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ダイズにおけるハダニおよび天敵類の発生消長と殺虫剤散布の影響
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Seasonal Fluctuation in Population Density of Spider Mites (Acari: Tetranychidae) and Their Predators on Soybean 

Cultivated in Agrochemical Sprayed and Unsprayed Plots. Katsuhiko MORI，1沖 KazuoTAKAGl，2 Toshiki KOHJIMOTO，2 

Tetsuo GOTOH3 and Masanobu KOBAYASH14 1 Kochi Experiment Station of Research lnstitute of Japan Plant Protection 

Association; Konan， Kochi 781-5231， Japan. 2 Research Institute of Japan Plant Protection Association; Ushiku， 
Ibaraki 300-1212， Japan. 3 Laboratory of Applied Entomology and Zoology， Faculty of Agriculture， Ibaraki Univer-
sity; Ami， Ibaraki 300ー0393，Japan. 4 ZEN NOH Shimane Prefectural Headquarters; Hikawa， Shimane 699-0631， 
Japan. Jpn. J App/. Entomo/. Zoo/. 52: 215-223 (2008) 

Abstract: The seasonal fluctuation and species composition of spider mites and their predators on soybean were in-

vestigated in an agrochemical sprayed plot and an unsprayed control plot from 1999 to 2001 in Ibaraki， central Japan 
Sprayed plots were treated with cypermethrin and fenitrothion (1999)， acephate and imidacloprid (2000)， and perme-
thrin (2001). In both plots， spider mite populations showed three peaks in 1999 (June， August and October-November)， 
and two in 2001 (August and September-November). ln 2000， the populations peaked only once (August)， because soy-
bean flowered and fruited more than one month earlier than in other years and as a result， all leaves had dropped by late 
September. Of the spider mite species sampled， Tetranychus kanzawai Kishida， T. parakanzawai Ehara， T. puerarico/a 
Ehara et Gotoh and T. urticae Koch (green form) dominated in both plots and at almost all times. Predators were phyto-
seiid mites， such as Gynaeseius /iturivorus (Ehara)， Amb/yseius tsugawai Ehara， Neoseiu/us ca/ifornicus (McGregor)， 
and N. womers/eyi (Schにha)，and insects like Sc%thrips takahashii Priesner and Fe/tie//a sp. The population density 

of G. /ituriνorus was positively related to the occurrence of phytophagous thrips until August when the thrips became 

scarce. Synchronized with spider mite density were phytoseiid mites other than G. /iturivorus after August， and 

Sc%thrips takahashii throughout the observation periods. Agrochemical spraying had an initial detrimental effect on 

phytoseiid mites and S. takahashii， but they had recovered by two-four weeks after spraying， suggesting that the e仇 ct

of chemical spraying on predators was weak. 

Key words: Spider mite; phytoseiid mite; species composition; insecticide; soybean 

緒 言

近年，環境保全型農業あるいは安全・安心な農産物の高

品質安定生産への関心の高まりを受けて，総合的害虫管理

(Integrated Pest Management)の導入が各種作物で検討され

ている.露地作物の総合的害虫管理において，土着天敵の

保護利用は基幹技術とされており(矢野，2003)，土着天

敵の害虫に対する密度抑制効果を十分に発揮させるために

は，発生天敵種とその消長を把握する必要がある.カブリ
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ダニは，現在国内で 85種が知られており(江原， 2007)， 

化学的防除が困難なハダニ類やアザミウマ類などに対する

有望な土着天敵素材として期待されている種を多く合む.

これらのカブリダニは種によ って食性が巽なることから

(McMurtry and Croft， 1997)，発生する害虫種によってカ

ブリダニの種構成は大きく異なるものと考えられる.これ

までにカブリダニを含む天敵類の発生消長が各種植物につ

いて調査されている.例えば永年作物ではリンゴ

(Toyoshima， 2003) ，ナ シ(小池ら， 2000; Kishimoto， 
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2002) ，ブド ウ (Shibaoet al.， 2004) ，ウンシュウミカン

(Katayama et al.， 2006) ，クワ(柿元ら， 2002)，施設野菜

ではピーマン・ナス・キュウリ(古l床ら， 2008a)，非食用

植物ではホオノキ (Toyoshimaand Amano， 2006)，クサ

ギ ・アケビ(森下，2000)，ク ズ(下回ら ，1993; Gotoh et 

al.， 2007b) ，アジサイ (Gotohand Gomi， 2000) などであ

る. しかし露地野菜などの畑作物では，ナスでの報告(大

谷ら ，1991) が知られるのみで知見が乏しい.

一方総合的害虫管理においても，化学的防除法は必要不

可欠な防除手段である.それゆえ土着天敵保護のためには，

天敵類に対して悪影響の小さい選択性殺虫剤を利用するこ

とが重要で、ある(中筋， 1997 矢野， 2003). 天敵類に対

する農薬の影響調査は，多くの場合室内実験によるもので

あり，野外では合成ピレスロイド剤の散布によ って天敵類

の活動が阻害された例(例えば，大谷ら ，1991; Gotoh and 

Gomi， 2000; Kitashima and Gotoh， 2003) を除けば，報告は

少ない.

畑作物のダイスーでは，発芽を害するタネパエ DeliaplalLlra 

(Meigen) (J、ェ目;ノ、ナパエ科)，葉や茎を害するアブラ

ムシ類，サヤムシガ類(マメヒメサヤムシガ Matsumurae-

ses phaseoli (Matsumura) (チ ョウ目;ノ、マキガ科)，ダイズ

サヤムシガ M.falcana (Walsingham) (チョウ目;ノ、マキガ

科)などに爽・子実を害するカメムシ類，ダイズサヤタ

マパエバsphondyliayushimai Yukawa et Uechi (J、ェ目;タマ

ノfエ平ヰ)，シロイチモジマダラメイガ Etie/lazinckene/la (Tre-

itschke) (チョウ目;メイガ干ヰ)，マメシンクイガ Legu-

minivora glycinivore/la (Matsumura) (チ ョウ目 ，J、マキガ

科)などによる被害が，主に東日本で問題にな っている

(梅川ら， 2005). また葉などを加害するフタス ジヒメハム

シ Medythianigrobilineata (Motschulsky) (コウチュウ目;

ハムシ科)やハスモンヨ卜ウ Spodopteralitura (Fabricius) 

(チョウ目;ヤガ科)による被害 も重大である.さらにハ

ダニ類も重要害虫で，高温乾燥時には急激に密度が増加し

葉に甚大な被害をもたらす.しかしなが ら.ダイズ栽培に

おける害虫調査はカメム シ類などの子実害虫が中心で，葉

に寄生するハダニ類や食植性アザミウマ類については，害

虫として重要で、あるにもかかわらず，発生生態や防除法に

関してこれまで十分には調べられていない.加えて ，これ

らの害虫と天敵類の発生消長における同調性の有無に関す

る調査も ，自給率向上が急務であるダイズの総合的害虫管

理を確立する上での重要な項目の lつであるが，これまで

ほとんど報告されていない.そこで本研究では，ダイズに

おけるハダニ類，食植性アザミウマ類および天敵類の発生

消長について調査を行った.あわせて殺虫剤散布による天

敵類に対する影響についても調査を行ったので報告する.

本文に入るに先立ち，作図にご協力いただいた茨城大学

農学部北嶋康樹博士および電気泳動についてこ.. 'jhh力いただ

いた岡大学河合佐和子氏に感謝する.

材料および方法

1. 調査圃場

調査は 1999年から 2001年まで，社団法人日本植物防疫

協会研究所(茨城県牛久市結束町 535番地)の露地圃場で

行った.供試したダイズ Glycinemax (L.) (品種‘鶴の子，) 

の播種と定植は ，それぞれ 1999年が 5月 11日と 5月 28

日， 2000年が 5月日日と 5月29日，2001年が 5月9日

と5月25日であ った.作付けは畝幅 80cm，株間 60cmで

行い，施肥やその他の管理は慣行に準じた.

試験区の面積はいずれの調査年も 100m2 (8mXI2.5m) 

とし ，薬剤処理区(以下，処理区 ，sprayed plot)および薬

剤無処埋区(以下，無処理区， unsprayed plot)の2試験区

を設定した.試験区は隣接しており，天敵類の試験区間の

移動を防ぐために，各区の境に防虫ネ ット(目合い0.6mm，

高さ 1.5m) を張った.

2. 発生消長

調査はいずれの年もダイズの草丈が約 30-40cm程度と

なった 6月中旬から開始し ダイズが落葉した 9月 (2000

年)または 11月(1999年， 2001年)まで，原則として 7

日ごとに行った.試験区を1.25mX1.6mのブロ ックに分け

(50ブロック/区)，各調査日に lブロ ックから無作為に 2

小葉ずつ採取し (100小葉/区). 1小葉ずつチャック付きポ

リエチレン袋 (17cmXI2cm)に入れて室内に持ち帰り，

実体顕微鏡下でハダニ類 カブリダニ類および天敵見虫類

の個体数を調査した.さらに カブリダニ類の中にはアザ

ミウマ食の種も知られているため ，食植性アザミウマ類の

個体数もあわせて調査した.

ハダニの同定は.Gotoh et al. (2007a) に準じて，ホスホ

グルコムターゼ (PGM)を用いて行った.採集した雌成虫

はf国別にインゲン PhaseolusνulgarisL のリーフ・ディス

ク上に導入し， 3日間産卵させた後 ，1.5 mlのエ ッペンド

ルフチ ューブに個別に入れて 電気泳動に供試するまで

-800Cで保存した.冷凍保存した雌成虫を 0.1% 卜リトン

X-IOOと0.002%ブロモフェノールブルーを含む 32% ショ

糖液 10μlの中で l個体ずつ摩砕した.摩砕液 10μlを直立

スラブ式ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽の各ウェルに

供試した.ゲルは厚さ ImmX幅 145mm X高さ 160mmを

用い ，分離用ゲルのトリトン X-IOOの濃度は 0.05%，濃縮

用は 0.1%とした.またアクリルアミドの濃度は，分離用

を6.0%，濃縮用を 2.5%とした.電気泳動は 50Cの冷蔵庫

内で，ゲル l枚あたり 20mAの定電流で 3時間行った.染

色は ，i永動が終了 したゲルを 0.08%DL-りんご酸二ナトリ

ウム ，0.02%ニトロブルーテトラゾリウムおよび0.01%フェ

ナジンメトスルフアートを加えた 0.1M トリス 一塩酸緩衝

液 (pH8.0) に浸潰し，液温を 350Cに保ちながら 40分間
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行った.診断用マーカーとして，同定済みのアシノワハダ

ニたtranychusludeni Zacher (ダニ目;ノ、ダニ科)，ナミノ、ダ

ニ・赤色型 T.urticae Koch (ダニ目;ハダニ科)，ニセカ ン

ザワハダニ T.parakanzawai Ehara (ダニ目 J、ダニ科)およ

びナミハダニモドキ T.pueraricola Ehara and Gotoh (ダニ

目 ;ハダニ科)の雌成虫を同時に電気泳動に供試した.

Gotoh et al. (2007a) に従い 診断用に泳動した個体のバン

ド、パターン と採集個体のバンドパタ ーンを比較して同定を

行った.1999年に採集した全雌成虫と PGMバンドパター

ンによって同定できなかった雌成虫については， 3日間産

卵させたリーフ・ディスクから発育 した雌雄成虫の形態に

基づいて同定 した.もし ，FJ世代の数が少なかった場合

は，次世代 (F2) の個体を用いて同定した.なお ，1999年

に行った形態による同定結果と PGMによる同定結果は完

全に一致 したので， 2000年と 2001年は， PGMで同定でき

なかった雌個体についてのみ それらの次世代個体の形態

によって同定した.

カブリダニの同定は，採集した雌成虫をすべてホイヤ一

氏液で封じて プレパラ ート標本にし，位相差顕微鏡下で

行った.

株あたりの葉数の季節的変化を算出するため，あらかじ

め各区から無作為に選んだ 10株について，各調査日にこ

れらの株の複葉数を調査 した.

3. 薬剤処理

1999年の処理区には， 7月29日にカメム シ類，マメシ

ンクイガおよびフタス ジヒメハム シ防除用の cyperrnethrin 

6%乳斉IJ2，000倍希釈液を 10aあたり 200Lの割合で散布し

た.また 9月23日にはカメムシ類，アブラムシ類，マメ

シンク イガ，シロ イチモ ジマダラ メイガおよびダイズサヤ

タマパエ防除に用いる fenitrothion50%乳剤 1，000倍希釈液

を 10aあたり 400Lの割合で散布した.

2000年の処理区には， 7月20日にハスモンヨトウ防除

に用いる acephate50%水利剤 1，000倍希釈液，8月 31日に

は imidacloprid10%水和剤 1，000倍希釈液(ダイズには未

登録) を，いずれも 10aあたり 200Lの割合で散布した.

2001年の処理区には， 8月23日にアブラムシ類および

マメシンクイガ防除に用いる permethrin20%乳剤 3，000倍

希釈液を 10aあたり 400Lの割合で散布した.

なお，薬剤散布はすべて背負式動力l噴霧機で行い，展着

剤は添加しなかった.

結 果

1. ハダニ類の発生消長および種構成

ハダニ類の個体数変動パターンは試験区間に差がなく，

ダイズの落葉が早かった 2000年は 1111型， 1999年と 2001

年は 8月と 9-11月にピークをもっ 2山型であった (Fig.

1) .この他に 1999年には 6月にも小さなピークがみられ

た.

処理区では ，1999年が調査開始直後にあたる 6月下旬

(6.3個体/小葉)， 8月下旬 (21.2個体/小葉)，そして 日 月

中旬 (21.3個体/小葉) にハダニ類の発生ピークを示 した

(Fig. 1 a). ダイズの落葉が 9月下旬に終了した 2000年は，

8月上旬にピーク (25.1個体/小葉)に達 した後減少し ，再

び密度が増加することはなか った. 2001年は 8月上旬

(16.2個体/小葉)および9月中旬 (48.6個体/小葉)に発生

のピークを示した (Fig.1 a). 

1!t~処理区において ， 1999年は 6月中旬 (6.5個体/小葉)• 

8月中旬 (4.2個体/小葉)および 10月下旬 (21.0個体/小

葉)に発生のピークがみられた (Fig.1 b). 2000年は 8月

上旬にピーク(13.5個体/小葉) を示 した. 2001 年は 8月

上旬(7.1個体/小葉)と 11月上旬(17.2個体/小葉)に

ピークに達した (Fig.Ib). 

ダイズに発生したハ夕、ニ種を Table1に示す.確認さ れ

た種の個体数や構成割合は 試験区や調査年によって大き

く異な ったが，カンザワハダニ T.kanzawai Kishida (ダニ

目;ハダニ科) (11.4-69.2%)，ニセカ ンザワハダニ (5.9-

72.6%) ，ナミハダニモドキ(1.7-54.7%) およびナミハダ

ニ ・黄緑型 (0-14.7%)の4種が主要で、あ った.

2. 天敵類の発生消長および種構成

ダイズ葉上に発生が認められたカブリダニ穎とナガヒシ

ダニ類を Table2に示す. 2000年の処理区(キイカブリ ダ

ニ Gynaeseiusliturivorus (Ehara) (ダニ目;カブリダニ科)

の比率が 17.2%) を除いて， キイカ ブリダニ (44.5-72.7%)

が優占種であ った.その他， ミチノ クカブリダニ Ambly-

seius tsugawai Ehara (ダニ目;カブリダニ科) (0-44.3%)， 

ミヤコカブリダニ Neoseiuluscalifornicus (McGregor) (ダニ

目;カブリダニ科) (0-40.6%) およびケナガカブリダニ N.

womersleyi (Schicha) (ダニ目;カブリダニ科) (0.9-20.7%) 

が多かった.ナガヒ シダニ類やその他のカブリダニ類の発

生は極めてわずかであった.

カブリダニ類の発生は大きく 2つに分けられた.つまり.

主に6月から 7月に多発生する食植性アザ ミウマ類の発生

ピークから 3-4週間遅れて発生のピークに達するキイカブ

リダニと，それ以降にハダニ類の発生消長にほぼ同調して

個体数のピークに達するその他のカブリ ダニ類であった

(Fig. I). 

処理区におけるカブリ ダニ密度は，1999年の 7月下旬に

キイカブリダニによるピーク (3.2個体/小葉) がみられた

(Fig. 1 a). 7月29日の cypermethrin乳剤散布後に個体数が

急減 した後， 8月下旬には再びピーク (0.4個体/小葉) が

認められた. 9月 23日に散布した fenitrothion乳剤の天敵

類への影響は，個体数が少ないことと散布後も天敵類の発

生が認められたことから 判然としなかった. 2000年は 7

月20日にキイカブリダニによるピーク (0.6個体/小葉)が
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ニであった.

無処理区では， 1999年の 7月不旬 (3.4個体/小葉)と 9

月下旬(1.4個体/小葉)にピークが認められた (Fig.Ib). 

2000年は 7月下旬にピーク (0.9個体/小葉)に達した.

2001年には， 8月中旬(1.1個体/小葉)と 10月下旬 (0.4

個体/小葉)にピークが現れた. 1999年と 2000年7月下旬

のピークは，いずれも主にキイカブリダニの発生に依存し

ていた.

天敵昆虫類では，ハダニアザ ミウマ Scolothripstakahashii 

Priesner (アザミウマ目，アザミウマ科)とハターニパエの l

認められたが，同日散布した acephate水平[1剤により処理 l

週間後の 7月27日には発生はみられなくなった. 8月に入

り密度の回復が認められ，8月中旬に再度ピーク (0.2個体

/小葉)に達した. 8月31日の imidachloprid水和剤の散布

によっlて;カブリダニ類や他の天敵類が減少することはな

かった. 2001年は 8月中旬 (0.8個体/小葉)と 9月下旬

(0.6個J体/小葉)にピークが現れた. 8月中旬の個体数の

ゼーク直後である 8月23日の permethrin乳剤散布後，カ

プリダニ類の発生が約 3週間みられな くなったその後発

生したカブりダニ 42個体のうち97.6%がミヤコカブ刀ダ
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Fig. 1. Seasonal changes in species composition and abundance ofたtranychusmites and phytophagous thrips (bottom)， predators 
(middle) and the number of leaves of soybean (upper) in an agrochemical sprayed plot (a) and unsprayed plot (b). Arrows in the 

middle panel indicate the time of insecticide application. Eggs of Scolothrips takahashii were excluded fぬmthe number of in・

dividuals observed because they were deposited into leaf tissue 

ニ総数は無処理区より1.5-2.2倍多かった.対照的にカブ

リダニ数は無処理区の方が処理区より 1.2-2.3倍多く発生

していた.このように，無処理区では天敵類がハダニ類の

密度抑制に大きく関与していることが示唆された.

種 Feltiellasp. (ノ、ェ目;タマパエ科)の発生が認められた.

発生のピークは試験区および調査年によって異なったが，

ハダニアザミウマはハダニ類の発生消長によく同調してい

た (Fig.1). 

ハダニ類と天敵類の総個体数(観察可能全ステージを含

む)を処理区と無処理区で比較してみると，処理区のハダ
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Table 1. Species composition of Tetl即 lychusspider mites on soybean observed in agrochemical sprayed and unsprayed plots from 

1999 to 2001 in Ibaraki， central Japan 

Spray巴dplot Unsprayed plot 

Species 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 

T kanzawai Kishida 437(35.1) 63 (21.9) 1，014 (68.2) 97(19.4) 30(11.4) 413 (69.2) 

T pueraricola Ehara and Gotoh 375 (30.1) 5 (1.7) 49 (3.3) 273 (54.7) 20 (7.6) 30 (5.0) 

T parakanzawai Ehara 250 (20.1) 183 (63.5) 161 (10.8) 75 (15.0) 191 (72.6) 35 (5.9) 

T urlicae Koch (green fonn) 0(0) 8 (2.8) 183(12.3) 0(0) 3 (1.1) 88 (14.7) 

T urticae (red form) 109 (8.8) 24 (8.3) 74 (5.0) 31 (6.2) 14 (5.3) 23 (3.9) 

T ludeni Zacher 73 (5.9) 4 (1.4) 5 (0.3) 23 (4.6) 0(0) 7 (1.2) 

T phaselus Ehara 0(0) 1 (0.3) 0(0) 0(0) 2 (0.8) 1 (0.2) 

T piercei McGregor 0(0) 0(0) 0(0) 。(0) 3 (1.1) 。(0)
Total 1，244 288 1，486 497 263 597 

Values indicate the total number offemale adults (percentage) identi自edin each year. 

Table 2. Phytoseiid and stigmaeid mites on soybean observed in agrochemical sprayed and unsprayed plots from 1999 to 2001 

Sprayed plot Unsprayed plot 

Species 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Phytoseiidae 

Gynaeseius liturivorus (Ehara) 96 (72.7) 5 (17.2) 60 (56.6) 190 (44.5) 43 (64.2) 99 (70.7) 

Amblyse附 tsuga附 4 (3.0) 4 (13.8) 0(0) 189 (44.3) 5 (7.5) 8 (5.7) 

Neoseiulus californicus (McGregor) 9 (6.8) 9 (31.0) 43 (40.6) 。(0) 3 (4.5) 13 (9.3) 

N. womersleyi (Schicha) 19(14.4) 6 (20.7) 1 (0.9) 22 (5.1) 11 (16.4) 16(11.4) 

A. rademacheri Dosse 。(0) 1 (3.4) 0(0) 1 (0.2) 1 (1.5) 1 (0.7) 

Scapu/，αseius okin山 ν'anus(Ehara) 1 (0.8) 0(0) 0(0) 12 (2.8) 1 (1.5) 1 (0.7) 

A. orientalis Ehara 1 (0.8) 。(0) 0(0) 3 (0.7) 。(0) 1 (0.7) 

A. eharai Amitai and Swirski 0(0) 0(0) 0(0) 5 (1.2) 0(0) 0(0) 

Euseius sojaensis (Ehara) 0(0) 1 (3.4) 1 (0.9) 0(0) 0(0) 0(0) 

N. makuwa (Ehara) 0(0) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 0(0) 0(0) 

万lphlodromusvulgaris Ehara 0(0) 1 (3.4) 0(0) 1 (0.2) 1 (1.5) 。(0)
Stigmaeidae 

Agistemus e.xsertus Gonzalez 1 (0.8) 0(0) 0(0) 1 (0.2) 0(0) 0(0) 

A. terminalis (Quayle) 1 (0.8) 2 (6.9) 1 (0.9) 2 (0.5) 2 (3.0) 1 (0.7) 

Total 132 29 106 427 67 140 

Values indicate the total number offemale adults (percentage) identi自edin each year 

考 がZ
，~、

ハダニ類の発生消長は 両試験区において 1999年と

2001年がそれぞれ 3山型と 2山型のピークを示したが，

2000年は 1111型であった. 1999年と 2001年は，被葉数が

8月から 9月にかけてピークに達し， 11月に落葉したのに

対し， 2000年はダイズの開花が早く ，それに伴い結実も早

くなって， 7月から 8月に穣葉数がピークに達した後， 9 

月に落葉した. さらに 2000年には出葉数も顕著に少なかっ

た (Fig.Il.そのため秋にハダニ類のピークが形成されな

かったものと考えられた.したがって，ダイズに発生する

ハダニ類の発生消長には， 8月と 9-11月，あるいはこれ

らに加えて 6月に個体数のピークを示す 2-3山型と，開

花・結実の早い年にみられる 8月のピークだけをもっ l山

型があると考えられた.

本研究で発生が確認されたハダニは 8種であったが，主

要種はカンザワハダニとニセカンザワハダニ，ナミハダニ

モドキ，ナミハダニ・黄緑型の 4種であった (Table1).両

試験区に発生した上位 2種は いずれの年も一致していた

一方，発生したハダニ類の種構成には年次変動があった.

本調査を行った研究所周辺のクズ群落には毎年，ハダニの

発生が認められた他，所内圃場に栽培されているさまざま

な作物にもハダニが発生していた. しかし，これらのいず

れが侵入源であるかを特定することはできなかった.この

問題を解明するためには今後 周辺に栽培されている作物

や雑草と試験対象作物の両方におけるハダニ相を同時に検
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討する必要がある.

カブリダニ類の中で最も個体数が多かったキイカブリダ

ニは，食植性アザミウマ類の有力な捕食性天敵と考えられ

ている(古味ら .2008b). 今回の調査でも.6-7月にかけ

て食植性アザミウマ類の個体数がピークに達した後に，キ

イカブリダニ個体数のピークが現れたことから，本種の発

生は食植性アザミウマ類の密度に依存していると考えられ

た.また実体顕微鏡下での調査の際，キイカブリダニ雌成

虫による食植性アザミウマ幼虫への捕食がしばしば観察さ

れた.その他のカブリダニでは ミヤコカブリダニとケナ

ガカブリダニ，ミチノクカブリダニの発生が多かった. ミ

ヤコカブリダニとケナガカブリダニは，ハダニ類の有力な

天敵であることが知られている (McMurtryand Croft， 1997). 

またイタリアのダイズでは ミヤコカブリダニがナミハダ

ニの発生とよく同調していることが報告されている

(Castagno!i et a1.， 1993). 一方ミチノクカブリダニは.1999 

年の無処理区における発生量が多かったものの，他の調査

年と試験区では少なかった.本種はハダニ捕食性が高いと

され(江原 ・天野. 1993). また殺虫剤を使用していない

ナシにおいて，発生数の増減はあるものの常に発生してい

るため，ハダニ増加の抑止力となる可能性が示唆されてい

る(小池ら.2000). 本種のハダニ密度抑制効果を十分に

発揮させるためには，本種の発生に影響を及ぼす要因の解

明が必要と思われた.

ブラジルの遺伝子組み換えダイズでは，日本に分布しな

い 3種のハダニとチャノホコリダニ Polyphagotarsonemus

lalUs (Banks) (ダニ目;ホコリダニ科)が高密度に発生し，

それらを捕食する 2種のカブリダニ(日本未記録)が報告

されている (Guedeset a1.， 2007). 本研究では，ハダニ類

の 8種(うち ，主要なもの 4種)とカブリダニ類の 11種

(うち， 主要なもの 4種)が記録され，ブラジルのダイズ

に比べて発生するハダニとカブリダニの種数がともに多

かった一方で，チャノホコリダニは発生しなかった.ホコ

リダニ発生の有無がどのような要因に起因するかは大変興

味深く ，今後の研究が待たれるところである.

天敵昆虫類では，ハダニヂザミウマとハダニパエの l種

が調査期間を通じて発生した.クズに発生するハダニアザ

ミウマは.餌であるハダニ密度が低い時期から発生し，ハ

ダニ類の密度を抑制していること (Gotohet a1.. 2007b) が

報告されているが，本調査でもハダニ類の発生によく反応

した個体数変動がみられた.一方下回ら (1993) は，クズ

上のヒメハダニカブリケシハネカクシ Oligotakashmirica 

benefica Naomi (コウチュウ目，ハネカクシ科)と近縁種の

ハダニカブリケシハネカクシ0.yasumatsui Kistner (コウ

チュウ目;ハネカク シ科)は ハダニ類の個体数に同調し

て発生すると報告しているが，本調査ではこれらの天敵昆

虫頒はダイズ上にま ったく認められなかった.またキアシ

クロヒメテントウ Stethorusjaponicus Kamiya (コウチュウ

目;テントウムシ科)の発生数も極めて少なかった.これ

は，調査問場周辺植物にこれらの天敵昆虫類が生息してい

なかったか，もしくは密度が極めて低かった，あるいはダ

イズ上のハダニ密度がこれらの天敵見虫類の捕食量に見合

うほど高くなかったためと思われる(下回ら. 1993; Gotoh 

et a1.， 2004). 

カブリダニ類および天敵昆虫類に対する殺虫剤の影響に

ついては，たとえば 1999年 7月29日に処理区に cyperme-

thrin乳剤を散布した後.キイカブリダニ密度が減少した.

その後回復したものの，無処理区に比べて大幅に個体数が

少なくなったことから，本剤はキイカブリダニに対して悪

影響があると思われた (Fig.1a). また.2001年の処理区

において.8月23日の permethrin乳剤散布後，カブリダニ

類の発生がなくなったが 散布 4週間後には再び増加した.

カブリダニ種は，散布前がキイカブリダニであ ったのに対

し，散布後に発生した種のほとんどがミヤコカブリダニで

あった. ミヤコカブリダニは殺虫剤および殺菌剤を使用し

た慣行防除を行ったナシにおいて催占する例が知られるこ

とから (Kishimoto.2002).本種の農薬に対する感受性は

他のカブリダニに比べ低いために早く回復したものと推察

された.

一方ノ、ダニアザミウマは処理区において .1999年 7月

29日の cypermethrin乳剤散布後に葉上からいなくな った

が，散布 2週間後には再び発生が認められ，約 lカ月後に

個体数のピークを示したことから，影響は小さかったもの

と考えられる.一般にハダニアザミウマを含む天敵見虫類

は各種殺虫剤に対する感受性が高いものの(行徳・柏尾.

1990; Mori and Gotoh. 2001).飛期出来ることでカブリダ

ニ類よりも薬剤散布の影響が少ないと考えられている

(Kishimoto. 2002). すなわち周辺植物などから移入してき

た飛朔性天敵昆虫類は，作物体上における残留農薬量が天

敵類に対して影響を及ぼす最低農薬量以下になった時点で

定着することが出来る.それに対してカブリダニ類は，作

物体上の残留農薬量がカブリダニ類に対する最低農薬影響

量以下になっても，行動範囲が小さいため，農薬散布後 ，

作物に移入して定着するのに時間を要すると考えられる.

以上のことから，栽培圃場周辺の植生は天敵類の温存場所

として重要で，土着天敵を有効に活用するためには周辺植

物における天敵相に対しでも十分な注意を払う必要がある

と考えられた.また総合的害虫管理を推進するためには，

天敵類に影響の少ない薬剤の探索と利用が必要不可欠で、あ

ることを本研究においても示したと言えよう .

摘 要

ダイズにおけるハダニ類 食植性アザミウマ類および捕

食性天敵類の発生消長を 1999年から 2001年までの 3年
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間，殺虫剤処理区および無処理区において調査した.処理

区には， cypermethrinと fenitrothion(1999)， acephateと lm-

idac10prid (2000) ，そして permethrin(2001) を散布した.

ダイズに発生するハダニ類の発生消長には ，8月と 9-11

月，あるいはこれらに加えて 6月に個体数のピークを示す

2-3111型と，開花・結実の早い年にみられる 8月のピーク

だけをもっ l山型があった. (憂占したハダニは，カンザワ

ハダニとニセカンザワハダニ，ナミハダニモドキ，ナミハ

ダニ・黄緑型の 4種であった.また優占したカブリダニは，

キイカブリダニ，ミヤコカブリダニ，ケナガカブリダニお

よびミチノクカブリダニの 4手重であ った.キイカブリダニ

の発生は，食植性アザミウマ類が発生のピークを示した後

にピークに達したので，食植性アザミウマ類の密度に依存

しているものと考えられた.天敵昆虫類では，ハダニアザ

ミウマとハダニパエの l種の発生が認められ，ハダニアザ

ミウマはハダニ類の発生によく同調して出現した.薬剤散

布の影響は，カブリダニ類やハダニアザミウマに対して若

干認められ，散布後 1-3週間は発生がみられなくなる薬剤

があ ったものの，その後個体数が散布前のレベルに回復し

たので，影響は弱かったと考えられた.特に，ハダニアザ

ミウマでは，薬剤散布後にカブリダニ類よりも早くダイズ

上に飛来しており，殺虫剤の残毒影響を受けにくいと考え

られた.
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