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青森県南部地域の露地栽培ネギ圏場で発生するネギアザミウマの
合成ピレスロイド系剤に対する感受性

松田正利*

Susceptibility to Synthetic-Pyrethroid Insecticide in Onion Thrips Thrips tabaci 
Inhabiting Welsh-Onion Fields in East of Aomori Prefecture 

Masatoshi MATSUDA * 

青森県南部地域の露地栽培ネギ閉場で発生するネギアザミウマの合成ピレスロイド系剤に対する感受性

を明らかにするため，シベルメトリン乳剤を用いて雌成虫の殺虫試験を行った.この結果，シベルメトリ

ン乳剤に対して感受性の低下している個体群の発生により 実用濃度の本斉1]では防除効果が得られない圃

場があると考えられた.
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青森県東部に位置する南部地域の露地栽培ネギでは，

2005年頃からネギアザミウマ Thripstabaciの被害が増

加傾向にあり (4)，恒常的に本種の多発が認められてい

る.このため，多発問場における本穫の防除対策の確立

が急務となっている 近年各種殺虫剤に対する本種の

感受性低下が全国的に顕夜化している (8). このうち，

合成ピレスロイド系剤に対しては，和歌山県のカキ (6)，

香川県のアスパラガス (5)，鳥取県および東京都のネギ

(9， 10)で感受性の低下が報告されている.合成ピレス

ロイド系剤は，本種に対する防除効果が高く，露地栽培

ネギでは基幹的な薬剤として位置づけられ(1.2)，感受

性が低下した場・合には防除対策の再考が求められる.青

森県南部地域の露地栽培ネギでも合成ピレスロイド系剤

は広く使用されており，本系統剤に対する感受性低下が

最近の被害多発の要因となっている可能性がある (4). 

本報では，同地域の 4地点から採集した個体群を対象に，

合成ピレスロイド系剤シペjレメトリンに対する感受性を

検討したので，その結果を報告する.

本報告にあたり，飼育用のニンニクおよびナタネを提

供頂いた青森県産業技術センター野菜研究所栽培部およ

び品種開発部に感謝の意を表する.

材料および方法

1.供試虫

2009年に，青森県南部地域の 3市町村4地点の露地栽

培ネギ画場からそれぞれ 200頭程度の雌成虫を採集し

累代飼育してから試験を行った.採集地点は，上北郡六

戸町大学犬落瀬字柳沢(青森県産業技術センタ一野菜研

究所内園場， 10月7日採集，以下，六戸町と略記)， ト和

田市大学相坂学高見(同 5月27白，以下，十和田市 Aと

略記)，伺市大字相坂字箕輪平(同 10月7日，以下，十

和田市Bと略記)および王戸郡南部町大字玉掛字諏訪ノ

平(同 6月12日以下，南部町と略記)である.飼育に

は車笹 15cmx深さ 5cmの円筒形樹指容器を用いた.ふ

たにあけた 2cm四方の穴にはテトロンゴースを張った.

銅育容器の底面にキムタオル⑧，その上にろ紙を敷いた.

これに餌としてニンニクりん片を底閣に一層になるよう

に詰めて飼育を行った.劣化したニンニクりん片は適宜

交換し過密になった場合は小分けした.飼育は 25
0

C，

16L8Dの恒温器内で!行った

感受性の検定には，上記累代飼育の雌成虫をナタネ葉

(品種:キザキノナタネ)で 1世代増殖して得られた雌成

虫を供試した増殖は，ろ紙(車佳 55mm)を敷いた小型

プラスチックシャーレ(直径 55mmx高さ 15mm)を飼育

容器とし，野外で栽培したナタネ葉を円形(直径 35mm)

に切り抜いた葉片を与えて行った なお，採集から増殖

までの飼育期間は，十和田市 Aおよび南部町が約 6か

月，六戸町および十和田市Bが約 2か月である 採卵は

雌成虫をナタネ葉片 1枚に 1臼開放銅して行った 採卵

に供試した雌成虫は最初 30頭程度とし，同一個体を供試

*青森県病害虫防除所 六戸町駐夜 Aomori Prefecture Agricultural Pest Control 0節目 Rokunoh巴-TownSubstation， 

Inuotose， Rokunohe， Aomori， 033-0071， J apan 
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し続けたが， 10頭程度死亡した場合は再び30頭程度と

なるように補充した.産卵させた葉片は，雌成虫を除去

したあと別の容器に移し替え， 25
0

C， 16L8Dの恒温器で

保管した 葉片の乾燥を防止するため，容器に敷いたろ

紙に O.lmlの水を滴下して容器内の湿度を保持した ふ

化が始まる採卵 5日目に産卵させた葉片を別の容器に移

し替え，新しい葉片 1~2 枚を加えて以後の飼育を行っ

た.なお，本種は鶴間を好んで踊化する傾向があるため，

ろ紙と葉片の照に 4cm 四方の JK ワイパー③を 2~3 枚

入れて踊化場所を提供した劣化した葉片は適宜交換し，

過密になった場合は小分けした 飼育中の容器は，常時

パラフィルム⑧で密封し 25t，16L8Dの恒温器内で保管

した.

また，南部町については，ナタネ葉片で増殖した雌成

虫を 2，000倍希釈のシベルメトリン乳剤(希釈後の成分

濃度:30ppm)で淘汰し，次世代の雌成虫を供試した(以

下，南部町淘汰と略記)淘汰に供試した雌成虫は 144頭

で， f2.試験方法」で示した虫体浸漬法により淘汰し，処

理 24時間後の生存虫 38頭を上記と向様にナタネ葉片で

飼育してから供試した

2.試験方法

試験に供試した薬剤はシベルメト 1)ン乳剤(成分濃

度:6%)で，虫イ本浸漬法により雌成虫の死虫率を調査し

た希釈倍数は 500~100，000 倍の範閤で5段階とし(第

1閣参照).対照は水道水とした処理方法および調査方

法は次のとおりである.50mlのガラスピーカーに水道水

で所定濃度に希釈した薬液 20~30ml を入れ，これに羽

化後約 3~5 臼自(産卵後では 17~19 日白)の雌成虫 25

~30 頭を放虫した. 1分間程度の撹枠により供試虫を薬

液に浸漬させたのち，漏斗に載せた 6~7cm四方のテトロ

ンゴース上に供試虫を薬液ごと注入した.テトロンゴー

スに付着した薬液をティッシュペーパーで除去したあ

と，ろ紙(直径 90mm)を敷いたプラスチックシャーレ(直

径90mmx高さ 15mm)内のナタネ葉片(直佳 35mm)上

にテトロンゴースごと供試虫を移した.シャーレをパラ

フィルム③で密封後， 25
0

C. 16L8Dの恒温器内で保管し

た.なお，葉片の乾燥を防止するために予めシャーレに

敷いたろ紙には O.2mlの水を滴下した処理24時間後に

実体顕微鏡下で生死虫の加を調査した微針で触れて正

常に歩行した個体を生虫とみなしたこれ以外の苦悶お

よび衰弱していた個体は死虫とみなしたー反復は各濃度

2~5 反援とした

結巣および考察

青森県南部地域の露地ネギ栽培国場4か所から採集し

た累代餌育偲体群のシベルメトリン乳剤各濃度での死虫

率を第 I図に示した.なお 苦悶および衰弱虫はいずれ

の処理でもごくわずかであった.六戸町の個体群は，最

低濃度の 0.6ppm(希釈倍数:100，000 倍)でも死虫率が

70~100% と高かった(第 l 図・上段).供試個体群を採

集した青森県産業技術センター野菜研究所内開場でこれ

までに実施した紡除試験では，シベルメトリン乳剤を含

む合成ピレスロイド系剤はネギのネギアザミウマおよび

アザ、ミウマ類で適用登録のある他系統の薬剤と再等か高

い効果が認められている(新藤，未発表;3) 六戸町の

個体群はシベルメトリン乳剤に対して感受性が高い個体

群と考える.一方，本種の被害が恒常化している十和田

市および南部町(4)の多発闘場から採集した 3個体群は，

六戸町と比べてシベルメトリン乳剤に対する感受性が低

く，また，感受性低下の程度は個体群によって異なって

いた十和田市Bは，希釈濃度に関わらず死虫率が20%

前後と低く，最高濃度 120ppm(希釈倍数:500倍)でも

死虫率が高まることがなかった(第 l鴎:下段左).十和

問市 Aおよび南部町の偲体群は，最低濃度とした

0.6ppmの死虫率は 50%前後，最高濃度 120ppmの死虫

率が約 80%で，十和田市Bの個体群より感受性低下の程

度が小さかった(第 1図:中段左および右).なお，両個

体群の死虫率は各濃度における変動が大きかったが，死

虫率と希釈濃度の関係について対照を含めずに傾向性検

定(脇本の k-multiplechart (11))を行ったところ，両

個体群ともに 1%水準で有意となり，濃度を高めると死

虫率も高まることが認められた

以上の結果から，十和田市および、南部町のネギアザミ

ウマ多発問場では，シベlレメト 1)ン乳剤に対する本種の

感受性が低下していることが確認された.特に，十和田

市Bは，最高濃度の 120ppmでも死虫事が20%前後と低

く，感受性が低下した個体が多くを占めていたまた，

本試験では縦成虫を供試したが，本地域の露地栽培ネギ

鴎場から採集した系統の 1齢幼虫を供試して別途に行っ

た感受性調査(葉片・虫体散布法)でも， 60ppmの濃度

で死虫率が低い偲体群が認められた(林ら，未発表).ネ

ギに適用登録されている本剤の使用濃度は 30ppm(希釈

倍数:2，000 倍)であり，実際の助除効果も低下している

と考える また，和歌山県のカキ箇に発生する本種の個

体群には，シベlレメトリン水和剤に対する 2齢幼虫の

LC50値が60ppmを超える系統が認められ，これらの系

統は合成ピレスロイド剤抵抗性の主要因となる突然変異

遺低子を有することが明らかになっている (7，12). 感

受性の程度から見ると，本地域においても伺様の合成ピ

レスロイド剤抵抗性遺伝子を有する系統が分布している

可能性がある

十和田市 Aおよび南部町は，最低濃度とした 0.6ppm

の死虫率が50%前後で，六戸町で認められたような感受

性の高い個体が半数程度合まれており，このため，感受

性が六戸町と十和田市Bの中間的な様相を示していた

と考える.南部町の僧体群について，ネギの使用濃度で

ある 30ppmで雌成虫を淘汰して感受性を調査した結果

を第 l図(下段右)に示した 淘汰次世代の雌成虫の死
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第 1図 シペルメトリン乳斉IJの希釈濃度とネギアザミウマ雌成虫の死E民家の関係

a) 試験未実施

虫率は淘汰前と比べて明らかに低下し， 12ppmおよび

60ppmの死虫ネは 10%以下となった.この結果から，十

和田市 Aおよび南部町の個体群でも，本剤を使用すると

十和田市Bと同様に感受性の低い個体が優占すること

が予想される

なお，十和田市 Aおよび南部町では，希釈濃度が高ま

ると死虫率が上昇する傾向が認められ，六戸町と十和田

市Bの中間的な感受性の個体もいたことが考えられる.

また，本試験の感受性検定では，反復関で差の大きい濃

度区が認められていた実験処理上の誤差のほか，感受

性の異なる個体の存在比率が反復ごとに異なっていたこ

とが理由として考えられる.これらの点については，僧体

レベルから増殖した系統を供試して検証する必要がある.

U、上のことから，青森県南部地域の露地栽培ネギ罷場

では，本種に対して防徐効果の高かった合成ピレスロイ

ド系剤(1. 2)に対する感受生が低下した個体群が生じ

ており，多発した場合の防除が難しくなっていると考え

る. また，このことが最近の被害多発と関係しているこ

とが示唆される.今後，多発闘場では合成ピレスロイド

系剤の使賂を根力控えることが求められる.この場合，

次のことが課題の一つしてとしてあげられる.本地域の

露地栽培ネギの収穫盛期である 9月は，本種とネギコガ

の発生盛期にあたる.両種に適用のある有機1)ン系剤は

使用時期が収穫 21目前であるため，問時訪除できる薬剤

はトルフェンピラド乳剤のみになってしまう 11又穫期に

両害虫種に使用できる薬剤を新たに検索することが必要

である
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