

は，アサトビハムシPsylliodesattenuataはホップの枝

の亀裂や土壌間隙，植物残演などで成虫態で越冬するこ

とが知られている (1)が国内において本種の発生生

態や加害生態に関する知見は見当たらない．そのため，

これまで本種の防除対策も検討されてこなかった．

東北地方のホップ産地では，ホップの萌芽時における

アサトビハムシの被害が問題となっている（第 1図）．

本種の外観は，同属のナトビハムシPpunctifronsに酷
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第1図 アサトビハムシ成虫と被害芽

写真上：アサトビハムシ成虫

写真下：本種により被害を受けたホップの芽

材料および方法

1. 薬剤効果試験

(1) 岩手県における薬剤効果試験

試験は岩手県遠野市の現地農家ほ場で行った．供試薬

剤はホップで作物登録を有するカルタップ75.0%水溶

剤およびビフェントリン 2.0%水和剤とした.1区は

60 m2 (12 mx5 m) とし各区全株 (6~9株）を試験に

供した．試験は3反復で行った．薬剤処理はカルタップ

75.0%水溶剤は 1,500倍に，ビフェントリン 2.0%水和

剤は 1,000倍に希釈し，背負式噴霧機を用いて， 1区に

4 L (66.7 L/10 a)散布した．散布は 2017年4月21日

に行ったこの時のホップの生育ステ ージは萌芽期で

あった．薬剤の効果を確認するため， 2017年4月21日

（散布前）， 4月24日（散布 3日後）， 4月27日（散布 6

日後）， 5月1日（散布 10日後）に各区全株についてア

サトビハムシの成虫数を調査した薬害については随

時達観により調査した．

(2) 秋田県における薬剤効果試験

試験は秋田県横手市の現地農家ほ場で行った．供試薬

剤はカルタップ75.0%水溶剤およびビフェントリン

2.0%水和剤とした 1区は 30m2 (7.5 mx4 m) とし，

各区全株 (5株）を試験に供した試験は3反復で行った

薬剤処理は，カルタ ップ75.0%水溶剤は 1,500倍に，ビ

フェントリン 2.0%水和剤は 1,000倍に希釈し，背負式

噴霧機を用いて， l区に 2.5L (83 L/10 a)散布した．

散布は2017年4月28日に行ったこの時のホップの生

育ステージは萌芽期であった．薬剤の効果を確認するた

め2017年4月28日（散布前），5月1日（散布3日後），

5月4日（散布 6日後）， 5月12日（散布 14日後）に各

区全株についてアサトビハムシの成虫数を調査した．薬

害については随時達観により調査した．

2. アサトビハムシの加害がホ ップの初期生育に及ぼす

影響

萌芽期のアサトビハムシの寄生状況の違いによるホッ

プの生育への影響を調査するために前述した岩手県遠野

市における薬剤効果試験のそれぞれl区におけるホップ

5株について 5月1日の剪芽作業時に長い方から 3芽を

選び，合計 15芽について芽の長さを測定したすなわ

ち，無処理区 3反復のうち 1区を「継続的加害有り」，

ビフェントリン 2.0%水和剤処理区3反復のうち l区を

「初期の加害のみ有り」，カルタップ75.0%水溶剤処理

区3反復のうち，調査期間中，成虫の寄生も食害もみら

れなかった 1区を「加害無し」とした

結果

1. アサトビハムシに対する薬剤の防除効果

(1) 岩手県における防除効果

散布前の4月21日には，カルタップ75.0%水溶剤散

布区では2.1頭／株，ビフェントリン 2.0%水和剤散布区

では 1.7頭／株，無処理区では 1.5頭／株と，いずれの区に

おいても本種の成虫が確認されたその後無処理区にお

いては本種成虫数は増加し， 4月27日には6.1頭／株に

達した一方，散布3日後散布6日後はカルタップ

75.0%水溶剤， ビフェン トリン 2.0%水和剤を散布した

いずれの区においても成虫数は 0となり，散布 10日後

の両薬剤処理区の成虫数も共に 0.1頭／株と極めて低密度

に推移した．カルタップ75.0%水溶剤，ビフェントリ

ン2.0%水和剤いずれの薬剤も本種に対して高い防除効

果が認められた．ホップ萌芽期における薬剤散布による

薬害は認められなかった（第2図）．

(2)秋田県における防除効果

散布前の4月28日には，カルタップ75.0%水溶剤散

布区では4.5頭／株，ビフェントリン 2.0%水和剤散布区

では4.1頭／株，無処理区では4.6頭／株といずれの試験区

においても本種の成虫が確認されたその後無処理区で

は成虫数は増加し5月1日には 5.7頭／株となった 一方，

散布3日後にはカルタップ75.0%水溶剤散布区で株当た

り1.0頭，散布6日後には同じく 0.3頭と減少し，散布

14日後には0となったまた，ビフェントリン 2.0%水

和剤散布区では散布 3日後から 14日後の成虫数は0と

なったいずれの薬剤も本種に対して高い防除効果が認
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第2図 各薬剤のアサトビハムシに対する防除効果 （岩手県）
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初期の加害のみ有り 継続的加畜有り

ホップ初期生育におけるアサトピハムシの加害の影開

I)異なるアルフ ァベッ ト文字の間にはTukey多重検

定により 1%水巡で有意差があることを示す

2)バーは標準誤差を示す

められたがカルタップ75.0%水溶剤はやや遅効的で

あった．ホップ萌芽期における薬剤散布による薬害は認

められなかった（第3図）．

2. ホップの初期生育に及ぼす影響

アサトビハムシの加害がホップの初期生育に及ぼす影

響を第4図に示す剪芽時である 5月1日まで継続的に

本種の加害を受けた場合，芽の長さは平均で5.9cmと

なり ，全 く加害を受けなかった場合 と比較して 57.3%

にとどまり，統計的にも有意差がみられた 一方，初期

被害は受けたものの，その後薬剤防除により被害を抑え

た場合 芽の長さは平均8.9cmであり，加害を受けな

かった場合と比較して 86.4%であり，統計的に有意差

はみられなかった

考察

マイナー作物であるホ ップにおける害虫についての知

見は多 くない．アサトビハムシについては国内における

知見はないが，欧米では成虫態でホップの枝の亀裂や土

壊間隙，植物残流などで越冬するとの知見がある (l).

本種成虫はホップの若芽を食すこと，また本調査におい

て，散布前の萌芽期にはすでに植物体上で成虫が確認さ

れていることから，本種による加害は岩手県および秋田

県においては4月中旬のホップの萌芽とほぼ同時に始ま

る． このことは，本種は岩手県および秋田県においても

成虫態でほ場内またはその周辺で越冬していることを示

唆する．

本種により食害された若芽は枯死したり生育不良とな

る．ホップは一株から非常に多くの芽が出るが，本種の

多発により著しい被害を受けた場合は株自体も枯死する

ことがある（未報告）．ホップでは4月下旬から 5月上

旬にかけて剪芽という 管理作業を行う．これは株から出

ている多くの芽から生育良好な数本の芽を選び，その他

の芽はこれら数本の芽を育成するために剪除する作業で

ある． しかし， 今回の調壺で萌芽してから 2週間ほどの

継続した加害により剪芽時に良質な芽の確保が困難とな

ることが明かとなったまた，初期被害を受けたとして

もその後に防除することにより加害を受けなかった場合

と同等の芽を確保できることが明らかとなった． 一方，

本種の防除を行わなかった場合，剪芽により残った数本

の芽に加害が集中することも考えられるこうした場

合ホップの初期生育に大きく影響するこ とも想定され

る．本試験によりホ ップに既登録の薬剤2剤が本種に対

して高い効果があることが確認されたビフェン トリ ン

2.0%水和剤は本データにより， 2018年3月28日付けで

アサトビハムシヘの適用拡大がなされている．本種の防

除に際しては萌芽期に本種の被害を確認したら直ちに防

除を行うことでホップの安定生産に資するものと思われ

る．また，今後は，8月中旬から下旬の収穫期まで，殺

菌剤の使用と併せたホップの病害虫防除体系の検討が必

要であろう．
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