
  
  イチョウの害虫イチョウヒゲビロウドカミキリの生態と防

除対策

  誌名 大分県農林水産研究センター研究報告. 農業編 = Bulletin of Oita Prefectural Agriculture,
Forestry and Fisheries Research Center, Agriculture Section

ISSN 18819206
著者名 玉嶋,勝範
発行元 大分県農林水産研究センター
巻/号 4号
掲載ページ p. 23-32
発行年月 2010年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



玉嶋田イチョウの平等!.llイチョウヒゲビロウドカミキリの生態と防除対策

イチョウの害虫イチョウヒゲビロウドカミキリの生態と防除対策

玉嶋勝範

The Eco1ogy of Acaloletta ginkgovora ， an Insect Pest of Ginkgo biloba ， and Their Contro1 Method 

Katsunori T AMASI-lIMA 

大分県農林水産研究センター安全農業研究所

Safety Farming Research Institute， Oita Prefectural Agriculture， Forestry and Fisheries Research Center 

キーワード:イチョウ，イチョウヒゲビロウドカミキリ，カミキリムシ，Acalolepta ginkgovora， Ginkgo biloba 

目 次

I 緒 言…・…・…・・………・・…・・・…・……・・……… 23

II イチョウの被害地域調査…・・…………・…………24

III イチョウヒゲビロウドカミキリ成虫の生態

調査・・・・・・・・.................................................25

IV イチョウヒゲビロウドカミキリの防除対策・…..27

V 総合考察………・…・・…………………………・…..30

VI 摘 要一…ー・…・・・…・・…・・…・・・・…・・……………ー30

W 謝辞-………・…一……・…………・-…・・…30
引用文献・・・・.......•....•....• •...•• •...••• •....•......• ...31 

Summary.........................................・・・・・・・・・・32

I 緒言

大分県のギンナン生産は，栽培面積が268ha(2005年)

で全国第 l位，収穫量が212トンで第2位と，本県を代

表する特産果樹である。 1985"'-'2005年の21年間におけ

回愛知県

ロ福岡県
~:Z 500 -大分県
穫
且，~主， 400 

卜 300 

ン 200 

100 

O 

るギンナンの都道府県別収穫量では，大分県，福岡県

および愛知県が全国第 1"'-'3位にランク付けされてお

り，近年では1998"'-'1999年， 2002"'-'2004年に本県が第

I位となった。しかしながら， 2005年ではギンナンの

栽培面積は本県が全国第 I位であるものの，収穫量は

212トンで第2位となり，第 l位は愛知県で251トン，

第 3位は福岡県で115トン(第 l図)， 10 a当たり収量

は， 大分県が79kg，愛知県が400kg，福岡県が198kgで、

あった九本県の単収が上位 3 県の中でイ~かった原因の

ひとつとして，カミキリムシ類によるイチョウの被害

が考えられた。

囲内でイチョウ Ginkgobiloba L.を加害するカミキ

リムシ類の記録は少なく，大長光・金子 (1983)が福

岡県甘木市(現，朝倉市)における Acaloleptasp.を報

告したのが最初であるo その後，Acalolepta sp. は

Mak i hara (1992)によりイチョウヒゲ、ビロウドカミキ

リAcaloleptaginkgovora Mak i ha r aと命名記載された。本

種の寄主植物はイチョウ，ニワトコ Sambucusracemosa 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 I~J98 19住J 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

収穫年

第 1図 ギンナンの年次別収穫量の推移(上位3県)
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L.，クサギ Clerodendrumtrichotomum Thunb.が知られ

ており，分布は国外では朝鮮半島南部，囲内では本州

(中園地方)および、九州北部であるヘ大分県ではイチョ

ウヒゲビロウドカミキリによるイチョウの被害は，

1989， 1990年の調査によって西部および南部で確認さ

れている九

本種の幼虫は，樹幹や枝の樹皮下形成層部を食害し

た後，材の中心部へ食入する九また，幼虫の加害によっ

て樹勢の低下や部分枯れが生じ，加害部位は強風等で折

れやすくなり，被害が激しいと枯死することもあるi)10)。

さらに，枝を環状に食害されると加害当年はその枝に

実が多数結実し実は小粒になり，結実後に枝は枯死す

る日)。

これまで本種に対する防除試験は，大長光・金子

(1983)が， MEP乳剤800倍をイチョウに 2回 (5月22

日に100e， 6月11日に120e )散布した結果，少なくと

も成虫の羽化脱出を防げなかったとしている事例以外

にない。有効な薬剤がないなかでの 9) 本種の防除対策

として，イチョウ栽培園周辺のニワトコやクサギを伐

採し，取り除くことを勧めているi)。ギンナン栽精農家

が実施している防除対策には被害枝の表皮を削り若齢

幼虫を捕殺する方法も行われているが，効率的な防除

とはなっていない。

昆虫病原性糸状菌ボーベリア プロンニアティ

Beauveria brongniartiiはキボ シカミ キリ Psacothea

hilm"is (Pascoe) ，クワカミキリ APrionajaponica 

Thomson，ゴマタ守ラカミキリ Anotlothoramalasiaca 

(Thomson)など多くのカミキリムシに病原性を有し2)11)

イチョウヒゲビロウドカミキリに対しでも病原性が確

認されている 14) (写真1)。本菌を有効成分として開発

された微生物農薬であるボーベリア ブロンニアティ

写真 1 ボーベリア ブ口ンニアティに感染
したイチョウヒゲビロウドカミキリ

剤(商品名:バイオリサ・カミキリ)は果樹類のカミ

キリムシ類対策に使用できるよう 2003年に登録拡大さ

れた。しかし，ギンナン栽培閣で使用した場合防除効

果は十分ではなく，数年間使用しでも被害が見られる

事例もみられた。

こうしたことから，イチョウヒゲビロウドカミキリ

の効率的な防除対策を講じるため，イチ ョウの被害地

域調査，本種の生態調査，防除対策について検討した。

なお，今回の報告は九州病害虫研究会報第55巻(玉

嶋ら， 2009)の内容に， 2009年の試験結果などを加筆

したものである。

II イチョウの被害地域調査

1 材料および方法

高宮ら (1991)による 1989，1990年の調査では，大

分県西部および南部の28市町村(旧市町村数)で被害

が確認されている(第2図)。そこで，高宵ら(1991)

が被答を確認した以外の市町村における被害状況を調

査した。本種の幼虫に加害されたイチョウの枝は加害

部位から先端の葉が，早いものでは 7月頃から変色が

始まるため， 8月から自然黄葉が始まる前の10月まで

の期間であれば目視で被害発見が可能なので， 2007年

10月 1""3日， 18日および2008年8月22日， 29日の計6

回，被害調査を行った。調査は， 高宮ら(1991)と同

じ方法で，車道から確認できたイチョウを見て回った。

被害と思われるイチョウが見つかった場合，そのイ

チョウの近くまで行き同視により本種の被害であるか

確認した。

2 結果

2007年10月 1""31=1， 18日およびの2008年8月22日，

29日に調査した結果，豊後高田市(旧豊後高田市草地・

畑・第二長岩屋，真玉町三畑，香々地町夷)，国東市

(国見町竹田津，国東町見地，武蔵町志和利，安岐町

宮清・両子)，杵築市 (IEI杵築市四辻，大田村小野， LlJ 

香町目指)，速見郡日出町藤原，別府市南畑・湯山，大

分市(旧大分市岡)11) ，臼杵市(I日臼杵市吉野)，中津

市(旧中津市伊藤田，耶馬渓町金吉，本耶馬渓町西谷，

三光田口)，宇佐市(旧宇佐市正覚寺，院内町小稲・111

城，安心院町大見尾)で被害を確認した。なお，佐伯

市(旧佐伯市，弥生町，上浦町)および津久見市では

被害樹は確認できなかった。以上，東国東郡姫島村お

よび県中南部の沿岸地域を除く 9市町(lEI一市町村では

21市町村)で新たに被害を確認し(第 2図)，本種によ

る県内のイチョウの被害地域は，高宮ら(1991)の報

告以降拡大していることが判明した。
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〆議s村

第2図 イチョウヒゲビロウドカミキリによる大分県
下のイチョウ被害地域

注)i.炎色部・ 1989，1990年の被告:地峨(高官ら(I991)による.

今回はこの地域の被告f椛認は一部を除き行っていない)，話虫
色音Il: 2007， 2008年に新たに確認した被害地域

3 考察

イチョウヒゲビロウドカミキリによる大分県内のイ

チョウの被害地域は，高宮ら(1991)の報告以降拡大

しており，今回イチョウの被害が確認できなかった東

国東郡姫島村および県中南部の沿岸地域においても，

今後被害の発生が懸念される。

皿 イチョウヒゲビロウド力ミキリ

成虫の生態調査

1 調査圃場

調査圃場は，大分県宇佐市安心院町口ノ坪のギンナ

ン園(標高210m，面積1.6ha，植栽本数532本，植栽年

写真2 ナシの暫定枝を用いた枯れ枝葉トラップ

1991年，樹高 6-"""'7m程度，品種:嶺南，以下A園と略)， 

玖珠郡玖珠町森のギンナン園(標高520m，面積0.4ha，

植栽本数133本，植栽年1985年，樹高 6-"""'7m程度，品

種:嶺南，以下B園と略)，および宇佐市安心院町大見

尾のギンナン園(標高210m，面積0.7ha，植栽本数350

本，植栽年2003年，樹高 2-.......3m程度，品種・喜平，以

下C固と略)である。

本種の成虫は日中に枯れた枝葉に静止していること

が2007年の調査で判明したため， 2008年における成虫

のボーベリア プロンニアティによる感染調査では，

ナシ，ウメ，イチョウおよびカラムシ (6月下旬から

は主にナシの現定枝)の枯れた枝葉で‘作った枯れ枝葉

トラップ(高さ 1.6m，幅 2mに長さ約1.2mの枯れた枝葉

を5本吊り下げた)(写真 2)で成虫を捕獲した。また.

2009年におけるボーベリア ブロンニアティ剤の防除

効果調査では，ナシ(最初の 6日間はウメ)の枯れ枝

葉トラップで成虫を捕獲した。なお，枯れ枝葉トラッ

プを設置後に，ガの幼虫による枯れ葉の食害やクモ類

が住みつき糸を張ることなどによる葉の劣化あるいは

枯れ葉が落下するため，枯れた枝葉は約2週間ごとに

交換した。

2 材料および方法

成虫の行動調査は， 2007年 5月15日-.......8月28日に本

種の被害が認められるA園で，夕暮れから午後10時頃

にかけて，懐中電灯を使用して見取りによる観察を

行った。また， 6月18日， 25日 7月3日 5日， 12 

日， 17日および24日にはギンナン閣の中に，白色蛍光

灯(6w) とブラックライト(6w)の2種類の光源を

白布 (2.1m x 2. Om)に吊り下げたライトトラップを l

基設置して，成虫の飛来状況を調査した。さらに，日

中の生態を解明するため， 2007年 7月5日にA園と B

園のイチョウ50樹について，すくい取り法，たたき網

法および見取り法による調査を行った。すくい取り法

では，イチョウの枝の先端部を捕虫網(径50cm)に入

れて 3回程度揺すり l樹に付き 2枝(音1'100枝)を調査

した。たたき網法では，イチョウの主枝および主枝に

近い枝葉の部分の下に捕虫網(径50cm) を置き，上か

ら棒で 3回たたいて l樹に付き 2枝(計100枝)調査し

た。見取り法では，イチョウの幹および枝の窪みや樹

皮の隙間など目視できる範囲を見取り調査した。なお，

発見した個体は捕獲し持ち帰った。

成虫の発生時期は，福岡県甘木市では 5月30日から

7月4日にかけて羽化脱出孔が確認されピークは 6月

中旬へ大分県日田市(標高400m)では成虫の発生初期

は未確認で、あるが6月26日から 8月3日にかけて成虫

を捕獲しピークは 7月18日であった日)とされている。そ

こで， 2007年は 5月15日-.......8月28日に本種の被害が認

められる A園で，夕暮れから午後10時頃にかけて，懐

p
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発見できなかった。なお，飛期してきた雄がイチョウ

の主幹部に止まる場面を I回観察した。

日中の生態を解明するため， 2007年 7月5日にA固

とB園のイチョウ50樹について，イチョウの枝葉です

くい取り法，たたき網法および見取り法で、調査を行っ

たが， A園では成虫は発見できなかった。しかし B

園では，見取り法によって，イチョウに巻きついたク

ズと思われる枯れたつる(高さ約1.8m) に静止してい

る雌成虫を発見した。その後，イチョウに巻きついた

つる(高さ約30cm)で l♂，さらにハナウドの枯れた

茎に静止している 6♀8♂を発見した。

2008年に行ったボーベリア ブロンニアティの感染

調査において，この習性を利用して成虫を捕獲するた

めに， 6月4日から枯れ枝葉トラッ プをA園およびB

園に設置したところ，ナシ，ウメ，イチョウおよびカ

ラムシのいずれの枯れ枝葉にも成虫は静止していた

(写真 3)。

また，翌年の2009年 6月4日""'8月25日の聞に19回

行ったボーベリア ブロンニアティ剤の防除効果調査

中電灯を使用して見取りによる成虫の発生を調査し

た。 2008年はボーベリア ブロンニアティの感染調査

において，枯れ枝葉トラップによって成虫の発生を調

査した。

成虫の生存日数調査は， 20
oC，自然日長条件下で個

別に飼育し，成虫に餌としてイチョウの枝葉を，水分

補給源として脱脂綿に水道水を含ませポリスチレン製

滅菌シャーレ (90mmx 15mm) に入れて与え，イチョウ

の枝葉は約 1週間ごとに交換した。 2007年はA園で捕

獲した 5♀4♂を飼育し，捕獲から最終生存確認日ま

での日数を調査した。2008年は前年の12月に採取した

被害枝から羽化脱出した 2♀3♂を飼育し，羽化脱出

確認日から最終生存確認日までの日数を調査した。

3 結果

2007年 5月15日""'8月28日にA園で，夕暮れから午

後10時頃にかけて，懐中電灯を使用して見取りによる

成虫の観察を行った結果，本種の成虫は，夕暮れには

活動している個体は見られなかったが，完全に日が暮

れた直後からイチョウの幹を歩行している個体がたび

たび目撃された。また，ライトトラップには全く飛来

が見られなかった。これらのことは，高官ら(1991)

の報告と一ー致した。夜間の行動調査では，イチョウの

幹を歩行している個体が多く見られ，幹から落ちた個

体を 5頭目撃し，その直下の地面を探したがいずれも
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第3図 イチョウヒゲピ口ウドカミキリ成虫の捕獲数 (2009年)
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シ，ウメ，イチョウおよびカラムシの枯れ枝葉トラッ

プを設置したところ，いずれの枯れ枝葉にも成虫が静

止していたことから，枯れ枝葉トラップは成虫を捕獲

する有効な方法と考えられた。枯れ枝葉トラップで捕

獲されるカミキリムシ 7種のうち，ニセビロウドカミ

キリおよびビロウドカミキリはイチョウヒゲビロウド

カミキリに類似しているが，同定は触角第 l節先端部

の形状を比較することで可能でhある。ニセビロウドカ

ミキリは枯れ枝葉トラップで捕獲される個体数が多

し飼育条件下でイチョウの枝葉をよく後食すること

を観察している。また，ボーベリア ブロンニアティ

に感染した 2♀l♂を確認している(玉嶋，未発表，

島津博士同定)ことから，イチョウの幹を歩行する習

性もあると考えられる。なお，ニセビロウドカミキリ

の幼虫はイチョウの枯れ枝を食することが知られてい

る1)。

成虫の発生時期はA困 (2007，2008年)およびB闘

(2008年)における調査結果から，地域によって多少

異なる可能性があり， A園では 6月中旬から B園で

は6月下旬から発生すると考えられた。

成虫の生存日数は，大長光・金子(1983)が6頭の

羽化成虫にイチョウ生枝を餌として与えて飼育した結

果，生存口数は平均14.8日(最短 21=1，最長33日)で

あり，これはほぼ同じ大きさのマツノマダラカミキリ

Monochamus altematus Hopeの生存日数と比べてかな

り短いと報告している。今回の飼育ではイチョウの枝

葉に加え，水分補給源として水道水を脱脂綿に含ませ

て与えたところ， 2008年にA医|およびB園で前年の12

月に採取した被害枝から羽化脱出した成虫では，羽化

脱出確認日から最終生存確認日までの生存日数は，平

均25.2日と大長光・金子(1983)の飼育の場合と比べ

て長くなった。一方， 2007年にA園で捕獲した 5♀4

♂では，捕獲から最終生存確認日までの生存日数は，

平均34.9日(最短8日，最長60日)であった。野外採

集した個体の方が飼育個体よりも生存日数が長かった

が， 2007年は羽化脱山から捕獲までの日数が不明であ

ることを考慮するとさらに生存日数が長いことにな

る。これらのことから，本極の幼虫は生木を食するの

で， 2008年の場合，被害枝を関定したことによって幼

虫の生育条件が悪くなったことが，羽化した成虫の寿

命が短くなった原因のひとつと考えられ，飼育時には

水分を補給する必要があると考えられる。

において，枯れ枝葉トラップを設置した結果， A園で

は7月27日に l♂しか捕獲されず B園では 7月6日

'"'"'31日に行った 7回の調査すべてで成虫が確認され計

6♀13♂が捕獲された(第3図)。なお，枯れ枝葉トラッ

プには本種のほか， ニセビロウドカミキリ Acωal，ω'oleψ~pt，ωα 

se.ののJ
/介rαudatケ的r灯1.α.土x(Bates)，ヒメヒゲナガカミキリ Monochamus

subfasciatus (Ba t es) ， ヤ ハ ズ カ ミ キ リ Uraecha

bimaculata Thomson，ナガゴマフカミキリ Mesosa

longiPennis Ba t esおよびワモンサビカミキリ

PteroloPhia annulata (Chevro 1 a t)の6種が日中静止し

ていた(写真4，5)。

成虫の発生時期調査は， 2007年のA園における夜間

の見取り調査で，本種の成虫は 6月18日'"'"'8月8日に

見られた(第4図)0 2008年に行ったボーベリア プロ

ンニアティの感染調査において，枯れ枝葉トラップに

おける成虫の初捕獲はA闘では 6月13日 B園では 6

月23日であった。

成虫の生存日数調査は， 2007年にA園で捕獲した 5

♀4♂を飼育した結果，捕獲から最終生存確認日まで

の日数は平均34.9日(最短8日，最長60日)であった。

2008年は前年の12月に採取した被害枝から羽化脱出し

た2♀3♂を飼育した結果，羽化脱出確認日から最終

生存確認日までの日数は平均25.2日(最短12日，最長

39日)であった。
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イチョウヒゲビロウド力ミキリ

の防除対策

IV 

1 試験圃場

試験闘場は，大分県宇佐市安心院町uノ坪のギンナ

ン闘(標高210m，面積1.6ha，植栽本数532本，植栽年

-27-

4 考察

本種の成虫は，日が暮れた直後から活動を開始する

が，誘蛾灯には飛来しないことが報告されており則的，

今回の調査でも夜間にイチョウの幹を歩行している個

体が多く見られた。また，幹から落ちた個体を 5頭目

撃し，その直下の地面を探したがし当ずれも発見できな

かったことから，飛矧逃亡したものと考えられた。

日中の生態調査では，クズと忠、われる枯れたつるで

l♀I♂，ハナウドの枯れた茎で6♀8♂を発見した

ことから，本種は日中枯れた枝葉で静止していると考

えられた。

この習性を利用して， 2008年にA園およびB園にナ
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1991年，樹高6"'7m程度，品種:嶺南，以下A園と略)， 

玖珠郡玖珠町森のギンナン園(標高520m，面積0.4ha，

植栽本数133本，値栽年1985年，樹高6"'7m程度，品

種:嶺南，以下B園と略)，および、宇佐市安心院町大見

尾のギンナン闘(標高210m，面積0.7ha，植栽本数350

本，植栽年2003年，樹高 2"'3m程度，品種:喜平，以

下C園と略)である。

2 材料および方法

1)成虫に対するボーベリア ブ口ンニアティ剤の効

果

(1)室内試験

各種カミキリムシに病原性を有するボーベリア プ

ロンニアティが，イチョウヒゲビロウドカミキリ成虫

にどの程度病原性があるかを接種により調査した。

2007年12月にA固と B園において，被害枝を十数本ず

つ採取し本ずつポリプロピレン・ ABS樹脂製容器

(45cm x 64cm x 23cm) に入れて， 20
o
C，自然日長の恒

温室に置いた。 2008年4月23日から 6月2日にかけて

それらの被害校から羽化脱出した成虫(羽化脱出から

0"'17日後)を実験に供した。供試虫のうち12頭 (6

♀， 6♂)を接種区，残り 6頭 (3♀， 3♂)を無接

種の対照区に振り分けた。ボーベリア ブロンニア

ティは出光興産の不織布製剤ボーベリア プロンニア

ティ剤(商品名:バイオリサ・カミキリ)を使用した。

接種は，羽化脱出後0"'17日の供試虫をボーベリア

ブロンニアティ剤に I回歩行させることで、行った。接

種後の成虫は，ティッシュペーパーを敷いたポリプロ

ピレン製容器 (22cmx 29cm x 9 cm)に移し， 20
o
C，自

然日長の恒温室で飼育した。飼育方法は，成虫の生存

日数調査と同様で、ある。その後，成虫の生死を 1"'4

日間隔で調査し，硬直死した個体は蒸留水を含ませた

油紙 (90mm) を入れたポリスチレン製滅菌シャーレ

(90mm x 15mm)に置き， 20
0

Cの恒温室で糸状菌の発生

を促した。体節部位から菌叢が生じた死亡虫を島津光

明博士に送付し，検鏡による菌の同定を依頼した。同

定の結果，ボーベリア ブロンニアティと同定された

個体を感染虫として計数した。

(2 )圃場試験

圃場におけるボーベリア ブロンニアティ剤の殺虫

効果を調査するため， A園と B園において，ボーベリ

ア ブロンニアティ剤を10アール当たり 100本，圏内に

あるイチョウすべての主幹部(地上O.5'" 1. 5m)にス

テープラーで固定した(写真6)。設置はA園では2008

年6月11日 B園では 6月12日に行った。

本剤を設置後，成虫がボーベリア プロンニアティ

に感染しているか調査するため，枯れ枝葉トラップを

圏内に約15m間隔で、4か所に設置し，日中にトラップ上

で、静止している成虫(死亡虫を含む)を 6月13日"'8

月15日の間， A園では14回， B園では12回調査した。

採集した成虫は前述の方法で飼育し，菌による死亡の

有無も前述と同様の方法で調査した。なおその際， ト

ラップ上で既に死亡していた個体についても菌による

死亡の有無を調べた。

ボーベリア ブロンニアティ剤を設置した園の防除

効果を調査するため，設置した翌年の2009年6月2日

にA園と B園に枯れ枝葉トラップを2008年と同様に設

置し， 6月4日"'8月25日の間，両園とも 19回調査し

た。なお， 2009年は両国ともボーベリア ブロンニア

ティ剤を設置しなかった。

2)イミダク口プリド、水和剤の効果

(1)成虫に対する防除試験

2007年7月にA園で採集した本種の成虫 6頭 (2♀

4♂)を実験に供した。供試虫のうち 3頭(1♀ 2

♂)をイミダクロプリド水和剤散布区，残り 3頭(1

♀， 2♂)を無散布の対照区に振り分けた。イチョウ

の枝3本にイミダクロプリド水平日剤 2，000倍を動力噴

霧機で薬液がしたたり落ちる程度に散布し，枝葉が乾

いた散布2時間後に，枝葉をネットで袋がけし，その

中に成虫を I頭ずつ 3枝に放飼した。なお，ネットの

中の枝分岐部に，水分補給源として水道水を含また脱

脂綿を l箇所に設置した。対照区も同様に放飼し，放

飼2時間後， 15時間後， 24時間後， 48時間後， 111時間

後， 144時間後の生死虫数および枝葉の後食状況を調査

した。

(2 )幼虫に対する防除試験

2008年12月18日に C園において，幼虫が加害してい

写真6 イチョウの主幹部に設置したボーベリア ブ る枝10本にイミダクロプリド水和剤2，000倍を動力噴

口ンニアティ剤 霧機で薬液がしたたり落ちる程度に散布し，散布21日

。。
円
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後に校を持ち帰り，割材して幼虫の生死を確認した。

3 結果

1 )成虫に対するボーベリア ブ口ンニアティ剤の効

果

(1)室内試験

2008年4月23日から 5月19日かけて羽化脱出した成

虫12頭 (6♀， 6♂)にボーベリア プロンニアティ

を接種したところ， 11頭 (6平 5♂)が本菌に感染

死亡した。ボーベリア ブロンニアティに感染した成

虫は脚および触角の関節が硬直して死亡するが，感染

が確認されなかった l ♂は，接種 8~9 日後に硬直せ

ずに死亡していた。20
0

Cの温度条件下ではボーベリア

プロンニアティの接種から感染死までの期間は 8~

14日，平均10.5日であった(第 5図)。なお，接種しな

かった 6頭(3♀3♂)はボーベリア ブロンニアティ

による死亡は見られず，生存日数は12~39日，平均25.2

日であった。
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第5図 ボーベリア ブ口ン二アティ剤によるイチヨ
ウヒゲビロウドカミキリ成虫の累積死亡率

注)成虫をボーベリア プロンニアティ剤上で l回歩行させた

後， 200Cで飼育

15 

(2 )閏場試験

A園では， 2008年6月11日にボーベリア ブロンニ

アティ剤をイチョウに設置した後， 6月13日に 2♀，

6月23日に l♀(死亡虫)， 8♂(うち 2♂は死亡虫)， 

6月27日に 2♀が捕獲された。捕獲成虫のボーベリア

プロンニアティ感染率は平均69.2%であった。その後

7月2日から 8月15日までの期間に10回調査したが，

成虫は捕獲されなかった(第6図)。

B園では， 6月12日にボーベリア プロンニアティ

剤をイチョウに設置した後， 6月23日に l♂， 7月2

日に l♀， 7月7日に 3♀2♂， 7月9日に 1♀l♂，

7月II日に l♀， 7月15日に 4♀2♂ 7月25日に 7

♀3♂(うち 2♀は死亡虫)が捕獲された。このうち，

7月25日に捕獲した l♀の死亡虫はボーベリア ブロ

ンニアティの感染が確認できなかった。捕獲成虫の

ボーベリア ブロンニアテ ィ感染率は平均 46.2%で

あった。その後8月8日から 8月15日までの期間に 3

回調査したが，成虫は捕獲されなかった(第6図)。

;Ui 
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ロ'11感染虫
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B闘
ロJI感続出

・4由競出

日/11 6/16 6/21 6/26 7/1 7/6 7/11 7/16 7/21 7/26 7/31 8/5 8/10 8/15 

調査日

第5図 ボーベリア ブ口ンニアティ剤の設置園で捕
獲したイチョウヒゲビ口ウドカミキリ成虫の
感染の有無 (2008年)

なお，ボーベリア プロンニアティ剤をナメクジ類，

ウスカワマイマイ Acustadespecta (Pfei ffer)およびオ

カダンゴムシArmadillidiumvulgare (La t re i 11 e)が摂

食することが知られているがJ:!)， 2008年の調査期間中，

イチョウに設置しているボーベリア プロンニアティ

剤をヤケヤスデ Oxidusgracilis (C. 1. Koch)が摂食して

いるのを観察した。

20 

2)イミダク口プリド水和剤の効果

(1)成虫に対する防除試験

イミダクロプリド水和剤 2，000倍をイチョウへ散布

し，薬液が乾いた後に成虫を放伺した結果， 2時間後

では対照区は変化なかったが，散布区の l♂は動きが

鈍く弱っていた。 15時間後では散布区の l♂が死亡し

ており後食痕は確認できなかった。 24時間後では対照

区の l♂が死亡しており 後食痕が枝，葉ともに確認

できた。 48時間後では変化はなく， 111時間後では散布

区の l♀，対照区の l♂が死亡していた。 144時間後で

は生存していた散布区の I♂，対照区の I♀ともに元

気に生存しており，後食痕も確認した。

( 2)幼虫に対する防除試験

冬期(12月18日)においてイミダクロプリド水和剤

2，000倍をイチョウ被害枝 00本)へ散布した結果，枝

内部の幼虫は元気に生存しておりまったく効果がな

かった。

4 考察

ボーベリア プロンニアティ剤を設置した2008年に

おいてA園では， 6 月 13 日 ~6 月 27 日に 5~8 ♂が捕

獲され B園では， 6 月 23 日 ~7 月 25 日に 17 ♀ 9 ♂が

捕獲された。また，翌2009年の枯れ枝葉トラップによ

る調査の結果， A園で7月27日に l♂のみが捕獲され，

B 園で 7 月 6 日 ~31 日に 6 ♀ 13♂が捕獲されたことか

ら， A園では防除効果が高く， B園では十分な防除効

-29-
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果がなかったと考えられた。その要因は，地域によっ

て成虫の発生時期が異なる可能性があることから，

ボーベリア ブロンニアティ剤の設置時期がA園では

適期に行われ B闘では設置時期がやや早過ぎたので

はないかと考えられた。

これらのことから，枯れ枝葉トラップを利用するな

どして成虫の発生時期を確認し，本剤の設置適期を把

握することが防除効果を高めるうえで重要で、あると考

えられた。

なお，枯れ枝葉トラップを利用して成虫を捕殺する

ことも有効な防除手段であると考えられる o

ボーベリア ブロンニアティ剤をヤケヤスデが摂食

していたことから，ヤスデの摂食による本剤の劣化が

懸念された。

イミダクロプリド水和剤 2，000倍のイチョウへの散

布は，薬液が乾しミた後に成虫を接種しても防除効果が

認められなかったが，薬液が乾く前に成虫 (5頭)を

接種すると 3時間30分後にはすべて死亡し (2006年の

マイナー登録試験データ)防除効果が認められたので，

成虫に直接散布する方法が効巣的だと考えられる。な

お，成虫は日中に枯れ枝葉に静止しているので，その

ような条件の場所に薬剤散布するか，成虫の活動時間

帯である日が暮れた夜間に薬剤散布することで防除効

果が高くなると考えられる。

イミグクロ プリド水和剤2，000倍の冬期(12月18日)

における散布は，幼虫が既に材の中心部へ食入してい

たためか，幼虫の防除に効果がなかったが，卵子f化後の

若齢期にあたる夏期 (7"-'8月)であれば樹皮下形成

層部を食害しているため，防除効果が認められる可能

性があると考えられる。

V 総合考察

イチョウヒゲビロウドカミキリによる大分県内のイ

チョウの被害地域は拡大しており，ギンナン栽培園で

本種の被害に気づいた時点では，既にかなりの被害が

見受けられることが多い。そのため，早期(7"-' 8月)

に黄葉しているイチョウを確認することによって，本

種の被害を早期に発見し，防除対策を講じることが重

要であると考えられる。

防除対策としては，成虫の発生初期(本県の場合，

6月頃で地域によって多少異なる)にボーベリア ブ

ロンニアティ剤をイチョウの樹幹(0.5"-' 1. 5m)に設

置することで，高い防除効果が期待できると考えられ

る。また，ナシ，ウメ，イチョウおよびカラムシなど

の広葉の樹木および草木の枯れ枝葉トラップを設置す

ることによって，日中に成虫を捕獲する方法も有効な

防除手段と考えられる。なお イミダクロ プリド水和

剤2，000倍の散布は，成虫に直接かかるように散布する

と防除効果が高いと考えられ，現在登録申請中である。

枯れ枝葉トラッ プで捕獲されるカミキリムシ 7種の

うち，ニセビロウドカミキリはイチョウヒゲビロウド

カミキリに類似しており個体数も多いので，成虫の発

生初期を確認する場合には正確な同定が特に重要で、あ

る。なお B園で2009年7月31日に採集したヤハズカ

ミキリの I♂がボーベリア ブロンニアティに感染し

ていた(玉嶋，未発表，島津博士同定)ことから，圃

場周辺においてボーベリア ブロンニアティの存在が

示唆された。

ボーベリア プロンニアティ剤を，ナメクジ類，ウ

スカワマイマイ，オカ夕、ンゴムシおよびヤケヤスデカ2

摂食することによって本剤の劣化が懸念されることか

ら，これら害虫から摂食されない方法を講ずる必要が

あると考えられる o

VI 摘要

l イチョウの害虫であるイチョウヒゲビロウドカミ

キリについて，イチョウの被害地域調査，生態調査，

果樹類で登録のある Beauveriabrongniartii剤の本虫

に対する効果的な使用方法など防除対策について検

討した。

2 大分県の本種によるイチョウの被害地域調査で，

1991年報告の28市町村に加え新たに21市町村(I日市

町村)を確認した。

3 成虫は rl中枯れた枝葉で静止していることが判明

したことから，簡易な成虫の発生調査法として枯れ

枝葉トラッ プを考案した。

4 ボーベリア ブロンニアティ剤上に本種の成虫を

l同歩行させた後， 200Cで飼育した結果，接種8"-'

14日後に高率に感染・死亡することが判明した。

5 ギンナン園においてボーベリア ブロンニアティ

剤をイチョウのすべての主幹部(地上O.5"-' 1. 5m)に

設置することによって，殺虫効果が認められ，成虫

の発生初期に設置することにより高い防除効果が得

られた。

6 イミダクロ プリド水和剤2，000倍の散布は，成虫に

直接かかるように散布すると防除効果が高いと考え

られる。
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The Ecology of Acalolepta gillkgovora ， an Insect Pest of Gillkgo biloba ， and Their Control 
Method 

Katsunori T AMASHIMA 

Summary 

A damage region survey， an ecology investigation， and the control method like effective use to Acαloletta 

ginkgovora of Beauveria brongniartii巴tc.were巴xaminedabout Acalolepta ginkgovora that was the insect pest of 

Ginkgo bilobα. 

2 Twenty-one municipalities (old municipality area) were newly added to the damage region survey of Ginkgo bilobα 

by this seed in Oita Pr巴fecturein addition to the 28 municipalities from the 1991 report. 

3 The adult were on the deadwood leaf during the daytime， so the deadwood leaf trap was thought to be an easy adult 

generation investigation method. 

4 It turned out to be infected and died 8-14 days later at a high rate as a result of having bred at 20
0

C after the adult 

had been made to walk on Beauveria brongniartii after one vaccination. 

5 The insecticidal e百iciencywas admitted by setting up Beauveria brongniartii in all the superintendence parts of the 

Ginkgo biloba (O.5-1.5m above ground) in the maidenhair tree garden， and a high control effect was obtained by 

S巴ttingit up at the proper time. 

6 Imidac10prid FL.(2，OOO water down) had a strong effect when spraying directly to the adult of Acalolept，α 

ginkgovora. 
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