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はじめに

本県で新たに発生が確認された病害虫について

仲田道生 ・ 横須賀知之 ・ 中島久仁夫

本県で新たに発生が確認された病害虫は，病害虫発生予察特殊報により発表されており， 1990年には

ポインセチアのタバココナジラミ (Bemisia tabaci Gennadius)， カキのカキクダアザミウマ (Pon-

ticutothrips diospyrosi Haga et Okajima)， カボチャ白斑病 (Cepharosporiopsiscucurbitae 

Hayaba et Inaba)， リンゴ黒星病 (Venturiainaequalis (Cooke) Winter)について発表された。

今回はこれら病害虫の発生状況や防除対策について報告する。

1. タバココナジラミ

1989年7月，鹿島郡鉾田町のポインセチアにコナジラミが発生した。農林水産省横浜植物防疫所で同

定の結果，本県では未発表のタバココナジラミであることが確認され，病害虫発生予察特殊報が発表さ

れた（茨城県病害虫防除所 1990a)。

1989年11~12月に他作物を含めた調査の結果では，ポインセチア以外の作物での発生は認められなか

った。発生面積は県全体で約 19,000面におよび，寄生程度の高いものはスス病が発生し，廃棄処分と

なったものも見られた。その後，他作物での発生は確認されていなかったが， 1991年9月にはトマト，

ピーマン，メロン，ガーベラなどの作物にも発生が拡大している（茨城県病害虫防除所 1991)。

第 1表 タバココナジラミ発生状況 (1991年 10月）

市町村名 作物名 備 考

美野里町 ポインセチア 発生程度少

麻生町 トマト スス病，着色異常果発生

ガーベラ 一部スス病発生

波崎町 ピーマン 発生程度少，周辺のミニトマト，キク，シソ， トウガンにも寄生

メロン 一部スス病発生，周辺のセイタカアワダチソウにも寄生

（形態）成虫の体色は淡黄色で白色の翅を持ち，オンシッコナジラミよりやや小型で体長 0.8mmであ

るが，両者の形態はよく似ており区別は困難である。蛹は楕円形で後端は細まり，背面に通常 7対の剌

毛があり亜外縁部に瘤列がない。オンシッコナジラミの蛹は体全体がコロッケ状で背面剌毛がなく，亜

外縁部に瘤列（分泌突起）があるので本虫と区別することができる。
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（生態）寄生植物は広く，ダイズ，ナス，キク，

サツマイモ， トマト等多岐に渡り，スス病を発生

し，激しい場合は，早期落葉を起こす。年 3回以

上の発生と言われるが，詳細は不明である。越冬

はキク科植物の葉裏でするとされる。本種はトマ

卜黄化萎縮病，タバコの菓巻病を媒介する。

（防除）施設では，持ち込み等に注意する。ま

た，防除薬剤には，現在ポ インセチア対象にキノ

キサリン系水和剤，ブプロフェジン水和剤，エト

フェンプロックス乳剤が登録されている。

2. カキクダアザミウマ

第 1図 タバココナジラミ蛹

1990年7月，千代田村のカキ圏で葉巻症状及び幼果に斑点を呈する被害が発生した。これらの被害部

及び寄生アザミウマを農林水産省蚕糸昆虫技術研究所に同定を依頼した結果，カキクダアザミウマによ

るものと確認され，病害虫発生予察特殊報が発表された（茨城県病害虫防除所 1990 b)。

1991年4月現在，他の地域での発生は確認されていないが， 今後発生地域が急速に拡大すると考えら

れるので，産地では注意が必要である。

（形態）成虫は，本種が属するクダアザミウマ亜目の特徴として尾管が長い。体長は 2.5,__, 3. 1 mmで

光沢のある黒色をしている。卵は，長さ 0.4mm前後の円筒形，わずかに黄色味を帯びた半透明の乳白色

を呈する。幼虫は胴部は淡燈黄色であり頭部，触角，脚は黒色である。幼虫は 2齢を経て蛹化する。蛹

は長さ 2mm程度であり，乳燈色の半透明状で他のアザミウマ同様歩行可能である。蛹は第 3蛹を経て成

虫となる。

（生態，被害）本種は，通常年 1回の発生で成

虫態で越夏，越冬する。越夏，越冬場所はカキお

よびアカマツ，ヒノキ，クヌギ等の樹皮下である。

カキ劇周辺のアカマツ林の距離がカキ圏での発生

に影響しているという報告もある。越冬世代の成

虫は 4月中旬～ 5月上旬にカキの末展開葉等に飛

来，加害，産卵する。孵化した幼虫は葉を吸汁加

害し，一部は被害葉を脱出し幼果を加害する。 5

~6月上旬に 3蛹を経て 6月上旬頃成虫になる。

成虫は他の果実や葉を加害しながら順次越夏，越

冬場所へ移動する。葉の被害は，著しい場合は葉

の表側の主脈に向かって巻葉となる 。この症状を
第2図被害果実

呈するのはカ キの葉を加害する害虫の中では本種だけに限られている 。果実は主と して幼虫によって加

害され，幼果では 0.5 mm程度の褐色～紫褐色の斑点となり ，果実の肥大とともに帯状斑点として残る。

チャノキイロアザミウマによる被害痕に比べ個々の斑点が大きく ，傷も深 くなる。
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（防除）冬季のカキ樹の粗皮を削り焼却すると，越冬成虫密度の低下に有効である。薬剤と しては，

アセフェート水和剤，ピリダフェンチオン水和剤，フェンバレレート •MEP 水和剤等が有効である。

散布の適期は，越冬成虫がカキの新梢に飛来してから産卵を始める前までの間となる。

3. カボチャ白斑病

1989年9月，東茨城郡内原町の抑制カボチャ栽培の一部の圃場に葉柄，茎，果実に白斑を呈する病害

が発生した。県農業試験場で同定の結果カボチャ白斑病であることが確認され，病害虫発生予察特殊報

が発表された（茨城県病害虫防除所 1990 C)。

1990 年 10月に西茨城郡を中心とする露地抑制カボチャの発病状況を調癒した結果，全調査圃場の約8~

％で発生が認められたが，発病程度は低く，被害は軽微であった。

（病徴）定植後間もなく発病が始り，株元に近 ~\ t 
い茎や葉柄に径 1~ 2 mmの長紡錘形の灰白色病斑

を多数生じ，それらは融合して茎や葉柄の表面を

覆うようになり，順次上位節へ進展する。葉柄は

病変部で折れ易くなり，下葉は枯れ上る。発病が

ひどくなると菓も侵され，果実の表面にも灰白色

の小隆起病斑を生じ著しく品質を損なう。

（発病条件）本病の病原菌は 5~30℃で生育 し，

適温は25℃である。ウリ類に対する寄生性は，ぺ ，硲

ポカボチャ，セイヨウカボチャ， ニホンカボチャ

に病原性を有し，これら以外のウ リ類では発病し

ない 。本病の発病進展には温度と降雨（湿度）の
第 3図被害果実

影響が大きく ，鹿児島県における抑制栽培では 9~10月の高温と多雨が発生を助長するとされている。

（防除）抑制栽培では被害に結び付くことがあるので注意か必要である。•発生程度が高くなってから

では薬剤による防除効果は期待できな いので，発病初期からの予防的な防除を心掛ける。薬剤としては，

TPN水和剤が有効である。

4. リンゴ黒星病

1990年8月，大子町生瀬地区の リンゴ圏でリンゴ黒星病と思われる病害が発生した。県圏芸試験場で

同定の結果， リンゴ黒星病であることが確認され，病害虫発生予察特殊報が発表された（茨城県病害虫

防除所 1990 d)。

同年11月の調査では，こ の地区のみの発生で発病程度は低く被害は軽微であった。

（病徴）葉の被害は ，開花前後か ら表裏両面に別々に発病し直径数mm, 類円形， 緑褐色，周囲がほや

けたスス状の病斑ができる。これは後に若干拡大し黒緑色になり，更に古くなると暗褐色や灰黒色とな

り甚だしい場合は落葉する。果実では ，落花期頃から幼果面に直径 2~3mmの黒斑か現れ，拡大するに

つれ暗褐色となり，表面に小さな亀裂を生じてカ サブタ状になる 。新梢では，若い緑色の部分か 2～数

mmの円形にわずかに隆起し，後に中央部か破れて黒色粗面となる。
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（発病条件）黒星病菌の越冬は，ナシ黒星病同

様被害落葉，枝病斑および芽のリン片で行われ

るが，第一次感染は主として越冬病葉中に生じた

子のう胞子による。リンゴの感受性は若い組織は

ど高く，発芽期～落花期の新梢生育期に雨が多い

と多発生する。一般に平均気温15'"-20℃で発病が

多く， 20℃を越えると停滞する。また，秋冷期に

再び増加する傾向がある。

（防除対策）ナシ黒星病同様，第一次伝染源の

密度を低下させるため，落葉は集めで焼却するか

埋める 。葉剤による防除は，開花直前から落花20

日頃までが第一次感染の時期となるので，この時
第 4図被害果実

期に行うのが有効である。薬剤としては，・ビテルタノー）レ水和剤，フェナリモル水和剤等がある。
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