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施設栽培ピーマンにおけるジャガイモヒゲナガアブラムシ
に対するチャパラアブラコパチの密度抑制効果

下八川裕司

Biological Control of Aulacorthum solani Kaltenbach on 

Greenhouse-Grown Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) using Aphelinus 

asychis Walker 

Hiroshi SHIMOY AKA W A 

要 約

施設栽培ピーマンにおいて，ジャガイモヒゲナガアブラムシに対する土着の天敵寄生蜂チャパラア

ブラコパチの密度抑制効果を検討した.その結果 ジャガイモヒゲナガアブラムシの発生初期に 1aあ

たり 340頭のチャパラアブラコパチを 8日間隔で 2回放飼すると，チャパラアブラコパチの寄生率が高

まり，ジャガイモヒゲナガアブラムシを低密度に抑えることができた.なお，ジャガイモヒゲナガア

ブラムシが圃場内で分散し始めてからの放飼では密度抑制効果が低下するので，ジャガイモヒゲナガ

アブラムシの発生初期にチャパラアブラコパチを放飼することが重要であると考えられた.

キーワード:チャパラアブラコパチ，ジャガイモヒゲナガアブラムシ，施設栽培ピーマン，総合的害

虫防除

はじめに

高知県の施設ナス，ピーマン栽培では天敵や防虫

ネット，黄色蛍光灯などを利用した総合的な害虫防

除対策が普及しており，アブラムシ類の防除対策と

してコレマンアブラパチAphidiuscolemani Vier-

eckが主に利用されている4，5，12，ーナス，ピーマンに

発生するアブラムシ類としては 7種類が報告されて

いるが'3) 本県で被害が問題となるのはワタアブラム

シAphisgossypii Gloverとモモアカアブラムシ

Myzus persicae (Sulzer)の2種であった. しかし，

天敵の普及に伴いこれまで発生がほとんどみられな

かったジヤガイモヒゲナガアブラムシAulacorthum

solani Kaltenbach (以後，ジャガヒゲと略記)に

よる被害が顕在化してきた.アブラムシ類の天敵と

して利用されているコレマンアブラパチは，ワタア

ブラムシとモモアカアブラムシにはよく寄生するも

のの，ジャガヒゲやチューリップヒゲナガアブラム

シにはほとんど寄生しない7) 一方，日本では上記4

種のアブラムシに寄生する土着寄生蜂として，コマ

ユパチ科アブラパチ亜科に属するアブラパチ13種，

ツヤコパチ科に属するアブラコパチ 6種が確認され

ており，この中でジャガヒゲによく寄生する種とし

てギフアフ'ラパチAphidiusgifuensis Ashmeadと

チャパラアブラコパチAphelinusasychis Walker 

(以後，チャパラと略記)が報告されている8.句.中で

も，チャパラは施設栽培ナス，ピーマンで被害が問

題になる 4種のアブラムシ全てに寄生する唯一の土

着種である9.11) また，土着のチャパラは低温短目で

仮性休眠に入るものの，仮性休眠の深度には地域的

な変異があり ，短日条件であっても温度が高い場合

には休眠率の低下する個体群の存在が報告されてい

る10) したがって，冬季の施設栽培においても夜間の

管理温度の高い作物では，チャパラを有効に利用で

きると考えられるが，その有効性については検証さ

れていない.

そこで，チャパラを用いて，施設栽培ピーマンの

*本報告の一部は第15回天敵利用研究会(2005年11月埼玉県)で発表した

2007年II月27日受理
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ジャガヒゲに対する密度抑制効果と実用性について

検討したのでその概要を報告する.

本文に入るに先立ち，チャパラを提供いただいた

住化テクノサービス株式会社，本試験遂行のため終

始助言いただいた当センタ一山下 泉，高橋尚之，

広瀬拓也の各氏，並びに供試作物栽培に協力いただ

いた当センタ一野口慎一，光江綾子の両氏に心から

感謝の意を表する.

材料および方法

1. チャバラアブラコパチの放飼数の違いによる ジャ

ガイモヒゲナガアブラムシに対する密度抑制効

果

1 )試験 1

ピーマン‘みはた l号'を2003年9月25日に定植

した当センター内の隣接する 2aのピニルハウス 2棟

を用いて試験を行った(図1).両ハウスの中央部分

をポリフィルムで仕切り，チャパラの放飼の有無に

より放飼区と無放飼区を設け，各 1a， 17株x4畦と

した.なお，両区ともハウスの側面開口部を 1阻目

合いの防虫ネットで被覆し，最低夜温を18tに設定

して管理した.

両区ともあらかじめマークした 4株について， 2004 

年 1月23日および26日にジャガヒゲを放虫した.各

放虫日における放虫数は， 23日には無麹胎生雌成虫

2頭/株， 26日には成・幼虫合わせて10頭/株とし

た.また，放虫後のジャガヒゲの密度が両区で大き

く異なったため， 2月13日に個体数の多い放飼区か

らジャガヒゲを採集し，両区の密度がほぼ均等にな

|← 7. 7皿→ | N 

放
飼
区

無
放
飼
区

<D 
小品

...1 3.3田 1... 

図 l 試験圃場の略図

るように放虫した.放飼区には 2月17日および25日

に，次の方法により当センターで累代飼育したチャ

パラ既交尾雌成虫を340頭放飼 した.直径約 9cm のプ

ラスチックシャーレ 4枚にチャパラを85頭ずつ入れ，

ジャガヒゲを放虫した 4株に，株の上方から叩き落

とすようにして放飼した.なお，無放飼区では 2月

下旬よりジャガヒゲの個体数が増加し， 寄生密度の

高い葉が落葉するようにな ったため 3月 9日に

8，∞0倍に希釈したイミダクロ プリド水和剤を散布し

た.

2月16日から両区とも全株を対象とし，株全体に

寄生するジャガヒゲとチャパラに寄生されたマミー

を計数した.なお，マミーは羽化後の殻になったも

のも含めた.チャパラ 1回目放飼後の調査はチヤパ

ラ雌成虫のホストフィーデイングによる効果を確認

するため 4，5日間隔で 2回行い，その後は 7-10

日間隔とした.なお，調査時に無放飼区でマミーが

みられた場合は除去した.

2 )試験2

試験 1と同様に放飼区と無放飼区を設け，ピーマ

ン‘みはた 1号'を2∞4年9月8日に定植して試験

を行った.なお，定植数は16株x4畦とした.

両区ともあらかじめマークした 2株について， 12 

月13，17， 20日にジャガヒゲを放虫した.各放虫日

における放虫数は， 13日には無麹胎生雌成虫 5頭/

株， 17日には成・幼虫合わせて20頭/株とし， 20日

には両試験区の個体数がほぼ均等 となるよう任意量

を放虫した.放飼区には， 12月22日および2005年1

月13日に次の方法で住化テクノサービス製のチヤバ

ラ既交尾雌成虫をそれぞれ区あたり 128頭放飼した.

12月22日には直径 5cm，高さ3.5cmのプラスチ ック容

器 2個にチャパラを64頭ずつ入れ，ジャガヒゲを放

虫した 2株に，株の上方から叩き落とすようにして

放飼した. 1月13日には同様の容器7倒にチャパラ

を18-19頭ずつ入れ，ジャガヒゲの多かった7株に

放飼した.なお，無放飼区では， 12月下旬よりモモ

アカアブラムシの密度が高くなったため， 1月14日

にジャガヒゲを放虫した 2株以外の全ての株に対し

て3，∞例音に希釈したピメトロ ジン水和剤を散布した.

ジャガヒゲとマミーの調査は試験 Iと同様の方法

で行い，チヤパラ 1回目放飼後の調査はチャパラ雌

成虫のホストフィーデイングによる効果を確認する

ため 2-4日間隔で2回行い，その後は 7-9日間

隔とした.また，試験開始時からモモアカアブラム
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図2 試験圃場の略図

注)図中の①~⑧は裸麦の設置場所を示す.

シの発生がみられたため，各株ともあらかじめマー

クした主枝 l本に寄生するモモアカアブラムシを併

せて計数した.ただし，アブラムシのマミーについ

てはチャパラがジャガヒゲに寄生してできたマミー

とモモアカアブラムシに寄生してできたマミーを合

わせて計数した.なお，調査時に無放飼区でマミー

がみられた場合や，両区でアブラパチの寄生による

マミーがみられた場合は除去した.

2.圃場内におけるチャパラアブラコバチの移動性

圃場の半分にピーマン‘みはた 1号' を2005年9

月15日に定植し，残りの半分にシシトウ ‘土佐じし

ピ、ユーティー'を2005年9月15日に定植した当セン

ター内のピニルハウスを用いて試験を行った.なお，

両区ともハウスの側面開口部を 1rnm目合いの防虫ネッ

トで被覆し，最低夜温を18tに設定して管理した.

11月29日に畦の中央にムギクピレアブラムシを寄

生させたポット (12cm)植の裸麦 ‘キカイハダカ'

を 1畦あたり 5m間隔で5個，ハウス全体で2例間設

置した.設置後，次の方法に より 室内飼育した高知

系統のチャパラ既交尾雌成虫を図 2の③の位置に放

飼した(図 2).直径約 9cmのプラスチックシャーレ

にチヤパラを1∞頭入れ，ポット植の裸麦の上方から

叩き落とすようにして放飼した.

2005年11月29日から翌年の 1月12日まで 7-8日

間隔で調査を行い，裸麦上でアブラコパチに寄生さ

れて形成したムギクピレアブラムシのマミーを計数

した.また， 12月21日および1月12日に圃場内に設

置した裸麦のうち多数のマミーがみられた裸麦から

マミーを採集し， 23t， 16L-8 Dに保った人工気象器

内で寄生蜂を羽化させ，同定した.

結 果

， .チャパラアブ‘ラコパチの放飼数の遣いによるジャ

ガイモヒゲナガアブラムシに対する密度抑制効

果

， )試験 1

チャパラ放飼時のジャガヒゲの密度は，放飼区お

よび無放飼区でそれぞれ株あたり 14.4，10.2頭とほぼ

同じであり，放飼区でのチヤバラとジャガヒゲの個

体数の比率は 1: 2.9であった.

放飼区において，ジャガヒゲの個体数はチャパラ

を放飼することによって低密度で推移し， 3月31日

の調査で株あたり24.0頭であった(図 3).マミーは

放飼 8日後の 2月25日からみられ始め， 3月31日に

は株あたり68.4個に達した(図4).また，チャパラ

の寄生率は 3月上旬から高まり始め， 3月31日には

74.3%に達した(図 5). 

無放飼区では，ジャガヒゲの個体数は徐々に増加

し 3月5日には株あたり 569.1頭に達した.ま た，

3月9日にイミダクロプリド水和剤散布後，ジャガ

ヒゲはほとんどみられなくなり， 3月31日の調査で

株あたり 1.5頭となった(図 3).なお， 3月15日には

マミーがわずかにみられた(図 4，5). 

2 )試験2

チヤパラ第 1回放飼時のジャガヒゲの密度は，放

飼区および無放飼区でそれぞ、れ株あたり 1.6，0.7頭で

あり，放飼区でのチャパラとジャガヒゲの個体数の

比率は 1: 0.8であった.

放飼区におけるジャガヒゲの個体数は，チャパラ

を放飼することによって12月28日までは減少した.

その後，1月13日には株あたり6.5頭と増加し始めた

のでチャパラを再放飼した.しかし，ジャガヒゲの

密度を抑えることはできず 1月27日には株あたり

45.5頭まで増加した(図 6).マ ミーは放飼13日後の

1月4日からみられ始め，放虫43日後の 2月3日に
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は株あたり2訓固，圃場全体で176個に達した(図7).

また，チャパラの寄生率は 1月4日に18.7%に達した

ものの， 1月13日以降は低く推移した (図 8). 

無放飼区では，ジャガヒゲの個体数は徐々に増加

し 1月13日には株あたり37.8頭となった.1月14日

のピメトロジン水和剤散布後，密度の増加はやや抑

えられたものの 1月27日には株あたり 115.6頭に達

した(図 6).なお， 1月4日にマ ミーがわずかにみ

られた(図 7，8). 

また，両区とも試験開始時からモモアカアブラム

シの発生がみられ，第 1回放飼時の密度はそれぞれ

主枝あたり 1.4，3.0頭であった.両区とも12月24日に

やや密度が低下したものの，その後は徐々に密度が

高まり ，第2回放飼時の 1月13日にはそれぞれ主枝

あたり40.9，93.8頭となった.無放飼区では 1月14日

にピメトロジン水和斉IJを散布したため，散布後モモ

アカアブラムシの密度は低下したが，放飼区ではチャ

パラ第 2回放飼後もモモアカアブラムシの密度は上

昇した(図 9). 

2.圃場内におけるチャハラアブラコパチの移動性

アブラコパチの寄生したマミーはチャパラ放飼14

日後の12月13日からみられ始め，放飼場所から 5m

離れた裸麦を含め 7カ所で確認された.その後，マ

ミーは圃場全体に広がりながら増加し 1月12日に

は16カ所でみられるようになり，チャパラを放飼し

た裸麦で323個，圃場全体で7961固に達した.ただし，

マミーはチャパラ放飼場所から一番遠い裸麦でもみ

られたものの，マミーが全くみられない裸麦も認め

られた(図10). 

寄生蜂の種を同定した結果， 12月21日に採集した

マミーはすべてチャパラであった.また， 1月12日

には14カ所からマミーを採集し，そのうち10カ所か

らチャパラの羽化を確認した.なお， 1月12日に採

集したマミ ーからはチャパラの他にAphelinus

varipesも認められた(図11). 

考察

これまで，巽はトマトのチューリップヒゲナガア

ブラムシに対して，株あたりチヤパラ 3頭とキアシ

アブラコノTチAphelinusalbipodus Hayat and 

Fatima3頭を 5日または 7日間隔で6回放飼した結

果，チューリップヒゲナガアブラムシを低密度に維

持することはできなかったものの，密度抑制効果が

あったことを報告している川.

試験 1では，チャパラ放飼後，ジャガヒゲの密度

は試験期間を通して非常に低〈推移した.また， 3 

月31日の調査ではチャパラの寄生したマミーは株あ

たり68.41固と多く，寄生率も74.3%に達し高い密度抑

制効果がみられた.巽はトマトのチューリップヒゲ

ナガアブラムシを低密度に維持できなかった理由と

して，アブラコパチ放飼時のチューリップヒゲナガ

アブラムシの密度が高過ぎたことを指摘しており，

アブラムシが低密度時に適切な数のアブラコパチを

放飼することが望ましいとしている 11) 本試験では，

ジャガヒゲの個体数は株あたり14.4頭とやや高かった

ものの，第 1回放飼時におけるチャパラの放飼数と

ジャガヒゲの個体数の比率は 1: 2.9であった.また，

ジャガヒゲの発生は本種を放虫した株に偏っており ，

他の株への分散はほとんどみられなかった.したがっ

て，放飼したチャパラは容易にジャガヒゲを探索す

ることができたと考えられ，その後，効率良く捕食

および産卵できたものと推察された.これらのこと

から，口ジャガヒゲが圃場全体に分散する前に，ジャ

ガヒゲの 3分の lに相当するチャパラを放飼すると ，

ジャガヒゲを低密度に維持できると考え られた.

次にチャパラの放飼数をさらに少なくして，ジャ

ガヒゲに対する密度抑制効果を検討した.試験2に

おける l回あたりのチヤパラ放飼数は試験1の半分

以下の128頭とした.また，第1回放飼時におけるチャ

パラの放飼数とジャガヒゲの個体数の比率は 1: 0.8 

とジャガヒゲの密度が低い条件での試験であった.

第1回放飼後，ジャガヒゲは低密度で推移したもの
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図10 各ポット植裸麦におけるマミー数の推移 (2005~2006 )

注)図中の①~②は裸麦の設置場所を示す.なお， 11月29日にチャパラアブラコパチを③の裸麦に放飼した.

12月21日

4 A. Asychis 

1月12日

A. Asychis 2 A. Asychis 3 
A. varijうes 4 A. varipes 9 

A. Asychis A. Asychis 13 A. Asychis 2 A. Asychis 

A. varipes 5 IA. variρes 3 A. vaηIうes 6 

A. Asychis A. Asychis 2 IA. Asychis 2 

A. varipes 1 IA. varipes 5 A. varipes 4 

A. Asychis 
A. vaη:pes 3 

図11 マミーから羽化した寄生蜂の種類 (2005~ 2006) 

注)表中の数値は羽化数を示し， ーはマ ミーの採集ができなかったことを示す.

2回放飼時におけるチャパラの放飼数とジャガヒゲ

の個体数の比率は 1: 3.3と試験 Iの第 1回放飼時に

近い比率であったが，ジャガヒゲを低密度に抑える

ことはできなかった.本試験では，第 1回放飼から

第2回放飼までの間隔が22日間と長かったこともあ

り，第2回放飼時にはジャガヒゲを放虫した株以外

でもジャガヒゲの密度が高い株がみられた.これは

巽も指摘するように10) 1回目に放飼したチャパラの

攻撃から逃れたジャガヒゲが他の株で増殖したもの

と考え られた.チャパラをはじめとしたアブラコパ

チは移動性が低いと言われており 8，10) 株から株へと

移動しながらジャガヒゲを探索し， 産卵や捕食を行

うことは少ないと考えられる.したがって，ジャガ

ヒゲの有麹虫が出現し，他の株へ移動，分散し始め

てからでは十分な密度抑制効果が得られないと推察

の1月中旬から密度が高まり始め，ジャガヒゲを低

密度に維持することはできなかった.その要因のひ

とつとして，チャパラの放飼数に対してマミーの発

生が非常に少なかったことから，放飼した個体が産

卵をしていない，あるいは産卵しでもうまく発育し

ていない可能性が考えられた.

シに産卵し寄生するだけでなく，寄主体液摂取によ

りアブラムシを捕食する6，9，11) ジャガヒゲの宮、度が低

い時期にそれとほぼ同数のチャパラを放飼すると，

寄主体液摂取の効果により寄主となるアブラムシの

個体数が減少する.このため，チャパラが産卵でき

なくなり，結果的にマミーが少なくなったと推察さ

チャパ:ラはアブラム

れた.

また，本試験ではジャガヒゲの密度が高まりだし

た1月13日にチャパラの 2回目の放飼を行った.第
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された.

ワタアブラムシやモモアカアブラムシの防除に利

用されているコ レマンアブラパチは1aあたり lカ所

の放飼で高い密度抑制効果がみられる 14) 一方，チャ

パラは移動性が低いと考えられるため，コレマンア

ブラパチのような放飼方法で利用することは難しく ，

1aの圃場でも数カ所に放飼する必要があると考えら

れる.そこで，放飼後にチャパラがどれだけ移動し

て産卵するのかを把握するため，ムギクビレアブラ

ムシを寄生させた裸麦を使って試験を行った.12月

13日には，チャパラを放飼した裸麦で多くのマミー

がみられたが 5m離れた場所で、もマミーが観察され

た.この時にみられたマミーがチヤパラ放飼直後に

産卵したものと仮定すると，放飼後すぐに 5mは移動

できると考えられた.また 1月12日の調査時には，

チャパラを放飼した裸麦から10m以上離れた場所でも

マミーが多くみられるようになった. しかし，これ

らのマミーから羽化した寄生蜂はAphelinusvaripes 

が非常に多く ，チャパラはわずかであったことから，

放飼したチャパラが産卵したのではなく，野外から

侵入したA.varipesが産卵してできたものと推察さ

れた.そのため， 10m以上の距離を移動して産卵した

チャパラは非常に少ないと推察された.これらのこ

とから，チャパラの移動性は低く ，その距離は半径

約5mだと考えられた.よって，圃場全体にチャパラ

を行き渡らせるためには，少なくとも10m間隔でチャ

パラを放飼する必要があると考えられた.

なお，試験2においてモモアカアブラムシの密度

はチャパラ第 1回放飼後に一時低下したものの，そ

の後すぐに高まった.また，ジャガヒゲと比較しで

も密度が抑えられた期間が非常に短く ，このような

放飼条件ではチヤパラのモモアカアブラムシに対す

る密度抑制効果は低いと考えられた.

以上のように，施設ピーマンのジャガヒゲに対 し

て発生初期に 1aあたり340頭のチャパラを 8日間隔

で2回放飼することで，本種を低密度に抑えること

ができた.ただし，チヤパラの移動距離は 5m程度で

あると推察されるため，ジャガヒゲが圃場内で分散

し始めてからの放飼では低密度に抑制することがで

きない.したがって，ジャガヒゲの発生初期にチヤ

パラを放飼することが重要であると考えられた. ま

た，チャパラを放飼することにより，チャパラ成虫

の寄主体液摂取による密度抑制効果も期待できる .

これらのことから，ジャガヒゲの発生初期には寄生

のみられる株に集中的に，ジャガヒゲが圃場全体に

みられる場合は約10m間隔で 1aあたり 200~300頭の

チャパラを 7 日 間隔で 3 ~ 4 回放飼することが望 ま

しい と考えられた.

なお，チャパラの放飼数に対してジャガヒゲの個

体数が少ないと ，形成されるマミ ーが減少する傾向

がみられた.マミーが減少すると次世代の個体が少

なくなり，長期間の継続的な利用は難しくなると考

えられる.コレマンアブラパチでは，本種の代替寄

主であるムギクピ レアブラムシを寄生させた麦類を

パンカープラン トとして用いることに より，本種を

継続的に利用することが可能である 1刈.そのため，

チャパラを継続的に利用するためにはコレマンアブ

ラパチのようにパンカープラン トを組み合わせるこ

とが考えられるが，パンカープラン トの有効性につ

いては検討が必要である 10)
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Summary 

The effectiveness of control against Aulacorthum solani Kaltenbach on sweet pepper by 

Aphelinus asychis Walker， an indigenous parasitoid， was evaluated in forcing culture. A. asy-

chis were released twice in 8 days at the initial stage of occurrence of A. solani， at a rate of 340 

to each A. solani individual. As a result， the density of the A sulani population was suppressed 

to an extremely low level. However， the effectiveness of control against A. solani by A. asychis 

decreased when A. solani began to spread throughout greenhouse. Therefore， it was important to 

release A. asychis in the initial stages of A. solani occurrence. 

Key words: Aphelinus asychis， Aulacorthum solani， sweet pepper， integrated pest management 
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