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北日本病虫研報 61 : 247-249 (2010) 

Ann. Rept. Plant 丹羽 NorthJapan 

秋田県のブドウにおけるクゼアカスカシパの発生と被害実態

小松美千代ネ

Occurrence of Toleria romanovi and Damage to Grape in Akita Prefecture 

Michiyo KOMA TSU* 

In 2009， damage caused by infestations by larvae of Toleria romanovi was investigated in grape orchards 

in Yokote city， the main district producing grapes in Akita prefecture. The result shows that damage was 

observed in all the six investigated areas and all the ten investigated cultivars. The infestations by larvae 

of Toleria romanovi were concentrated on the trunk below a height of 80cm from ground， and on the 

branch within 2.5m from trunk. Moreover， the larvae infesting the grape varied in size. 

Key words: darnage， grape， infestation， Toleria romanovi 

秋田県横手市は，ブドウ(Vitis spp.)の栽培面積が県

全体の約 6割を占めるブドウ主産地であるが，近年，ク

ピアカスカシパ (Toleriaromanovi)によるブドウの校

幹被害が増加している.本種は九州から北海道に広く分

布しており(I)， 1970年代に中島ら (4)により大分県に

おける本種によるブドウの被害が報告されており，近年

では，各県において被害の増加が報告され (2，6)，山付

き地帯や雑木林昂辺のブドウ閣での発生が多い傾向が

みられている (2，4).秋田県においては， 2000年頃より

横手市大沢，山内のブドウ閣において，環状剥皮をされ

たような食害痕がブドウ主幹の地際部~上部や主校等

に確認されるようになり，樹イ本の衰弱または枯死に至る

被筈もみられ，問題となり始めた その後，被害園地に

おいてブドウ校幹へのクピアカスカシパ幼虫の食入

が確認され， 2007年には性フェロモントラップ((株)

信越化学工業製)により成虫が誘殺されたことから，こ

れらの被答がクピアカスカシパによるものと判断し

た.しかし，県内における被害実態の詳細は明らかでな

く，今後の防除対策の確立のため，被害の実態調査を

行った.

材料および方法

1.被害分布調査

平成 21年8丹238-9月2日に，秋田県横手市のブ

ドウを栽培する 6地域(平鹿町，赤坂，金沢中野大沢，

山内土ì~U，十文字町)から 13 園地を選ぴ， 1園地につき

10-21本のブドウ樹についてクピアカスカシパによる

被害を調べた.諦査国地のうち，雑木林に隣接する留地

は6園地，雑木林に隣接しない園地は 7園地だった.被

害有無の判定は，樹の枝幹全体を観察し，虫糞排出があ

った筒所の粗皮を剥ぎ，クどアカスカシパ幼虫の食入を

確認した場合は被害有りとし虫糞の排出が無い場合ま

たは虫糞の排出があっても幼虫の食入を確認できなかっ

た場合は被害無しとした調査品種は，横手市の主要な

4品種‘住!峰¥‘スチューベン‘ナイアガラ‘キャンベ

ル・アーリー'を主体に，その他‘ピオーネ¥‘藤稔‘ノ

ースレッド¥‘安芸クイーン‘さがみ‘ポートランド'を

調査したなお，樹齢および樹勢は考慮せずに調査樹を

選定した

2.食入部位および幼虫体長調査

王子成 21年8月23日-25日に，被害分布調査を実施し

た 13調査園地のうち，平鹿町醍醐荒処，金沢中野長持山，

大沢羽根山，十文字阿佐賀会①の 4国地において，被害

樹の幼虫食入部{立を調査した主幹では幼虫食入部位の

地上高および幹車径を測定し 校では幼虫食入部位の主

幹からの水平直線距離および校藍径を測定したなお，

枝は第 1，2主枝分岐部から樹冠先端までとし主枝，盟

主校，側校および予古来母校を含む.

また，被害樹に食入していた幼虫の体長を測定した

咋火田県農林水産技術センター果樹試験場 Fruit Tree Experirnent Station，Akita Prefectural Agriculture，Forestry and 

Fisheries Research Center，Hiraka，Y okote，Akita 013-0102，] apan 
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第1表秋悶県横手市のブドウ樹におけるクビアカスカシパの被害状況と路辺環境

識変地域 調査地点
被害樹率 各品種の被害状況(被害樹数/調査樹数) 被雑木林

(%) 巨峰 スチュ a) ナイアb) キヤンc) ピオーネ 藤稔 ノースd) 安芸クe)さがみ ポートf) 隣接の有無

平鹿町 45.0 2/4 2/5 3/5 0/2 2/4 有

33.3 113 0/4 113 2/5 114 212 主正

15.0 118 2/8 0/4 

30.0 4/5 0/5 0/5 2/5 有

80.0 16120 有

42.9 3/8 3/9 111 2/3 

65.0 12/15 。/3 112 有

20.0 2/10 1/9 1/1 有

65.0 9/11 2/4 113 1/2 有'

30.0 5/10 1/1 0/9 主正

6.7 0/5 1/10 無

O 0/10 低，

26.3 0/5 。/4 113 417 j監

a) ‘スチューベン'
b) ‘ナイアガラ'

c) ‘キヤンベル・アーリー'
d) ソースレッド'
巴) ‘安芸クイーン'
f) ‘ポートランド'

被答樹数a)

第2表ブドウ樹における被害樹 1栂当たり幼虫食入数

l樹当たり幼虫食入数(頭)

最小平

3o 100 16 

a) 横手市4慰地における合言十
b) 全幼虫食入数/被害樹数

3.3 

高吉 果

1.被害分布

各調査盟地の被害樹率および各品種の被害状況を第 1

表に示した 調査した会6地域の 13圏地中 12閣地に被

答があった雑木林に隣接する 6間地ではいずれも被害

が確認され，雑木林に隣接しない問地でも十文字阿佐賀

会②を除く 6園地において被害が篠認された

被害品種比調査した全 10品種であり，横手市の主要

な 4 品種の中では，‘百 I~葦'と‘キャンベjレ・アーリー'に

おいて被害が多い傾向だった.

被害部は，粗皮下の樹皮と木質部が溝状に浅く食害さ

れており，その程度は食害の範囲の狭い軽度の被害から

食害の範囲が輪状または問状に拡大した重度の被害まで

混在していた.

2.食入部位および幼虫体長

4園地において 75樹を調査した結果.30樹に計 100頭

の幼虫食入があった(第2表). 

主幹に幼虫食入があった 25樹では約 88%が地上高

80cm 以下に分布していた(第 l国) 若木および成木に

限らず主幹への食入がみられ，被害部位の幹直径が最小

5cm最大 26cmであった
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第 1図 ブドウ樹の主幹におけるクピアカスカシパの池上高別

幼虫食入数

a) 2009年8月23~ 25日に調まました 25本の合計を示す

校に幼虫食入があった 11本を調査した結果，約 76%

が主幹から 2.5m 以内の主幹に近い位置に分布していた

(第 2国).校の食入部位は，枝直径が最小 4cm最大

13.5cmであり，主校や亜主校のみでなく.3~4 年校にも

みられた.

また，過去にクピアカスカシパによって食害された部

位周縁のカ lレス形成部に 幼虫食入が多く観察された

幼虫は. 1被害樹に複数頭が食入していることが多く

(第 2表). 1箇所または近くに集中して食入している傾

向があった.

幼虫の体長は，約半数が20mm以下であったものの，

最小 3mm最大 45mmでばらつきがあり，齢期の異なる

幼虫が混在していた(第 3図).若齢幼虫では体色が乳白

色で，体長の大きいものほど体色は桃紫色が濃くなる傾
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‘スチューベン‘ナイアガラ'‘キャンベル・アー 1)ー'の

中で‘巨峰'や‘キャンベル・アーリー'の被害が多い傾向

があった特定の品種で被害が多い傾向は，大分県や悶

山県においてもみられている (4.5).幼虫の早期発見等

の防除対策に役立てるため，今後より詳細に調査し品

種間差を明らかにする必要がある.

同時期の調査において，軽度および重度の被害

が混在していたことや，齢期の呉なる幼虫が混在してい

たことは幼虫食入時期に幅があることを示唆しており，

早期発見による被害の進行回避には，長期間ブドウ拐を

観察し幼虫の捕殺を繰り返す必要があることが分かっ

た.調査結巣では，被害樹率が 45~80%になる多発闘が

みられており，このような多発留では，幼虫の捕殺のみ

によって被害を防ぐことは困難と考えられる

なお.2006. 2007年に山梨県や長野県で性フェロモン

トラップによる成虫の発生消長が調査されており，成虫

の誘殺は，山梨県においては 6 月上旬~9 月上旬にみら

れ. 6 月中下旬~7 月上旬に多く (3).長野県では県北部

で 5 月末~8 月中下旬，県中部で 6 月中旬~8 月中旬にみ

られ，年 l屈の発生とみられている (6). 秋田県横手市

においても発生消長の年次変動を調査中であり.2009年

は成虫の誘殺が 6 月上旬~9 月初旬にみられ.6 月下旬~

7月下旬に多かったー成虫は長期間誘殺されるものの，成

虫の誘殺が多い 6 月下旬~7 月下旬墳が主な産卵時期と

推測される.近年になってクピアカスカシパによる被害

が増加した原因は明らかでないが，横手市のブドウ閣に

おいては.1990 年代前半~後半に.6 月下旬~7 月中旬頃

の有機リン剤の散布回数が減少しており，このことが影

響しているかもしれない.

今後，詳細な発生生態の解明とともに，効果的な薬剤

と散布時期など検討し耕種的防除と薬剤防除の両国か

ら総合的な防除対策を確立していくことが必要である.
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第 3図 8月下旬におけるブドウ樹食入幼虫の体長

a) 2009 年 8 月 23~25 El に調査した被答樹 29本から捕獲
した幼虫 92頭の分布を示す.
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考 察

被害は謂査した全6地域および全 10品種にみられ，秋

田県横手市において，雑木林に隣接しない闘地も含め，

広域に分布していることが分かったー現在，クピアカス

カシパの寄主植物はブドウ以外に報告がないが，他県に

おいて山付き地帯や雑木林周辺のブドウ圏で被害発生が

多い傾向がみられていることから (2.4).ブドウ闘にお

ける本種の発生要因の一つは. 111間部や雑木林からの飛

来である可能性が高い.しかし調査結果では，雑木林の

隣接有無による被害樹率の差は明確でなく，樹勢や樹齢，

品種など他要因による被害程度への影響も考えられた.

現在，クピアカスカシパに対する登銀薬剤はなく，薬

剤防除方法は確立していない そのため，被筈の進行回

避には，幼虫を早期発見し捕殺することが重要であり，

調査結果にみられた幼虫の食入部位の特徴は，早期発見

の視点になると考えられる

また，今回の調査では，横手市の主要な 4品種‘陸自全，
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