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研究ノート グラウンド・カバープランツによる

斑点米カメムシ類の発生源管理技術

演崎貴史1)・笠島 哲2)・前田裕二郎 3

Prevent Multiplication of Rice-Ear Bugs by Ground Cover Plants 

Takafumi HAMASAKI ， Satoshi KASASHIMA and Yujirou MAEDA 

Summary 

Ajugarepta刀s，ArctothθcacaJ，印 duJa，EremochJoaophiurol治's，Lippiarep印 sandMθntha spica臼L. are not 

suitable for TrigonotyJus caθstulfium(Kirkaldy) to feeding and blowing ， In contrast to 5，θtaria viridis. At 

a ridge of paddy fields covered by Ground Cover Plants， less rice-ear bugs inhabiting than that controled by 

a mower. 

I 緒言

斑点米カメムシ類(以下「カメムシJ)による

被害は、本県産米、特に早生品種において落等割

合の約 10%を占めており、本県稲作における最重

要害虫とされている。

カメムシは主に畦畔・農道、休耕田等の雑草地

において、イネ科、マメ科等の雑草を餌として増

殖する 1)。このことから、畦畔・農道を除草し、

餌となる雑草を除去することにより、春期におけ

るカメムシの増殖を妨げ、密度を低減させること

が可能で、あるとされている九

近年、畦畔・農道の省力的な雑草管理手法とし

て、グラウンド・カバープランツ(以下「カバー

プランツJ)が注目されている九カバープランツ

は、シバやつる性植物等で地面を被覆して雑草の

発生を抑制する技術で、主に公園や庭園等の縁化

に活用されてきた。これを水田畦畔・農道等に栽

植して被覆することにより、雑草の発生を抑制し、

除草作業を省力化すると共に、カメムシの発生を

抑制できる可能性がある。

そこで、本研究では、水田畦畔に適したカバー

プランツ草種を選抜するとともに、実際に水田畦

畔に導入した際のカメムシ密度抑制効果を検討し

た。

本試験の実施に当たり、現地圃場調査にご協力

頂いた石川県農業総合研究センターの松前要氏、

奥村聖子氏、 卜部裕之氏に感謝申し上げる。

E 各種カバープランツ草種におけるアカヒ

ゲホソミドリ力スミカメの生存及び産卵

1 .材料及び方法

供試植物は計 6種で、カバープランツとしては

アジュガ Aju，伊 rθptans(シソ科)、アークトセ

カArctothθcacalθndula (キク科)、センチピー

ドグラス Eremochloaophiuroides (イネ科)、ヒ

メイワダ?レソウ LippiarθPθ刀s(クマツヅラ干ヰ)、

スペアミント M四 thaspicata L. (シソ科)の

5種、対照としては、水田畦畔に一般的に自生し、

カメムシの発生源と考えられているエノコログサ

晶 tariaviridi$2) (イネ科)を用いた。カバープ

ランツは農業総合研究センター内に造成した草地、

エノコログサは同雑草地より採取し、直径 9cmの

育苗ポットに移植して直ちに試験に供試した。

{共言式したカメムシはアカヒゲホソミドリカスミ

カメ Trigonotylus何回tialium(Kirkaldy) (以下

「アカヒゲJ)で、 2004年 5月に金沢市内の雑草

地で採取し、室内で累代飼育した個体群とした。

累代飼育中のアカヒゲ成虫を、羽化直後より雌

雄約 25頭ずつ、計約 50頭で集団飼育し、交尾さ

せた。 7日経過後、雌雄 5対、計 10頭を抽出し、

カバープランツ及びイネ科雑草を移植したポット

を設置したアクリルケース (32X 32 X 27 cm、藤原

製作所製)内に放飼した。放飼後は 250C、16L-8D

条件下で 7日間飼育を行い、飼育開始 l、2、4、7

日後に生存虫数を調査した。 7 日後に生存虫を全

て取り除き、植物体上に産下された卵の数を調査

した。試験は各区とも 3反復で実施した。

1) 石川県農業総合研究センター資源加工研究部生物資源グループ

2) 3) 石川県農業安全課
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グサでは平均 59.3個の産卵が認められ、カバープ

ランツと比較して有意に多かった。

イネ科雑草を餌としてアカヒゲを飼育する場合、

スズメノカタビラやヌカグサが適しており、エノ

コログサは餌として比較的劣るとされている九

しかし、本試験に供試したカバープランツ 5種は、

エノコログサと比較しでも飼育開始 7日後の生存

率は有意に低く、産卵数も少ない傾向が認められ

た。このことから、本試験に供試した 5種のカバ

ープランツは、エノコログサと比較して野外でカ

メムシの発生源となる可能性は低いと推察されたO

2. 結果及び考察

飼育開始 1日後、 2日後、 4日後及び 7日後にお

けるアカヒゲの生存率を図 1に示した。

カバープランツで飼育した個体は、飼育開始 2

日後までは 50~90%程度が生存していたが、 4 日

後の時点で生存率は1O~40%程度にまで低下し、

7 日後の生存率は O~10% と極めて低かった。一方、

エノコログサで飼育した個体の 7日後の生存率は

83%と、カバープランツよりも有意に高かった。

カバープランツ及びエノコログサへの産卵数を

第 2図に示した。カバープランツにおける株当た

りの産卵数は、 O~4 卵であった。一方、エノコロ
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(Dunnett， Pく0.05)※7日後 全てのカバープランツで対照と有意差あり

※図中の縦棒は標準誤差を示す(以下の図も同様)
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カバーフランツ及びエノコロクサにおけるアカヒケの産卵数図 2

※数値は雌 5頭当たり、 7日聞の累積産卵数の平均値

(Dunnett ， Pく0.05)※全てのカバープランツで対照と有意差あり
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E 野外すくい取り調査によるカバープラン

ツ草種の選抜

1 .材料及び方法

農業総合研究センター内の圃場にカバーフOラン

ツ草地を造成して、カメムシ密度を調査し、実際

に水田畦畔を被覆した際にカメムシの発生源とな

るリスクの小さい草種の選抜を試みた。

供試した草種はHと同様で、センチピードグラ

スは 2002年 4月、アークトセカ、アジュガ、スペ

アミントは 2003年 4月、ヒメイワダレソウは 2004

年 4月にそれぞ、れ定植を行った。以後、適宜手取

り除草による管理を行い、 20rri (幅 1mX長さ 20m)

の草地を造成した。

対照区としては、同面積の雑草地を設け、適宜

刈り払い機による除草を行い、イネ科雑草が優占

して繁茂する状態を保持した。 4か年とも、対照

区における優占雑草はエノコログサであった。

カメムシ密度の調査は 20回振りのすくい取り

によった。調査は毎年 5月上旬'"'-'9月上旬にかけ

て行い、各年 8'"'-'17回の調査を実施した。捕獲さ

れたカメムシは歩行性カメムシ(トゲシラホシカ

メムシ、シラホシカメムシ、コパネヒョウタンナ

ガカメムシ)及び飛期性カメムシ(アカヒゲホソ

ミドリカスミカメ、アカスジカスミカメ、ホソハ

リカメムシ)に区分して成幼虫別にとりまとめ、

草種聞の比較を行った。試験は各区 2反復で実施

した。
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なお、試験は 2004年'"'-'2007年にかけて、石川

県農業総合研究センタ一場内圃場で、行ったが、供

試したカバープランツのうちアークトセカは

2005年冬に、アジュガは 2006年冬にそれぞれ枯

死し、草地が消滅したため、翌年以降の調査は実

施しなかった。

2 結果及び考察

各調査年における試験区毎のカメムシの平均捕

獲頭数を図 3に示した。

いずれのカバープランツでも、カメムシ捕獲数

は対照区と比較して極めて少なかった。このこと

から、供試した 5種のカバーブρランツ草地におけ

るカメムシ密度は野外においても雑草地と比較し

て低く、水田畦畔に栽植した場合にはいずれもカ

メムシの発生源とはなりにくいことが示唆された。

このことから、これら 5種はいずれもカバーブロラ

ンツとして有望であると推察された。

図 3 カバープランツ草地におけるカメムシ捕獲数

注)数値は各年における 1回の調査当たりの平均値

調査回数 17回 (2004年) 12回 (2005，2006年)8回 (2007年)

アークトセカ 2005年冬季に枯死 アシュガ 2006年冬季に枯死
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町 水田畦畔へのカバープランツ栽植による

カメムシ密度及び斑点米抑制効果の検証

2. 結果及び考察

センチピードグラス区におけるカメムシ密度は

5か年とも対照区と比較して極めて低く、 20回振

り当たり捕獲虫数は、最も多い 2003年で O.3頭程

度であった(図 4)。

また、ヒメイワダレソウ区においては、 2006年

にごく少数のカメムシが捕獲されたのみで、 4か

年とも対照区と比較して極めて低かった(図 5)0

以上のことから、水田畦畔へのカバーフ。ランツ

栽植により、畦畔におけるカメムシ密度の抑制効

果が得られるものと考えられた。
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1 .材料及び方法

場内試験に供試したカバーフOランツのうち、現

地圃場の水田畦畔に導入されたものを用いて、水

田畦畔へのカバ」ーフOランツ栽植によるカメムシ密

度抑制効果について検証した。

試験は 2004'"'-'2007年にかけて、津幡町市谷及び

領家で、行った。

市谷ではセンチピードグラス、領家ではヒメイ

ワダレソウをそれぞれ 2003年、 2004年に水田畦

畔に栽植し、畦畔を被覆した。それぞれの地域に

おけるカバープランツの概要は表の通りとした。

調査は毎年、原則として 5月上旬'"'-'7月上旬に

かけて行った。

カメムシ密度の調査は 20回振のすくい取りに

よった。各区 5地点で調査を行い、捕獲されたカ

メムシは皿と同様の区分で歩行性、飛期牲に区分

して調査した。調査は原則 10日間隔で、毎年 10

回程度実施した。

また、各地域において、刈り払い機や除草剤等

で慣行の畦畔雑草管理を行う圃場を対照区として

設定し、同様の調査を行い、カバープランツ導入

圃場との比較を行った。

センチピードグラス畦畔におけるカメムシ密度図 4カバープランツの栽植概要表

※数値は各年における l回の調査当たりの平均値

被覆面積圃場数
導入年草種地域

5 
(畦畔部分)(圃場面積)
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※センチピード:センチピードグラス

ヒメイワダレ:ヒメイワダレソウ

ヒメイワダレソウ畦畔におけるカメムシ密度

※数値は各年における 1回の調査当たりの平均値

図 5
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V 総合考察

本試験の結果から、供試した 5種のカバープラ

ンツは、いずれもカメムシの餌植物及び産卵場所

として適しておらず、野外においてカメムシの増

殖源となりにくい可能性が示唆された。また、セ

ンチピードグラス及びヒメイワダレソウについて

は、実際に水田畦畔を被覆した場合に、畦畔にお

けるカメムシ密度の抑制効果が得られると考えら

れた。

現在、一般的に用いられる除草手段としては、

機械除草及び除草剤の散布が挙げられる。機械除

草の場合は除草剤と比較して早期に再生草からの

出穂が起こるヘカメムシはイネ科雑草を餌植物

とするが、中でも穂の有無は生存日数や産卵数に

大きく影響することが知られておりヘィネ科雑

草の穂がカメムシの重要な餌であるとされている。

従って、イネ科雑草の穂が存在する状況ではカメ

ムシの増殖を抑えることは難しいと考えられる。

そこで、比較的長期に渡ってイネ科雑草の穂の

発生を抑制できる手段として、除草剤を用いた発

生源管理手法が検討され、水田面積で 10，OOO~ 

20，000 rrfの規模で畦畔に除草剤を散布すること

により、無防除の場合でも、本田におけるカメム

シ密度及び斑点米被害を慣行の圃場(草刈りによ

る畦畔管理十本田防除 2回)と同程度に抑制する

ことが可能で、あるとされている九

本試験に供試したカバーフOランツは、畦畔の被

覆が完了すれば雑草の発生を完全に抑制すること

が可能で、ある日)。このことから、カメムシの発生

源管理技術として考えた場合、除草剤と同様の効

果が期待される。

本試験において畦畔に栽植したカバーフOランツ

の規模は、水田面積で 2，000~3 ， 000 rrf程度であっ

た。アカヒゲなどの飛期性カメムシは、移動能力

が高く、個体によっては一度に数百mの移動が可

能であるとされているぺこのことから、小規模

の畦畔で、カバーフOランツによる被覆を行ったとし

ても、周囲の畦畔及び雑草地から飛測による水田

への侵入を受ける可能性が考えられる。

従って、より広域でカバープランツの畦畔への

導入を行うことにより、本田におけるカメムシ密

度及び斑点米被害の抑制効果が得られる可能性が

あると考えられた。

百摘要

・アジュガ、アークトセカ、センチピードグラス、

ヒメイワダレソウ、スペアミントの 5種は、エノ

コログサと比較してカメムシの餌及び産卵場所と

して適さず、野外におけるカメムシ密度も低いこ

とから、水田畦畔におけるカバープランツとして

有望で、あると考えられる。

・センチピードグラス及びヒメイワダレソウで被

覆した水田畦畔のカメムシ密度は慣行管理の畦畔

と比較して極めて低く、カバープランツの被覆に

よるカメムシ密度の抑制効果が得られたと考えら

れる。
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