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野菜の生物的防除のための捕食性天敵
ヒメハナカメムシ類の保護に適した地被植物の選抜

長森茂之本・飛J11 光治・長島聖大村・近藤 章村本・佐野敏広・永井一哉・中筋房夫付日

Screening of Ground-cover Plants for Conservation of a Predacious Bugs， Orius spp吋 ina Biological Control Program 

for Vegetables. 

Shigeyuki Nagamori， Mitsuharu Hikawa， Seidai Nagashima， 

Akira Kondo， Toshihiro Sano， Kazuya Nagai and Fusao Nakasuji 

緒 t 

Eコ

食の安全や環境に鐙しい農業が求められている現

在，浩費者ニーズに適応したより安全・安心な減農薬

農産物生産技術の確立が急務となっている.減農薬栽

培の一手段として天散利用が挙げられ，施設栽培で天

敵は生物農薬として普及しつつある(山下， 2003;矢

野， 2003などにしかし，この利用においても生物農

薬のコストは高いことから，適期放鰐のためのモニタ

リングが必要となり，普及には大きな課題が残されて

いる.さらに露地作物での利用は糠めて限定される.

これらの課題を解決する一つの方法として，土着天敵

を保護し，さらにこれらを捕獲，再放銅するなど積極

的に活用することが考えられる.矢野 (2003) は，土

着天散保護の根幹をなす技術として植生管理を挙げて

おり，これにより天敵の餌，代替寄主および、生息場所

の供給が可能になるとしている.また，露地ナスでの

ヒメハナカメムシ類の発生には，生息地となる関場周

辺の植生が強く影響することが指摘されている

(Takemoto and Ohno， 1996 ; Ohno and Takemoto， 1997). 

このような観点から，スイスでは盟場周辺に天敵保護

のための播種雑草ベルト (Sownweed strips) を作り出

す試みが行われている (Nentwiget al.， 1998). 

圏場周沼の植生管理の一つに地被植物(グランドカ

バープランツ)の利用が考えられる.地被植物とは，

植物学上の種別を問わず草丈の低いもの，刈り込みに

よって草丈を低く維持することが可能な植物とされて

2010年9丹29日受理

おり(有田・藤井， 1998)， 1960年嘆から，都市部の公

爵，広場，街路などで花による景観のための縁化を目

的に利用されている(安藤・近藤， 1992). また，関

場のり語や畦畔の雑草管理の自的でも栽培試験が行わ

れている(補嶋・岩本， 1998). 

ヒメハナカメムシ類Oriusspp.は，ミナミキイロアザ

ミウマThripspalmiの有力な土着天敵であり(永井ら，

1988) ，ナミヒメハナカメムシOriussauteriなどの種は

農耕地に普通に見られ，様々な作物上でアザミウマ類，

アブラムシ類，ハダニ類などの農業害虫を捕食するこ

とが知られている(安永・柏尾， 1993). ヒメハナカ

メムシ類は，農作物だけでなくさまざまな地被植物上

でも生息していると考えられるが，報告は少ない.

ここでは，野菜害虫に対する土着天散ヒメハナカメ

ムシ類が野菜極場周辺で生息場所として利用する植物

種を知る目的で，ヒメハナカメムシ類が誘引されよく

増殖する地被植物を選抜したので報告する.

材料および方法

選抜試験は2002'"'"'2003年に，岡山県農業総合センタ

ー農業試験場(現在，閉山県農林水車総合センター農

業研究所.岡山県赤磐市)内の畑圃場で行った.

1.供試植物

園場畦畔などの雑草持制や景観美化を自的に地被植

物として市販されている26科62種(表1)を2002年に2

か所の園場で栽培した(醤場1: 7種，臨場2: 55種). 

2003年には，これらの中からヒメハナカメムシ類の発

本研究の一部は，農林水産省「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業:果菜類の減農薬栽培のための土着

天散の増殖技術と採集装霞の開発 (2004'"'"'2006年)J により実施した.

*陪山県農林水産総合センター普及連携部

.*伊丹市昆虫館

村*元岡山県農業総合センター農業試験場

争***関山大学名誉教授
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生が多く，生息場所に利用される植物として有望と考

えられた5科7種を供試した.

2.試験区の概要

抑草用の被覆資材[ワイドスクリーン:j:j:1013 ;日本ワ

イドクロス(株)製]でマルチした開場に地被植物を

2002年は5丹9日， 2003年は5月66に定植した施肥は

全量基肥とし，緩効性肥料で10a当たり N : 21.9kg， 

P20S : 15.6kg， K20: 21.9kgずつ施用した定植後の管

理は，活着までのかん水と適宜手取り除草を行った以

外は放任とした

2002年調査:開場 1の栽植密度は，畝I~高 120crnで3歓

を並列に設け，中央畝は条間30crnでl畝に2条，荷畝は

それぞれl条植えとし， 1区24株を株間30cmで定植した.

試験IRは， 1底10m，2反復とした.

関場2の栽槙密度は嬬150cmの畝に株間80crnで1条

植えした.試験区はI区2.4ぱ， 2株， 2反復とした.

2003年調査:畝幅120crnの3畝に，中央畝は条間30cm

でl畝に2条，両畝はそれぞれl条植えとし， 1区24株を

株関30crnで定槌した.試験区は1区10ぱ， 2反復とし

た.

3.調査方法

2002年調査・翻場1:植物種ごとに花と葉のそれぞ

れに生息する捕食性天敵ヒメハナカメムシ類と倍体数

が優占していた害虫カスミカメムシ類 (Miridae) の発

生の有無を見取り調査した.その後，手で白紙 (A4

サイズ21.0X 29. 7crn) 上にたたき落とすピーティング

法で植物体上に残ったヒメハナカメムシ類とカスミカ

メムシ類の発生の有無を調査した.調査は6丹6日から

12丹26自に丹当たり 1""'2田の割合で，各区畝中央の6

株を対象に計11田行った.パーベナ(品種;花手強)

Verbena X hybrida cv. Hanademari，パーベナ(品種;

タピアン) Vel・benaX hybrida cv. Tapian，ヒメイワダ

レソウLippiacanescens，ツルマンネングサSedum

sarmentosumは，株の生育が進み，株と株との識別が困

難になったので， 7月23日以簡の調査では，中央の故

に調査底画 (50X 50crn) 2か所をランダムに設け，ヒ

メハナカメムシ類とカスミカメムシ類の発生の有無を

調べた.調査時間は1区6分(株当たり 1分，調査区間

当たり3分)とした.

2002年調査・関場2:上記聞場1と悶じサンプリング

法で， 6月13日から 12月3自に月 1屈の割合で，生育が

旺盛なl株を対象に計6問調査した.識査時間は株当た

りl分とした.併せて， 2002年調場1，圃場2の各植物

種の地被速度と草丈を調査した.地被速度の指標は，

地上部径が30cmになるまでに要した期間を3段措

(速:1か月未満，中:1か月以上2か月未満，遅 :2か

月以上)に分けて評伍した. また，草丈は主主植の約2

か月後の7月15日時点の僅を3段階(低 15crn未満，

中:15cm以上30crn未満高:30cm以上)に分け評価し

た.

2003年調査:調査は7丹10日から 11月256に月当た

り1""'2留の割合で，計9凶行った.植物種ごとに調査

区間 (20X 20crn) を2か所ランダムに設定した.そし

て，区画内の花と葉それぞれに生怠するヒメハナカメ

ムシ類，アザミウマ類，アブラムシ類およびハダニ類

の個体数を2002年と同じサンプリング法で調査した昏

ヒメハナカメムシ類およびアザミウマ類については成

幼虫別に，アブラムシ類については総僧体数を，ハダ

ニ類については雌成虫のみを数えた.畑地に侵入する

と被害が大きいカスミカメムシ類については，別途植

物種ごとに調査区画(30X30cm) をランダムに設定し，

区盟内に生怠する個体数を数えるとともに見取り，ゼ

ーティング調査時に飛濁した僧体を捕虫網ですくい取

り数えた.調査区内のアザミウマ類，ヒメハナカメム

シ類およびカスミカメムシ類は適宜採集し，種を同定

した.調査時間は， 11玄酪7""'8分とした.見取り法と

ピーティング法で誠査した個体数の合計を調査区画内

に生息する個体数とし， m当たりに換算した.さらに，

調査期間中の合計個体数を調査回数9で除し，植物種

ごとの平均生怠密度を求めた.

結果

1.一次スクリーニング

各種地被植物におけるヒメハナカメムシ類およびカ

スミカメムシ類の相対的発見頻度と特性(地披速度，

草丈)を表 lに示した.選抜基準としてi也被速度が中

程度以上，草丈が中程度以下の植物種を とした.

これらは，植物が速く大きくなると多くのヒメハナカ

メムシ類を維持できる状態に阜くなること， 1J]J草効果
が期待でき，また，倒伏のおそれが少なく管理が容易

と考えたからである. 62植物種のうちヒメハナカメム

シ類の発生を認めたのは18種であり，そのうち地被速

度が速にかつ草丈が低いのは9種であった.これら9

種のうち，パーベナ・タピアン(ヒメハナカメムシ類

発見頻度:63.6%) と向属のパーベナ・花手強(間発

見頻度:45.5%) ではパーベナ・花手強を，オステオ

スペルマムOsteospermt仰 ecklonis(問発見頻度:33.3%) 

と草姿が酷似しているディモルホセカDimorphotheca

sinuata (同発見頻度:16.7%) では，ディモルホセカ

をヒメハナカメムシ類の発生顔度が低いので除外し，
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表 l 一次スクリーニングによる各穏景観植物の特性とヒメハナカメムシ類， カスミカメムシ類の発見頻度

科名
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事日名・学名 z

シコ DianthllsCV. Telslar 
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7イスプランツ Carpobれolussp 
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ポテン?ィ7Polenlilla labernaelllonlani* 

舟7'ス・カリシノイデス Rubusca!ycinoides 

キリンソウ Sedllmaizool1 var.jloribllndum 
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イモカクハ守~ Oxalis arliclllala家
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ヘテ守トヘハクスHederahe/ix 
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カリデ7コア Cαlibrachoasp. 

ニ→ンヘ守的~7 Nierelllben!Ia caerlllea cv. Fairv Bell 
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コウルタンダポ Hieracillm auranlIaClllll '/， 低

ストケン了 Slokesialaevis 遅 中
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一

十
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品?向

+十
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十
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+ 
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十
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ム

十+

十
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ユリ リュウノヒゲ Ophiopogonjaponicus 遅 低 一 -
Z有望と'flj斯した横物種の和名・学q;1ま太字1・アンダ}ラインで表示， *を約した槌物;土問場 1で，その外l土i潤場2で試験を実施.

Yi也被速度i土地被告日のi直径が 30cm以上になる期間を表 1か月米満，中か月から 2か月五ミ満塁 2か月以上で評倣.

X主主丈は， 7月 15日の調査で，低:15cm未満，ヰ1: 15cmから 30cm未満，尚:30cm以上で評価.

W ヒメハナカメムシ類およびカスミカメムシ類の発見綴皮は，十十:50%以上， +: 50%米ぬから 0%以上一:0%で階評価.
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7種を有望として絞り込んだ.

2.二次スクリーニング

(1)各植物種での密度推移

有望7種でのヒメハナカメムシ類，アザミウマ類，

アブラムシ類，ハダニ類およびカスミカメムシ類の密

度推移を国1に示した.

パーベナ・タピアンでのヒメハナカメムシ類の密度

は， 7月が最も高く， 10丹まで高密度で推移した.ア

ザミウマ類の密度は 8月が最も高く，以降徐々に減

少した.ヒメハナカメムシ類とアザミウマ類の密度の

高い季節はほぼ一致した.アブラムシ類およびハダニ

類の発生は少なかった.カスミカメムシ類の密度は，

調査期間を通じて常に高く推移した.

スカエボラScaevolaaemulaでのヒメハナカメムシ類

の密度は， 8月が最も高く， 11月まで高密度で推移し

た.アザミウマ類の密度は， 7月， 8月および10月にほ

ぼ問程度に高く，ヒメハナカメムシ類とアザミウマ類

の密度の高い季節はほぼ一致した.アブラムシ類およ

びハダニ類の発生は少なかった.カスミカメムシ類の

密度は， 8月が最も高く，以降減少{頃向となったが，

10月以降再び高くなった.

ウヱデリアWedeliatrilobat，αでのヒメハナカメムシ類

の発生は，低密度で推移した.アザミウマ類の密度は，

7月から8月にかけてやや高かったが，それ以降減少傾

向となった.アブラムシ類の発生は少なかった.ハダ

ニ類の密度は， 7月と 11月に高くなった.カスミカメ

ムシ類は， 11月だけ発生した.

オステオスペルマムでのヒメハナカメムシ類の密度

は， 8月が最も高く，以降減少傾向となった.アザミ

ウマ類の密度は， 7月が最も高く，以降減少傾向とな

った.ヒメハナカメムシ類とアザミウマ類の密度の高

い季節はほぼ一致した.アブラムシ類およびハダニ類

の発生は少なかった.カスミカメムシ類は， 10月と11

月にわずかに発生した.

ローマンカモミールChamaemelumnobilisで、のヒメハ

ナカメムシ類の密度は， 8丹が最も高く，以降減少傾

向となった.アザミウマ穀の密度は， 8月が最も高く，

以降減少傾向となった.ヒメハナカメムシ類とアザ、ミ

ウマ類の密度の高い季節はほぼ一致した.アブラムシ

類，ハダニ類およびカスミカメムシ類は8月だけ発生

した.

ヒメイワダレソウでのヒメハナカメムシ類の密度

は， 8月まで器密度で推移したが，以跨見られなくな

った.アザミウマ類の密度も同様に低く，両者の発生

時期はほぼ一致した.アブラムシ類の発生は少なかっ

た.ハダニ類の密度は 7月が最も高く，以降減少傾

向となった.カスミカメムシ類の密度は， 8月が最も

高く，以降減少鰻向となった

ニーレンベルギア(品種;フェアリーベル)

Nierembergia caeru/ea cv. Fairy Bel1でのヒメハナカメム

シ類の密度は， 8}jが最も高く，以緯減少傾向となっ

た.アザ、ミウマ類の密度は， 7丹が最も高く，以降11

月まで一定の密度で推移した. 8丹以降，ヒメハナカ

メムシ類とアザミウマ類の密度の高い季節はほぼ一致

した.アブラムシ類およびハダニ類の発生は少なかっ

た.カスミカメムシ類は， 10丹に発生があった.

(2)各植物種での生息密度

宥望7種におけるヒメハナカメムシ類，アザミウマ

類，アブラムシ類，ハダニ類およびカスミカメムシ類の

生息密度を図2に示した.

ヒメハナカメムシ類の密度は，有意差はないものの

スカエボラ，バーベナ・タピアン，ローマンカモミー

ルのJII震で高く，特にスカエボラで高かった. ヒメハナ

カメムシ類の発生が少なかったヒメイワダレソウとニ

ーレンベルギアを除く 5種から7月から 10月に採集した

雄成虫32頭を同定したところ すべてナミヒメハナカ

メムシであった.

アザミウマ類の密度は 有意援はないもののローマ

ンカモミール，オステオスペルマム，ニーレンベルギ

アの)J闘で高く，特にローマンカモミールで高かった.

各植物種から採集したアザミウマ類成虫を陪定したと

ころ，ロ一マンカモミ一ルとオステオスペルマムを除

いた 5種での主要韓はヒラズハナアザザ、ミウマ

F丹〉刀'an改似k/i，的l1iell必a初ntωOf，附ISαであり ロ一マンカモミ一ルでの

主要種はクロゲゲ、ハナアザザ、ミウマThかF

つた.成虫の種構成比から推定したミナミキイロアザ

ミウマの生息密度は， 7穣のうちオステオスペルマム

で顕著に高かった(国 2).なお，いずれの植物種でも

ミカンキイロアザミウマPrankliniellaoccidentalisの発生

は確認できなかった.

アブラムシ類は，オステオスペルマム，ローマンカ

モミールおよびヒメイワダレソウで発生したが，その

密度は低かった.

ハダニ類の密度は，ウヱデリアとヒメイワダレソウ

で極めて高く，ウエデ、リアは，ヒメイワダレソウおよ

びスカヱボラ以外の植物種との間に有意差がみられ

た.

カスミカメムシ類の密度は パーベナ・タピアンで

伯の植物種よりも有意に高く，次いでスカエボラ，ヒ
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夏から秋の調査期簡を通じてヒメハナカメムシ類の密

度が安定して高かったスカヱボラとパーベナ・タピア

ン，そして，ヒメハナカメムシ類の発生震は中程度で

あるが，ツマグロやミナミキイロアザミウマといった

野菜害虫の発生が比較的少なかったローマンカモミー

ルの3種を有望と判断した.

長森・飛)11，長島・近藤・佐野・永井・中筋:野菜の生物的紡除のための捕食性天敵ヒメハナカメムシ類の保護に適した地被植物の選抜

メイワダレソウの}II震であった.採集したカスミカメム

シ類成虫を再定した結果，ツマグロアオカスミカメ

Apolygus spinolae (以下，ツマグロ)とコミドリチビト

ピカスミカメCαmpylommachinense (以下，コミドリ)

の2種が確認され，ツマグロが大半を占めた.

以上の結果，ツマグロの発生はみられるものの，初

5 
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図1.有望植物種におけるヒメハナカメムシ類，

カメムシ類の密度推移
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令;アブラムシ類，図中記号:⑮;ヒメハナカメムシ類 o アザミウマ類，

0;ハダニ類A.カスミカメムシ類



第l号

アザミウマ類
図ミナミキイ口アザミウマ

むその他アザミウ7 鎖

向山県農林水産総合センター農業研究所研究報告

ヒメハナカメムシ類
200 

10 

b b 

邑

150 

100 

50 

ab 

b b 

a 

ノ¥ダニ類

b 

アブラムシ類
200 

50 

150 

100 

一一i
レ
ン
ベ
ル
ギ
ア

ヒ
メ
イ
ワ
ダ
レ
ソ
ウ

ロ
!
?
ン
カ
モ
ミ
i
ル

オ
ス
テ
オ
ス
ベ
ル
マ
ム

ウ
エ
デ
リ
ア

ス
カ
エ
、
ホ
ラ

ハ
ー
ベ
ナ
(
タ
ピ
ア
ン

b 

a 

カスミカメムシ類

窓ツマグロアオカスミカメ

口コミドリチピトピカスミカメ

b 

b 

O 

200 

150 

100 

C 

口
!
?
ン
カ
モ
ミ
i
ル

一volts

レ
ン
ベ
ル
ギ
ア

b c 

ヒ
メ
イ
ワ
ダ
レ
ソ
ウ

C 

オ
ス
テ
オ
ス
ペ
ル
マ
ム

C 

ウ
エ
デ
ヲ
ア

ス
カ
エ
ボ
ラ

ハ
ー
ベ
ナ
(
タ
ピ
ア
ン

50 

図2. 有望植物種におけるとメハナカメムシ，アザミウマ，

カスミカメムシ類の調査期間中における生怠密度x

Xデータは Log (X+l)に変換した後，分散分析した.異なるアノレファベットを付

した植物問では， TukeyのHSD検定で有意差が (p<0.05)があることを示す.

ハダニ，アブラムシ，

査でも同様の結果となった.また， 7麓すべての植物

上でヒメハナカメムシ類の幼虫が確認できたことか

ら，ヒメハナカメムシ類は，これらの植物でアザミウ

マ類やハダニ類などを餌として生活し，位代を繰り返

しているものと推察される.今回の調査でヒメハナカ

メムシ類の密度が最も高かった植物種は，スカエボラ

であった.植物種によってヒメハナカメムシ類の発生

が異なる原田としては，鋲となるアザミウマ類やハダ

ニ類などの発生密度の違いが考えられるが，必ずしも

餌密度が高い植物語でヒメハナカメムシ類の密度が高

いとはいえない(国2). これは，揺れ家としての草姿，

花粉や花蜜などの代替餌の供給掠，産卵基質としての

適性，匂いなどの誘引物質の存在なども原因として考

えられよう.

矢野 (2003) は，土着天敵を保護する植生管理の方

法として，閤場内で作物と天数保護植物を混作する方

法と，園場の周辺でそのような植生を保護するか，あ

るいは積極的に栽培する方法があるとしている.今回

の調査では，ローマンカモミールにはアブラムシ類が

察

地被植物26科62種からヒメハナカメムシ類が発生

し，地被速度が速く，かつ草丈が抵い条件を満たした

もの (5科7種)を有望として絞り込んだ(表 1). これ

ら7種におけるヒメハナカメムシ類および害虫の密度

推移を比較した結果，ヒメハナカメムシ類とアザミウ

マ類の密度の高い季節がほぼ一致したものは4種，部

分的にではあるが一致したものを含めると5種となっ

た(国1).ヒメイワダレソウでは，両者の発生時期が

ほぼ一致していた.一方，ウヱデリアでは，ヒメハナ

カメムシ類とアザミウマ類との関係は判然としなかっ

たが，ヒメハナカメムシ類の密度は8月，ハダニ類の

密度は7丹がそれぞれ最も高く，ヒメハナカメムシ類

は夏期には主にハダニ類を餌としていたものと推察さ

れる.ヒメハナカメムシ類の個体群密度の変動は，露

地のナス(永井， 1990) やジャガイモ (Nakata，1995) 

において，餌となるアザミウマ類やアブラムシ類の密

度変動に同調していることが示されており，今回の調
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ほとんど発生しなかったが，密生するとアブラムシの

害を受けることがあるとされていること(有田・藤井，

1998)から使用にあたっては詑意が必要である.また，

ツマグロは，ナスなどの作物を加害するとされており

(高井・安永， 2001)，ツマグロが多く発生するパーベ

ナ・タピアンをナスなどの野菜を作付ける園場賭辺で

利用するには工夫が必要である.今屈は植物種の耐寒

性については検討していないが，耐寒性のある植物種

では，越冬後，春先からヒメハナカメムシ類の個体群

の増殖が速くなることや栽培の省力化が期待される.

これらの点については，今後検討したい.

今回の調査結果は岡山県農業総合センター農業試験

場での2か年にわたるものであり，天敵と害虫の種類

棺や発生密度は，地域の周辺環境や気象条件により変

動することが考えられるので，広域的な適用を進める

ためには，地域ごとに同様の調査を実施する必要があ

ろう.

構要

野菜害虫に対する土藷天敵ヒメハナカメムシ類の積

極的利用を目的とし，まず，地被植物26科62種からヒ

メハナカメムシ類が発生し，地被速度が速く，かつ草

丈が低い5科7種を有望候補として絞り込んだ.さらに，

これら7種におけるヒメハナカメムシ類およびナス

虫の密度を比較検討し，ヒメハナカメムシ類が多く発

生するスカエボラとパーベナ・タピアン，ナス害虫の

発生が少ないローマンカモミールの 3種を選抜した.
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Summary 

To facilitate the eventual use of natural enemies in a pest control program for vegetables， we attempted to evaluate the 

efficacy of ground‘cover plants for conservation ofthe predacious bugs， Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae). Sixty幽two

plants were cultivated in a field， and the occurrence of Orius spp. and the vegetative characteristics of the plants， i.e.， rate of 

the extent of cover and plant height， were investigated in Okayama， Japan in 2002. Seven plants were selected as candidates in 

the primary screening. The plants were cultivated， and the occurrences of Orius spp. and insect and mite pests were 

investigatedせ1foughouttheir seasons in 2003. The data indicated Scaevola aemula， Verbena X hybrida cv. Tapian and 

Chamaemelum nobilis to be the most ho抑制 candidatesfor ground-cover plants that would attract and provide refuge to 

Orius spp・-

Key words: lndigenous natural enemy， Orius spp.， ground-cover plant， habitat management 
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