
  
  調合油乳剤へのイチゴ苗浸漬処理による新たなナミハダニ

防除法の可能性

  誌名 九州病害虫研究会報
ISSN 03856410
著者名 上村,香菜子

柳田,裕紹
和氣坂,成一

発行元 九州病害虫研究会
巻/号 65巻
掲載ページ p. 62-70
発行年月 2019年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



九病虫研会報 65 : 62-70 (2019) 

Kyushu PL Prot. Res. 65 : 62-70 (2019) 

調合油乳剤へのイチゴ苗浸漬処理による

新たなナミハダニ防除法の可能性

上村香菜子！）t．柳田 裕紹1)*・和氣坂成一2)

(I)福岡県農林業総合試験場・ 2)0ATアグリオ株式会社）

A new practical application of dipping strawberry plants in formulation oil to 

control Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) Kanako Uemura旦
Hirotsugu Yanagital)•and Shigekazu Wakisaka2) (!)Fukuoka Agriculture and Forestry Research 
Center, Yoshiki, Chikushino, Fukuoka 818-8549, Japan. 2)0AT Agrio Co.,Ltd. Chiyoda-ku, Tokyo 

101-0052, Japan) 

In this study, we devised a new application for the control of Tetranychus urticae Koch, 

which infests strawberry plants, by dipping stems and leaves of strawberry plants in a 300-fold 

diluted solution of formulation oil prior to transplanting in the field (dipping treatment). The 

efficacy of this dipping treatment against T. urticae was evaluated by laboratory tests and field 

tests. In laboratory tests using kidney beans, the corrected mortalities of adult females, 

nymphs, and eggs by the dipping treatment were 100%, 100%, and 93.7%, respectively. In the 

field tests conducted in 2017 and 2018, the population densities of T. urticae decreased by the 

dipping treatment in formulation oil. Further, compared to a chemosynthetic insecticide 

treatment. population densities of T. urticae were significantly suppressed for a prolonged 

period by additionally releasing the phytoseiid and spraying formulation oil on strawberry 

plants after the dipping treatment. This combination treatment had no effect on the growth 

and terminal flower bud emergence rate of strawberry. Thus, our findings suggest that this 

treatment effectively controls T. urticae. 

Keywords: chemical control, phytoseiid mite 

緒 言

促成栽培イチゴFragariax ananassa Duchesne 

の主要害虫の一つであるナミハダニ Tetranychus

urticae Kochは，体長0.6mm程度と微小で増殖力が

高いこと（真梶 1975)から．生産現場では，本虫の

被害を未然に防ぐために定期的な薬剤散布による防

除を実践している。しかし，主要薬剤に対するナミハ

ダニの感受性低下は著しく（柳田ら， 2013；石川・江

ロ． 2014;今村・巖本， 2016:関根・鈴木， 2016).

t kanako999l@farc.pref.fukuoka.jp 
＊ 現在福岡県園芸振興課

• Present address: Horticulture Promotion 
Division, Fukuoka Prefecture, 7-7 Hakata-ku, 
Fukuoka, Fukuoka 812-8577, Japan. 

九州地域における本虫のイチゴ被害は年々増加傾向と

なっている（柳田， 2019）。このような中，近年，本

圃でのカブリダニ類利用（柴尾•井奥， 2016; 井村・

米田， 2017)の他に，気門封鎖型薬剤の散布も有効な

防除法の一つとして普及利用が進められている（関根，

2016)。

気門封鎖型薬剤は，ナミハダニの気門を物理的に封

鎖することで殺虫効果が得られることから．ターゲッ

トとする作用点を持つ一般的な化学薬剤と比べて薬剤

感受性低下のリスクは低いと考えられる（一般社団法

人日本植物防疫協会． 2016)。その中でも，調合袖乳

剤（サフォイルR乳剤）は，殺虫活性だけでなく．殺

卵活性も有するため（一般社団法人日本植物防疫協会，

2016)．ナミハダニに対する密度抑制効果が期待され

る。しかし，一般的に調合池乳剤を含む気門封鎖型
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薬剤は，薬液が虫体に直接付着しなければ殺虫効果を

得ることができず，残効性が乏しいこと（一般社団法

人日本植物防疫協会， 2016)から，イチゴ茎葉への薬

液の付着量が不足した場合十分な防除効果が得られ

にくいことが懸念される。従って，調合油乳剤の特長

を活かすためには，茎葉への付着量を向上させる必要

があり，そのためには現在の茎葉処理法の改良が必要

と考えられる。

そこで，調合油乳剤の新しい処理法として，イチゴ

苗の未展開部分を除いた茎葉を調合池乳剤に浸漬処理

する新たな防除法（以下，調合油乳剤浸漬処理法）を

考案し，イチゴ苗に寄生した状態で育苗圃場から本圃

へ持ち込まれるナミハダニ（合田・中村， 1986)に対

する本圃定植前の防除効果について検討した。併せて，

本法を核としたナミハダニ防除体系についても評価し

た。なお，本法は2019年4月現在で農薬登録の適用外

であるため，実用化には登録拡大が必要である。

本文に先立ち，統計解析に関するご助言を頂いた農

研機構中央農業総合研究センターの光永貴之博士と，

原稿をご校閲いただき貴重なご意見を頂いた鹿児島県

農業開発総合センターの柿元一樹博士に御礼申し上げ

る。

材料および方法

1. 葉片浸漬法による調合油乳剤のナミハダニに対

する殺虫・殺卵効果（室内試験）

1)供試薬剤および区の構成

試験に供試した調合油乳剤は，散布剤 (300~500

倍）を想定して水道水で300倍に希釈し，実用場面に

おける薬害軽減を想定して，懸垂性を高めるために展

着剤ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル

(50.0%）を1,000倍となるよう加用した。殺虫・殺卵

効果を判定するにあたり展着剤の影響を省くため，対

照として上述の展着剤を同様に加用したプロピレング

リコールモノ脂肪酸エステル乳剤1,000倍液区と展着

剤のみを同様に加用した区を設けた。この他に，水道

水を無処理区として設けた。なお，調合袖乳剤とプロ

ピレングリコールモノ脂肪酸エステル乳剤は処理開始

日が異なるため，それぞれに展着剤区および水道水区

を設けた。

2)供試虫

供試したナミハダニは， 2017年4~6月に福岡県内

の促成イチゴ栽培圃場から採集し，インゲンマメ

Phaseolus vulgaris L.「ドーバー」で累代飼育した個

体群を用いた。

3)検定方法

検定は望月 (1998)に準じ， 25℃全明条件の室内に

おいてそれぞれ以下の方法で行った。

(1)雌成虫に対する殺虫効果

水道水を溜めたプラスチックシャーレ（直径

90mm)内にスポンジ (55mmx 55mm, 厚さ10mm)

を静置し，この上にイチゴ「福岡 S6号」の中位葉を

用いて作製したリーフデイスク (35mmx35mm) を，

葉裏を上にして乗せた。リーフディスクの四方は乾燥

を防ぐために，幅5mmのキッチンペーパー（リード

クッキングペーパー，ライオン社製）で囲んだ。次に，

累代飼育個体群の中から無作為に選んだナミハダニ雌

成虫を約15~25頭面相筆を用いて接種した。接種放飼

24時間後に衰弱虫や死亡虫を取り除いた後に，ピン

セットを用いてリーフデイスクを各薬液に 2秒間浸漬

した。浸漬後は新聞紙上に葉裏を上にした状態で2時

間程度静置して風乾した。この間に，脱走および他の

処理葉へ移動した個体は確認されなかった。風乾後は

再び元の状態でスポンジ上に乗せて飼育し，処理4日

後に実体顕微鏡下で生存虫と死亡虫を計数した。なお，

苦悶虫は死亡虫とした。検定は各処理とも 3~4反復，

合計69~75頭で実施し， Abbott(1925) の式により

死亡率を補正した。

(2)若虫に対する殺虫効果

上述と同様に作成，管理したリーフデイスク上にナ

ミハダニ雌成虫を 3~5頭接種放飼した。接種放飼後

24時間静置して産卵させた後に雌成虫を除去し，その

後72時間以内に孵化し幼虫から成長した個体を供試し

た。幼虫は検定前に除去した。薬液の浸漬や生死の判

定は雌成虫と同様の方法で行った。なお，検定は各処

理とも 3~6反復，合計69~75頭で実施した。

(3)卵に対する殺虫効果

上述と同様に作成，管理したリーフデイスク上にナ

ミハダニ雌成虫を 5~8頭接種放飼した。接種放飼後

24時間静置して産卵させた後に雌成虫を除去し，得ら

れた卵を供試した。薬液への浸漬は上述と同様に行い，

処理7日後に孵化した個体を計数した。なお，検定は

各処理とも 3~6反復合計132~142個で実施し，

Abbott (1925)の式により死亡率を補正した。

2. 調合油乳剤浸漬処理法を基幹とした体系防除

試験（圃場試験）

1)処理方法

調合油乳剤浸漬処理法の手順として， まず， 2017年

試験， 2018年試験ともに室内試験の方法に準じて同様
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第 1図 浸漬処理の様子．未展開業（右図破線枠内）を除く全ての展開葉を浸漬．

の展着剤を加用し，調合油乳剤を300倍となるよう調

整した薬液を20L容ポ リバケツの中に移し入れた。次

に定植前のイチゴ苗を逆さにした状態で未展開業を

除いた地上部を処理対象 として 2~3秒間浸潰した

に，試験 1で用いた個体群と同じナミハダニ雌成虫を

株あたり 0.5頭程度となるように加害されたインゲ

ン葉片を株上に置き放虫した。

(3) 区の構成および調査方法

（第 1図）。 未展開葉は業柄または葉を指でクラウン方

向に折り曲げ，処理か ら除外した。所定数のイチゴ苗

を処理した後処理同日に，速やかに圃場へ定植した。

2) 2017年試験

区の構成として，調合油乳剤浸漬処理法を行った試

験区， ピフェナゼー トフロアプル1,000倍 とシェノピ

ラフェンフロアプル2,000倍を混用し， 試験区 と同様

の展着剤を加用した薬液を肩掛け式蓄圧噴霧器 (MD-

10, 横浜植木株式会社製）で定植前に十分巌散布した

慣行区をそれぞれ 1棟ずつ設けた。両区ともに 9月27

日にガラス室にて100株処理し，処理後は畝幅150cm,

条間55cm,株間25cm, 2条植えで地床栽培を行った。

定植以降はカプリダニ製剤や薬剤を用いてナミハダニ

防除を実施した （第 1表）。

(1)試験場所

福岡県農林業総合試験場 （福岡県筑紫野市）のビニ

ルハウス60m2（間口 6mX奥行10m) 2棟を用いて

試験を実施した。なお，試験期間は降雨の影罪を避け

るために農業用ビニルを展張した。

(2)供試苗

9cmポリポットで育苗し，展葉数 4~5枚に調整

したイチゴ「福岡 S6号」苗に， 9月11日および20日

調査は， 9月27日～翌年 2月27日まで行い，処理前

(9月27日）は任意に抽出したイチゴ苗60株の中位 2

第 1表 定植後のハダニ類に対する薬剤使用履歴 (2017年試験）

区の構成 処理日 薬剤名 使用方法
希釈倍数

または使用量

11月7日 チリカプリダニ剤 放飼 3,000頭／10a

試験区 ミヤ コカブリ ダニ剤 放飼 5,000頭／10a
・・・・・・・・・・・・--・・・・・・-・・-・.. ・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（茎葉散布回数合計 0回）

11月7日 ビフェナゼート水和剤 茎葉散布 1000倍

チリカブリダニ剤 放飼 3,000頭／10a

ミヤコカプリダニ剤 放飼 5,000頭／10a

11月17日 、ンエノヒ ラ゚フェン水和剤 茎葉散布 2000倍

対照区 チリカブリダニ剤 放飼 5,000頭／10a

12月4日 チリカプリダニ剤 放飼 5,000頭／10a

ミヤコカブリダニ剤 放飼 5,000頭／10a

12月26日 チリカプリダニ剤 放飼 5,000頭／10a
し暑····-·······-~········-········· ••••••••• --・・・・・・・・・ ・・・・・・---• 

（茎葉散布回数合計 2回）
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複葉に生息するナミハダニ成若虫を計数した。これら

の苗をほ場内の 4か所に連続して15株ずつ定植し，以

降は概ね10~14日間隔で，これらの株について同様の

方法で調査した。薬害は調査時に肉眼で観察した。

2) 2018年試験

(1)試験場所

福岡県農林業総合試験場のビニルハウス60m2（間

口3mX奥行20m) 1棟を用いて試験を実施した。試

験期間は降雨の影響を避けるために農業用ビニルを展

張した。

(2)供試苗

2018年9月に県内バラ Rosaspp．圃場より採集した

個体群を室内試験と同様の方法で累代飼育して試験に

供試した。 2017年試験と同様に管理したイチゴ苗に，

9月20Hおよび27日にナミハダニ雌成虫を株あたり 5

頭程度となるように加害されたインゲン葉片をイチゴ

株上に置き，放虫した。

(3) 区の構成および調査方法

区の構成として，調合油乳剤浸漬処理法にカブリダ

二製剤の放飼と調合袖乳剤の茎葉散布を組み合わせた

試験区，スピロテトラマトフロアブル500倍を株当た

り50ml灌注処理し，その後は定期的に化学薬剤を茎

葉散布した慣行区，この他，試験区と慣行区の定植前

処理の防除効果を評価するために10月24日まで調査し

た無処理区，浸漬処理の薬害を調査するために調合油

乳剤150倍で処理した倍量区を設けた。 1区16株 3反

復とし，乱塊法により配置した。

試験区慣行区および倍量区ともに10月3日に農林

試内ガラス温室にて処理し，処理後は速やかに畝幅

100cm, 条間50cm, 株間25cm, 2条植えで地床栽培

を行った。なお，ナミハダニの区間ごとの分散を防ぐ

ために，区間に支柱を立て，そこに農 POフィルムの

障壁 (70cmx50cm) を設けた。定植以降に使用した

薬剤のうち，ハダニ類に対して農薬登録のあるものを

第 2表に示した。

調査は，概ね 7日間隔で，試験区，慣行区および無

処理区より 15株を抽出し，上位2複葉に生息するナミ

ハダニ雌成虫を計数した。薬害は調査時に肉眼で観察

した。また，処理35日後 (11月7日）に，頂花房の出

密率を調査し，処理による生育への影響を評価した。

第2表 定植後のハダニ類に対する薬剤使用履歴 (2018年試験）

区の構成 処理日 薬剤名
希釈倍数

使用方法 または使用量

11月2日 調合油乳剤 茎葉散布 300倍

11月3日 チリカブリダニ剤 放飼 6,000頭／10a

ミヤコカブリダニ剤 放飼 6,000頭／10a

試験
11月30日 調合油乳剤 茎葉散布 300倍

12月6日 チリカブリダニ剤 放飼 6,000頭／10a

1月11日 調合油乳剤 茎葉散布 300倍

3月12日 調合油乳剤 茎葉散布 300倍
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（茎葉散布成分回数合計 4回）

11月2日 エマメクチン安息香酸塩乳剤茎葉散布 2000倍

11月15日 シエノヒ°ラフェン水和剤 茎葉散布 2000倍

11月30日 ビフェナゼート水和剤 茎葉散布 1000倍

12月25日 ピフルブミド水和剤 茎葉散布 3000倍

1月7日 シフルメトフェン水和剤 茎葉散布 1000倍

対照
1月25日 ミルベメクチン水和剤 茎葉散布 2000倍

2月5日 ビフェナゼート水和剤 茎葉散布 1000倍

テブフェンピラド乳剤 茎葉散布 2000倍

2月18日 シエノヒ°ラフェン水和剤 茎葉散布 2000倍

3月1日 アセキノシル水和剤 茎葉散布 1000倍

アクリナトリン水和剤 茎葉散布 1000倍

（茎葉散布成分回数合計 11回）
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各区の出嘗の有無を応答変数とし，処理法を説明変数

としてロジスティック回帰分析を行った。 2018年に実

施した圃場試験における試験区および慣行区のナミハ

ダニ密度の差は，固定効果として処理の違い，変量効

果として調査日を設定した分散分析（混合モデル）に

より解析した。なお，ナミハダニ密度は，観測値に0.5

を加算した後に対数変換し，正規分布へ近似した。統

計解析には JMPversion9 (SAS Institute Inc.) を用

いた。

結 果

1．調合油乳剤浸漬処理法によるナミハダニの殺

虫・殺卵効果（室内試験）

処理4日後におけるナミハダニ雌成虫および若虫の

補正死亡率と 78後における卵の補正死亡率を第3表

に示した。調合油乳剤浸漬処理のナミハダニ雌成虫と

若虫に対する補正死亡率は，対照のプロピレングリ

コールモノ脂肪酸エステル乳剤と同等の100％で高い

殺虫効果が認められた。一方，卵に対する補正死亡率

93.7%と，対照区の58.0％と比較して高い殺卵効果が

得られた。

2.調合油乳剤浸漬処理法を核とした体系防除試験

（圃場試験）

1) 2017年試験

各区のナミハダニ成虫と若虫の密度推移を第2図に

示した。試験開始時のナミハダニの密度は試験区と慣

行区とも 1.4頭／複葉であった。試験区のナミハダニ

第3表 ナミハダニに対する殺虫・殺卵効果

薬剤

調 合 油乳剤＋展着剤

展 着剤

水 道水

プロヒ°レングリコールモノ

脂 肪 酸エステル乳剤＋展着剤

展 着剤

水 道水

密度は．処理4lH後 (11月 7日）まで0.1頭／複葉以

下に抑制した。その後はカブリダニ類の放飼もあり，

ナミハダニ密度は期間を通して0.4頭／複葉以下と極

めて低密度で推移した。一方，慣行区のナミハダニ密

度は，処理26日後 (10月23日）まで0.5~0.9頭／複葉

で推移したものの，その後急激に密度が高まり，処理

41日後 (11月 7日）に3.2頭／複葉に達した。カブリ

ダニ類の放飼や薬剤散布を実施したものの．十分な防

除効果は得られず．処理112日後 (1月17日）のナミ

ハダニ密度は11.0頭／複葉となり，一部でナミハダニ

による萎縮・枯死株が認められたため調査を終了した。

試験区は浸漬処理9日後 (10月6日）調査時に．葉裏

に袖浸斑が認められたものの，葉焼けや枯死株の発生

はなかった（データ略）。

2) 2018年試験

各区のナミハダニの密度推移を第 3図に示した。試

験開始時のナミハダニ密度は 1区30複葉あたり試験区

で156.0頭／区 (5.2頭／複葉）．慣行区で149.7頭／区

(5.0頭／複葉）．無処理区で146.0頭／区 (4.9頭／複葉）

であった。試験区のナミハダニ密度は．処理 5日後

(10月8日）に16.7頭／区 (0.6頭／複葉）と大幅に低

下し，慣行区および無処理区のナミハダニ密度と比較

して極めて低かった。その後の調査においても．試験

区のナミハダニ断続的に増減を繰り返したものの，そ

の密度は最大でも126.0頭／区 (42頭／複葉）で，期

間を通しで慣行区よりも低密度で推移し， 3月14日以

降の発生は認められなかった。一方．慣行区のスピロ

補正死亡率 a) (%) 

成虫 若虫 卵

100 100 9 3. 7 

2. 2 

゜ ゜2. 2 4. 0 2. 9 

100 100 5 8. 1 

゜ ゜ ゜3. 9 3. 8 3. 9 

a) Abbott(1925)の式により死 亡 率 を 補 正 し た ．
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第3図 調合池乳剤浸漬処理法を基幹としたナミハダニ防除体系の効果 (2018年試験）． .... :試験区薬剤

処理 8：慣行区薬剤処理,,.:試験区天敵放飼を示す． エラーバーは標準偏差 (n=3) を示す．試験区

と慣行区に有意差あり（分散分析［混合モデル］， P<0.05).
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第4図 試験区および倍巌区で認められた湘浸斑 (2018年試験）．処理翌日 (10月4日）撮影．

a:試験区，b:倍醤区．

第4表 調合油乳剤浸漬処理法がイチゴ頂花房の出薔に及ぽす影押

出 醤率 a) (% ) 

試 験 区

慣行区

無 処理区

倍 量 区

1

9

9

6

 

．

．

．

．

 

9

8

3

5

 

5

6

7

7

 

n.s. 

a) ロジスティック回帰分析で 試 験 区 間 に 有 意 差 な し ．

テトラマトフロアプル500倍の灌注処理のナ ミハ ダニ

密度は，処理21日後 (10月24日）まで無処理区と同様

に雅移し，薬剤による明確な防除効果は認められな

かった。定植後も定期的に11回 （有効成分9種）の薬

剤を茎葉散布したものの，ナミハダニに対する十分な

防除効果は認められなかった。

試験区の薬剤散布は調合油乳剤のみの 4回の散布と，

慣行区の1/2以下であった。また， 試験区と慣行区の

ナミハダニ密度を比較すると，試験区ば慣行区よりも

有意に低かった （分散分析 ［混合モデル ］，P< 0.0001; 

F = 7.6, df = 27)。以上のことから，当該防除法は，

ナミハダニの密度抑制手段として有効であることが示

された。

試験区と倍蓋区では，浸漬処理5日後 (10月8B) 

に葉裏に油浸斑が認められたものの （第4図），葉焼

けや枯死株の発生はなかった。また，処理36日後 (11

月 8B)における頂花房の出薔率 に有意差はなく

(df=3. G=3.40. p=0.33)，浸漬処理による生育遅延

は認められなかった （第 4表）。なお，調合油乳剤は

うどんこ病への適用があるものの，本研究においては

生育期間を通して発生が認められなかったため，本病

に対する防除効果は判然としなかった。また炭疸病に

よる萎凋株や枯死株の発生はなかった。

考 察

調合油乳剤の浸漬処理は葉片浸漬法を用いた殺虫 ・

殺卵効果試験により，ナミハダニ雌成虫および若虫を

完全に殺虫し，殺卵効果も94.7％と非常に裔い防除効

果が期待できることが明らかとなった。実際に， 2017

年の試験において，調合油乳剤浸漬処理法のみで41日

間と長期にわたりナミハダニ密度を抑制でき，その後

はカプリダニ製剤の利用を組み合わせることで，長期

間にわたり安定した防除効果が得られた。慣行の定植

苗に対する混合剤の散布では，定植後にナミハダニヘ
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の防除効果が持続せずに，カブリダニ製剤の放飼時に

密度の上昇がみられたことが，その後の天敵による防

除を困難にしたと考えられた。調合油乳剤は浸透性や

浸達性はなく，また残効性に乏しいため，防除効果を

得るには数日間隔で 2回連続散布を行うことが推奨さ

れている (OATアグリオ株式会社， 2019)。関根

(2016)は，調合袖乳剤を含む気門封鎖型薬剤を数日

間に複数回連続して散布することで，イチゴに寄生し

たナミハダニを主体とするハダニ類に対する高い防除

効果が得られることを報告している。これまでの複数

回散布と比較して，本法の処理 1回で高い防除効果が

得られことは，植物体への薬液付着量が十分であった

ためと推察された。

一般的に，動力噴霧器や蓄圧式噴霧器を用いた通常

の散布法では，散布ノズルの形状の他，作業者の技能

によっても防除効果が異なることが報告されている

（國本ら， 1995; 國本•井上， 1996）。しかし，本法は

作業者の技能を必要とせず，非常に簡便な方法である

上に，薬液の付着量は十分であることから防除効果の

低下は起こりにくいと考えられる。

ただし，処理前のナミハダニ個体数が5.2頭／複葉

と極めて高かった2018年試験では，スピロテトラマト

フロアブルの瀧注処理と比較すると防除効果は認めら

れ安定したものの，処理時の密度が1.4頭／複葉であっ

た2017年試験と比較して，調合油乳剤浸漬処理法のみ

の防除効果は高い密度で推移し不安定であった。その

要因として，浸漬処理対象から除いた未展開葉にナミ

ハダニが多く寄生し，浸漬処理後に出葉した部位に分

散して増殖したことが考えられる。イチゴの場合，カ

ンザワハダニを主体とするハダニ類の寄生株率の高い

圃場および寄生数の多い株ほど， これらが上位葉まで

寄生している傾向があり（滝田ら， 1973)，ナミハダ

二はカンザワハダニと比較して比較的上位葉にもみら

れること（合田， 1989)から， 2018年の多発生条件で

は， 2017年の少発生条件と比較して未展開業を含めた

上位葉に本虫が寄生する密度割合が高かったためと考

えられる。ただし，その後にカブリダニ製剤の利用と

補完的に気門封鎖型薬剤（調合油乳剤乳剤）を組み合

わせることで，長期間にわたり一定の防除効果が得ら

れた。このため，ナミハダニの発生が多い圃場におい

て本法を活用する場合，薬剤散布や天敵製剤（福岡県，

2018)および土着天敵（柳田， 2018)等を活用し，育

苗期間のナミハダニ密度を低密度に維持する必要があ

ると考えられる。

本研究において，調合油乳剤の浸漬処理は防除効果

が高く，散布器具を必要としない簡便な防除法である

ため，イチゴ定植前処理の防除法の一つとして有効で

あると示唆された。現在，定植前処理としては，ナミ

ハダニ成若虫および卵に対する効果が非常に高い，高

濃度二酸化炭素くん蒸処理（小山田， 2017)が一部産

地で普及している。本技術も，これらの技術と同様に，

本圃定植前処理の効果的な技術の一つとして，十分普

及し得ると考えられる。また，定植以降の薬剤使用回

数を大幅に削減できたことから，作業負担の軽減や減

農薬栽培に大きく寄与するものと考えられる。一方で

浸漬処理にかかる作業は6.2hr/10a／人増加するものの，

定植時期の分散や一時的な労働力の確保によって，こ

の点は矛盾なく解決可能であると考えられる。促成栽

培のイチゴ品種は多岐に渡るため，本法を確立するた

めには，今後，複数種を用いた試験を実施する必要が

ある。また，本試験では，試験区および倍量区におい

ても薬害の発生は認められなかったものの，防除効果

を高めるために未展開葉やクラウン部を浸漬処理した

場合に生じる生育への影響についても詳細に調査する

必要がある。また，健全苗の利用を前提とすれば，本

法による炭疸病等の病害の拡大の可能性は低いと考え

られるものの，今後の検証が必要である。これらを明

らかにした上で，浸漬処理が新しい使用方法として実

用化されることが望まれる。
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