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I 緒 ロコ

アブラムシは，カメムシ目アブラムシ t科アブラムシ

科に属する昆虫!f<14を指し，全世界でが]4，300極が記載さ

↑ 本論文は以北大学年'，"i.'II'i'ilt，造文 (干成 23{I' 3 n.民o:ii7.54号)をJ正に編集 '})II策したものである 本慣仏ーの ';lllli. f¥fJj)/. Entomol. 2001.， 

36. 10:0・109(2001)ョ 応勤昆 ，46.259・261(2002): AfJ{Jl. BnLomol. 2001.，39. lJa・117(2004)比;勤i込 ，19.78-82 (2005): Appl. Entolllol. 2001.， 
41. 555.559 (200日).Appl. Enω11101. 2001.， 45， 23J.238 (2010)において発表 した.



型f菜11~業研究所(iJf究幸tii~i- *~ 11号

れている.体長は数 mmと小型で， 一部の例外を除い

て柔らかな外皮で被われた軟弱な体を持つ. 一部もしく

はすべての世代がW.為生殖を行う!J台止の雌からなること，

多くの種で‘~!!f性(j=Jfl( ' P I:代と有性~I:=.嫡 11:1:代を繰り返す周期

性.W.為生殖を行うこと， 有性生殖|止代のみが卵をJJ.:i~むこ

と，その生活環の中で顕著な多出性を示すこと，などの

特徴を有する (深i.*，2000)，アブラムシは，針状に変

形した 口部を植物組織内に何人してr:m管液をl汲汁するた

め，他物に奇形や萎縮，議葉を誘発したり，高濃度の相主

主Jiが合まれた IJ露を布il物上に排itll:してすす病を発止させ

る.我が国では， 199種のアブラムシが，農作物や花木

に寄生して被害を発止させる害虫として記録されている

( 1:1本応用動物見虫学会， 2006)， 

図-1 モモアカアブラムシ λ1yzuspersicαe Sulzer 

モモアカアブラムシ町内uspersicae (Sulzer) (I~) - 1) 

は，北半球の極北部を|徐く 全 世界に広く分布する

(Blackman， 1974) 守主純1mはきわめて広く， 40科以

」ニの純物に寄l)二し(Blackmanand Eastop， 2000)， 

日本国内でも 96種類の作物への加害が記録されている

(1-1本応川動物昆虫学会， 2006)，また， 木被は， 100種

類以上の槌物病原ウイルスを媒介することでも知られて

いる (vanEmdenら， 1969)，我が国では， 1970年頃

よりビニールハウスやガラス治安等を利用した施設悶芸

農業が本械的に取り組まれ始め， 2001年には施設の総

面積は約 53，000haまて'.WI)JIIしている(F!本施設闘芸協

会， 2003)，モモアカアブラムシは，施設で頻繁に発生

する重要害虫のーっとされており，特にナス， ピーマン，

トマト，アブラナ科葉菜知を加害する(絵崎， 1972)， 

崎支に施設の内部は， 害虫の増継に好適な環境条件が保

たれ，野外で:告ー虫の大きな死亡要因となる天敵や降雨の

影響もないため，アブラムシが侵入するとむ、激に増加し，

被主?の発と|ミ，拡大も速い付村1:・積木， 1996)，そのため，

モモアカアブラムシの防除は，おもに化学合成殺虫剤に

よって行われてきたが，頻繁な薬剤散布によって，殺虫

剤の効きにくい抵抗性似体ilo'(oが多く出現した(森下-*，

1990;浜， 2000)，また，生産者にとって，符f問主問で

ある施設内での薬剤故布は電労働であり (国本ら， 1995)， 

薬剤の被ばく 車も多く(円谷， 1991)，労働環境上の問

題も大きい.さらに，近年，消費者の食品に対する安心・

安全志向の高まりから，減農薬栽倍された}豊作物への関

心も増加している.このような背景から，特にモモアカ

アブラムシなどの施設重要害虫に対しては，殺虫剤に代

わる新たな|坊|徐技術の開発が望まれていた.

答止Lを:lrli食もしくは寄生する昆虫や病原作1:微小物など

の天敵を利JlJして害虫を制御lする手法を生物的|リi除法と

いう. と1:=，物的|山除では，殺虫剤のような化'子:的|坊除資材

とは呉なり，天敵に対する抵抗性の発達や薬害の発生は

ない(安松， 1970)，天敵の政飼は，薬剤散布よりもは

るかに省力的であり(矢野， 2003)，干ii-土L!.IW除作業の大

111日な軽減化が可能て・ある.

アブラムシにも多くの天敵が存イ1.:する， rl1でもナミテ

ントウ Hαrmomααx.yridis(Pallas) やナナホシテン

トウ Coccinellaseptempunctatα(Linnaeus) が~く

知られているが，これらの天敵はコロニーサイズ、が大き

いアブラムシを好んで捕食する傾向があるため，作物 lニ

に人為的に政してもアブラムシ小発生時には定着性が低

く， t誼l場外へ逃亡するイI母体が多くなる.また，飼育に大

iTJ=の餌アブラムシを必要とするため， r~Jl 、 11;:191主 コストな

どが問題とされており，アブラムシ類の止物的|切除資材

としてはほとんど普及していない. 一方，コレマンアブ

ラパチ Aphidiuscolemαni Viel'eckは，モモアカアブ

ラムシとワタアブラムシ Aphisgoss.ypii Gloverに寄

生する天敵として導入され，おもに施設栽格の巣菜J!:Iiで

利).IJされている. しかし， コレマンアブラパチは，地1:1:1

海沿岸からインド大陸にかけての地域が原産地とされて

おり，我が国には元来生息 していない外来生物で、ある

(Stary， 1975)，また，本種は海外で培嫡されたものが

輸入， 市販されているため，販売価格も殺虫剤に比べて

かなり剖高となっている.

本研究で放ったギフアブラノ〈チ Aphidiusgifuensis 

Ashmead (jg) -2)は， 1:1本や台湾， 1'1=1国，朝鮮半島な

どの束アジア地域に生息する土着のアブラム、ン寄生蜂で

ある (Takada，1992)， 円本国内では，北海道，本ナト1，

凶匡)，九州， ill'制に広く分布 し (Takada，2002)，ジャ

ガイモやナスの露地lill)場では，モモアカアブラムシ千~:~Iミ蜂
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|支J-2 ギフアブラノくチ AphidiusgiJuensis Ashmead 

の催占極として記録されることが多い(高|士1，1976; LiJ 

?ド， 1997).本積は土橋の毘虫であるため，施設l出場内

に放した伽|休が野外に逃亡しても， (1然生態系に与える

影響は少なく，我が国の自然環境により適した特性を保

持している可能性が考えられる.また，匡l内で容易に採

集し飼育できるため，より低いコストて、大量明泊すること

が可能である. このような背景から，本州究では， ニ卜~ ~~(

t物資源の有効利JIJと低コスト生物的防除資材の開発を

目的とし，施設重要害虫モモアカアブラムシの'-1:.物的防

|徐資材として靖之!二蜂ギフアブラパチの有効性百、HrllIを行い，

本穣を施設内で利j目するための条件を明らかにした.

まず II，III章では，いくつかの具なった温度条件下

でモモアカアブラムシとギフアブラパチを倒休別に飼育

して，発育JW聞やと1:.存率，産卵(子)数等のと|二活史ノfラ

メータを明らかにした. 1~) られたデータを2去に増保{率を

Jf，l:/I:¥して同級問で比較し，モモアカアブラムシの生物|坊

除資材としてのギフアブラパチの有効性を判断した.IV

rilでは，冬季施設内におけるギフアブラパチの利用を想

定して，ギフアブラパチによって寄生されたモモアカア

ブラムシを低温短日条件下で飼育 し，アブラパチの休眠

性をH)jらかにした. V Ì;l~ では，ガラス rlfii室の中でモモア

カアブラムシとギフアブラパチの個体群動態を制脊 し，

アブラムシのMJ切符;度やアブラパチの放飼方法が両極の

他i休数変動に与える影響を解析した.また， 笑|努に作物

を栽ti~ しているビニールハウス内にモモアカアブラムシ

とギフアブラパチを古文して，ギフアブラノくチによるモモ

アカアブラムシの抑制効果を実証した.円主主では，ギフ

アブラパチの笥止によって形成されたモモアカアフラム

シマミーをいくつかの異なる低温条件下に邑tき，マミー

からのアブラパチ成虫の羽化率を比較することにより，

f，s.;fml fにおけるギフアブラノくチのf来存性能をrl):jらかにし

たI'恒主主では，飼育が容易でナスやピーマンを加答 しな

いアブラムシの仁1-'から，ギフアブラパチの増舶に適した

代従寄正アブラムシを選定し，ギフアブラパチ用のパン

カ一法の際立を 目指した.

本論文の恭となるq:位審請i論文の執筆にあたっては，

東北大学大学院農学研究科の毘野安彦教授，幼11雅敏J仕教

J支，遠藤:iJ成教授，伊藤幸博i!f'教授に ζ 指導をJsfl、た.

また， 元近畿中国PLJ国農業研究センターの小林正弘氏，

近畿中国凹国農業側究センターの三浦一芸氏， 1:1木純物

防疫協会の宮井俊一氏， 元近畿r:l:I国IJLJ国農業研究センター

の大泰司誠氏， 京都府立大学農学部の高|宜野名誉教授，

元巾火農業研究総合センターの鈴木芳人氏，近畿大学鹿

~y-: ~~日の矢野栄二教授，高知農業技術センターの F八川裕

司氏からは，本研究を進めるにあたって、ご指導や助言，

各原著論文の校1m，実験材料の提供などをjJfl、た.さら

に，元近畿r:l:I国凹国農業研究センターのr+r烏泉氏には，

実験に使用するアブラムシやアブラパチの飼育 好::t布i~[

物の栽培{ì~，;辺1[(ここ J51ブJH1l 、た. この;場をWrりてj字く佐"礼

r.J:Iし上げる

H モモア力アブラムシの生活史パラメータ

1 目的

寄生蜂ギフアブラパチの飼育には，寄ゴiアブラムシが

必要である. また，木磁の効率的I目的立法や施設|国場への

放制技術を開発する L:で， %::t:アブラムシの ~I三活史ノ f ラ

メータは重要な'l'1'tfl~である.そこで，本誌では，モモア

カブラムシをいくつかの呉なった定机条件ドーで倒体別に

飼育 し，幼虫の発育速度や生存率，成虫の産下数や生存

j別問などのと1:.活史ノ寸ラメータを明らかにし，併If.木it.'fのI目

タl直ヰ~~を求めた.

2 材料および方法

試験に使用したモモアカアブラムシは， 1996年に;rr

畿中国|羽田農業研究センター (広島県楠山市)のキャベ

ツ困場から採集した 1!!~麹胎生雌成虫 1 ITJIをもとに l>;~IJr在し

たクローンMI体桝である.累代飼育は況L度 25土l
O
C，日

長 16L-8 Dに調節した↑iUI.Jl定内で行い，寄ミ1二植物とし

て 100ml容量の三角フラスコに氷柿ししたダイコン葉

(品種‘11寺無， )を与えた.

直径 7.5cm，市さ 7cmのビニールポットに備えたチ

ンゲンサイ (品種‘育市， )の第 2もしくは第 34:葉の

表而に，誕生後 12時間以内のモモアカアブラムシ 1齢

然組幼虫 1i1l'iを絞殺した後，直径 2.5cm，高さ 2.5cm 
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のガラス官製のリーフケージ(高凶， 1991)を被せて務

r1~ した チンゲンサイ各株を温度 15土0.5
0

C，20土0.5CC，

25土0.5
0

Cもしくは 30:l::0.5
0
C，相対浪度 60士10%， 日

長 16L-8 Dに調節した定協器内に置き， リーフケージ

内の各アブラムシの齢と産子数を死亡するまで毎日記録

した.アブラムシ幼虫の齢と成虫への羽化は，脱皮殺に

よって判断した.供試侃H本数は 15
0
Cで 20iJJj， 20

Q

Cで 16

頭， 25
0

Cで 17iiJj， 30
0

Cでは 22iiJiだった.なお，成虫が

産んだ幼虫は毎日取り除き，チンゲンサイ各株にはi車i1i:

水を」与えた.得られたデータをもとに，各飼育協度にお

けるモモアカアブラムシ幼虫の生存率(供試した l齢幼

虫のうち成虫まで発育した個体の存IJ合)，発育:)lJ]I'ISJ(1 

1紛幼虫がj求虫に発育するまでに要したIIfi'llIJ)，成虫の生

存期間 CJiX:!1!.に羽化してから死亡するまでの則問)およ

び総産子数を明らかにした. また， Birch (948) によ

る下記の計算王tから， 11~1*群のわil!. lì(i1Jn ~容 Ro ， 世代n寺岡

T および内的 I~I 然Ifl加率九も求めた.

Ro = J lxmxdx 

T = LX.lx .mx川o

j 門 xmxdx""1 

，."，は上式をi前たす rの値

んは1:1f総別の生存It:s， m，は11i前日IJのi!f子数.

各飼育ililtl立におけるモモアカアブラムシ幼虫の生存率

は x2検定で，成!1!.の総産千数と生存期間は Tukey

Kramer testを用いて有意差検定を行った.

3 結果と考察

チンゲンサイで飼育したモモアカアブラムシ幼虫の生

存率と発育期間を表ー1に示した.fij存率は各iJiI，1立とも

90%以上の高い値となり，試験した 4涜度問で有意な長

は認められなかった(X2検定，p>0.05). 発育期間は

煽i度が高くなるにしたがって短くなる傾向が認められた.

有効積算温度の法則にもとづき，制育繊度 (T) と幼

虫期全体の発育迷!度(発育期間の逆数) (竹との|長l係

を単回帰分析した結果，有意な回帰ェ.~ 11=0.0088 T-

0.0491 (r 2= 0.999， pく0.05)が得られた.発育零点目

と有効積算渦度 Kはそれぞれ 5.6
0

Cと 113.1EI度となっ

た.なお， 30
0

Cでは 25
0

Cと比較して 2I齢の段階で明ら

かな発7ぎ遅延が認められたので(表-1)， I司温度でのデー

タは 単回帰 分析に JH~ 、なかった Liu and lVleng 

(1999)が調交したモモアカアブラムシ(寄主植物.タ

イサイ，BrαSSlCαcαmpestns ssp. C九lneηsis)では，Tn= 
3.9

0

C， K = 119.8 EI 度 Kocourek and Berankova 

(989)では九 =6.0
o
C，K=1l6.3 1:1度(容で植物・テ

ンサイ)， また Rabasseand Shalalコy(1980) によれ

ば TII=4.8
0

C， K= 124.5 日 j立(寄 -l~植物:ナス)と ~;Æ

f!?されており，本研究でfぜられた結巣と比較して大きな

追いは認められなかった.

成.'l!.1 iJJiあたりの平均総産子数は 20
0

Cの 89.3i1Jiが最

も多く，次いで 25
0

C，15
0

C， 30
0

Cの順となった.平均

生存JUJ問も 20
0
Cの 41.41ヨが長も長かった(表-2， I~I -

3).一万， 30
0

Cでの総iw.子数は他の温度に比べて有意に

少なし生存期間も 20
0

Cや 25
0

Cと比へ1 て有意に短かっ

た (Tukey・Kramertest， p<0.05). 

Liu ancl Meng (1999)は，モモアカアブラムシの幼

虫を 30
0
C以.じの市況Lで飼育すると発育速度が低下し，

33
0

Cではすべての 1~占1体が発育途中てタビ亡することを示 し

た.また， Bar¥ow (1962) も， 30
0

Cでは幼虫mJ(省主

植物:タバコ)の死C率が 100%に述すると報告してい

る.本研究では， 30
0
Cで飼育したモモアカアブラムシ幼

虫に生存率の低 F は認められなかったが，成虫の jtf.. ~壬数

は手J君:に減少した これらの結果を総合すると，概ね

表- 1 モモアカアブラムシ幼虫 (無遡IJ担|二五位)aの生存率と発育期間

飼育温度 生存率b
発育期間(日，平均値±襟準誤差)

(CC) (%) 1齢 2齢 3齢 4(鈴

15 100.0 (20)C 2. 7士O.28 2. 5土0.17 3.1:t0.22 3.7土O.15 

20 94. 1 (17) 2.3:1::0.11 l. 4土0.13 2. 0:t0. 09 2.3:1::0.11 

25 100.0 (17) l.6:1::0.12 1.1:1::0.08 1.3:1::0.11 1.8:1::0.10 

30 95. 5 (22) 1.5:1::0.11 1.3:t0.11 1.1土0.08 1.2:1::0.10

泊四 長 16L-8D， 寄主舷物としてチングンサイを与えて飼育

b (成虫まで発育した個体数/供試個体数) X 100， 4温度開で有意差なし (X2検定，p)0.05) 

" (共試したアブラムシ個体数

d発育l1II問の測定に使用したアブラムシ個体数(成虫まで発育した生存個体数)

ぷtコ泳三1主H

1l.9:t0.25 (20)" 

7.9:t0.09 (16) 

5.8:1::0.13 (17) 

5. 2土0.10 (21) 
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モモアカアブラムシ成.!l!.ø!!~ 麹)J担L .i:U) 羽 の ill 下 数，生存J91間 とモモアカアブラム シ佃休群のlf9 ýfl'[率表-2

内的 自然滑加率

Tm(/日)

佐代時間T
(日)

純増殖率Ro
(/世代)

生存期間b

(日)

総産子数b

(/成虫l頭)

飼育温度
(OC) {共試虫数

O. 183 22. 2 34. 8 19.0::t1.8 a 34. 6::t 3. 3 b 20 15 

O. 333 17. 5 84. 2 41.4:t2.5 c 89. 3:t3， 9 d 16 20 

O. 420 14，4 70. 3 26.6:t1.8 b 66.1:t4.0c 17 25 

O. 290 

a 11 J是16L-81J，守(f主刷物とし てチ ン ゲ ンサイを与えて飼育

b 平均 111'( 士 様 ?~1 iE-l iを，I宵jじアノレフアベット文キの付いた1肢の聞では有意義な し (Tullcy-Kramcr LesL， p>0.05) 

8.7 11. 3 13. 1土 O.6 a 11.9:t1.4 a 22 30 

平

均
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産下後回数

ぞモアカアプラムシ u無H眠t麹胎ι快h虫〉のt侠1:.イ合ず

(日長 l凶6Lレ.必8D，脊-1::植物としてチンゲンサイ を与えて制脊)

図-3

ムシの rm を0.340，200Cで0.447，250Cでは 0.450と報

告している rm の辰大値や最大となる tr.，lHO戒が異なっ

たのは，各試験に使用した平等主紘物の迫いが影響した可

能性か考えられる.さらに，モモアカアブラムシでは，

殺虫剤に対する感受性や体内のエステラーゼ活性，各省f

-1-:純物上での産子数なとがク ローン個体併1mで典なる事

例も知られている (浜，2000:雨旺1. 1983; Takada， 

1986). したがゥて，rIIi i&の frztの@いは，各実験で使川

したクロ ーン倒体群のifi伝的な追いが影響した可能性も

300C以上の高瓶は，モモアカアブラムシの発育および繁

地にi宣していないと考えられる.

モモアカアブラムシの内的自然的JJII率1'"， は 2SoCの

0.420が最大値となり ，次いで 200Cの 0.333，300Cの

0.290， IS oCの 0. 1 83 の II~i と なっ た (表 - 2) . 一方， Liu 

(1991)が調査したモモアカアブラムシ個体群(寄主植

物:タイサイ)の r/JIは，22.40Cで最大の 0.3717となり ，

次いで 26.0oCの 0.2999， 19.90Cの 0.2991， 16.90Cの

0.1960， 14_30Cの0.1612，28，1 oCの 0.1296となった.

Bar¥ow (1962)は，1SoCにおけるモモアカアブラ 考えられる.

ま

fこ，
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E ギフアブラバチの生活史パラメータ

目 的

発育期間，生存率，産卵数， 寿命，性比などの ~I'. 打17史

パラメータは， 天敵の段々な ~I:態的特性を表 し，飼育IW

Yi立法を構築するよで重要なデータとなる.また，これら

生活史パラメータをm いて算出される内的 I~I 然地加来.

flll は，種特有の侃l体1ifの増殖泌を示す値であり，天敵

としての潜在能力や放飼方法を決定するための指標とな

る (vanLenter巴n，1986). ギフアブラパチのとl三市史ノf

ラメータは，両日1(976) ， 高田・竹中(1982) ，ネf~ :Jl ・

尚11:1(1988)，金子 ら (1992)などによって明らかにさ

れているが，いずれも内的1'1然明JJII涼 fm の解析までに

は主 っていない.また，海外では，Chao ら(1980)， 

Tang ancl Chen (1984)， Bi ancl Ji (1993， 1996)， Lu 

ら(1994)，Kuo (1995)， Wang ancl Li (1996)など

によるギフアブラパチの報告があるが，いずれも q'i主|や

台湾で採集されたギフアブラパチ似体併の結果である.

別相iのアブラムシ:完了'+' ~争のダイコンアブラノくチ
Diαeretiellαrαpα巴 (M・Intosh)では，地j或flき1f.本 ~n に

よって発育のf!l，i!支反応が呉なる 事例が示 されている

(Campbellら， 1974).そのため，ギフアブラパチの生

態的特性についても， 1::1本国内と海外に生息する個体Hl

の!日lで与もなる可能性が考えられる.そこで，本業では，

日本国内で採集し明姫したギフアブラパチイI占|休11-'1'をいく

つかの呉なった定治条件ドで飼育 し，各'-1:j1i史ノぞラメー

タや増殖ネを求めて，既存のモモアカアブラムシの~t.物

的防|徐資材であるコレマンアブラパチと比絞した.

2 材料および方法

a 供試虫

モモアカアブラムシは， II 主主と同様に， 1996 "fに近

畿rj-'[玉II'LJ国農業研究センター(広島県福山r!J)内の困場

に栽柏したキャベツから J!!~麹!J台生雌成虫 1 IiJiを採集し，

泌l支25士lOC， 日長 16L-8 Dに調節した恒淑室内で夕、

イコン (品種‘時1!lf の葉を笥 二ì~組物として与えて士曽

殖した.ダイコンはガラス漏電内て‘プランターをJlH、て

栽併し，地際付近の葉柄を切除して 100ml容量の一角

フラスコに水柿したものを使った(以ドの~三験も同じ) • 

笑験には，誕'-1二後 31 =1 日 のモモアカアブラムシ 1!\~遡幼虫

(大部分が 3i始)をJrJl 、た.

ギフアブラパチは，同年，同敷地内に栽秘したジャガ

イモからモモアカアブラムシのマミーを採集し， 室内で

マミーから羽化させたアブラパチ成虫数/. IlJ'iをもとに，

モモアカアブラムシを寄二t:として与えてIVJ殖した.飼育

条件はモモアカアブラムシと 同じ焔度 25土l
O
C，円長 16

L-8 DとしTこ

b 産卵成功率

以下の実験はすべて禍度 25土lOCに制節した恒治室内

で行った.

直径 6cm，高さl.5cmのガラスシャーレの内側j氏市l

に， I司サイズに切りt友いたダイコンitsをn1uifliテーフeて‘JUi

り付けた. 20~30 @iのモモアカアブラムシをオえで出ら

せた而相当主をmいてタイコン主上に!?争かに移した後，羽

化後 2411寺1m以内で交尾後産卵未経験のギフアブラパチ

雌成1!.1 Iij~をシャーレ内に導入し，アブラパチの行動を

観察した.アブラパチ 1IiJiあたり最大でモモアカアブラ

ムシ 10i11'iまで笥止させた.なお，本笑験では，ギフア

フラパチ雌成.':uが腹部末端をアブラムシの体表而に突き

刺す行動が認められたものを 「寄生」と定義した.シャー

レ導入後 5分以内にアブラムシに全く寄生しないアブラ

パチは実験から除外した.寄生されたアブラムシ (以下

「被得~I:. アブラムシ」 と称する)は， 同 じアブラパチに

よる主復活f~l~を防ぐため，その者lí!支出相当，.を j 目 L 、てシャー

レ1}'1から取り 1.1-1し，他のダイコン諜に移動させた後，前l

l主 25 i: 0.5
0

C ，中|材、}i!~U立 60 土 10% ， H長 16L-8 Dに制

節した定泌総内に置いた. :(，j: ~I'. から 3 [1後に被寄生アブ

ラムシを実体顕微鏡ドで解剖して，アブラムシ体内に存

紅するギフアブラパチ幼虫の数を記録した.モモアカア

ブラムシに対するギフアブラパチの産卵成功率は以下の

式によって求めた.

産卵成功率 (%)= (体内にギフアブラパチ幼虫が含

まれていた被寄止アブラムシ数/解剖した被ニf.f ~1:. アブラ

ムシ数) x 100 

ネfi¥:;Jj:・尚i王1(1988)によれば，託子生から解剖lこ供試し

た 31:1問でのギフアブラパチの卵および若齢幼虫の死亡

本はきわめて低いとされているので，今日1，産Yli成功率

を計算するに当って，この間のアブラパチの死亡率は無

視した.

C 発育期間，生存率

ギフアブラパチは，図 4に示 した生活環を75む. 本

実験では，被寄生アブラムシの体型が紡錘形から球状に

変形し，表皮が不透明な灰白色に硬化した状態を 「マミー

イヒJと定義 した.前述と同じ方法で‘得た被容と1:.アブラム

シをダイコン築上に移した後，出Jj主 15士0.50C，20主0.5

oC， 25士0.50Cもしくは 30士0.50C，本['1対i;W.度 60主10%，
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③アブ、ラパチ幼虫lまアブラムシの体内組織を
食い尽くし，アフ、ラムシを死亡させる。
アブラムシは球状に膨れた灰白色の“マミー"
に変化する。
アブ‘ラパチ幼虫はマミーの中で鍋に変態する。

図-4 ギフアブラ バチの/七日環

日ギフアフラノ〈チは， 1 liJiのアブラ ムシから 1~J!のハチしか発 (:jできな l 、lj1.'オド|γ1'1ーである その

ため. 1 QS!のアブラ ムシに2例以上のアブラバチの卵が尚一み付 けられて も(過得'1'.). 1 I1司の
マミーから羽化するアブラパチ成!なの数は lliJ[のみである

b 新J点1~は羽化後すぐに交J'!iし，寄ì:アブラムシをfI紫して j;'(;Qlj を始める

日長 16L-8 Dに調節した定泌総内に泣いた.マミー化 羽化率 (%)= (アブラパチ新成虫が羽化したマミー

したアブラムシは. 1fI~1ずつ Jmlltt:1 の主 ζ と切り取って菌 数/マミー数) x 100 

筏 2.1cm. 高さ 4.5cmのガラス行に入れてバラフィン 中存率 (%)=マミー化部 (%)x羽化本 (%)/100 

フィルムで笥閉し， もとの定tlil昔日内に戻 した.各アブラ

ムシ とマミーの状態を 811:¥'1111仰にf必然して，寄生からマ

ミー化までに致:したWHl¥1.マミ ー化からアブラパチJJX:虫

の羽化までに要したJVII悶，およびギj化したアブラバチJ!X:

.!llの雌雄を記録した.なお， h立後のマミ ー化が認められ

てから 3日日以降もマミーにな らなかったアブラムシや，

段後のアブラパチ成虫の羽化か ら31::1目以降も成虫が羽

化しなかったマミーについては，観察を11"[1ーして死亡と

判断した.

彼等生アブラムシのマミ 一化率，マミーからのアフラ

パチ成虫の羽化率， および名:i~I.:. から成虫羽化までの発育

191間全体を通しての生存不は，以下の式にもとづいて[汁

算した.

マミーイヒ淳之(%) =[マ ミー化した被寄生アブラム シ

数/ (供試した被笥: ~I.:.アブラムシ数 × 産卵成功率

0.849つ ]x 100 * (表ー3参!!の

d 雌成虫の機能の反応

機能の反応とは，食う者と食われる者のIVJ係を説明す

る概念の一つであり，食われる者の街j立の変化に対する

食う者 1イl!ilf本当たりの食べる車:の変化の関係をあらわす

(Solomon. 1949). 一般に，食う者の1m食l'ilは，食わ

れる者の街j主増加に伴って明力"するが，ある一定以上の

常j主で飽和に達することが矢IJられている.本研究では，

食う者がギフアブラパチ，食われる者がモモアカアブラ

ムシとなり，ギフアフラノ〈チ雌成虫 liiJiに与えたモモア

カアブラムシの{同体数と被寄生アブラムシ数の関係が機

能の反応に該当する.本実験は，ギフアブラパチ雌成虫

の総政卵数やと1:存期間を明らかにする次項の実験で，各

雌j点虫にL子えるモモアカアブラム シの頭数を決めるため，

ギフアブラパチ雌成!llの機能の反比、を調べた.

災l検はすべて 品!立 25 土 l
O

C，中I~I 士、Jil11U主 60 士 10% ， 1::1 
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長 16L-8 Dに制節した恒温室内で行った. IIIj.fJiと同じ

方法で， 直径約l.5cm，高さ 4cmのガラス管内にギフ

アブラパチの等生によってできたモモアカアブラムシマ

ミーを l個ずつ入れた.マミーから羽化して 24時間以

内のアブラパチ成虫を雌雄一組ずつ別のガラス管に移し

替えた.交尾が確認された雌成.1(1顕と， 1O ~500 llJiの

呉なる数のモモアカアブラムシを付けたダイコン葉を 11同

15 cm，奥行き 15cm，高さ 30cmの透明アクリル飼育

谷部内に導入して，アブラパチに @II・j:Jに得止させた 24 

H寺間後にアブラパチを除去 し，アブラムシはダイコン業

と共に飼育符器内で保存した. 3 1:1後に全てのアブラム

シを笑体顕微鏡下で解剖して，アブラムシ体内に存在す

るアブラパチ幼虫の数を記録 した.

巴 雌成虫の産卵数，生存期間

この実験は，出度 20:!:O.5"Cもしくは 25:!:0.50C，相l

文、Ji!，1U立， 60土10%， 日長 16L-8 Dに制節した定治部内で

行った. iiij.fJiと同じ方法で，透明アクリル飼育容器内に

羽化後 2411寺間以内で交尾済みのギフアブラパチ雌成虫

lTIJ[と200UJ[のモモアカアブラムシを付けたダイコン集

を導入し，アブラパチに 向1-1:1に寄生させた. 2411寺山j後

にこ奇と1;.されていないモモアカアブラムシ 200顕を付けた

別のダイコン主と交換し，これをアブラパチが死亡する

まで係 日続けた.飼育科出から取り /1¥したダイコン実は，

同条件に設定 した別の定畑出内に「泣き， 200
Cで 10日後

に， 250
Cでは 71:1後にダイコン諜上のアブラムシマミー

の数を記録した.なお，ギフアブラパチに寄生されたモ

モアカアブラムシがマミー化するまでに要する II'，J聞は，

先の実験で 200
Cでは平均 8，31:1， 250

Cでは 5，91:1だった

ので(表一4)，上述の保存期間に設定した.アブラパチ

JIliI.成虫の日 当たり産卵数は，観察されたマミー数を前述

の尖験で明らかにされたマミー化率 (200Cで 0.953，25 

OCで 0，977)で除することによって得た なお，前項の

実験でモモアカアブラムシを 200IlJi以上与えた場合には，

lTIj1のアブラムシから 2国以上のアブラパチ幼虫が観察

される事例はごく少なかったため，過寄止1".の影響は 1!!~視

した.成虫の~I".存期間は， 実験を開始してからアブラパ

チが死亡するまでの期間とした. 200

Cでは 10頭， 250

C 

では 20顕のギフアブラパチ雌成.1(を供試した

f 増殖率

前項までの実験で明らかにしたギフアブラパチの卵

(寄生)から羽化までの生存率， 発育期間，批11.成虫の日

別院卵数および生存期間のデータと以ドの Birch

(1948)の式により，モモアカアブラムシを寄正とした

場合のギフアブラパチ個体鮮の純地殖率 Ro，-'F均世代

H寺間 T，内的 自然嶋加率 九 を求めた.なお，雌比は，

ギフアブラパチ累代飼育個体昨の平均雌比である 0，61

をHJ~ 、た.

Ro = f lxmx dx 

T = LX'lx 'mx川

feγい xdx= 1 

rmは |λtを満たす rの値.

んは円ilit別の性存率 m_¥'は日齢別のJIliI.卵産卵数

(=雌比 0，61x産卵数).

g 統計解析

各飼育iMlJ交におけるギフアブラパチの発育期間は，

Bonf巴1'1'0111補正による t検定でJIliUif間の比'1吹を行 った.

被寄止アブラムシのマミー化率，マミーからのアブラパ

チ成虫の羽化率，および寄生から成虫羽化までの発育期

間全体を通してのギフアブラパチの生存率は， Tukey 

type multiple comparison testでかl育温度問の比較を

行い， 200

Cと250

Cで飼育 したギフアブラノtチ雌成虫の

総産卵数と生存期j間の比較には t 検定をm~ 、た.

3.結 果

a 産卵成功率

モモアカアブラムシに対するギフアブラパチの産@liJ!.X:

功率を表ー3に示 した.ギフアブラノくチ雌成虫の寄生を

受けた被寄生アブラムシのうち， 84，9%の伯l体からアブ

ラパチ幼虫が観察された.なお， 2 IlJi以，.のアブラパチ

幼虫に寄止されたアブラムシは認められなかった.

表-3 モモアカアブラムシに対するギフアブラパチの

JlÎ~卵成功議

解剖した被寄生

アブラムシ数a

73 

被得生アブラムシ 1例体の体内に

含まれていたアプラ パチ幼虫数

0頭 liiJ'l 頭以上

11 62 。

産卵成功率b

(%) 

84.9 

日ア プラパチ雌成虫が腹部末端 (jff，卵管)をアブラムシの体表而に突き刺J.)-行動が観

奈されたもの 口頭のアプラパチを IIJl 、て í~J.た

b (アプラバチ幼虫が含まれていた被本生T7ラムシ数/解剖した被すf生アブラムシ
数) x 100 

b 発育期間と生存率

15， 20， 25， 300Cにおけるギフアブラパチの発育期間

を表- 4 に示 した.発育児IJ 問は飼育討JIl)立が南~~、ほど短 く
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モモアカアブラムシに寄生したギフアブラパチ “の発1苛期間

飼育温度

("Cl 

平均値±標準誤差1h 発育期間(日，

害生~マミー

表-4

合百|

19.9:!::0.10 本

19.5:!::0.08 

レ

い

一

*

*

リハ

-
6
5
F
6

守
十

一

円

u
n
u
-
n
u

二
ハ
札
。
一
弘

一一
T

一
+
二
+一

、、、
-
n
y
η
J
一

ウ
i

7

一
7
.
1
-
4

12. 0土 O.07 ns 

12. 2:!::0. 06 

供試虫数

36 ♀

♂

一
♀

87 
15 

13. O:!::O. 05 * 

12. 6:!::0. 03 

9. 7土 O.06 キ

9. 4:!::0. 04 

4. 3:!::0. 02 

3. 8:!::0. 04 * 

3. 5主 O.03 

8.3:!:: 0.05 ns 

8. 3土 O.02 

5. 9土 O.05 ns 

5.9:!::0.03 

36 

102 

27 

♂
一
♀

20 

81 
25 

10. 7:!:: O. 1 0 ns 

10. 6士O.10 

4. 1士O.07 ns 

4. O:!::O. 06 

6. 6:!::0. 07 ns 

6.6土 O.06 

36 

65 
30 

ns干1恵三告なし (p>0.05)

モモアカアブラムシに笥生したギフアブラパチの発育零点と街効佑l/il:治u立司
「
吋

U表

有効積34(;昆度

何度)

発育零点
(CCl 

2 r 回帰直線h雌雄発育ステージ

115.0 5. 6 O. 976 v=O. 00871'-0. 0491 ♀ 

♂ 
答生~マミー

114. 5 5. 8 0.977 v=O. 00871'-0. 0507 

72. 2 5目 4O. 927 v=O. 01381'-0. 0742 ♀ 

65. 9 5. 5 O. 927 ¥1=0.01521'-0.0828 ♂ 
マミー~羽化

187.8 5. 5 O. 988 v = O. 00531'-o. 0295 0
ナ

18l. 0 

U 日長 16L-81Jで飼育

h lS'C. 20'C. 25'Cのデータをjljいて得た回帰式 Tは温度 ('C). ¥li;t発育速度(日，.発育期間の逆

数)を茨寸

5. 7 O. 985 ¥1=0.00551'-0.0313 ♂ 

全体

(命生~羽化)

15"Cと30
0

Cで 80%台， 20
0

Cと25
0

Cで 90%台となった.

30
0

Cでの生存率 80.9%は， 20
0

Cや 25
0

Cでの生存率に比

べて有意に低くなった (Tukey-typemultiple com 

l峰成虫の機能の反応

ギフアブラパチ雌成工U1.f1J'iによって待'斗今されたモモア

カアブラムシの数と寄生ヰ七過寄生率 (2頭以上のアブ

ラパチ幼虫が寄生 していたアブラムシ個体の割合)の関

係を図-5に示 した.ギフアブラパチに与えたモモアカ

アブラムシが 100顕以下の場合，被寄生アブラムシの数

は供試アブラムシの数に比例して増加し寄生率も90

%以上となった.過寄生率は 13.5~44.8%であった 過

寄とたされたアブラムシの体内には， 2~5 顕のアブラパ

チ幼虫が観察された. 一方， 200頭以上のアブラムシを

与えた場合には，被寄生アブラムシ数と供試アブラムシ

数の問に明瞭な関係は見111せなかったが，被害了主1:=.アブラ

ムシ数が 200頑を超えることはなかった.過寄生家主はほ

parison test， p<0.05). 

C 

♂ 

♀ 

♂ 

1"長 16L-81lで飼育

b事雌iii問で有志差あり (Bonf'e】r0l11掛i正による tl倹定. p<O.O忌) . 

なる傾向が認められたが，300Cでの発育期間は 25"Cよ

りもやや長くなった.寄生からマミー化までに安した}~J

fI\'Jは，いずれの飼育泌皮でも雌雄間で有意な l';~はなかっ

た (Bonf巴1'1'0111有liIlによる t検定，p>0.05). 一方，

マミーから羽化までのJ9Hmは， 15， 20， 25"Cで雄よりも

lititが有意に長かった CBonfel'l'oni補正による t検定，p 

<0.05). 15， 20， 25
0

CのデータをJl]l、て飼育出度と発

育速度(発育朋間の逆数)の問の回帰;分析を行った結果，

JIlUíí~ とも有意な回帰直線がfぜられた(表- 5). これによ

り，ギフアブラパチの発育*}~(は，酬で 5.50C ， ftff~で 5.7

"C，手]効積算ylnU立は雌で 188.6日度， ftff~ で 18 1. 0 1:1度と

なった

4皮託子主1:.アブラムシのマミーイヒよれ， マミーからのアブラ

パチ成虫の羽化三千七および卵(干~:~I二)から羽化までの全

発育JgJli'!lを通してのギフアブラパチのと1:=.存率を表-6に

示した.マミー化率は飼育槌度目。Cで 89.9%，20， 25， 

30
0

Cでは 90%以 L 羽化率は 15，20， 25
0

Cで 90%以上，

30
0

Cで 87.1%となり，全発育Jl;)J間を通しての生μネは
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モモアカアブラムシに寄生 したギフアプラパチ拘の生存率表-6

全体での

生存率~.. (%) 
羽化率c.e 

(%) 

マミ ー 化 喜界b.~ 

(%) 

供訟した被寄生

アブラムシ数

飼育温度

("C ) 

85. 7 ab 95. 3 ab 89. 9 a 169 15 

94. 0 a 98. 6 a 95. 3 ab 173 20 

94. 2 a 96. 4 b 97.7 b 135 25 

80. 9 b 

品 目長 16L-8Dで飼育

iJ (マミ ー数/紋守再生アプラ ム戸数X産卵成功率) X 100， ifR卵成功率は0.8'19 (表 - 3参照)

C (アプラパチ戚1，が羽{じ した7 ミ←数/マミー数) x 100 

iマミー化率(%)x'Jヰ化率(%)/ 100 

• 1司じアノレファへッ ト文.!rのI.Jいた値のtmでは有意差なし (Tukcy-ty!)ern1l1lip 1 e 

compaflson testtρ>0.05) 

87. 1 b 92.9 ab 147 30 

100 

回

20.C 

一一
15日

100 

50 

100 

寄
生
事
前
四

(
O
}

過
寄
生
率
%
〔
#
}

nu 
R
1d
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図-5 モモアカアブラムシに対するギフアブラノ〈チ

雌成虫の機能の反応

く，すべて 5%未満たった これらの結巣より，次羽の

;:iJ;験で lllJiの雌I!X:虫に与えるモモアカアブラムシ数は，

1 1-1あたり 200組で十分であることが示された.

雌成虫の産卵数，生存期間

111古It<l'当たり毎日200顕のモモアカアブラムシを与え

た場合のギフアブラパチ雌成虫の生存率と平均日当たり

産卵数の舵移をIgl-6に不した.

ギフアプラパチ雌成虫は 200Cで羽化後 8EI目まで，

250Cでほ 7日日まで全ての個体が生存したが，以後生存

率が減少 し，200Cでは 171-1 EIに， 250Cでは 18I:l自にす

べての個体が死亡した 日当たり産卵数は羽化後 1日目

が最大となり，以後減少する傾向が認められた.ただし，

20
0

Cでは 7R日まで産卵数が増減した. 1雌あたりの総

産卵数と生存期間の平均値を表 ?に示 した 総産卵数

は 20o
C，25

0

C とも 500 他l余り，生存期IIJ] も 12~ 13 13と

なり ，銅育温度による有意な差は認められなかった

般定，p>0.05). しかし，総産卵数は雌成虫各{1m体によっ

てばらつきがあり， 20
0

Cでは最小 450.2fl乱最大 607.6

25
0

Cでは最小 330.6側.最大 719.5個であっ た.な

印

d 

17 

図 6 モモアカアブラムシを与えられたギフアブラパ

チ雌成虫の産~Il数と生存率の惟移 ( 日長 16 L-8 D 

で飼育)グラフ 1...1こ付したパーは標準偏差を;1'¥す.

15 13 11 

羽化住回数

お，総:産卵数の半分以Jては， 200
Cでは羽化後 4日後まで

に， 250Cでは 3日後までに産卵された(図-6).

モモアカアブラムシを笥主とした場合のギフアブラパ

チ個体鮮の土段階率を表 ?に示した 純噌積率 R。は 20

。C，250Cとも 310前後だったが， τf均世代|時間 Tは 20

OCで 17.3日， 250Cで 13.2EL 内的自然増加1率 r'lt は 20

増殖率e 

fllil， 
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表-7 ギフアブラパチ雌成虫aの産卵数と生存JVJ問およびギフアブラパチW!I休1作品のIVl勉率

飼育i昆JJ[ fJt伏息数 総i2l.iOIJ数b 生存期nnb 純上{耳目白1率Ro 世代H寺r，lJT 1)、l的自然Ji刊日率rm
(<C) V雌 l鋭 財 v世代日(/円)

20 10 529. 0::1::: 17. 7 12. 8主O.8 306. 2 1 i. 3 0.351 

O. 463 25 20 536. i::l:::35. 3 12.3主O.7 312. 0 13.2 

過日長 1 6 1.-81).そそ 7 カ 7 7 ラムシ ')J ~・ を lii 11200iifi 'iえて削tI

b J下J$JfJ在 土 保 ìII， ~l~. 20 ~1むと 2ô'Cの I ~I で 荷~:.Jなし((険Æ: ω ，， )0.05 )

。Cで 0.351， 250Cで 0.463となった.

4 考察

一般に，千年~t:J革の卵や幼虫が等主の体内に寄生してい

るfI~]'の生存率を ïF. iÎ(r~ に把摂することは却しい.そのJ:1111JI

は，寄生虫草の雌j点.1tがヲ{f:ì': 昆.!llに守~~tする行!IlJJ を示 した

ときに，実|際の産卵の有1Wiを谷主の外見から識別できな

いためである そのため， 互い主ではまず初めに，ギフア

ブラパチのえ1:，存率を抑制するために， フト;磁の 1[日I の号~~I ‘

行動あたりのi2i'i.9[J成功ネ‘を求める'ik!険を行った.そのお!;

果， ili'i 9[J JiX: J)J ;4ヘiは 84.9%となり， これは|司アブラムシ

に対するコレマンアブラパチと間程度に高し叶直となった

(van ToJ and van Steenis， 1994). さらに， 1 IITIの寄

生行動で 2fl~1以上の卵が産卵されたアブラムシは存在し

なかった. これは両日1(1975)のMl去を結栄と一致してお

り，ギフアブラパチは 1[I!Iの待生行動で 1fliijの卵を産む

ことが改めて係認された.

一:っ同の実験では，ギフアフラパチの寄斗宇を受けたモ

モアカアブラムシを一定の条1'[二下で例別に飼育し，マミー

化率，羽化率，発育全児][1日を通しての生存率および発育

期間を求めた.その結果， 15， 20， 25， 30
Q

Cの 4?I~U立す

べてにおいて，マミー化率，羽化~;\， 生存率が 80%以

["のお'jl、他となった (表-6). コレマンアブラパチによっ

て待~L:. されたモモアカアブラムシのマミー化率は約 90

%であり(飼育?luU立は不明)(van Tol and van Steenis， 

1994) ， ワタアブラムシに:奇λトーしたコ レマンアブラノくチ

の生存率は 20QCで 85.9%，25.Cで 72.2%とされている

(van St巴巴nis，1993). したがって， モモアカアブラム

シに寄生した場合のギフアブラノ〈チの生存率は，コレマ

ンアブラパチと間程度に lé~ ~、と考えられた.

Kuo (1995)が明らかにしたギフアブラノ〈チの踊化If，

羽化率のデータから 10，15， 20， 25， 30.Cでの1'.存率

を求めた結果，それぞれ 0%，50.3%， 80.0%， 32.0%， 

18.0%となった. これらの備は本実験で得られた生存率

よりも全般的に低い.本尖!検では 25.Cで飼育した 3Iヨ

怖のモモアカアブラムシ~J.!Ü をイ史 m したが， Kuo 

(1995)は 1H 齢のモモアカアブラムシ幼虫を供試して

いる. しかし，金子ら(1992)は，ギフアブラパチの羽

化率に寄生時の寄主の齢は影響しないと報告しており，

供試fI.~'のモモアカアフラムシの日 W;1の迷いがキ、フアブラ

パチの~I:存率に大きく影響したとは考えにくい.よって，

Kuo (1995)の実験でギフアブラパチの生存率が低くなっ

たfJllL11はイ、|別である.

Tang and Chcn (1984)，ぎIiチら (1992)，Bi ancl Ji 

(993)， Lu ら(1994)，Kuo (1995)も， Jltumの区別

はしていないが，ギフアブラノ〈チの発IぎJVJIi'dをIIfJらかに

している Kuo(1995)は台湾で採集されたギフアブ

ラパチについて，卵から羽化までの発育JVJ間を 150Cで

23.1日としているが， これは， 本iiJfヲピでlリjらかにした

同il.'d立での発育WJ間よりがJ3 1:1長い.また，札幌で採集

されたギフアブラパチも 20.Cでの発育 JVJ間が

15.4~16.3 Hとなり，本結果よりも約 3日長いH寺nりを要

している(金子 ら， 1992). Campbcllら(1974)は，

アメリカのパークレー (Berkeley)で採集されたダイ

コンアブラパチの発育!山口lが，カナダのパンクーパー

(Vancou ver)で採集された問初日団体n:(:よりも長かった

と報告している. したがって，先に示したギフアフラパ

チの発育JVJ間の違いは，地域fllil休併問でのi宣伝的な速い

が影響した可能性も考え られる.

30.Cにおけるギフアフラパチの発育期間は， 250Cに比

べて雌ftff~ とも約 1 日長くなった(表 -4) . 通常， 毘ととの

発育速度 (発育JVl聞の逆数)は，飼育温度に比例して嶋

加する. しかし，あるiffiUえを超えると，発育速度の比例

的な l'~i'!JrIは見られなくなる (Campbell ら， 1974). WIJ 

えば， 干寄!存了主生t蜂 Aplμ1μiditμωL必ssmηiμthμ1μi Sha釦r喝1百'maancl Subba 

Rao (者寄了五正ニ .エ ンドウヒケゲ、ナガガ匂アブラムシ

Ac仰vr付‘'thoωs~ψphon piωSμm (Ha創r、'1'1

R誌高t詰jμL、J禍品度でで‘は遅延する (Fox ら， 1967). また， 話'fLI".蜂

Aphidius mαtncαnαe I-Ialiday (均j:::I'::モモアカアブ

ラムシ)の発育JVJ聞も， 26.70Cより 29.50Cの方が良い

(GII'iら，1983). したがって，木結果も，ギフアフラ

ノ、チの発育が 30.C以上で遅延ーする可能性をボしている
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-)j， Kuo (1995)が制益 した台湾政のギフアブラパチ

では， 300Cでの発育遅延が認められない.そのため，ギ

フアブラパチの発育遅延が生じる渦度も，発育期間と同

様に地域倒体群によって異なる可能性が考えられる

4:1iJI究では，イ1効積算il，;U立の(l)1lJにより，ギフアブラ

パチの発育零点と有効積算温度も明らかにした.発育零

点は雌で 5.rc，M!で 5.50Cとなり，台湾産のギフアブ

ラパチの 5.80Cとほぼ同じfm[であり (Kuo，1995).他の

アブラムシ寄生虫干の A.mαtricαrLαeの 6.00

C (Rabasse 

and Shalaby. 1980)や，A. smithiの6.2
0

C. Aphidius 

eru~ eruiの6.10C. Aphidius erui pulcherの6.1
0

Cなと

とも近似している CCampbelland Mackauer， 1975). 

しかし，有効積算出度は雌で 188.6卜l皮と雌で 18].01::1 

1立となり ，A.mαtricariα。の 189.4日度 CRabasseand 

Shalaby. 1980)， A. smithiの178.6日j立，A. erui erui 

の 196.8卜1J立 A.erui pulcherの 187.9日j立なと

(Campbell and Mackauer， 1975)，寄生虫干の取によっ

て異なる仙が示されている.中I，tl谷 (1997)によれば，昆

土uの発育零点は比較的変兵の少ないパラメ ータであるが，

有効砧tbt，):i，'~UJtは， I日n!li内でも系統などによって災なるこ

ともあるという.上.i&のー述の結果もこれに一致してい

る.

コレマンアブラパチの発育期間については，ワタアブ

ラムシを谷正とした場合. 20
0

Cで 13.9H CHarizanova 

and Ekbom. 1997)， 20
0

Cで雌 12.71:1. kJf: 12.6 1:1. 25 

Ocで雌 10.01:1. 1t:ff' 9.6 1:1 (van Steenis. 1993). また

モモアカアブラムシを寄主とした場合には. 250

Cで雌

9.5 1:1. h:ff' 9.4 1] (太川，未発表)となっており，これ

らの値は，本問先で示されたギフアブラパチの 200Cと

250Cでの発育JVJ問とと大きな差がないことを示している

Hagvar and Hofsvang (1991)は，千年生蜂の滞在的

な産卵能力を評価するための実験条例:として，寄生虫年に

対して， う省奇奇年t生に好i適盛菌iな発育育-ステ一ジでかつ Fイ|

一主i七ミのf捉挺!i記是iit!j-供を挙げている. ギフアブラパチ雌成虫の産卵数

と生存JVJ聞を調べる実験では，各成虫に対して毎日 200

副のモモアカアブラムシ 31:11'愉幼虫 (大部分が 31始)を

死亡するまで与え続けた この頭数は，機能の反応の実

験で，ギフアブラパチ雌JIX.'.k1頭に与えるモモアカアブ

ラム シの頭数として十分量であることが示されている.

また，高|到(1975)によれば，ギフアブラパチは 31鈴の

モモアカアブラム シ幼虫を肢も好んで等生するという .

したがって，木実験では，適切な条件の下でギフアブラ

パチの産卵能)Jがctil'filliされたと考えられる.

う~~I三的は . JltftJ戎虫の卵 (栄一)発育係式によって，斉ー

成熟性 (proovigeni c) と~次成熟性 (synovig巴nic) に

分類できる 斉一成熟|生の寄λ1'.蜂は，卵巣内に多数の成

熟卵を持った状態で羽化するため， 十分な数の寄1:が1'f

在すれば，羽化直後から集中的に産卵する (Quicke.

1997)，一方逐次j必然性では， ユドl化後に卵巣内の卯発

育が活性化されて，ある程度の産卵前期間を経てから産

卵を開始する.木実験では，ギフアブラパチ雌成1lは羽

化直後に最も多く J~i'~gl1し，以後産卵数がi削減する傾向が

見られた (I~I - 6). これは， ;Wj IFI ・竹I:I~ (1982)や祈¥;ll.

高出 (988)が示した木極の産卵パターンとも一致し，

ギフアブラパチが斉一成熟性の寄生虫年であることを示唆

している . 斉一成熟性の笥I:/-t.蜂を~I:.物的 l坊除に利)FJ する

場合，その~i~卵特性から，羽化後の比較的矩いJgJ !r，，]だけ

天敵として有効にfl'JlJするものと考えられる. したがっ

て，ギフアブラパチについても，羽化後の者い雌成.1¥111，1

体titが縦続的に存在するような利用手法が必要であり，

そのためには，ギフアブラ パチを数1:1~1 週間の lü'J 陥で

復数|旦|肱飼する方法や， 予めギフアブラハチの代待千年~j'.

をlilll場内に設置して寄生的MI休群の維持iを図るパンカ一

法などが考えられる.なお，ギフアブラパチ雌成虫の総

産gll数は，飼育椀度 200Cと250Cて:1'1志:な廷は認められ

なかった. I打l本主なfi:fil"jは， コレマンアブラノ〈チやタイコ

ンアブラパチでも示されており (vanSteenis， 1993; 

Bernal and Gonzalez. 1997). 羽化後に卵巣内での卵

性能は行わない斉ー成熟性の特徴を表 しているものと考

えられる (Bernaland Gonzalez. 1997). 

ギフアブラパチのような単寄~l主1:の JîlJ食寄生者の場合，

天敵の内的自然T;!IJJII率が対象筈虫(待主)のそれよりも

高くなることが， 卜分な存虫jofiJi/iIJ効果を得る ための条例ー

とされている (vanLenteren and Woets. 1988;矢町，

2003). *栂の内的|当然.T;9}JIIネ fm.は 200Cで 0.351， 250C 

で 0.462となり，笥:-j':のモモアカアブラムシの内的自然

1';刊[1'千三fmの 0.333(200
C). 0.420 (250C)よりも両くなっ

た. したがって，ギフアブラノくチは，モモアカアブラム

シの生物的防除資材として有用な特性を保持していると

結論できる.一方，上述の内的自然I削fl率は，理主!的な

ft!f条件下で得られた仙:であり， ビニールハ ウスやガラス

出室のような広い空間内に寄主がパッチ状に点在する環

境下では，その最大地地能力を発部することはN:X的に

は難しい (vanLenteren and Woets. 1988;矢野，

2003) .そのため，天敵としてのギフアブラパチの能力

評価においては. J，tい開放空間での木種のアブラム シ探

紫能力を明らかにすることも竜安と考えられる.
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町 低温短日がギフアブラパチの休眠反応 4.5 cmのガラス管に仇|別に移し硲えて，成虫が羽化す

に与える影響 るまでi'iif置した.最後のマミー化が観察されてから 31:1 

同以降もマミーにならなかったアブラムシは，実験から

目 的

討ii:日;;地域に生息するアブラムシ待止1':.蜂の多くは，秋季

の温度や 日長の変化に反応して，休 11民が誘導される

( Christians日nωWenigerancl Harclie， 1997) .我が国

では，施設でのナスやピーマンの11tJD<:栽h?は9}-Jから翌

年の 6月頃まで行われ，この期IIiJの最短口長は約 10時

luJである(国立天文台， 2010). f支間の楓!立はナス栽聡

で1O~120C ， ピーマンでは 18~20 0C に管理されるため

(七橋， 2004;雨情， 2004) ，低 rlJ~'t trl 日 となる冬則施設内

の環境条件がギフアブラパチの休1Il.i;を誘導し，モモアカ

アブラムシの天敵としての抑制効巣を阻害する可能性が

考えられる Brocl巴ur ancl McNeil (1989) や

Christiansen-Weniger ancl Harclie (1997， 1999) は，

エルビアブラパチ Aphidiuservi HaliclayとAphidius

nigripes Ashmeaclの 2干主では， 31始もしくは j冬 I#;~ Ý，)J .1~ 

11寺にアブラムシマミーの 1.1.1で休11民し， 卜l長反応への感受

性は寄 iミアブラムシ体内にも:LI:.している悲齢幼虫11寺に最

も高くなるとしている.そこで，本初日ピでは，ギフアブ

ラパチに話JLI:.されたモモアカアブラムシを低討ii知 H条1'1今

|、に[置き，得られたアブラムシマミーからの成虫の羽化

状況を観察して，本磁の休IIE;反応を明らかにした.

2 材料および方法

ギフアブラパチとモモアカアブラムシのJ采~~，飼育条

件は III主主と同じである ギフアフラパチは，羽化後 24

1時間以内で， 5%ハチミツ水溶液をりえて集j:J'1飼育rl:1の

イ|副{本11oY:からfijた雌JJ.X:土l1.を供試した.

100 IiJiのモモアカアブラムシ 31:1齢幼虫(大部分が 3

i~~ì )を予め付けておいたダイコン葉(葉fiAim;分をスポン

ジで巻き， 100 ml谷量の三角フラスコに水柿ししたも

の)4枚を，約 50Iij'fのギフアブラパチ雌成虫と共に，

幅 30cm，奥行き 25cm，丙さ 30cmの透明アクリル飼

育谷~~内に入れ さl 山に守F"- させた.rlfL度 25 主 l
O

C，中Id

対抗1皮切士 10% の定 ilfI't#詰内に 611寺I'IJj，明条件で ï~t l、た

後，アブラパチを除去した.アブラムシは，ダイコン葉

とともに ýl~t!主 15土 l
O

C ・日長 14L-10D (低視長 日)，15 

士lOC・10L-14 D (低yllA~w. 1;:1 ) ， 25土1oC・14L-10D

(高禍長卜1)， もしく lはま 25土l
O
C• 1叩oL-14 D (j高奇況

にt制』周1卸節jした 4つの定温r椛3にそれそぞ‘れ移動した.相対湿度

は全て 60土10%に保った.アブラムシの状態を毎回観

察し，マミー化したアブラムシは直径 2.1cm，奈さ

除外した.また，最後のアブラパチ羽化が認められてか

ら3日目以降も成虫が羽化しなかったマミーは，マミー

を切開してアブラパチの状態(生死，発育ステージ)を

調べた. この実験で得られたデータから，被告EI:.アブラ

ムシのマミー化率，マミーの羽化率，羽化成.1~の雌比お

よび発育期間を求めて，県なる 4条件の聞で比絞した

(各仙の求め方は田章と同じ).飼育途中で消失もしくは

死亡したアブラムシの数は非常に少なかったので，デー

タから除外した.

この実験は 5ITII行い，反復仮にfぜられたマミー化不，

羽化率，雌比の1f[{を逆正弦変換した後に二Je配置分散分

析を行った.発育WJI日lについては， 15 ~C と 25 0

C および

州rftfU I\1でイ~fW差があることはすでに分かっているので

(表-4)，Bon[erroni布|訂正による t検定により，計，;u交別，

附wr別に児なる 1::1長問で比較した.

3 結果と考察

被%nミアブラムシのマミー化J払マミーからのアブラ

パチ成工l1.の羽化率および羽化成虫の雌比を表-8に示 し

た.マミー化率と羽化率は，すべての飼育条件において

それぞれ 80%以上， 90%以上の高い似となった • {，j:/t. 

蜂JJ.X:虫が羽化しなかったマミーには，死亡したアブラパ

チの焔もしくは成虫が合まれており，休11民している止存

幼虫は観察されなかった.雌比は 0.60~0.64 であった.

よ元配置分散分析の結果，マミー化率，羽化率，雌比に

士、Iする温度と 円長の効果は認められず， rM't度と|二|長11日の

交互作mもなか った (p>0.05).

発育期間については， 15
0
Cで飼育した場合のマミーか

ら羽化までの期間が，雌1iHiとも長 H 04 L-10 D) より

も短 1:1 00 L-14 D) で有志に長くなったが

(BonfelToni :fili正による t検定，pく0.05)，それ以外の

条件では有意な差は認められなかった (表-9).

Christiansen -Weniger ancl Harclie (1999)によれ

ば，休眠中のエルビアブラパチは，マミーから羽化まで

の期間が長くなる他，マミーの色も濃茶色 (普通は薄茶

色)になると指摘している. さらに，休11民倒休群の性比

は通常よりも Mf~に偏るとしている.本実験では，他とは

災なった色彩を持つマミーや性比の偏りは見られなかっ

た.また， 15
0
Cでマミー化から羽化までに要するJgJ問は，

雌雄とも 10L-14 Dの知日条例:の方が 14L-10Dの長日

条件よりも有意に長くなったが，その差は l卜l未満て、あ
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主主-8 ~r~なる Ý!~l!立|ご|長条件で飼育 したギフアブラパチn のマミー化率，羽化率，雌比

温度
日長 1共試虫数b

マミー化率C，d 羽化率c，<: 
雌上ヒc(OC) (%) (%) 

15 
14L-10D 442 87.7 98， 1 O. 60 

10L-14D 425 89. 8 97.3 O. 64 

25 
14L-10D 477 92. 0 96， 0 O. 64 

10L-14D 467 87.7 97.8 O. 61 

温度 O. 575 0， 512 O. 794 
pf 日長 O. 489 0.882 O. 733 

1照度×日長 O. 125 0.475 O. 064 

<l rt.t主 モモアカアブラムシ
b 5反復での合計頭数
， 5反復での平均値

d -;;:"ミー数/(マミー数+マミー化しなかったアブラムシ数)X 100 

e (アブラパチ成虫が羽化したマミー数/マミー数) X 100 

f 各データを逆:iE')主君主換した値による二フじ配置分散分析

表-9 呉なる Ý!，ll!立 I~I 長条件で飼育 したギフアブラパチa の発育WJI1iJ

討jl皮 発育期間 0:1，平均値土標準誤差)

(OC) 日長 JltUlt 供試虫数
産卵~マミー

b マミー~羽化b 4巳ち1、 三~I

15 
14L-10D 

♀ 
228 12.7土 0.05 ns 8. 9::!::: O. 05 * 2l.6::!:::0.07 

10L-14D 239 12. 8::!:::0. 05 9. 3::!:::0. 07 22.1::!:::0.07 

15 
14L-10D 

♂ 
152 12. 9::!::: O. 06 ns 7. 9::!:::0. 06 * 20.8::!:::0.09 

10L-14D 132 12.8土 O.07 8. 5主 O.07 2l. 2::!:::0. 10 

25 
14L-10D 

♀ 
275 6.6::!::: O. 03 ns 3. 7::!::: 0.03 ns 10. 3::!:::0. 03 

10L-14D 245 6. 5::!:::0. 03 3. 6::!::: O. 03 10. 1土 O.02 

25 
14L-10D 

♂ 
156 6. 6土 O.05 ns 3. 4土 0.04 ns 10. O::!:::O. 04 

10L-14D 156 6. 5::!:::0. 05 3. 3::!:::0. 04 9. 8::!:::0. 05 

a 笥:主 モモアカアブラムシ

h本兵なる日長閑でミ有意差あり (Bonl'erroni補正による t検定，p(O， 05)， ns有意差なし (p)O，05) 

り，その他の条件では発育!日間に z~くはなかった. したがっ

て，これらの結果から，モモアカアブラムシに寄，'-1:.した

ギフアブラパチは， 150C・10L-14 Dの低泊短 日条111:ド

でも休眠することなく，発育可能と考えられる

を変動するが(石統， 2004;高橋， 2004)，いずれも l

H全体での平均瓶度は，本笑!検で低?Miと設定した 150C

を上阿る. したがって，ギフアブラパチが|二述の長日型

の昆虫と同じylilU支反応をボすとすれば，本種はナスやピー

マンを栽嶋中の冬JgJ施設内においても休眠することなく

発育可能と考えられる.さらに，ナス， ピーマン栽椛の

施設では潟度が 10
0

C以上に保たれることや，アブラパ

チ類が昼行性であることなどから，ギフアブラパチ成虫

の寄主探索行動や産卵行動が低楓によって阻害される可

能性も{正い. このことから，ナス， ピーマン栽i古の施設

内では，低~16i短 日条件となる冬期間においても，ギフア

ブラパチによるモモアカアブラムシの抑制効果は維持可

能と考えられる.

一般に， 長日型iの昆虫は矩 1:1条件下で休眠を誘導され

るが，高温時にはそれが阻答される CTaubel'ら， 1986). 

例えは，アブラパチの一種 A.nigripes は， jfL度 15
0
C・

日長 12L-12Dの条件 1;で飼育すると，全悩体が休11民を

誘導される. しかし，同 1::1長 下でも詰li度 20
0
Cでは休11民

率が 50%となり， 25
0
Cでは 25% まで減少する

(Brocl巴urancl McN巴il， 1989).さらに，温度は昆虫の

機々な行動にも影響を与える. Langerら (2004)は，

アブラパチの産卵，歩行，飛矧活動には 10
0

C以|二の胤

度が必要としている.冬期の施設内の泊!立は，ナス栽端

の場合におよそ1O~300C ， ピーマンでは 18~30 0C の問

毘虫の休11民反応が地域引占|体iio/'によって変異することは，

多くの種で報告されている.例えば，低粋j立の地域に~I三
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息する似体群は短L、1]j呈条件にのみ休眠反応を示すが

(場合によっては休11民しない)，高緯度の同種伯H木都はよ

り長い日長でも休11民が誘導される (Tauberら， 1986). 

ギフアブラパチは， 1:1:<1>:では北海道(北緯約制度)か

ら ýrl'*出(~凶卒約 26 J立)まで!よくうHriしている (Takacl

a， 2002). 4:研究では，広島県福山市(北忠孝 34.5度)

で採集されたギフアブラパチイ11;1体liYoを使}j'Jした.そのた

め，他地域J:IJ来のギフアブラパチ11!i1体fll(特に高粋j立の

北日本地域で採集されたギフアブラパチ)を冬J~J施設内

で利月jする場合には，低rl~i短 日 条件下での休 11民反応を改

めて調査する必要がある

V ギフアブラバチの放飼によるモモア力

アブラムシの抑制効果

目的

生物的|切除資材として天敵の有効性をijHlliするに芸it.こっ

ては，生活史パラメータや土問地率，休IIL~tl:などの生態的

特tl:を明らかにする以外に， 答土uとその待i:植物が存在

する環境卜宇で天敵を欣制して， 天敵による害虫抑制効果

を検証することも主要である (vanLen teren ancl IvIa 

nzaroli， 1999). Chaoら (980) は，モモアカアブラ

ムシが発生 しているタバコ 1i!11場にギフアブラパチを欣飼

して， アブラムシ伯l休'1ftの上田加が仮く芥11えられることを

ポした. しかし， Chaoらの試験は露地|誼|場で行われた

ものであるため，他のJ:.記i天敵や ¥11J次各EIτ降などがモモ

アカアブラムシやギフアブラパチのイ|古|体nr動態に影響を

及ぼした可能性もあり，アブラパチの放飼方法の検討ま

でには三五っていない. オンシツツヤコパチ EncαrSLα

/ormosαGahan やハモグリパエ士mの天敵干~:~tl華では，

;;1(1放のJj!(:sTIJ時期や街j交， I日|数が， ~:虫の抑制効巣に強く

影響することが示されている(矢野， 1988; Bootら，

1992; Heinzら， 1993; van R081'munclら， 1997). そ

こで，本研究では，小型の閉鎖系ガラス温室を}Hl、てギ

フアブラノ〈チの}j文飼号式l換を1Tい，モモアカアブラムシの

初期常度やギフアブラパチの放飼回数，放釘j間隔等がモ

モアカアブラムシの抑制効果に与える影響について検討

した.また， ビニールノ、ウスでも放飼試験を行い，ギフ

アブラパチによるモモアカアブラムシの抑制効巣を実証

した

2 材料および方法

ギフアブラパチとモモアカアブラムシの採集，飼育条

件は m市:と同じである.

a ガラス温室

広さ 3.7mx2.8 m，政大11二64.9mの小型ガラス泊三七i:3 

本を試験に使mした (以後それぞれをガラス温主 A，B， 

Cと称する).各室1:1:1央{J[)に111m80 cm，長さ140cm，高

さ50C111の栽情相jを置き，その上に嬬種後約 1ヶ}=Jの

チンゲンサイ c日I種‘育帝， ) 1株を柏えた プラスチッ

クポット (サイズ 1/10，000a) 24例を 20C111間隔で 4

X 6 )iIJに配許した.試!換は 2000年 9月 191:1 ~ 10 }-J 23 

日 (試験 1) ， 同年 11 月 211:1~12 月 4 1二1(試験 2)お

よび 2001"f 4月 101] ~5 月 18 1] (試験 3)の計 31旦|行っ

た.なお，チンゲンサイの係種から収穫までに要する日

数は，焔|匿WJの露地栽取で概ね1.5ヶ月 滋水WJのハウ

ス内トンネル栽椛て、 3ヶ月とされている.各ガラスjlil室

内のZlIi't)立は，漏出度データロガー (TR-72S，株式会社

ティアンドディ)をJ!Jいて 30分1n:にiJl!は:し， I坊とu制
(SUS 40メッシュ)付きの天窓， {)!IJ窓の1m間および主

制設備により，約 15~300Cの範 IHI 内になるように制御

した.また， 自然 口長が 12W7'問未満となる試験 lおよ

び試験 2では， 午前 511寺から日の11¥までの!日!と H没から

午後 7II~J" の問 lこ室内の蛍光灯 (40 W 4本)を点灯し，

長日条件 04L-lO D)になるように剥節した.

試験開始円に羽化後 2411寺間以内のモモアカアブラム

シ J!l~趨防止此ifJ成虫をチンゲンサイ各株に一定数ずつ桜臆

した.また，ギフアブラパチは，羽化後 24lI~j'II'，j以内で

所定の数の雌雄成虫を入れた小山ガラス管を栽椛棚上の

中央に I~t: l、て政自己lした 試験 1~3 の各ガラス ~lll~室にお

けるモモアカアブラムシの接種箭度やギフアブラノくチの

欣飼 1]，放制数は表 - 10 に示 した. 試験開始から 3~4

Hごとに，チンゲンサイに付いているモモアカアブラム

シおよびモモアカアブラムシマミーの数を全株全諜につ

いて記録した (アブラパチ成虫が脱出した後のマミーは

除去 した).なお， 試験jgJ問中にガラスiWl宅外からの他

の毘虫の侵入は認められなかった.

b ビニールハウス

試験は，近畿rl1凶J!LI国農業iul究センター (jよ島県福山

市) 1付に設置したビニールハウス (111;'¥4.5 m，奥行き

13.5111，最大高 2.7111，11¥11市;;'1¥には 0.6m111自合いの防

虫網を展張)2棟をJlJl、て行った.ハウス l棟につき相

100 cm，長さ 12mの畝 3本を立てて， 2000イ1:3月 11:1 

に各11玖にチンゲンサイ(品積‘育市， )を 2条係きした

(条問 50cm，株II[j30 cm， 40株/条， 240株/ハウス). 

<1 Jj 9卜lに2械のハウスの各条南端から 3，8， 13， 18， 

23， 28， 33， 38番目のチンゲンサイに羽化後 24I時間以
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内のモモアカアブラムシ無麹成J誌を 1fiJi/株の密度で後

ギフアブラパチは， 4月9H， 20日， 26 1:1， 5 

月 11:1に 1棟のハウスの 1・I~火部にマミ- 24011却を置い

て政制した マミーからの成;gの羽化率はそれぞれ 98.8

怒し7こ.

別の l棟にはアブ%， 90.8%， 87.5%， 91.7%だった.

ラハチは放飼しなかった.

調査はアブラムシを核種した日から 3~7 日ごとに行っ

アブラムシ接積株のうち~条から 4 本ずつ系統抽出

(
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た.

して(奇数帯日の株もしくは偶数番目の株，ただし，条

および制査日ごとに任意に選定)，モモアカアブラムシ

およびマミーの数を記録した.アブラパチ成虫が羽化し

たマミーは除去した.また，

チンゲンサイの被告:税1ilzをiリ1らかにするため， 5)-j 14 

日に全株の見取り調査を行った.日倒によってアブラム

シが雌認された株を被害株とし，条ごとに被害株数を求

モモアカアブラムシによる

果

ガラス;温室

1)試験 1

全てのガラス淑主において，

j~fの増加が抑制された (@ - 7 a). 

の似体数は，試験開始 17日後の 10月61:1に最も多くな

り，ギフアブラパチを l週間間隔で 4厄ljjj飼したガラス

討lii宅Aではi存在あたり平均 28.3fZ反，3日間間隔で 4IITl放

飼したガラス組室 Bでは 58.0顕， 4イ音量のアブラパチ

を試験開始日にのみ 1I回収飼したガラス潟家 Cでは

117.1 fifiまで地加したが，最終制3年1:1の 10月23日

J談開始 34日後)には，ガラスAhl主 Aでは ofiJiとなり，

カ‘ラス縦室 B，Cにおいても株あたり平均 1Wt 5.2 lrri 

まで減少した.一方，ギフアブラパチの寄卦.によってで

きたモモアカアブラムシマミーは，ガラス ill~t ~主 B およ

びCでは試験開始 24日後(10月 131ヨ)に最も多くな

り，それぞれ株あたり平均 40.4俗1，95.3佃まで地えた

が，モモアカアブラムシの糟加が最も抑制されたガラス

i盟主 Aでは，試験開始 10日後 (9月29日)に最大 20.0

i@となり，以後漸減した(図ー7b). 

2)試験 2

モモアカアフラムシ1/mi本

(試

モモアカアブラムシ

めずこ.

土
日

ψ
常
叩
ι

a 

3 

モモアカアプラムシの初期密度を試験 1の 2倍の 6頭

/株とした試験 2では，令てのガラス楓室においてモモ

アカアブラムシの他体数が急捕し，試験開始 13日後の

12片 4日(ガラス治主 Aは試験開始 10日後の 12月 1

1:1 )に調査を打ち切った(図 一7C).マミーは試験開始

10日後から観察され始めて， 13 1ヨ後(12月4日)には
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試験1(2000年9月19日-10月23日)

a b 
10∞ 200 

。。↓一向↓ J
…山……'-1150 

600 ~ L.J↓一一
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40 

試験2(2000年11月21日-12月3日)
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Z式験3(2001年4月10日-5月18日)

e 
10∞ 200 

150 

600 し上
100 

400 

200 
50 

。。 10 20 30 40 。 10 2日 30 

モモアカアブラムシ援種後の経過日数

図-7 ギフアブラノ〈チ政飼によるモモアカアブラムシの増殖抑制効果(小規模ガラス花ll需)

在グラフ a，c，日はモモアカアブラムシ数，右グ ラフ b，d， fはマミ ー数の挽修を去す

灰色矢印l，出矢f:IJl， 1ι 1抜きうた日J ~ は，ガラ ス j温室 A， B， Cでのギフアブラパチの収品;J日を示す F

ガラス温室 Bで株あたり平均 42.511占1，ガラス温室 Cで

は 39.3倒まで増えたが，ガラスガlii宰 Aでは逆に 5.911li1

に減少した(図ー7d). 

3)試験 3

モモアカアブラムシイInI体併の地加が抑制されたのはガ

ラス j民主 B のみだった ( [~[ - 7 巴) . ガラス温室 Aおよ

び C では，試験開始 28 日 後の 5)~ 8 E:1 にアブラムシの

数が株あたり平均 414.2頭と 858.3顕まで地加したため，

その後の調査は打ち切った. マミーは百点検11仙台 17日後

(4月 271:1) まで，全てのガラス温室において株あたり

平均 10伯l未満の少ない状態が続いたが，その後地加し

た.ガラス温室 Cでは 28日後 (5月81':1) にマミー数

が 171.911dlに急I目した(図-7[). 

b ビニールハウス

モモアカアブラムシ数とアブラムシマミー数の打t移を
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ばい傾向を示した.マミ ー数は時間の経過とともに増加

した.また， 倣被.宰

有有.志意.に多かつた (マン .ホイツトニ一の U検定 ，p 

く0.005)(図 9).

野菜{i~築研究所日f究軒1 'í~ ;-

~ーアヲラパチ順敏筒ハウス

ー。-7ヲラパチ放飼ハウス

1000 

18 

考察

ガラス温室における放飼試験では，ギフアプラパチの

放飼によってモモアカアブラムシ側{本併の増加が抑制さ

れたのは.試験 l のガラス焔室 3~主と試験 3 のガラス i~'，l

室 B(ギフアプラパチを約 3EI間隔で 4ITI!政飼)だった.

その他の試験区では，ア ブラバチ政WJによるモモアカア

ブラムシの抑制効果が認められず，

4 

5/18 5/14 5/8 5/1 4126 4/23 4/19 4/16 
0 
4/9 

50 

アブラムシ数は明加l

した.

試験JOH日]巾の力 ラスj鼠室内の平均仇iUJ[は.試験1， 2. 

3で 21.1~22.90C の範闘であった〔表 - 10) . これらの

揃度域におけるギフアブラハチの発育朋聞は，表 5 に 7i~

された直線1m帰式により，寄Lj":.からマミーまでは雌で

40 

30 

20卜町一ー・同ーー』一一一一一一一一一一一一ー一一 一一一

マ
ミ

l
数
A
/
棟
)

6.7-7.4日. Mf;で 6.7-75日，

10.9- 12.1 自 ， 峨で 10.6~11.8 Hと悦定される.また，

ギフアブラパチの雌成虫は，斉一ー成熟性 (proovigenic)

の産卵機式により やj化直後に集中的に能卵する傾向があ

り. 200Cで羽化後 4日1141.25
0
Cでは羽化後 3日間lに生泊5

総産卵数の 50%以上を産卵する(図-4).したがって，

ギフアプラパチ雌成!.H.が Jj.ll:fif，Jjj~r後からモモアカアブラム

シに寄生したとすれば，アブラムシのマミ ーは放飼から

約 7-11日後に出現すると考えられる.本試験でギフア

プラパチの第 1@放fi;;J10 E!後(試験開始 10日後)に雌

認されたマミ の数は，試験 lのガラス苅A宰 Aでは株

あたり平均 20.0例，ガラス温察 Bでは 21.2伊1，

温室 Cでは 17.5個，試験 2ではそれぞれ 9.0{I札 9.9側、

20.9側，試験 3では 2.3制， 3.511礼 2.311出だうた(図←

7 b. cl， f) また司アブラムシに対するマミ←の存夜比

率(マミー数/ (アブラムシ数+マミ ー数) x 100)は，

試験 1のガラス淑家 Aでは 56.1%， ガラス温室 Bは

40.7%. カラス禍室 Cは36.5%であったのに対して.

試験 2ではそれぞれ 2.9%，4.2%. 11.1%，試験 3では

7.4%， 18.7%， 14.8%となり，試験 2と試験 3における

マミーの存在比率が，試験 lに比べて総じて低い傾向が

認められた.試験 2はモモアカアブラムシの初期待度が

高かっ ため (6iiJi/株).試験開始時からギフアブラパ

チの寄生数がモモアカアブラムシの個体数増加に追い付

けず，その結果，アブラムシの増加を抑制できなかった

可能性が考えられる. 一方の試験 3は，

ムシの初期宿度が最も低かったにもかかわらずCluJi/

羽化までは雌で

ガラス

5/18 

匡1-8 ギフアブラパチb文ff，lJによるモモアカアブラムシ

の地嫡抑制|効果(ビニールハウス)

グラフ L:の矢印 Ht.ギフアプラパチの紋飼日を示す
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アブラパチ放飼ハウス

図-9 ギフアブラパチの肱飼とチンゲンサイのモモア

カアブラムシ被害株数の関係

グラフ上に付したパーは隙準誤差をぷす.

* 2つのハウス附]で有志iもあり (マン ・ホイ ットニーの U検

定，pく0.005)

アブラパチ無放飼ハウス
o 

モモアカアブラ

図-8に示した.ギフアプラパチ1!!刊文飼ハウスではモモ

アカアブラムシの例体数が急増した(調貨は 5月8日で

打ち切り ). 一方のギフアブラパチ政飼ハウスでは，

モアカアブラムシ数は大きく増加することなくまぼ横

モ
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株)， 2 つのガラス ~l~'t ~でアブラムシのIW加を抑制でき

なかった.本試験では，試験開始後 17日目までマミー

数が平均 10他l未満と非常に少ない状態が続いた点や，

ガラス杭室 Bでのみモモアカアブラムシの.!'ii!JJ日が抑制

されたこと，ガラス治安 Cでは 28日目にマミー数が急

明したことなど， 試験1， 2では観察されなかった結果

が得られており，その原 I~Iを合めて今後の再検討が必要

と考えられる.

矢野 (988)は， il~1体îil動態モデルをJI']l、てオンシツ

コナジラミ Triαleurodesuαporαriorum (Westwood) 

に対するオンシツツヤコパチの政削条件を検討 し， 同じ

欣ftiiJIU'i数で、あれば多くの回数に分けて寄生パチを放倒す

ることによって， 害虫の抑制効果をより 高めることがで

きるとf(f'iJliJした.試!淡 1では，ギフアブラパチを 41立|に

分けて』文制したガラス lJfi't ~トrA と B が， 1 1旦|にまとめて

アブラパチを放制したガラス泊室 Cよりもモモアカア

ブラムシの.!';iiJJIIをより低く抑えており(図一7b)，矢野

(1988)の推論と一致した.

木試験の結果を総合すると， HXftliJしたギフアブラパチ

が次世代を~Lp-'í~し，かつアブラパチによって明地抑制が

IlJ古巨なモモアカアブラムシの街皮レベルが1-f在すること

が明らかになった.また，ギフアブラパチは復数回に分

けて版制する方が， 1181にまとめて放倒するよりもモモ

アカアブラムシの抑制効果がより高くなることも示され

た.なお，放制間隔については明瞭な追いが認められず，

今後より 詳細な検討が必聖:と忠われた. 今l!llはポット納

えのチンゲンサイをJlJl、て放制試験を行ったが， 同じ天

敵と害虫の組み合わせでも，純物の租7まJiによって天敵の

効果に走が止 じた事例も報告されている (矢野， 2003). 

したがって，チンゲンサイ以外の作物に寄生 しているモ

モアカアブラムシに対してギフアブラパチを放飼する際

には，植物の有l~mがアブラムシのNIJlrf ::容やアブラパチの

う令:二I::探索行動などにとj・える影響!について予め制をしてお

く必要もある.

一方， ビニールハウスにおけるギフアブラパチの放飼

試験では， 1!!~処理のハウスでチンゲンサイ上のモモアカ

アブラムシ数が急地1したのに対して，ギフアブラパチを

放飼したハウスでは，モモアカアブラムシの.!';iIiJIIや被害

の発主1:が抑制された CI:;?I-8，9). 前述のガラスim¥.室の

試験で示 したように，本試験でモモアカアブラムシの|坊

除に成功した要凶として，モモアカアブラムシの倒体数

が大きく地JJIIしていない条件でギフアブラパチを放制し

たこと，アブラパチを複数回に分けて放飼したことなど

が考えられる. しかし，本試験におけるギフアブラパチ

の放飼密度 018.1 当 たりが~ 4 N}!/ m')が，チンゲンサイ

におけるモモアカアブラムシの防除に最もAQした値であ

るかは不明である.天敵の最適放かl街!立を害虫天敵両極

の他!体J洋動態シミュレーションによって明らかにする研

究も進められているが(矢野， 2003)，作物の禄知や栽

培段式，岡場の広さ， 気候条件などの様々な要凶に大き

く影響されるため， 未だ実)IJ化までに主っていない.そ

のため 支|療にモモアカアブラムシが発生 している作物

栽権問坊でギフアブラパチを利JIJする場合には，いくつ

かの異なる常度でアブラパチを放飼してアブラムシの抑

制効果を検討し，最適な政飼常度を経験的に明らかにし

ていく 手法が現実的と考えられる.

VI マミーの状態でのギフアブラバチの低

温保存性

目 的

天敵の低討111保存は， 天敵を商業的に止産販売する際に

必要とされる技術であり， 天敵の輸送や士(刊[U'i，:の制整な

どを可能にする (Abdel-Wali and TVIusiafa， 2006). 

アブラムシマミーのr!-，にいるアブラノ〈チは，マミーのliJl.i

い外皮によって保護されているため，アブラパチの発育

全期間を通して最も扱いやすい形態をしている また，

アブラムシマミーは，アブラパチの低温保有:に最も適し

たステージとされており (Singhand Srivastava， 

1988)ョいくつかのアブラパチでは，マミーを保存した

温度やそのH引I)Jとマミーからの成虫の羽化率との関係が

iリJらかにされている (Abclel-Waliand TVIustafa， 2006; 

Archerら， 1973; Hofsvang and H五gvar¥1977;Levi巴

ら， 2005; Scopesら， 1973; Shalaby ancl Rabass巴，

1979; Singh ancl Srivastava， 1988). そこで，本liJI究

では，マミーの状態でのギフアブラパチの侭地保存七1:を

明らかにするため，本磁のう{f~I". によって得られたモモア

カアブラムシマミーを 5~12 .5"C の低1，\itll青黒条件下に市:

き， 所定の 11寺間が経過した後に室ýl~\. 25
0

Cに戻 して，マ

ミーからのアブラパチ成虫の羽化率を明らかにした.

2 材料および方法

a 供試虫

モモアカアブラムシは， 2004 'rf 4月に三重県津市で

4友情されたキャベツから採集し， ビニールポット杭えの

ダイコン(，日稲‘早~U引一|宇 1:1' )の業を与えて地銀{した.

ギフアブラパチは， 2004年4月に高知県南国市のナス

からモモアカアブラムシのマミーを採集し， 室内で羽化
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させた成虫をもとに，上述のモモアカアブラムシを寄主

として与えて増殖した. 両極ともに焔度 25::t10C， 1二1:1長

14 L-10 Dに調節した恒温室内で継代飼育 した.なお，

以下の試験には，羽化後 48時間以内で， 5%ハチミツ水

溶液を与えて集団飼育 したギフアブラパチ成虫を使用し

7こ.

b 低温保存したモモアカアブラムシマミーからのギ

フアブラパチ成虫の羽化率

500~800 顕のモモアカアブラムシ 3日齢幼虫(大部

分が 3齢)が付いたビニールポット植えのダイコン (品

種‘111.比四十r:r')と約 50I11~のギフアブラパチ雌成虫

を透明11#~化ヒ、ニル製飼育容部 (11日 30 cm，奥行き25cm， 

高さ 30cm) 内に導入し， illilJ立25
0

C，明条件ドでアブ

ラパチに 自UIに等生させた. 6"手間後にアブラパチを取

り除き，アブラムシはダイコンの諜に付けたままの状態

で温度 250C， EI長 14L-10 Dの条例:Iごで保存した. ア

ブラパチの得~I:ーから 8 1:1後に，モモアカアブラムシマミー

が付ーいたダイコンの諜を切除し，そのうち 150~200 例

のマミーを楓皮 250C，全H官条件下に移した.その後，

マミーから羽化した成虫の数を雌tifi別に記録した.残り

のマミーは， iJffiJ立5
0

C，7.5
0

C， 10
0

Cもしくは 12.5
0

Cに

調捺した定泊器内(全"庁)に置き， 7， 14もしくは 21

日後に 250C(全11昔)に反して，マミーからの羽化成虫

数を調べた.なお，定?ml器内の治l交は， V誌に示 した温

程度データロガーを)lJ~、て 30 分ごとに測定 した. {.llilill 

保存:を行わずに 250Cで飼育したマミーからの羽化率を

100%として，保有γ昆!孔保存則間別に:ffliIIミ羽化三容を求

めた.なお、最後の羽化が認められてから 3日日以降も

成虫が羽化しなかったマミーは，外!立を切開して内部の

アブラパチの状態 U:J:.タι発育ステージ)を淵べた

3 結果と考察

各低温条件に所定の H数i'fi:~ 、た後に 250
Cに戻したモ

モアカアブラムシマミーからのギフアブラパチ!戎虫の羽

化rt;¥を図 10にまとめた昆j立50C，7.5
0

C， 100Cおよ

び 12SCに調整した定温部内の平均温度は， 4.6
0

C， 7.6 

。C，10.10C， 12.50Cだった. 7 EI 問低J品保存したマミー

からの羽化率は， 4.6
0

Cで 59.8%，7.6
0

Cで 76.9%，10.1 

OCで 78.7%，12.50Cでは 80.9%だった. 4.6
0

Cでの羽化

率がやや低かったが，他の 3温度では 80%前後と高かっ

た. 一方， 100C未満の低温下に 14Ellmもしくは 21日間

保存したマミーからの羽化率は， 4.60Cで 7.6%と0%，

7.60Cでは 7.0%と0.5%となり，いずれも 7日間保存 し

マミーの冷蔵期間 口7日ロ 14日 圃21日

100 

成 80I………… ω …一下二 日弓一…叩…「ーいい……~

虫

の 60ト「一「一一一一一一… ω ……… w

補
正
羽
化 40H I …………I f…………… 

率

呼も

20 

。 巳 円
4.6'C 7.6'C 10.1'C 

マミーの保存温度

12.5'C 

同ー 10 イ氏混f呆行:したモモアカアブラムシマミーから

のギフアブラパチ成虫の羽化率

ilñU立 10 .1 .C と 12.5 'Cでは，冷!故 IJ fJ ~tから 7 1:11ヨ以降にアブ

ラパチj成虫の羽化が認められたため，冷蔵jgJlW14 U及び

21 1:1の調査は行わなかった.

た湯合と比較して羽化率が大111日に減少した アブラパチ

成虫が羽化しなかったマミーの内部には，死亡したアブ

ラパチの踊や成;:gのみが認められ，休眠している生存幼

虫はなかった.なお， 10.lO

Cと12SCでは，保存:開始か

ら7r:1目以降にアブラパチ成虫が羽化するマミーが現れ

たため，マミーを 14日間以上保存する試験は行わなかっ

た.これらの結果から，マミーの状態でのギフアブラパ

チの低組保存は，試験した 4.6~12SCのいずれの組度

でも 7トIlliJ以下が適当であった. 一方，マミーを 10.C

未満の低組下に 14日以仁f泣くと，マミーの':IJのギフア

ブラパチの生存や羽化に著 しい恕影響を 1']える可能性が

示唆された.

I出荷主した天敵昆虫を日本国内で販売する場合，現在の

宅配事業を利j目すれば，低dA保存した状態で最長でも 3

日以内に配送できる.また，上述の試験結果より，マミー

の状態でのギフアブラパチの低損保伴期間を最大 7日と

すれば，生産者がマミーを受け取った後に 41:1聞のほ杭

f米存が可能になる. したがって， 7 1':1問というマミーの

低温保存期間は，将来，ギフアブラバチを止物農薬とし

て利用する上で笑m的な他と考えられる

アブラパチの一種 A.mαtricariα巴(省t主 ・モモアカ

アブラムシ)では， 70Cに20日間保存 したマミーからの

成虫羽化本が 98%と非?tf;に高く， 4
0

Cに30日間保存し

た場合でも 80%の羽化率だった CScopes ら， 1973). 

また，コレマンアブラパチ (寄主 .モモアカアブラムシ)

も， 70Cに2週間保存したマミーからの羽化率が 82%，

40Cに 2週間保 存 でも 50%だったとしている

(I-Iofsvang ancl Hagvar， 1977) .本研究では， 4.6"C 



大111 脳設野菜'市山モモアカアブラムンに対するギ77 プラパチの ~I 物的l切除資材としてのイI効利，ì干 fdli と平rj川技術の IJflft に Illlする研究 21 

および 7.60Cに 14円以上保存したモモアカアブラムシ

マミーからのギフアブラパチの羽化率が 10%未満とき

わめて低く，上述の他のアブラパチの結巣と大きく災なっ

ている.マミーを低温保存する1lifと後の飼育訓度は A

mαtricαnα巴で 220C (Scopes ら， 1973)， コレマ ンア

ブラパチでは 200Cであり CHofsvangand Hagvar， 

1977)，本研究の飼育侃度 250Cよりも低く，飼育H寺と低

iJ'，~t保存時の温度差がより小さくなっている.また，アブ

ラムシマミーを飼育i!i，¥!度から目的の保存温度に直接移す

のではなく，保存瓶度よりも少し高L、出j立に短H寺間i互い

てから低杭ド.にl甘く rWi化 Cacclimation)J処聞を行う

ことにより，マミーからの成虫の羽化率を高い状態に維

持できることがまnられている CLevieら， 2005; Singh 

anc¥ Srivastava， 1988). そのため，本問先で取り扱っ

たギフアブラパチも，千年と1".から低y，1fil保存を行う liifまでと

低tlhi保存後の飼育を 250C よりも{氏い ?liU~で行い，かつ，

マミーの低焔保存II~J には上記の I1由化処理を行うことによ

り， 100C未満の低iIW，-I:に 14[J 以仁保存しでも 0~:j t リ真正l

羽化不が何られる可能性がある.よって，ギフアブラパ

チが都生したモモアカアフラムシマミーを 7EJ以上{氏出

保存する手法の開発は，今後に残された諜題である

四 ギフアブラバチのバン力一法のための

代替寄主アブラムシの選定

目 自ワ

一般にアブラムシ j)Jiは，害虫の 1 '1.1でもよ(付i~(*\が~::j ~、昆

!.uである.そのため， 1'r:物上でアブラムシを発見した後

に天l放を導入しても，天|散のlili食守主1:効率がアブラムシ

の I由形[~f~ に追いつかず， 1山|徐に失敗することが少な くな

い また v詣でも述べたように，天敵は筈.!:kの発生初j

j切に政制する必要がある(矢型f. 2003). しかし，剛場

での特514?制度の正1確なモニタリングには多くの労力を必

裂とし(長坂・大矢， 2003)，農作業上，現実的に行え

る作業ではない.

「パンカ一法」とは，天敵とそのtnrC寄主)昆土U，お

よびそれを維持するための植物を陥場内に置き，常に十

分量の天敵を|凶場|付に維持して対象存虫を制御する技術

である (vanLenteren and Woets， 1988). 害虫の侵

入発生前から天敵を予防的に悶場内に導入することがで

き，天|放の放飼時期]を決めるための符LJil?何度のモニタリ

ングを必要としない. また，天敵の放飼は，経験的に 1

週間間附で 3lill:fillJ立放fi!;Jする方法が打1奨されているが

(日本船物|坊疫協会， 2006)，パンカー訟では，天i散の導

入は 1ITIIで済む. パンカ一法で使川する代潜tnrC得主)

1~.i:U には，対象作物を IJn ~g.ー しないこと，天敵が iI'ij\'に発

育l((191!(すること，成長した天敵が害虫に対して高いfili食

寄生能力を示すことが求められる.本17Lでは，ギフアブ

ラパチ川のパンカ一法を開発する目的で，代桜子守一L依ネili

として取り上げたアブラムシ 6栴に対するギフアブラノく

チのどf生効率や発育，各種アブラムシから羽化したギフ

アブラパチのモモアカアブラムシに対する待北能力を切

らかにし，ギフアブラパチの代様子年:i:アブラムシの選定

を行った

2 材料および方法

a 供試虫

試験に使用したギフアブラパチとモモアカアブラムシ

の採集データ， fi~rn条 1' 1二 は， vu主と!日jじである.

本試験では，ギフアブラパチの代幣待二七候補として，

エンドウヒゲナガアブラムシ Ac.yrthosiphonjJisμm 

CHarris)，マメアブラムシ Aphiscrαccworα1(och ， 

ソラマメヒゲナガアブラムシ iVlegourα crαSS~Cαuc!α

Morc¥vill王0， トウモロコシアブラム シRhojJαlosiphum

mαidis CFitch)， ムギクビレアブラムシ

RhojJαlosiphum jJαdi (L.)，ムギヒゲナガアブラムシ

Sitobionαhebiαe CSbinji)の6種を供試した(区I-ll).

6種はいずれもマメ利もしくはイネ利純物を寄主とする

表-ll 試験にJ+Jし、た代終寄主11主:filiアブラムシ 6磁

アブラムシ 採集地 採集年月
採集日寺の 継代飼育aと試験に {共試H寺の
寄主植物 使用した寄主植物 17' ')ムシ日 齢c

エンドウヒゲナガアブラムシ岩手県感岡市 1998年8月 エンドウ ソフマメ 1~2 

マメアブラムシ 三重県津市 2004年4月 カラ スノ エンドウ ソラマメ 3~4 

ソラマメヒゲナガアブラムシ 三重県津市 2004年'1月 カラスノエンドウ ソラマメ 1~2 

トウモロコシアブラムシ 京都府美山町l 不明 不明 オオムギb 1~2 

ムギクピレアブラムシ 呑川県普通寺市不明 不明 オオムギb 3~4 

ムギ ヒゲナガ アブラムシ 岡山県倉敷市 2005年5月 3オオムギ 対オムギb 2~3 

区'20'C，¥4L-¥OIlで飼育
b品 flf[:jJシマムギ

c 7 7 ラムシ 6 1i[[の t~; -l)- イス'がなるべく |古l じになるように，標記の日怖の幼虫を i吏!H L た{詳細はOhta (jlld UOlld<1(2010)を参!'?l
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マメアブラムシ Aphiscrαcciuora Koch ソラマメヒゲナガアブラムシ lv1egourαcrassicaudαMordvilko

エンドウヒゲナガアブラムシAcyrthosiphonpisum (Harris) トウモロコシアブラムシRhopαlosiphummαidis (Fi tch) 

ムギクビレアブラムシ Rhopαlosiphumpαdi(L.) ムギヒゲナガアブラムシ Sitobionαhebiae (Shinji) 

図 11 ギフアブラパチの代替寄:i'.候補アブラムシ 6種
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アブラムシで，ギフアブラパチの利川が恕定されるアブ 1:.経過しでも成虫が羽化しなかったマミーは死亡と判断

ラナ不|やナス科野菜類は加害しない (日本応m動物昆Jえ した.

~;:会， 2006). 代替寄主候補アブラムシ 6種の採集デー

タや紙代飼育， 供試条件は表 ー11に示 した.

b 代替寄主候補アブラムシ 6種に対するギフアフラ

パチの寄生効率

内寸がIIIIii15 cm，奥行き 25cm， 白さ 30cmの透明出

化ビニル製の飼育谷保内に，下め約 100iU'iのアブラム シ

を付けておいた各千年ゴ汁I[i物(直径 7.5C111， 尚さ 6.5C111 

のビニールポット杭え)と羽化後 21::1以内で産卵未経験

のギフアブラパチ雌成虫 5i1Jiを議人し， 25土I
O

C・りj条

fi:に;淵推した定 i:I~~以内に i泣いた. 611:J'/lI]1愛にアブラパチ

を取り II~~ き，アブラムシは千年二ì::M物に付いたままの状態

で侃度 25土l
O
C・1'1長 14L-10 Dに調持した定i，TI，保内に

{栄作した. 8円後にマミー化したアブラムシの数(マミー

数) とマミー化しなかったアフラムシの数(生存虫数)，

さらに 13H後にマミーから羽化したアブラパチ成虫の

数を記録し，アブラムシ積別にギフアブラパチによるマ

ミーイヒネ(マミー数/ (マミ 一数十生存虫数))と羽化

本(やl化数/マミー数)を求めた また，比較として，

モモアカアブラムシについても同条件で試験を行い，マ

ミー化本と羽化不を求めた.試験は各アブラムシ取で

5-8l又復行った.

C ギフアブラバチの発育期間と体サイズ

Ijijjzsの試験でギフアブラパチによる荷主1:.が認められた

エンドウヒゲナガアブラムシとムギヒゲナガアブラムシ

の 2 将について，各アブラムシにザf~I:. したギフアブラハ

チの発育!lJJ111Jと羽化した成土uの体サイズを制べた. 比l肢

としてモモアカアブラムシも試験した.なお， トウモロ

コシアブラムシはごく少ない数のマミーしか佑iられない

ため， Zj試験から除外した.

bと同じ方法で，ギフアフラノtチの寄斗会を受けたアブ

ラムシをiJi.U主25:tlOC， 1::11五:14 L-10 D の条例:下で飼育

し，アブラムシの状態を旬!~ 1::1縦察した.マミー化したア

ブラムシはK(径 2.1cm，日告さ 4.5cmのガラス官 j低に11占l

別に移動し，ふたをした後に上記と同じ条件で保存した.

マミーから新成虫が羽化するまでに袋した!日l間と羽化し

た等性蜂のJlt:ffh:jfを記録した.羽化した雌成虫は向上のガ

ラス管)阪の"1-'で放置し，死亡後に実体顕微鏡を川いて前

迎の長さと後脚の 1J<í~節長を iJ!iJ定した.長後のマミー化が

観裂きされてから 3日以上経過してもマミー化しなかった

アブラムシム以後の成虫羽化が観察されてから 31:1以

d ムギヒゲナガアブラムシで継代飼育したギフアブ

ラパチのモモアカアブラムシに対する寄生効率

a で記した継代飼育'.1' のギフア ブラハチ11~1休併(得主:

モモアカアフラムシ)の-NIにムギヒゲナガアブラムシ

を lゴえて寄付会させた.ムギヒゲナガアブラムシマミーか

ら羽化したギフアブラバチ成以にさらに|口lアブラム シを

与えて 3.，立代以上飼育し，得られたアブ ラパチ似体制

(寄ーi::ムギヒゲナガアブラムシ)を本試験にJlH、た. b 

に示 した同じ方法でギフアブラパチ附fJぷょuにモモアカア

ブラムンを与えてマミーイヒLやと羽イヒL十三を求めて， )Lのギ

フアブラパチ例体irfo(寄二i.::モモアカアブラムシ)によ

るモモアカアブラムシのマミーイヒネ，羽化半と比絞した.

e 統計解析

代潜千~:τì.:候補アブラムシ 6 積の間でのマミー化不i と ~J~J

イヒヰiの比絞には Tukey-typemultiple comparison test， 

34 なるアブラムシに千~EI:. したギフアブラパチの発育!日j聞

と羽化成虫の体サイズの比較は Tuk巴y-lくra111巴]'test， 

また，ムギヒゲナガアブラムシとモモアカアブラムシで

緋.代飼育したギフアブラパチ11占11本併によるモモアカアブ

ラムシのマミー化率と羽化率は x2検:ζてー比較した.

3 結 果

a 代替寄主アブラムシ候補 6種に対するギフアブラ

パチの寄生効率

{H:試した代替寄i::候補のアブラムシ 6種のうち，ギフ

アブラパチの均~I:.を受けてマミーの形成が認められたの

は，エンドウヒゲナガアブラムシ， トウモロコシアブラ

ムシおよびムギヒゲナアブラムシの 3積だった(表一12).

マメアブラムシ， ソラマメヒゲナガアブラムシおよびム

ギクビレアブラムシではマミーが観察されなかった.マ

ミー化率はムギヒゲナガア ブラムシが71.7%と最も 日

く，モモアカ アブラムシの 78.0%と有立な廷がなかっ

た (Tuk巴y-typemultiple comparison test， p>O.05). 

ー・プ'i，エンドウヒゲナガアブラムシ， トウモロコシアブ

ラムシのマミー化率はそれぞれ 34.7%と 1.8%であり，

ムギヒゲナガアブラムシやモモアカアブラムシよりも有

志に低かった (p<0.05).マ ミーからのアブラパチ成虫

の羽化率は，ムギヒゲナガアブラムシの 96.7%が最も

高かった.エンドウヒゲナガアブラムシとモモアカアブ

ラムンの羽化率は，ムギヒゲナガアブラムシと比べて有
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表- 12 代替寄主候補アブラムシ 6fmに対するギフアブラパチの寄生効率

各アブラムシに対する寄生効率

アブラムシ
試験

反復数マミー数+マミー化率 羽化率

生存虫数(%)0 (%) C 

代替苓主候補

エンドウヒゲナガアブラムシ

ソラマメヒゲナガアブラムシ

トウモロコシアブラムシ

マメアブラムシ

ムギクビレアブラムシ

ムギヒゲナカ、アブラムシ

シム一フブアカアモ

虫

モ

生門

nb
巨
U

Q

U

ζ

υ

ρ

む

ハ

b

-E4

円

ノ

ム

】
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〈

U
1
1
4

円
〈

u

n
司

υ

q
u
q
u

ワ
i

「
O

ワ
ム

7
a

q

U

4

4

日

u

n

J

4
ム

ウ

i

34.7 b 84.3 b 

o d 

l.8 c 77.8 

o cd 
o d 

71.7 a 96.7 a 

5 78. 0 a 90. 1 b 441 

白金反復の合計値 アブラハチの寄生から8日後に青11&した

bマミー数/(マミー数十生存虫数) X 100 

C 羽化数/マミー数 X100 

b， c同じアノレファベット文字のi-Jし、た値の1M}では*T.&差なし (Tukey-typemultiple 

comparison test. p)0.05) 但し， トウモロコシアブラムシのマミー数はごく少なかったた
め， 当アブラムシの羽化石ては比較から1徐外した

志;に低かったが (Tukey-typemultiple comparison 

test， pく0.05)，どちらも 80%以上あった

b ギフアブラバチの発育期間と体サイズ

エンドウヒゲナガアブラムン，ムギヒゲナガアブラム

シ，モモアカアブラムシに等生したギフアブラパチの発

育朋/1.¥Jと羽化成工uのf本サイズを表 -13に示 した エン

ドウヒゲナガアブラムシに寄生したギフアブラパチはち

発育期間がムギヒゲナガアブラムシやモモアカアブラム

シに寄生した場合よりも有立に長 く，羽化成虫の休サイ

ズも有意に大きかった (Tukey-Kramertest， pく0.05).

ーヴrJ，ムギヒゲナガアブラムシとモモアカアブラムシに

寄止したギフアブラパチは，発育JUJ間や羽化成虫の体サ

イズに有意な差は認められなかった (p>0.05) 

ムギヒゲナガアブラムシをJ!Jいて 3'iJ:I:代以上継代飼育

して得られたギフアブラパチのモモアカアブラムシに対

する寄生効率は，マミー化率が 85.5%，マミーからの

羽イヒ*は 93.2%となり， モモアカアブラムシをmいて

継代飼育したギフアブラパチとの聞に有意な差は認めら

れなかった(x"検定，p>0.05) (表-14).

4 考 察

供試した代経得主依1mアブラムシ 6種のうち，ギフア

ブラパチが最もよく省』ミしたのはムギヒゲナガアブラム

シだった.本アブラムシのマミー化率は 71.7%，マミー

からのアブラパチ新成虫の羽化涼は 96.7%であり， こ

れらはモモアカアブラムシを与えた場合と間程度に高かっ

た (表一12) また，ムギヒゲナガアブラムシに干~: ~I三し

たギフアブラパチが卵から成虫まで発育するのに妥した

c ムギヒゲナガアブラムシで継代飼育したギフアブ 則的!とムギヒゲナガアブラムシのマミーから羽化したア

ラパチのモモアカアブラムシに対する寄生効率 ブラパチ成虫の休サイズも，モモアカアブラムシに寄生

表 - 13 呉なるアブラムシに寄生 したギフアブラパチ(雌).の発育期間と羽化成虫の体サイズ

{共試 発育期間 体サイズ
アブラムシ

個体数 (日) b 
青Ii麹長 (mm) b 後脚腔節長 (mm) b 

エンドウヒゲナガアブラムシ 136 l1.6:t0.06 a 1. 95:t O. 007 a 0.79:t 0.004 呂

ムギヒゲナガアブラムシ 196 11. 3土 0.06b 1. 79:t0. 008 b O. 71土 O.004 b 

モモアカアブラムシ 148 11. 2:t O. 04 b 1. 79士O.007 b O. 69:t O. 003 b 

a 25
c
C， 14L-IODで飼育

l】平均値±標準誤差，同じアノレブア八ツト文字の付いた値の問では有志、差なし (Tukey-Kramertest， p)0.05) 
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去 14 ~'~なるアブラムシで刑制に飼育ーしたギフアブラパチのモモアカアブラムシに対する寄生効本

モモアカアブラムシに虫、jする

試験 寄:止t.5<JJ都
{JJ<試したギフアブラハチ

反復数
マミー数+ マミー化率 羽化率

生存虫数“ (%) b (%) 

ムギヒゲナガアブラムシで
f 744 85， 5 ns 93. 2 ns 

継代飼育した個体群

モモアカアブラムシで
5 *~;代飼育した個体制，. d 441 78. 0 90. 1 

a全j支復の介計 i町 アアラパチの宿生から8円f去に:iH放した

b -:;;"ミー数/ (マ ミー数+:Ui・!.U数) X 100 

c jJ~ fヒ数/マミー数x100 

h， C n，f.，'アプラパチ例(4-IiY' JIijで白 @":1tなし (xJ般定 p>O，0.';) 

d是正1'1のデ タを f'1!ff1

した場合と比べて有志:先がなかった(表-13). これら

のおli巣は，ギフアブラパチがムギヒゲナガアブラムシを

待主として容認し，ば:J:'l.したムギヒゲナガアブラムシの

休内で正常に発TTできることを示唆している.

アフラパチの雌成.1uこ ~I~なる積Hiのアブラムシを 与 え

ると， I ~ I 分が発育した同磁のアブラムシに好んで記ド1 :.す

る場合がある (Storeck ら， 2000). イギリスでは，エ

ルビアブラハチはアルフアルファ Lのエンドウヒゲナガ

アブラムシやイラクサ!このアブラムシの ー 稲

Metopolophillm dirhodllm (Walker) に寄生している

が，本内でエンドウヒゲナガアプラムシを仇:五ミとして純

代fifiJj写したエルビアブラパチは， λ;[di，.hodtlmにほと

んと効性しない (Cameron ら， 1984). これは，パン

カ-r:tにJlH、る代併千百三i:.アブラムシの1illi怖が，害虫アブ

ラムシと代持寄主アブラムシにおIするアブラパチのどにt

選好tlに影響されることを.意味している (Powellancl 

Vhight， 1988).木試験では，者}-j:としてムギヒゲナガ

アブラムシを与えて批判t飼育したギフアブラパチ伽l体制

が書.!Rのモモアカアブラムシに高率で干lFI'.し.モモア

カアブラムシを与えて継代飼育したアブラパチ個体m:と
比べて，その寄生効率が低 Fーすることはなかった(表-

14). このことは，ムギヒゲナガアブラムシを代後守主

としてよ'ii'YI直したギフアブラパチが，作物上で先生した害

虫のモモアカアブラムシにもイー分に谷生できることを示

している.以J:，本市で示した三つの試験結巣から，ギ

フアブラパチのパンカー法にml、る代瞥寄主としてムギ

ヒゲナガアブラムシが最も適していると結論した.

導入米i敬のコレマンアブラパチはムギクピレアブラム

シに待此するが，ムギヒゲナガアブラムシには寄生しな

い (太rJ:l，未発表).そのため，ムギヒゲナガアブラム

シをnJl、たギフアフラパチmのパンカーは，コレマンア

ブラバチに利mできない.また，ギフアブラパチはムギ

クビレアブラムシに寄'-1'.しないため (表 -12)， コレマ

ンアブラパチ川のパンカーをギフアブラノtチに利JlJする

こともできない. したがって，ギフアブラハチとコレマ

ンアアラパチの 2積の天敵をそれぞれのパンカーと共に

出|場内に設置すれば， [百lじアブラムシを巡って谷正1'.)1ドft

が売っ二する可能'I~Iーは{氏く， アブラノ〈チ 2科は共イY可能と

m~察される. 一方で， j-.i主のムギヒゲナガアブラムシと

ムギクビレアブラムシはとちらもムギ恕iに十lくアブラム

シであり， 同じ干守哨~:-ì主J相将柿il前C自:物上で積 [1問i日問iりH完競立炉毛与争fρトが発/止斗~I↓卜宇二宇する可能1世1

カが主ある. そのため，ギフアブラパチとコレマンアブラノ〈

チをそれぞれのパンカーと共に導入して，復数精の野薬

害!llアブラムシを[IiJ1I:i' iこ|出除する技術の開発には，さら

に検ii:rが必裂である

四 総 合 考 察

本研究では，アブラナ科およびナス利野菜知を加害す

るモモアカアブラムシとその天敵寄生虫年ギフアプラパチ

に|均して，モモアカアブラムシを寄主 として fJえた場合

の寄生蜂の様々な生態的特性を明らかにすることにより，

モモアカアブラムシの:'.1.:物的防除資材としてのギフアブ

ラハチの有効性を検討 した.また，ガラスiM't主やビニー

ルハウスを利m して，モモアカアブラムシを発生J:~19fl( さ

せた作物 l二lこギフアブラパチを放飼する試験を行い，;;ji:

積によるモモアカアブラムシのが[J制効以を検証した. さ

らに，ギフアブラパチをとL物農薬としてと|二道円以売する|療

に必要となる低担保存技術や， 1盈l:tbiでより安定的な防除

効果をfLjるために有効なパンカ一法の開発も行った.

H主主では，対象害虫であるモモアカアブラムシについ

て，発育WJ問や生存率，佐 子数などの~I:.術史バラメータ
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から増タ11[ネを明らかにした. m玲:では，ギフアブラパチ

がモモアカアブラムシに高水で産卵(等FUし，アフラ

ムシ体内に待'-1:.したギフアブラパチ幼虫も lf 'li~' に発育で

きることを示した.また，ギフアブラパチの雌成虫はλi'.

iJJに 500IiJ4以上のモモアカアブラムシに街:止する能力を

持ち，本積11占|体1刊の内的自然物加半もこ;守二I~.のモモアカア

ブラムシよりも高くなることを示した.このことから，

ギフアブラパチはモモアカアブラムシの生物的|山徐にm
いる天敵として有望であることを作認した W輩では，

ギフアブラパチは低治短1:1の環境ドでも休日民が誘導され

ずに正'市に発育し，秋から先枠まで行われる野菜の施設

1実情でもモモアカアブラム シの天敵として活動可能と判

断した V )事ーでは，ガラス ~llllt:f;:やビニールハウス内に放

倒したギフアブラパチが作物上のモモアカアブラムシの

地加を抑制することを実~LI し，ギフアブラバチの放削!日|

数や政fiiiJIljJ1術，Ji!i.飼1Jf.JY台11.)のアブラムシの街j立が，アブ

ラムシ防除の成否に大きく路轄することを示した VF台

では，ギフアブラパチはアブラムシマミーの状態で低il[-li

保存できることを示し， 1米存する il，;U~ゃ JUJIH] とアブラ パ

チの ~I:.存ょ十三の関係を明らかにした. VII i~lで は， ギフアブ

ラパチのl，;f，'911![tこ過した代後千年-t:としてムギヒゲナガアブ

ラムシを見LUし，脊主純物のコムギやオオムギ仁で本ア

ブラムシをWI9i!(させたものをギフアブラパチnJのパンカー

として利!日できることを示した.以上のー辿の結果から，

本研究は， 二|二着のアブラムシ得~I:.蜂であるギフアブラパ

チが，野菜の施設栽IJfで売λトーする害虫モモアカアブラム

シの'-1:.物的防|徐資材として利川できることを初めて明ら

かにし，ギフ アブラ パチを生物j良薬としてTlil仮する場合

に必要となる飼育，士仲航，保-?7-技術や，野菜栽椛lilll坊に

おける本経の政fijjJ方法を拠不する成果がfぜられた.本。|

究は，過去の論文，知l見などから有望とされた天敵昆虫

ー椛に着目し，基礎的な ~I:.態的特性の解明から応m的な

利川方法の開発まで行ったものであり，今後の我が国に

おいて， ゴ二着天敵毘!ll利mの促進にも大きく貢献する成

41:と考えられる

ギフアブラパチはジャガイモヒゲナガアブラムシ

Aulacorthum solαni (Kaltenbach) にも寄生すること

が匁lられている CTakada，2002; Ohta and Honda， 

2010) .小野ら (2004) は，ダイズ lim場で発生したジャ

ガイモヒゲナガアブラムシの主要な天敵としてギフアブ

ラノくチを主i主げている. ジャガイモヒゲナガ アブラム シは，

モモアカアブラムシと同級に多くの野菜類を加害するが

(日本応川動物見虫学会， 2006)，近年は，天敵利)IJを1.1"

心とした害虫管lrrrを行っている施設栽:J:tfのピーマンで多

く先生している ピーマンを加害するアザミウマやハダ

ニの|切除のために肢かlした天敵への影響を避けるため，

アブラムシ|山|徐に効果のある殺虫剤や他の農薬の散布を

設小限に抑えたことがJJ;il本|のーっと与えられている(柿

元，私信).また， '-i'.物農業としてTli1仮されているコレ

マンアブラノ〈チは， ジャガイ モヒ ゲナガアブラムシに布

~t:.しない(太 H]， 未発表).そのため， ジャガイモヒゲ

ナガアブラムシによる被害が附加している施設栽精ピー

マンの産地においても，ギフアブラパチの導入が期待さ

れている.

孜が同では，天敵昆土L~や天敵微生物を農作物の病干~}!ll 

|山|徐に使JlJする目的で dil仮する場合，農薬取締法 L 一
般的な化学合成殺虫剤や殺i記l斉IJと同伎に農薬として登録

する必去がある. 2010 "1: 5 J;J ~.lHI: ， 18種の天敵毘虫・

タ
p

ニ士:Jiが生物農薬として登録されている.当初jは海外か

ら愉入された外米騒が多かったが， 1車|場内に放した11古|休

が野外に逃亡した場合， '-1:.態系に与える影響が不明であ

る.このため， Ueiの天敵から有明な種を探索して1m発

試験を行 い，農薬詮録に3iる事例がI(刊11している.現在

では詮録天敵 18経'1，11約が卜I本在来の土着磁になって

いる.ギフアブラパチも日本|主|内に)1く分有Iする名γ1:.虫革

であるため，採集がえ年易であり，流通に関わるコストも

海外旅の導入天敵を輸入する場合に比べて低く抑えるこ

とがuJ能と考えられる.また，アブラムシ防|徐のために

肱fiiiJした本積イ|古川本併が， líllI場胤辺の ~I:.態系を撹乱する可

能性l:も外米椅に比べてきわめて低いと打fjJ!IJされる.大!;[{jt

民国では，既にギフアブラパチが天敵と してJU.sU己されて

おり，野菜害虫アブラムシ矧の防|徐資材として背反し始

めている.そのため，我が国においても，ギフアブラパ

チがモモアカアブラムシやジャガイモヒゲナガアブラム

シの生物農薬として早期jにどを録，販売されることが望ま

れる.また，土清の天敵は， t*集地と同じ都道府県内で

NIYI弘放fiiiJ(使JH)する場合に|浪って“特定|坊除資材"

の指定を受けることができ，農薬主託銀の義務がない(農

薬取締法第 2条第 l項)• したがって，生産者やそのク

ループ，農業法人なとがl主!らギフアブラパチを採集して

IW摘し，同じ都道府県内の野菜栽地lilTI場で“特ー定防|徐資

材" として使川する方法も考えられる.

ギフアブラパチをモモアカアブラムシやジャガイモヒ

ゲナガアブラムシの生物的防|徐資材として実JH化するた

めには，し、く つかの解決すべき問題点が残されている

lつめの問題点は，ギフアブラパチの天敵である二次

寄生蜂の存在である.

ギフアブラパチは，等生したアブラムシから栄養械を
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搾取し，最終的に名}-ieを死亡させる毘.'1lであるため (1支l

4)，食物迎鎖のJ'.では，本;磁はアブラムシの天敵と1li:i宣

付けられる. しかし，ギフアブラパチにもいくつかの天

敵小物が存在する.特に，アブラバチをmいてアブラム

シの ~[:.t知的防|むとを行う|既得生怖の i切除効梨を著しく低

卜させるイヲ警な天敵は二次寄生虫干である(Il:.:jFFI・巽，

2002) . 二次寄λ|二蜂とは，アブラムシ体内に号~A=.中の一

次格化蜂(ギフアフラバチなど)幼虫の休内や， 一次干~

λ[=.蜂が千好生 しているアブラム シの体内に特典的に産卵し，

m化した幼虫が一次f，j=t[=.的幼.!llから栄益械を挺取して兇

じさせる昆EUである ギフアブラパチには， ヒメタマパ

チ平[.A lloxystα属， コガネコバチ不1Asαphes属，

pαchyημeron }m， トピコパチ不I$yrp九ophαgus}，高，オ

オクロモンコバチ手1.Dendroserus )認なとの一次効性蜂

が各jl[=.する(太田，未発表).長坂 (2005)は，導入天

敵のコレマンアブラバチをmし、た施設栽椛ナスでのアブ

ラムシ防除において，外気rfdlが上昇する春以降に|坊除去UJ

よr~が低下する事例を報告しており，その)刷出のーっとし

て，野外から施設 liU!場内に侵入した:次ザf~U条によるア

ブラパチ i密度の低卜を挙げている. 二次寄~t蜂の寄λ[=.か

ら一次~~[=.虫干を保護する手 r.tは*だ l能力: されておらず，

ギフアブラパチをJTJl 、た野菜書.!llアブラムシの~[ー物的|山

除技術の ì~(. l;えにおいても，今後に位された諜題である

2つめは，ギフアブラパチに対する農薬の影響である.

天敵を利JIJした害虫|山除法は，農薬を主体とした従来

の告.!lll切除法に比べて， ijiiι:L負荷の終減やiリj除作業の省

力化などのメリットがある. しかし，野菜矧で発生する

符虫は多稲多段であり， 天敵だけですべての病答虫を制

御することは|手)，jf~であるため，殺虫剤，殺菌剤とのm ハ1

が現実的である そのため，天敵を組み入れた害虫防|徐

を行う|僚には，他の:省t品古4主i

が天敵に与与-え る影格響1を予めE酒盟n角解早しておく必聖要:がある. ギ

フアブラパチに対する農薬の影響は Kobori and 

Amano (2004) がりjらかにしているが，供試薬剤が 8

都知と少なく，最近 10年ほとの間に登録された新規の

殺虫剤，殺ダニ斉1]，殺隣斉IJは合まれていない.また， 卜l

木バイオロジカルコントロール協議会は， コレマンアブ

ラハチに対する各都農薬の影響評価を公表しているが

(http://www.biocontroLjp/index.html)，ギフアブラ

パチの利JlJが想定されるアフラナ利，ナス科野菜知での

登鈴鹿薬がすべて網羅されてはいない.そのため，施設

栽的のアブラナ科，ナス科野菜類でよく使用される各極

薬剤についても，ギフアブラパチに対する影響を明らか

にしておく必要がある.

3 つめは，ギフアブラパチの地J或イl!il休1洋 IHJt~~I~である.

;;{>:研究で使JI:Jしたギフアブラパチは， II~VÌ革草i有主.:が j広1LJl

肝県L吋干稲日山T可市|打TでJ採弔H集Lされたf引れIIi占川|門f体本l川河九 V珂1， v刊恒2掌手宇今 は高女匁知IIU県日: ~背酔間?耳干有lト何'J国市

てで匂採集された引作例/占川;Jf休本封群lF[州['1::米j長毛のものである III章と IViぷ;=工の考

察でもj述z[主Gべたように， 1芭虫の発育JtJJ間や休|阻反応などの

λ|態的利性は，同研であっても地域伽l休併によって異な

る可能性がある.そのため，各地域に~t息するギフアブ

ラパチ11団体併を特定|坊除資材として利川する|努には， IW

)if立に利川するアブラムシも含めて，本研究で示された生

活3tノ ぞ ラメータとは;{~: r-~宅なる可能性も考慮に入れる必

要がある.特に，北日本などの尚枠j主地域で採集された

ギフアブラパチ仙|体制は，低iIH¥f.卜|下で休11民が誘導され

る可能性が両く，冬期施設内での利川には留意する必要

がある.

現在，生物l民柴として奇跡のある 18 磁の天~女児!Ü ・

タニ怒!が{士一 )IJ できる対象作物は， 一{il\ を除いて施設栽:1:ì~

の野菜類!やイとき支(iであり，露地で$)(:1:i7，ーする農作物への利

mはほとんど進んでいない.これは，館地|直|場に人為的

に天敵を政飼しでも，天候の変動や他の天敵との競イt，

lill)場外への逃亡など天敵の活動やイ|占|体fi1動態、に)(きな影

響を与える安|孟|が多く，安定した害虫IWI徐 ~~J裂を得るこ

とが出[tしいためである.小:liJ[先においても，ギフアブラ

パチの利川対象となる作物は，モモアカアブラム シが加l

~I干する施設栽よ庁のアブラナ利， ナス利野菜類を惣定して

いる. しかし，近年， 二u奇天敵昆土kのfilfや|揺れ場所とな

る純物を|虚|場の }iû 附に配 i~ì: して天敵の活動を積極的に保

護， IW強し，他の物理的化学的なド:;tjl徐手法と組み合わせ

て，露地Iml場で害土k制御を試みるの「究も行われている.

I-leimpel ancl JervIs (2005) は.館地|出場において寄

λ[=j!年の止|作，定着に有効な蜜iJ!;iNi物としてソパを挙げて

いる. したがって，岡場周辺の相L[=1;¥':(mなどを工夫する

ことにより，露地*)(J:f，:においてもモモアカアブラムシな

どの天敵として本寄生蜂を有効に活JF]できる可能性があ

り，今後の研究の進展が期ねされる.

医摘要

本研究は，アブラムシの1m食寄生性天敵であるギフア

ブラパチの生物学的特性を明らかにし，本寄生蜂を活m
した野菜害虫モモアカアブラムシの生物的防|徐技術のIi'#i

立を目的として行われた.何られた研究結果の概要は，

以下の通りである.

モモアカブラムシを 15~300C の定治条件下で 111i1休別

に飼育し，幼虫!VJの生存率 (誕生直後の幼虫で成虫まで
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に発育した111i1休の訓合)，発育則的:J(幼.':uが成虫に羽化

するまでに安ーしたJgHfjJ)，}或虫の生涯総産子数，止I-=.存JW

|伺 (成虫に羽化してから化亡するまでの則的J)および倒

休併の明刑率を明らかした.

チンゲンサイを与えて飼育したモモアカアブラムシ幼

虫の生存率は 90%以上と市く，発cn9JHjJは焔j主が首iく

なるにしたがって続くなった.有効積算杭度の法則にも

とづき，発育一零点は 5.6
0

C，手i効積算揃度は 113.1EI}え

となった.成虫1JlJ!あたりの生泌総産子数と生存19J間は

20
0

Cで最大となったが， 11占11木1刊の増7r!(率を示す内的 gl然

J';9 )JII ~字は 25
0

Cの 0.420 が最も高かった.

モモアカブラムシに寄生 rll のギフアブラパチを 15~

300
Cの定出条件下で自ii]l今ーし， アブラバチが成.1;に羽化す

るまでの間の生存~~やと発育 JgJ IH1 ，附t成虫の産卵成功率

Cllulの産卵行動でモモアカアブラムシの体内に卵を臨

み付ける確率)，機能の反応 clIlJiの雌成虫が 11:1あた

りに話j: ~I:. できるモモアカアブラムシの政数)，と1:.i，正総Jl'Q

olj数， ~I:.存期間をゆj らかにした.また， これらのデータ

をもとに内的rr然榊力"本を求めて，モモアカアブラムシ

と比i絞した.

ギフアブラパチの発育WJIHJは，飼育 ~111[t皮が詰'j l、ほど婦

かくなる傾向が沼められた. しかし，300
Cでの発育jpJIIJ]

は 250Cよりが)11]長くなり，諒iHAlによる発育遅延が認

められた.発育零点は雌 5.5
0C， liff~ 5.70C，有効積算温

度は雌 188.6円度， t.m 181.0日j主となった.モモアカブ

ラムシに寄生したギフアブラパチの止存不は，飼育il，;U1t

20
0Cと25

0

Cで 90%以」ょと非常に向く， 15
0Cと30

0Cでも

80%台だった.

モモアカアブラムシに対するギフアブラパチJltfl成虫の

旅卵成功率は 84.9%だった.機能の反応では，ギフア

ブラバチ雌成虫 1頭が 1EIにL寄生できるモモアカアブラ

ムシの頭数は，最大で 150~200 顕だった.ギフアブラ

パチ雌成虫は，羽化l直後にモモアカアブラムシに最も多

く産卵 し，以後その数は減少した 1雌あたりの生涯総

旅卵数は平均 50011/;1余り，生存期間は 12日限度だった.

内的自然増加半は 20
0

Cで 0.351， 25
0

Cで 0.463となり，

問jjlυ主でのモモアカアブラムシよりも向く，ギフアフラ

パチはモモアカアブラムシの~I:.物的防|徐資材として有)IJ

と結論した.

ギフアブラパチを秋~冬期jの施設|苗|場内で利用するこ

とを想定して，低ilfA短日の球出条件が本種の休眠反応に

i子える影響を調べた.ギフア ブラパチに寄斗ーされたモモ

アカアブラムシ幼虫を況L度目。C・1:1長 10L-14 Dの低

胤短日下に f皆川、たおi;巣，成とhの ~~J化率は 90%以上と高

く， 14 L-10 Dの長日条件で飼育した場合と廷はなかっ

た.さらに，マミーが形成されてから成虫が羽化するま

での則間は，長卜l条件より対日条件ド宇で有立に長くなっ

たが，その差はが，]1 1:1未渦ーであり，休llli.:の誘導は観察さ

れなかった.このことから，ギフアブラパチは低杭短日

となる秋~冬JgJの施設内でも発育， m地が可能てーあり，

モモアカアブラムシの天敵として利用可能とm測した.

チンゲンサイを置いたガラス瓶室やビニールノ、ウス内

にギフアブラパチを政飼して，得~t=.蜂によ るモモアカア

ブラムシの抑制効果を検問した.試験は，モモアカアブ

ラムシの初期筏皮やギフアブラパチの放飼問陥，放飼lul

数などを変えて行った.

モモアカアブラムシの初期?何度を 3IlJ[/株とした場合，

ギフアブラノ〈チのIj1(fiilJ(こよってアブラムシの士的力"がtrIJf!;IJ 

された.アブラムシの初期街J立が 6政/株では，アブラ

ムシ数はアブラパチ政飼後も !Æ'，.bi~ し，防|徐に失敗した.

-)j， アブラムシの初期務度を最も少ない 1tiJ~/株とし

た試験では，アブラパチを 31二|間陥で 41百|放飼した場合

にのみアブラムシ数の1';1{)Jrlが非11f!iIJされた これらの結果

から，放飼したギフアブラパチが次jII:代を生産し，かっ

アブラパチによって1';11嫡抑制lが可bEなモモアカアブラム

シの?何度レベルが存在することが|列らかになった.また，

アブラパチは複数回に分けてjj.l/:ftilJする方が， 1 IITIにまと

めて放飼するよりもアブラムシの抑制効果が高くなる傾

向も認められた.なお， 3番目の試験結巣については，

再検討が必要と考えられた.

チンゲンサイを植えたビニールハウスでギフアブラパ

チを放制する試験も行った.ギフアブラパチを導入した

ハウスでは， モモアカアブラムシの地加が抑制されたが，

アブラパチを放制しなかったハウスでは，アブラムシ数

が増加した.この結果から，モモアカアブラムシに対す

るギフアブラパチの防除効果は，国;場スケールの空間に

おいても笑dlEされた.

アブラムシマミーの11"にいるギフアブラパチは，マミー

の使い外皮によって保護されているため，輸送やl!iil場で

放制する際に最も扱いやすい形態をしている.また，ア

ブラムゾマミーは，アブラパチの低J品保存に最もjffijした

ステージとされている.そこで，ギフアブラパチの寄生

によって形成されたモモアカアブラムシマミーを 4.6~

12.5
0

C の低温下に 7~21 1:1間保存した後で室楓 250Cに

茂 し，アブラムシマミーからのアブラパチ成虫の羽化率

を調べた.

7.60C， 10.1
0Cおよび 12.5

0Cのイ氏IR下に 7日保存した

場合，羽化率は約 80%と布く， 4.6
0
Cでも 60%だった.
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一方， {J:'UI，itトーに 141:1もしくは 21卜1{栄作した場合，羽化

率は 10%ラ~iJff~ に低卜した.成.!:uが羽化しなかったマミー

の'11には，死亡したアブラパチの踊や成虫が観然され，

休眠している斗:存幼虫は認められなかった.以上の結果

から，ギフアブラパチが寄生 1:1:1のモモアカアブラムシマ

ミ ーは， yiil度 4.6~12.5 0C の低~lu'l 卜で最大 7 H間保存可

能と打fjJ!IJした.

「パ ンカ一法」 とは，天敵とその餌 (待-:iJ毘斗.t，お

よびそれを*If'持するための柿物を!illl場内に世き ， 'n~ に 一 | 一・

分長の天敵を聞場内に維持して対象害虫を1111J御する技術

である. J:<;!!Y倍率の)1・常に尚L、アフラムシには，もe.!:1!，の侵

入発生liijから天敵を|出|以内に導入することができるため，

効Z率的なアブラムシ|切除が可能になる.そこで，ギブア

ブラパチJlJ のパンカー法を梢~:とするため，型?菜惣l を}JrJ ~~I~

せず.ギフアブラバチの明舶が可能なモモアカアブラム

シに代わるアブラムシを探索した.イjt試した 6符iの似iili

アブラムシのうち，ギフアブラパチの名~: /. I :. '効率tが hï(も高

かったのは，ムギヒゲナガアブラムシだった.ムギヒゲ

ナガアブラムシに等f"I':.したギフアブラパチは，モモアカ

アブラムシを与えた場合と同和リえに発育できた.また，

ムギヒゲナガアブラムシで細川t飼育したギフアブラパチ

は， ヰM 土L~のモモアカアブラムシ lこ ~~:j;t.; でう{j:[j:.した. これ

らの結果から，ギフアブラパチの代管待二t:としてムギヒ

ゲナガアブラムシを選定し，ムギヒゲナガアブラムシを

地やしたムギ知の株をギフアブラパチ川のパンカーとし

fこ
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Practical Evaluation of an Indigenous Aphid Parasitoid, 
Aphidius gifuensis (Hymenoptera, Braconidae) as a 

Biological Control Agent against Green Peach Aphid, 
Myzus persicae (Heteroptera, Aphididae) and Its 

Effective Applications in Greenhouses 

Izumi Ohta 

Summary 

Apterous vivipamus nymphs and adu lts of ivI. persicae on qing-geng-cai were kept at constant temperatul'es 

of 15, 20, 25 and 30°C under a 16 L-8 D photoperiod. Mean developmental times from first instal' to adult 

emergence decreased as the temperature increased. Survival rates were over 90% at all temperatures and sbowed 

no significant difference between eacb temperature. The lower developmental tllreshold and total effective 

temperature were calculated as 5.6 °C and 113.1 degree-days . Tbe adult fertility and longevity reached a 

maximum at 20°C, but the intrinsic rate of population increase was bighest as 0.420 at 25°C. 

rvlicro-dissection of M. persicae attacked by A. gifuensis showed that all parasitized aphids contained one 

parasite progeny in their bodies; no superparasitism occUlTed by single attacking. The rate of successful 

parasitization was 84.9%. The survival rates and developmental times of immature A. gifuensis were examined 

at fOUl' constant rearing temperatures of 15 , 20 , 25 and 30°C with a pbotoperiod of 16 L-8 D. The survival rates 

from egg to adult emerg'ence were more than 80% at all temperatures tested. The developmental times decreased 

with increasing temperatures in both sexes, except that the periods at 30°C were slightly longer than those at 

25°C. The lower developmental threshold and total effective temperature were 5.5°C and 188.6 degree-days for the 

females, and 5.7°C and 181.0 degree-days for the males. Single female parasitoids of A. gifuensis produced 529.0 

progenies at 20°C and 536.7 at 25°C during their life spans. Longevities were 12.8 days and 12.3 days at 20°C and 

25°C, respectively. The number of eggs laid by the fema le wasps peaked on the first days after the emergence at 

the two tempel'atures tested , indica ting their proovigenic status. Intrinsic rates of natural increase for A. 

gifuensis were calculated as 0.350 at 20°C and 0.462 at 25°C. These values are higber than those for M. persicae, 

suggesting a significant character of A. gifuensis that indicates its great potential for use as a biological control 

agent for !VI. persicae. 

Developmental responses of A. gifuensis were compared when incubated at a low or high temperature and a 

short or long day length. Host aphid mummification and parasitoid emergence from mummies were observed 

with very high probabilities of over 80% and 90%, respectively, at all treatments. Sex ratios of emerged 

parasitoids remained constant at approximately 0.6. Developmental periods of parasitoid progenies reared with 

a short day length 00 D-14 L) were approximately equal to those with a long' day length 04 L-I0 D) for both 

sexes, although the duration from mummy to emergence at 15°C sig'n ificantly differed between short and long 

day leng·ths. These results were summarized as A. gifuensis completed development under low temperature and 

short day length conditions of 15 °C and 10 L-14 D instead of entering larval diapause as mummies. I thus 
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conclude that A. gifuensis populations introduced into domestic greenhouses can increase and work effectively 

as biological control agents against pest aphids even during the hibernal season with low temperature and short 

day length conditions. 

A. gifuensis were released on qing'-geng-cai plants infested with lV!. persicae in greenhouses. The tests were 

conducted from September to October 2000 (Triall), from November to December 2000 (Trial 2) and from April 

to May 2001 (Trial 3). Three, six and one adult aphids per plant were put on the first days of trials 1, 2 and 3, 

respectively. Each trial consisted of three treatments: four-time releases of one female and one male adult 

parasitoid per plant with 7-clay intervals in Groenhouse A, four-time releases of one female and one male per 

plant with 3-day intervals in Greenhouse B and a single release of four females and four males per plant in 

Greenhouse C. In Trial 1. aphid populations were suppressed in all of the greenhouses. Trial 2 resulted in an 

exponential increase of the aphid populations in all of the gTeenhouses. In Trial 3, the aphid population was 

controlled only in Greenhouse B. These results suggest that A. gifuensis should be released in greenhouses to 

control M. persicae at the right aphid-density: A. gifuensis introduction at high population density of lV!. 

persicae may j'esult in failuro of aphid contl'O!. And a multiple releasing of parasitoid wasps with an interval of 

days should be more effective to suppress aphid population increase than the single releasing. 

A. gifuensis in lV!. persicae mummies were placed under low temperatures to evaluate cold storage capability 

of the paj'asitoids. Adult emergence rates of parasitoids from aphid mummies kept at 7.6 °C, 10.loC OJ' l2.5°C 

during 7 days were all approximately 80%, The emergenco rate was 59.8% at 4,6 °C. On the other hand, successful 

emergence of A, gifuensis from mummies exposed to low temperatures during 14 and 21 days were rarely 

observed with omergence rates of less than 10%. I conclude that .M. persicae mummies with A. gifuensis 

progenies can be storaged under low temperatures to maximum of a week. 

Six species of legume OJ' cereal-feoding aphids, Acyrthosiphon pisum, Aphis cracciuora, lViegoura crassicaucla, 

Rhopalosiphum maiclis, Rhopalosiphum pacli and 8itobion ahebiae were tested as candidates for alternative 

hosts of A, gi/uensis. A. pisum, R. maiclis and S. ahebiae were accepted by A. gifuensis. 8. ahebiae showed the 

most successful parasitism by A. gifuensis among tho six aphid species tested, with a mummification rate of 

71.7% and emergence rate of 96.7%. No pm'asitism was observed on R. pacti, an alternative host available in the 

bank81'-plant system with an exotic parasitic wasp, Aphiclius colemani. A. gijlwnsis females reared on 8. ahebiae 

had the same developmental period and body size as those reared onlV!. persicae, with no significant differences. 

They also demonstrated successful parasitic performance in Tvl. persicae. These results suggest that S. ahebiae 

should be a pj'omising alternative host for use in a banker-plant system with A. gifu.ensis. 
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