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リンゴ樹冠下雑草のバーナー処理が樹上のナミハダニ密度に与える影響

高梨祐明*・豊島真吾** .小野浩司***・田村博明***

太田智彦** * * .金光幹雄****

Infiuence of Weeding Using Burner around Trunks on the Population Density of 

Two-spotted Spider Mite Tetranychus urticae on the Apple Trees 

Masaaki TAKANASHI*， Shingo TOYOSHIMA *~ Hiroshi ONO**てHiroakiT AMURA *料:

Tomohiko OHT A *料咋 andMikio KANAMITSU料りお*

The infiuence of weeding using burners around trunks on the population den-

sity of the two-spotted spider mit巴Tetranychusurticae on the apple trees was 

investigated. On the trees whose und巴rgrowthswer巴burned，mite density re-

mained around two adult f，巴mal巴sper leaf for fifty days after burning. On the 

contrary， that on trees without burning increased rapidly up to six adult fe-

males p巴rleaf in the sam巴period.Before burning， the persian sp巴edwellVeron-

ica persica and red dead nettle Lamium purpureum were predominant in both 

test and control areas， which were infested with a large number of T. urticae 

It seemed that elimination of undergrowths favorable to two-spotted spider 

mite by burning suppressed population growth on the trees through restriction 

of the vertical movement of two-spotted spid巴rmite 

K巴ywords: apple， burner， IPM， two-spotted spider mite， vertical movement， w巴eding

ナミハダニ Tetranychusurticaeは落葉果樹の樹上と

下草を季節的に異動することが知られている.樹冠下に

ナミハダニの増殖に好適な草種が繁茂している環境で

は，除草によって生息場所を失ったナミハダニの移動分

散を助長し樹上密度を上昇させたり，殺ダ、ニ活性のあ

る除草剤を使用することにより，樹上のナミハダニ密度

を低減できるという報告もある (4).ナミハダニは現在，

広範囲な薬剤jに対する感受性低下が問題となっており

(3)，効果が不十分な殺ダニ剤の残効期間を少しでも長く

保つため，再増殖の原因となる移入を遮断することが重

要である.そのため，主な移入源となる株元雑草をハダ

ニとともに除去できる技術があれば，殺ダニ剤散布の削

減に繋がり， IPMの推進に貢献するものと期待される.

そこで，雑草とハダニを同時に防除する方法として，株

元雑草のバーナー処理を行い，その後のナミハダニ樹上

密度に及ぼす影響を評価したなお本研究は(独)農研

機構交付金プロジェクト研究「東北地域における農薬

50%削減リンゴ栽培技術体系の確立」の一環として遂行

されたものである.

材料および方法

1 試験区の概要

試験は 2007年5月から 7月に，岩手県北上市にある岩

手県農業研究センターのわい台リンゴ園の一角で、行っ

た試験圃場の耕種概要は，品種:['きおう J(JM7台木)， 

樹齢:12年生，植栽距離 5x5mであった 2006年 11
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若虫が存在したことから，繁殖に適した草種であると推

察された.これに対し，タネツケパナにはナミハダニの

寄生個体が皆無で、あり，ナミハダニに好まれない草種で

あると判断された

バーナー処理による抑草期間は、乾熱処理区では 45-

60日、湿熱処理区では 30-45日であった。試験期間内に

オオイヌノフグリの再生が見られたが、ナミハダニの発

生は極少なく、樹上密度への影響は無かったものと推察

される。

2. ハーナー処理とナミハタニの樹上密度

樹冠下バーナー処理前後における，ナミハダニの樹上

密度の推移を第 l図に示した.処理4目前(5月11日)に

は，各区ともナミハダニの寄生は発育ステージに関係な

く一切なかった処理9日後 (5月24日)には 3つの処

理区全てで，少数ながら樹上にナミハダニが見られるよ

うになった.バーナー処理をした 2区では，その後樹上

密度が上昇したが，葉当たり 2雌前後で推移した湿熱

処理区と乾熱処理区の樹上密度は同様の動きを示した

これに対し，樹冠下の雑草を放置した対照区では，処理

9日後以降にナミハダ、ニ密度の急上昇が起こり，処理22
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月に，グリホサート系除草剤が試験区画の全体に処理さ

れていた.また，バーナー除草の 5日ほど後に，酸化フ

ェンブタスズフロアブル 2000倍が散布された

2. バーナーによる除草

樹冠下雑草のバーナー焼却は 5月15日に行った.使用

したバーナーは多目的中空器バーナー(ピリオン社製，

発熱量 130.000kcal/hr)であった試験区として，乾熱処

理区，湿熱処理区及び無処理区の3つを設けた 各列の

主幹から両側に l.5m離れた地面にマイカ線を樹列と平

行に張り，その内側を処理した

各列の南から 1-2番目の樹(計4樹)を湿熱処理区，

同3-4番目の樹(計4樹)を乾熱処理区，同 5-7番目

の樹(計5樹)を無処理区とした 湿熱処理区は各樹の

樹冠下 3m四方の地面に予め動力散布機で l樹あたり

50Lの水を撒いてから，バーナーを用いて草が萎れるま

で丁寧に熱を加えた 乾熱処理区は散水せず、に，草が焦

げる程度まで丁寧に焼却した.処理に要する時間は草の

繁茂程度で異なったが. 1樹あたり 10-35分であった.

3.下草と樹上のナミハタ二密度の推定

処理4目前の 5月 11日に，各試験樹の主幹や主枝に近

い部位から棄を 10枚ずつ採集し，実体顕微鏡下でハダニ

類の雌成虫を種別に計数したその後.9-14日間隔で，

同様のサンプリングを行い，葉の寄生個体を計数したー

また，各樹の樹冠下から，占優度の高かったオオイヌノ

フグリ Veronicapersica. ヒメオドリコソウ Lamium

purpureum及びタネツケパナ Card丘mine f1exuosaを

各5本ずつ採集し，実態顕微鏡下でハダニ類の雌成虫を

種別に計数した処理9日後の 5月24日に，再生の見ら

れたオオイヌノフグリを各樹の株元から 2本ずつ採集し

て持ち帰り，寄生しているハダニ類を種別に計数した
50日後

樹冠下雑草をバーナー処理したリンゴ樹上のナ

ミハダニ密度の推移

処理前
O 
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15 

結果および考察

1. 下草の草種とナミハダ二の寄生量

処理4日前に試験圃場の樹冠下から採集した. 3種類

の草に寄生していたダニ類の l茎葉あたり個体数を第 1

表に示した(第 l表).ナミハダニ雌成虫の寄生数はヒメ

オドリコソウで最も多く，卵や幼若虫の数も多かったこ

とから，増殖にも好適な草種であると考えられた オオ

イヌノフグリ上の寄生個体はヒメオドリコソウに比べる

と少なく，雌成虫数では 0.12頭/茎葉であったが，卵や幼

樹冠下雑草上のナミハダニ密度(5月11日採

集)

草種 成虫 若虫

タネツケノTナ 000  

オオイヌノフグリ 0.15:t0.16 0.90:t 1.66 3.55:t 3.07 

ヒメオドリコソウ1.65:t0.69 61.45:t 26.13 107.45:t 35.47 

1茎葉 (20cm程度)あたりの寄生個体数(平均値

:t95%信頼区間)

50日後9日後 22日後 36日後

処理後日数

処理前

1保 10
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第 1表

樹冠下雑草をバーナー処理したリンゴ樹上のリ

ンゴハダニ密度の推移

第2図
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日後には葉あたり 6雌成虫に達した.樹上の初期密度が

いずれの区でも Oと推定されたことから，密度上昇率の

違いは，ナミハダニの移入量の違いに起因しているもの

と判断される 特に，ナミハダニの増殖に好ましいヒメ

オドリコソウやオオイヌノフグリが樹冠下に多く自生し

ていたことにより，明瞭な差が生じたと考えられる.

同様に，樹冠下バーナー処理前後における， リンゴ、ハ

ダニの樹上密度の推移を第2図に示した リンゴ、ハダニ

は3つの処理区全てで処理前から樹上に存在し，バーナ

ー処理期日を挟んで、， 9日後には全ての処理区で密度の

急上昇が認められた しかし処理22日後に急激な密度

低下が生じ，その後また上昇に転じた.再増殖前のリン

ゴ、ハダニの密度変動に，樹冠下処理による違いは見いだ

せなかった リンゴ、ハダニ樹上密度の減少は，処理9日

後の調査の後に散布された酸化フェンブタスズフロアブ

ル2，000倍の効果と考えられる.同じ樹上で同時に被爆

したナミハダニが減少しなかったのは，同剤に対する感

受性低下が理由であると推察された.

リンゴ、ハダニはリンゴの樹上に休眠卵を産んで越冬

し，リンゴ樹が展葉開始後にふ化が始まるため，リンゴ

樹上で生活史が完結している そのため，雑草を熱処理

した影響が樹上密度に及ばなかったと考えられる.これ

に対し成虫越冬するナミハダニは粗皮下や誘引用マイ

カ線の結束部，支柱と枝の接合部などに潜り込むほか，

樹から降りて落葉下などで越冬する個体もいる (2) 樹

上越冬した個体も，休眠覚醒がリンゴの展葉前であれば，

一度下草に移動して摂食や繁殖をする 調査園地でも，

休眠明けのナミハダニは樹上より下草上に多く分布して

いた.それらを雑草と一緒に焼き殺すことにより，樹に

移入する個体数を大きく減少させ，それが樹上密度の抑

制に役立つたものと推察される

化学的な作用の殺ダニ剤に対する感受性低下の進行が

著しい昨今では，抵抗性の発達しにくい気門封鎖型殺ダ

ニ剤の利用が検討されている(1).これらの剤を有効利

用するには，移入による再増殖を防ぐことが重要であり，

散布に先立つて熱処理による樹冠下除草を行うと有効で

あると考えられる

作業者や樹体への安全性を考慮して，予め散水して草

の炎上を阻止した湿熱処理区では，直接焼いた乾熱処理

区と同等の密度抑制効果が認められた 従って，炎を噴

射する代わりに，スチームで除草する仕様の装置を開発

することにより，同等の結果が得られるのではないかと

期待される.
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