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短報

ゲッキツとウンシュウミカンに長サするミカン

キジラミ成虫の選好性比較 T

池田綱介 I・芦原亘*

独立行政法人段業 ・食品産業技術総合研究機構果樹研究所

Preference of Adult Asian Citrus Psyllid， Diaphorina cilri (Homoptera: 

Psyllidae) for Mumα'ya panicu/.αla and Cilrus unshiu. Kousuke IKEDA!! 

and Wataru ASHIHARAホ NationalInstitute of Fruit Tree Science， Na-
tional Agriculture and Food Research Organization; 2-1 Fujimoto， 

Tsukuba， Tbaraki 305-8605， Japan. Jpn. J App/. Entomol. 200/. 52 

27-30 (2008) 

Abstract: In the northern distribution areas of the Asian citrus psyllid， 

Diaphorina cilri in Japan， psyllid population densities in citrus groves 
were Illuch lower than on Murraya paniculαla hedges. We investigated 

the preference of D. citri adults for M. paniculala and Cilrus unshiu to 

interpret such different occurrences. When D. cilri adults were released 

into a screen house containing po仕edM. paniculala and C. unshiu， the 

number of adults on both plants increased until the 4th day after release 

Thereafter， the mean densities relllained relatively constant for 18 days 

on each plant species before the start of new adult elllergence. On most 

M. panicu/.αla trees， new shoots were always produced by late December， 

and adult densities increased after the increase of new shoots and de-

clined one or two months after the peak density. New shoots of C. unshiu 
available for D. cilri reproduction were produced only once on two trees， 

on which adult densities become abundant after the growth of new 

shoots and decreased gradually until late Decelllber. On the other four C目

unshiu trees， adults migrated from other trees and their densities re-
mained relatively constant. When D. cilri adults were introduced into a 

preference test chamber containing buds and leaves of C. unshiu and凡4

paniculala， the adults were signi自cantlymore aggregated on the buds 

than on the leaves of both plants. No preference between C. unshiu and 
M. paniculala for either buds or leaves was detected. The present experi-

mental results suggested that the difference in the population levels of D 

cilri on C. unshill and M. paniculala in their northern distribution areas 
was not caused by the preference of the insect， but may be due to contin-

uous production of new shoots and dense planting of M. paniculala 

hedges favoring the reproduction and survival of D. cilri during the ty-

phoon season and winter 

Key words: Diaphorina cilri; Murnαya paniculala; Cilrus unshiu; pref-

erence 

ミカンキ ジラミ Diaphorinacilrパまカンキツグリーニング病のア

ジア型病原体 CandidalllsLiberibacter asiaticusを媒介するカンキツ

頬の重要害虫である (Capooret al.， 1967; Martinez and Wallece， 

1967).本積はわが国ではftt美大鳥以南に分布しているが (Miya-
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take， 1964) .屋久島(牛牧.2002) や指宿市(弁1::.2007)でも

生息可能なことが明らかになっている. ミカン科のカンキツ属 Cil-

rusやゲッキツ属 Murrayaを寄主とするが.芽や展:染初期の新梢に

しか産卵しないため，個体数t曽加は芽の発生霊と深い関係がある

(Husain and Nath， 1927; Catling， 1970).また ，わが国ではカンキツ

類よりゲッキツ Murrayapaniculalaでの生息密度ーが高い傾向が認め

られている (芦原，1997;安田ら， 2005) このような寄生性の相

違の要因を明らかにすることは，本樋の発生動態の解明や防除法

の開発上重要と考えられる.安田ら (2005)はゲ yキツとシーク

ワーサ- Cilrus depressaにおける生息部位について検討し，いず

れの植物においても.新芽を好む傾向を実験的に明 らかにした

しかし.ゲ ッキツとカンキツに対する選好性の差については明ら

かにされていない.本論文では， ミカンキ ジラミ成虫のゲ ッキツ

とウン シュ ウミカン Cilrusunshiuに対する定着性と葉と芽に対す

る選択性について比較試験を行ったのでその結果を報告する.

材料および方法

1. 供試昆虫

2003年に奄美 大島で採集し ，果 樹 研 究 所 内 の 温室 内

(20-400C) でゲ ッキツを餌として継代飼育しているミカンキ ジ

ラミを用いた.

2. ミカンキジラミ成虫のゲッキツとウンシュウミカンに対す

る定着性

果樹研究所内の飼育網室内(間口 640cmX奥行き 505cmX高

さ370cm) に露地栽培の一年生のウンシュウミカン(["興津早生J)

と温室栽培のゲッキツを 6本ずつ交互に配置した.ここに ，温室

内のゲッキツで精娘しているミカンキジラミの成虫を 2005年 5月

26日に 500個体を放飼し ，岡植物上に生息しているミカンキ ジラ

ミの成虫数を放飼 8日固までは毎日.以後 l週間毎に網室内の ミ

カンキジラミ 11自体群が消滅するまで調査した. 6月 11日からは新

梢数についても記録した.ここでいう新梢は芽を含み，ゲッキツ

では基部の葉身長が成熟葉の 1/2程度以下のもの，ウンシュウミ

カンは自己努定前のものを対象とした.また，供試植物と同じ来

歴をも ったゲ yキツとウンシ ュウミカンの成熟業をランダムに採

取し ，画像解析ソフトウエ ア LIAfor Win32 ver.0.376s (山本，

2003)によ って而椴を測定した.

3. ミカンキジラミ成虫のゲッキツとウンシュウミカンに対す

る選択性

温室内でゲッキツに産下された!mを250Cの恒温条件下で飼育し

た. ミカンキ ジラミは羽化後 7-10日頃に卵巣と精巣が成熟する

本liJf究は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機機運営費交付金プロジェクト研究 No.166 ["作物及び家叢生産における気候温暖

化の影響解明とその制御技術iの開発」の助成により行われた.
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Fig. 1. Apparatus and arrangement of plant materials for preference tests of D. cilri adults. A: Construction of the preference test 

Test insects were introduced into a plastic dish via a hole made at the center of the dish. The hole was sealed with Scotch tape 

after introduction. B: Arrangement of mature leaves of C. unshiu and M. pal1iculala. C: Arrangement of buds of C. 1I11shiu and 

M. paniclllala 

ので(林}II・芦原，未発表)，羽化後 2-3日の伯I1本を未成熟成虫.

10-20日の個体を成熟成虫としてfJt試した.寄 J:.他物の芽と葉に

対する選択性の試験装置を Fig.1に示した.供試他物体はウン

シュウミカン(興津早生)とゲッキツの成熟葉と 1-I.5cm程度に

frll長した芽である. 11 cmX 11 cmXO.2 (厚さ )cmのアク リル板に

水で湿らせたろ紙をのせ，対角線1::1こ他物体 (芽，または成熟葉

片)を l対ずつ配置した この l二{こl直径 1.2cmの穴を 4カ所聞け

た底部と同型のアクリル板を 1m口部に植物体が位世するように

のせ，ダブルク リップで挟んだ.さらに.このアク リル板をプラ

スチ ックシャーレ(直径 9cm)で磁った.シャーレの中心にはl白:

筏 0.3cmの穴が1mけでありー穴から 24時間給食させた成虫 20個

体 (雌雄同数)を放飼した，b;i復は l試験区につき 11-14とし

た.装置は光が均等に照射されたドラフ トチャンパー内 (260C，

16L80，相対湿度 60-80%) に設置した.放飼は点灯約 8時間後

に行い ，放飼 24時間後に各柏物体に存在する個体数を記録した.

この個体数の割合を .ルートアークサイン変換し， Mann-Whitney 

Utestによ って平均値を比較した.

結果および考察

1. ミカンキジラミ成虫のゲ ッキツとウンシュウミカンに対す

る定着性

網室に成虫を放飼してから新成虫が発生するまでのゲッ キツと

ウンシュウミカンにおける寄生消長を Fig.2にボした. 向樹樋へ

の寄生個体数は放飼 4日頃までJt，YIi.加 し， 61:1後から 22日後の問

(6丹 1-171:1)はほとんど変化が認められなかった.この間， 放

飼虫の 52%がいずれかの植物に:;t.(iし.ゲッキツとウンシュウミ

カンにおける樹当たり平均寄生虫数はそれぞれ， 14.6と28.3であ

り.ウン シュ ウミカンのほうが 2倍近く多かった.試験開始時の

ゲ ソキツとウン シュ ウミカンの l樹当たり平均葉数はそれぞれ.

158と58であ った.ゲソキツとウンシュウミカンの個葉の而積は

それぞれ 5.8cm2 (n=53， SD=3.2) と27.4cm2 (11=54， SO=16.1) 

だったので， 供三̂liHの葉をすべて成熟葉とすれば.樹当たりす・均

総葉面積はそれぞれ 905cm2と 1，581cm2となる.試験開始後に民
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Fig. 2. Changes in numbers of D. cilri adults observed on M 

paniculala (solid circles) and C. unshiu (open circles) in a net-

ted house before new adults emerged. Vertical bars indicate 

standard deviations. Six each of potted M. paniculala and C. 
unshiu trees were placed and five hundred D. cilri adults were 

released on May 26， 2005 in a screen house 

|潤した紫を1!¥¥制すると ，葉当たり寄生個体数は，ゲッキツで 0.09

1凶体， ウンシ ュウミカンで 0.3211制本であり句ウンシュウミカンの

ほうが 3.4f脅多かった.しかしながら .葉而積 (cm2
) 当たりの完t

生個体数を計算すると。それぞれ， 0.016と0.012で.ゲソキツの

ほうが 1.4倍多かったことになる.

放飼後，ミカン キジラミの倣H本併が消滅するまでの寄生成虫数

と新補数の推移を供試樹別に Fig.3，4に示した.ゲ yキツではす

べての樹で試験終了まで長期にわた って新梢を発生させていた.

成虫の寄生数のJt，'!'J)JIlはおおむね新制数のI曽加後に起こる傾向をぶ

した.ただ.新梢が発生しでもvrr卵がみられない場合や，産卵 さ

れても生育が不 |分な新備があ ったため，新梢数と成虫の発生数

の関係は明隙ではなかった.成虫の寄生数は 10月下旬から減少

し， 12月 F旬に消滅した. 一部の樹で幼虫が 11}'I上旬まで寄生

が認められたが ， 成!1~に発育することなく消滅した . 11月以降に

NO.2以外の樹の新楠数が噌加|したが.ほとんど伸長せず，産卵も

認められなかった. 一方.ウン シュ ウミカンでは NO.Iを除く 5
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Fig. 3. Seasonal changes in numbers of D. citri adults and new 

shoots (including buds) observed on M. paniculata. For further 

explanations， see Fig. 2 
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Fig. 4. Seasonal changes in numbers of D. citri adults and new 

shoots (including buds) observed on C. unshiu. For further ex-

planations， see Fig. 2. 

Table 1. Preference of immature and mature D. citri adults for bud and mature leaves of M. paniculata and C. unshiu in a prefer-

ence test chamber (bud vs. matllre leaf of the same plant) 

% ofadults (mean=SE) on 

No. of replicates' Plant materials 
Other than plant 

Bud Mature leaf 
materials 

12 40.8=4.2・ 25.0=5.5 34.2 =5.0 

12 69.6=3.9ホホ$ 5.0= 1.9 25.4=3.7 

14 22.5=3.2ホ 10.8=2.6 66.4=3.5 

11 36.8 =4.6**. 0.5=0.5 62.7=4.5 

Test insect Plant 

Immature adlllt 

Mature adult 

M. panicultata 

C. unshiu 
M. panicultata 

C. unshiu 

UTwenty adults (equal male/female) were released into a preference test chamber per replicate. 

事 and**. indicate signi自cantdi仔erencesbetween percentages of adlllts on buds and mature leaves at pく0.05and pく0.001，respectively (Mann-

Whitney U test) 

樹で新梢が l回だけ発生した.このうち .NO.5と6では新梢発生

後に新成虫が発生して寄生密度が急増したのに対し.No. 2は 7

FI. NO.4では 9月に芽を発生したがすべて生酒!落下し.No. 3で

は産卵数が少なかったので新成虫発生による宿度増加は認められ

なかった. No. 5，6以外の樹では新梢がないにもかかわらず密度が

増加するH寺期があり， 他か らの移入があ ったことを示している.

10丹に寄生成虫数が著しく 低下し .1 2 門下旬に ll~滅した . 両樹

種での寄生消長を比較すると，ゲッキツでは NO.4-6に見られる

ように ，いったん増加しでも lカ月程度で密度が半減した ウン

シュ ウミカ ンではゲッキツのような急激な密度の減少が認められ

ず.比較的安定していた.このような傾向や Fig.2から，ミカン

キジラミ にと ってウンシュウミカ ンはゲッキツに比べて定着に不

利な植物と考えられない.

2. ミカンキジラミ成虫のゲ ッキツとウンシュウミカンに対す

る選択性

ゲッキツとウンシュ ウミカンを用いた成虫の芽と葉，並びに両

樹種に対する選択性試験の結果をそれぞれ Table1と2に示した.

同一植物の芽と成熟禁への選択虫数を比較すると ，未成熟，成熟

成虫ともに有意に芽を選択する割合が多く ，この傾向はウンシ ュ

ウミカンにおいて顕著であ った (Table1).芽と成熟葉それぞれを

用いて，ゲ ッキツとウンシュウミカンの聞で選択性に差があるか

どうか調べたところ.未成熟.成熟成虫ともに差が認められなかっ
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Table 2. Preference of immature and mature D. ci/ri adults for M. panicul，αta and C. unshiu on either buds or mature leaves in a 

preference test chamber (M. paniculata bud vs. C. unshiu bud and M. paniculata leafvs. C. unshiu leaf) 

Test insect Leafstage 

Immature adult Bud 
Mature leaf 

Mature adult Bud 

Mature leaf 

a See the footnote of Table I 

No.ofreplicates 

12 
12 

12 

12 

% ofadults (mean::'::SE) on 

Plant materials 

M. paniculata C. unshiu 

33.8 ::1: 4.2 

34.2土 6.2
30.0 ::1: 3.4 
19.2::1: 4.2 

38.3 ::1: 4.2 ns 

29.6土 5.0 ns 
30.8 ::1: 2.2 ns 

17.5 ::1: 2.2 ns 

Other than plant 
materials 

27.9 ::1: 3.8 

37.3 ::1: 6.4 
39.2 ::1: 4.8 

63.3 ::1: 5.4 

ns indicates no signi日cantdiff巴rencesbetween percentages of adults on M. paniculata and C. unshiu at 0.05 level (Mann-Whitney U test) 

た (Table2). 

この選択試験の結果から，安田ら (2005) が報告しているよう

に.成虫は両樹種において成熟葉より芽を選択する傾向が確認さ

れた.これに対し，樹種による選好性の差は芽，成熟葉のいずれ

についても認められず，放飼した成虫の定着性 (Fig.2) について

もウンシュウミカンがゲッキツに劣る結果は得られなかった.ま

た. Tsai and Liu (2000) によれば，本種の内的自然増加率はグ

レープフルーツC.paradisiで最も高く，ゲシキツではラフレモン

C. jambhiri ，サワーオレンジC.aurantiumとほぼ同等であった.先

に述べたように，我が国における本種の発生密度はカンキツ類よ

りゲッキツで高い傾向がある.また，分布北限域の屋久島では

ゲッキツの垣根で，指宿市ではゲッキツの垣棋と近くに植えられ

たカンキツでしか発生が認められていない.本試験の結果から，

ゲッキツでの寄生密度が高いのは，この植物への選好性の高さに

よるよりも， Xia and Xu (1989)や Tsaiand Liu (2000)のいうよ

うに，新梢発生頻度が多いことが原因と考えられる さらに.密

植された垣根は飛朔能力が低いミカンキジラミの新梢探索に有利

なうえ ，強風雨からの避難場所や活動が鈍くなった冬期の越冬場

所として好適なため，ゲッキツの垣根で発生が多いと推定される.

なお，選択試験において，植物体を選択した個体とその他の場所

にいた個体の割合を比較すると，ゲッキツとウンシュウミカンの

芽を供試した場合 (Table2) を除き ，成熟成虫のほうが未成熟成

虫に比べて植物体以外に留まっている割合が多かった.この原因

が成虫の成熟に伴う選好性の変化によるものか否かについてはさ

らに検討の必要がある.
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