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施設栽培シシトウの害虫アザミウマ類に対するブースター天敵
アカメガシワクタアザミウマの放飼囲数と防除効果の関係

楼井民人*・勝山直樹M ・中尾 史 郎 * 村 ・ 塘 忠、顕持***・日本典秀*****. 

井上栄明******.津田新哉***キ*

Relationship between Release Number of Haplothrips brevitubus as Booster 

of Orius strigicollis and Its Effect on Control of Pest Thrips on a Variety 

of Green Pepper Grown in Greenhouse 

Tamito SAKURAI*， Naoki KA TSUY AMA * *， Shiro NAKAO堵**， Tadaaki TSUTSUMI* * * *， 

Norihide HINOMOTO*持***， Hideaki INOUE****** and Shinya TSUDAネ*キ**

アカメガシワクダアザミウマとタイリクヒメハナカメムシの併用により 施設栽培シシトウにおける効

果的な害虫アザ、ミウマ類妨除技術を開発するため，アカメガシワクダアザミウマの放飼回数を検討した.タ

イリクヒメハナカメムシの 2田放館に対しアカメガシワクダアザミウマを異なる回数で故飼したところ

(2， 3， 4間放飼区)，害虫アザミウマのそ否度はすべての放飾区で対照ほ(天敵j[l日文飼毘)に比べて顕著に低

い値を示したものの，放餌区間でほとんど差は見られなかった 同様に，シシトウ被害果の発生率はいず

れの放飼区でも低く抑えられた.これらの結果は， タイリクヒメハナカメムシの補助天敵資材としてアカ

メガシワクダアザミウマを用いる場合，施設栽培シシトウにおける被害を 2閉の放鰐で効果的に抑制する

ことが可能であることを示している.

Key words: a variety of green pepper， biological control， greenhouse. Haplothrips brevitubus. Orius 

strigicollis. thrips 

施設果菜穎の重要害虫であるアザミウマ類は，植物を

食寄することに加えてトスポウイルス腐の植物ウイルス

を媒介するなど，東北を含む多くの地域で大きな問題と

なっている 03.14) 害虫アザミウマ類の生物的防除資

材として，高い密度制御能力をもっタイリクヒメハナカ

メムシ Oriusstrigicollis (以下，タイリクとl略記)の活用

が施設ピーマンなどの生産現場でも国られているが

(6). 放館fl寺の害虫密度が低いと放針j直後の本種の増F症

が安定しないという問題を抱えている (2).

それを解決する手段として アカメガシワクダアザミ

ウマ Haplothripsbrevitubus (以下，アカメガシワと略

記)をタイリクのブースター(補強資材)として用いる

*農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター

新たな生物的防除技術が考案された (4.5. 6. 9). これ

は，害虫密度が低い栽培初期にアザ、ミウマ類の捕食性天

敵でもあるアカメガシワを先行放飼して定着させ，害A虫

増加期直ittJにタイリクを放飼して高い防i徐効果を狙うと

いう 2撞天敵のリレー放師法である.アカメガシワはタ

イリクの餌ともなるため，たとえ害虫アザミウマ頼の密

度が低くてもタイリクの定着を維持する役割も果たす

(6) .施設ナスやイチゴ栽培圃場での実証試験では，この

ブースター法が害虫アザミウマ類の密度を効果的に抑制l

できることを明らかにしている(4)ー

施設栽培シシトウでは，タイリクのみの放銅でも効果

がある可能性もあり得るが アカメガシワをブースター
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田故調毘ではそれらに加えて 7月25日に 4間庭の放飼

を行った.タイリクは，会アカメガ、シワ故餌区において

7月 13日と 7月初日にハウスあたり雌雄各 3頭(各

0.75頭/株)を放倍したなお，本種の放銅量は農薬登録

の 500~2，OOO 頭/10a の 2，000 頭/lOa をもとに算出し，

6頭、/3m2としたこれら天敵2種の無故飼区を対照区

とし，各区 2 反複で試験を実施した • 7丹7日から 10月

18日まで，ハウス内の答虫アザ、ミウマ類，アカメガシワ，

タイリクそれぞれの成幼虫数を 20花/棟について約 7

日おきに調査した.試験期間中，全てのハウス内でヒラ

ズ、ハナが観察されたことから，ハウスへの飛び込みがあ

ったものと判断し本種の成幼虫数も害虫アザミウマ類

として計数した合わせて，シシトウ被害果の調査も

果実について向日に行った.

として用いる事で，害虫アザミウマ鎮の密度抑制の安定

性向上がナスやイチゴ同様に期待される.予備的調査で

はあるが，タイ 1)クのみの放飼では施設栽培シシトウの

虫アザミウマ類を低密度に抑制できない事例もある

(楼弁，未発表).

本研究では，施設栽培シシトウにブースター法を適用

するための技術を開発するため， ミカンキイロアザミウ

マFrankliniellaoccidentalis (以下，ミカンキイロと略記)

およびヒラズハナアザミウマ Frankliniellaintonsa (以

下，ヒラズハナと略記)を効果的に抑制することが可能

となり得るアカメガシワの放錦間数を調査した 本文に

先立ち，ミカンキイロをご提供いただいた増田俊雄氏

城県農業・閤芸総合研究所)に感謝申し上げる.なお，本

研究は，農林水産省委託プロジェクト「地域内資淑を循

環利用する省資源型農業確立のための研究開発Jにおい

て実施されたものである 結果

対照涯の害虫アザミウマ類は，調査を開始した 7月7

日の時点で 20花あたり約 20頭であったが， 7月13日以

降急増し 8月上旬まで高密度で推移した(第 1図)• 

アカメガシワ放餌IR跨で害虫アザミウマ類の発生推移に

違いは認められず， 3区とも試験期間を通して害虫アザ

ミウマ類の密度を極めて低く抑制した(第 l図上ピ…ク

時 (8月2日)の 20花あたりの平均虫数は，対照区が

107.0頭， 2開放飾区と 3間放餌区がともに 1.5頭， 4回放

餌区が6.0頭であった 8月24日以降，全てのハウスにお

いて害虫アザミウマ類はほとんど観祭されなかった.

アカメガシワ放飼区においては，材重の観察数は放館後

徐々に減少していったが，害虫アザミウマ類がほとんど確

O~二炉車工露五

内対、(ゐ寸ぬvub孔ぬ》》V辺、、、γ

施設栽培シシトウにおけるアカメガシワクダアザミウ

マの放錦回数と害虫アザミウマ類密度との関係

白矢印-アカメガシワクダアザミウマ放飼日 (6月26日，
7月5日， 15日， 25 B) 
黒矢印:タイリクヒメハナカメムシ放飼日 (7月 13日，
20日)

対照区 天敵2種とも無放飼
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害虫アザミウマ類として， 1998年に宮城県名取市のキ

ュウリから採集したミカンキイロ由来の飼育個体群を供

試した.試験に用いるまで，成虫にはチャ花粉団子(商

品名:マルハナパチ用補助資材乾燥花粉， (株)アグリセ

クト)，幼虫にはソラマメ催芽種子を与えて累代飼育した

(ll， 15).アカメガシワは， 2002年に箆見島県臼置市の

クワから採集した儲体群，タイリクは，購入した市販品

(商品名:タイリク， (;f朱)アリスタライフサイエンス)由

来の飼育個体群を供試した.これらの天敵2種にはスジ

コナマダラメイガ卵(部品名:ガ・ラン， (株)アグリセ

クト)を与えて累代館育した (7，8) 上記3種の飼育は

すべて 16L-8D，25土 l
O

Cの条件で実施した.放飼虫として

ミカンキイロおよびタイリクは羽化後7日齢前後の成

虫，アカメガシワは羽化後 7~13 日齢の成虫を用いた.

2. 放飼試験

アカメガシワの放飼試験は岩手県盛岡市にある農研機

構東北農業研究センタ…内の闘場において，農業用ポリフ

ィルム(商品名・ベジタロン健野菜，淳さ O.lmm，(株)セ

キスイ)を展張した関口 l.5m，奥行2m，高さ1.7mのビニ

ールハウス内で、行った.ハウスの奏部に高さ 80cm，幅

150cmの関口部を設け防虫ネット(商品名・シャーダス，

自合い O.2~O.4mm， (株)サカセ・アドテック)で、覆った

2010年4丹26自に播種後約 6避自のシシトウ(品

種:伏見せ長)をハウス 1棟あたり 4株定植し 6月17

日の開花期とその 15B後の 7月2日にミカンキイロ雌

雄各 10頭/株をすべての試験区に放拐したアカメガシ

ワは放朗囲数に従って処理区を 3区設定しハウスあた

り雌雄各国頭(各4頭/株)を放飼した 2間放飼区で

は開花後約 3花/株となった 6月26臼に l曲目， 7月5

日に 2問自， 3回放餌区ではさらに 7月15日に 3閤目， 4

材料および方法
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施設栽培シシトウにおけるアカメガシワクダアザ、ミウ

マの放飼回数と被害果数との関係

白矢印:アカメガシワクダアザ、ミウマ放録日 (6月26B， 

7月5日， 15日， 25日)
黒矢印:タイリクヒメハナカメムシ放飼日 (7月 13B， 
20日)

対照区:天敵2磁とも無放飼

第 4図
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施設栽培シシトウにおけるアカメガシワクダアザミウ

マの放飼回数とアカメガシワク夕、アザミウマ密度との

関係

白矢印アカメガシワクダアザミウマ放鈎日 (6月268，
7月5日， 15日， 25日)
黒矢印.タイリクヒメハナカメムシ放飼日 (7月 13日，

20日)
対照l玄・天敵2務!とも無放銅

第 2図
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べて数が多く，試験終了直前まで観察された(第 3国)， 

シシトウ被害果数は害虫アザミウマ類と同様に，対照

区で極めて多く発生したのに対し，アカメガシワ放餌区

では少なく推移した(第 4図).試験期間を通して収穫さ

れた全果実 (2反復合計)の被害果率は，対照区で 38.1% 

(n=973) ，アカメガシワ 2回放飼区で 1.2%(n=1，958) ， 3 

回故飼区で 3.2%(n= 1.304)，4国放宣言j区で 5.8%(n=1，261) 

であり，対照区と各放飼区間について 2固反復の合計値

で統計解析をしたところ いずれも有意な違いが検出さ

れた (BonferroniY去による有意水準補正後 Fisherの正確

確率検定，pく0.05).また，アカメガシワ放飼区間におい

ても，全ての組合せで有意差が検出されたが(伺，

p<O.05) ，いずれの放飼区でも被害果率は低く抑えられ

た放餌区全体での被害果率は 3.2%であり，一般的な被

害許容水準 5%を下回った
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考察

アカメガシワの掠食範閤はかなり広く(1)，多くの槌

食性昆虫を捕食するだけではなく，果菜類などの花粉の

みでも繁殖可能である (10).したがって，たとえ害虫ア

ザミウマ類が存在しない場合でも高い定着性があること

から，定植後に花さえあれば予防的に放飼することが可

能である.害虫アザ、ミウマ類に対する捕食能力もタイリ

クを除けば生物農薬として登録されている他の捕食性天

敵と遜色ないことが報告されており (2)，害虫アザミウ

マ類の密度が低い時期にはタイリクの代わりに有効な天

敵として働くことが期待できる. また，本種はタイリク

施設栽壌シシトウにおけるアカメガシワクダアサ、ミウ

マの放飼回数とタイリクヒメハナカメムシ密度との関

係

白矢印アカメガシワクダアザミウマ放飼日 (6月26日，

7月5B. 15日. 25臼)
黒矢印:タイリクヒメハナカメムシ放飼8 (7月日日，

20日)

対照区:天敵2稜とも無放飼

第 3図
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認されなくなった 8月下旬以降も低密度ではあるが2回

放館区で試験終了まで二 3回放飼区で 9月 16日までに 4回

放飼区では 9月88まで定着が確認された(第2図).タイ

リクは全アカメガシワ放餌区において 9月29日まで確認

され，特に 2回放餌区では 8月下旬以降も他の放鰐区に比
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の鰐ともなるため，害虫アザミウマ類の密度が低い状況

ではタイリクの定着を維持することができる (6).一方，

タイ 1)クはアカメガシワより害虫アザミウマ類を好んで、

捕食するため，害虫アザミウマ類の増加期にはその密度

の抑制に働くものと考えられる(4).

上記のような生物学的特性を活用したタイリクの補助

資材としてアカメガシワを用いるブースター法は，すで

に施設栽培ナスやイチゴでその有効性が確かめられてい

るが (4)，本試験によって，施設栽培シシトウでも害虫

アザミウマ類およびその加害による被害果の発生を効果

的に抑制することが示唆された.施設栽培ナスとイチゴ

におけるアカメガシワの放銅条件は，ナスでは定植後 10

頭以上/株を 2間以上，イチゴでは定植後2頭以上/株

を2国以上とされている (4).今回の結条から，施設栽培

シシトウにおけるタイリクの補助天敵資材としてアカメ

ガシワを用いる場合，開花後約 3花/株の時期に 8頭/

株を 2間以上放飼することで害虫アザミウマ類を効果的

に抑制し被害果の発生を低く抑えることが可能である

ことを示すことができた.一方，アカメガシワの放銅間

数間でシシトウの被害にいくらか差が見られ，放銅回数

が多くなるほど被害果率が高くなる傾向があった 反復

が各区 2聞のみなので誤差によってこのような差が生じ

た可能性もあるが，アカメガシワをタイリク放銅後に追

加放餌すると相対的にタイリクの餌不足が生じ，その後

の本種の増殖に悪影響を及ぼすのかもしれない.アカメ

ガシワ 2由放飾区で試験後半の本種の密度が高くなった

ことは，その悪影響を田避できたことを示している可能

性もある.本技術を安定して用いるために，さらに明らか

にすべき課題である.また，放飼頭数については，予備

試験で6頭/株でも害虫アザミウマ類の密度を低く抑え

る可能性が示唆されていることから(楼井，未発表)，さら

なる効率化を目指して今後試験を継続する必要がある.

なお，本技術を使うにあたり，ピーマンでは本種成幼

虫が花のほか成長点でも多く観察され(3)，摘心すると卵

や成幼虫を外へ持ち出す恐れがあることから，シシトウ

でも側校を描心した場合はそれを作物の株元に静置する

などの措置が必要で、あるものと考えられる.本試験におい

ても捕心した側校は株元に置いて効果の安定を囲った

以上のようにまだ課題はあるものの，本研究によって，

タイリクに先行して本穫を 2回放飼すれば良いことを示

したことは，化学合成農薬の散布や天敵製剤の購入など

にかかるコストの削減につながるため，本防除技術を生

産現場に普及する上で貢献するものと期待される.
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