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チャ栽培における総合的害虫管理技術

演出倫哉

Integrated Pest Management in Tea Cultivation 

Rinya HAMADA 

要 約

チャノコカクモンハマキには交信かく乱用合成性フェロモン斉1]，カンザワハダニにはミヤコカブリ

夕、ニ剤，チャノミドリ!こメヨコバイ，クワシロカイガラムシにはこi二者天敵に影響の少ない選択悦:殺虫

剤の散布を基幹として，これらに自然発生する各害虫のこl二着天敵類を併用する防徐体系について検討

した.その結果，チャの主要害虫の発生をほぼtflJilJlJでき，慣行と同等の収量で高品質の茶葉が得られ

た.また，この防除体系では化学合成殺虫剤の使用回数を農家慣行の約40%に，散布作業時間を約50%

にそれぞれ削減できた.

キーワード:チャ，総合的害虫管理技術，交信かく乱用合成性フェロモン斉1]， ミヤコカブリダニ斉1]，

ゴ二五百天敵， 選択'Ig:殺虫剤

はじめに

チャは，高知県中LLJIlrJ地域の重要な恭斡作物で，

仁淀川町， l~1土野町，佐Jl I 町，四万ト i町などを中心に

499haで栽培されている 16) 県内のチャ!裁は， 50% 

以上がftTI度何度以上の急、傾斜地にあり，植栽されて

いる品種は rやぶきた」が97%を占めている 16)

「やぶきた」は， 1床や香りが良いが，病害虫には弱

い品種15.(8)である.

チャの害虫としては126種類が会11られている 6) 

が，慣行栽培で防徐対象としているのはカンザワハ

ダニ Tetranychuslwnzaωω，クワシロカイガラムシ

PseudaulacasJりISpentagona，コミカンアブラムシ

Toxo戸teraaurantii，チャノキイロアザミウマ

Scirtothrψs dorsalis，チャノコカクモンハマキ

Adoxo戸hyeshonmai，チャハマキHomonamagnanima， 

チャノホソガ Caloptiliatheivora，チャノミドリヒメ

ヨコノTイEm戸oascaOnului，ツマグロアオカスミカ

メApoか'guss戸inolae，ヨモギエダシャク Ascotissele 

naria cretaceaなど10種類程度である.このうち県

内産地では，クワシロカイガラムシ，チャノコカク

モンハマキ，チャノミドリヒメヨコバイ，カンザワ

ハダニなどによる被害が問題となっている.これら

20日年 7JJ28E1受理

に対する防|徐対策としては，化学合成殺虫剤の散布

が一般的で，年間 8[8]程度の[j}j除が行われている.

一方，近年，食に対ーする安全・安心への高まりか

ら，環境保全型農業の取り去IJみなど安全・安心をア

ピールできる生産技術の硲立が求められている.

チャの栽ilfにおいても，チャノコカクモンハマキに

対する交信かく乱用合成性フェロモン斉IJの利用 (1)

やカンザ、ワハダニ，クワシロカイガラムシに対する

天敵類の活用などが検討されている5.20)

そこで，主要害虫に対して，天敵類，フェロモン

剤，選択性殺虫剤を組み合わせ，化学合成殺虫剤の

使用を削減した総合的答虫管理技術について検討し

たので，その結果の概要について報告する.

本研究を行うに当たり，四森定男主任技師，渡部

典子氏をはじめ，当i坊の方々にご協力をいただいた.

ここに深く感謝の意を表する.

材料および方法

吾川郡仁淀川IIIlT森の当場内の 3ほ場を用いて，

2009年に防除を行って試験した. f;jt，1検区として以下

に示した 31豆を設けた.

総合防除i玄:チャノコカクモンハマキに対して交
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1，チャの主要害虫発生状況と被害調査

フェロモントラップによるチャノコカクモン1 ) 

ハマキ雄成虫誘殺数と被害調査

チャノコカクモンハマキ発生予察用性フェロモ

ン剤を色:いたフェロモントラップ (SEトラップ)

と置かないブランクトラップを各区 1111iJずつ設置

し，概ね1013間隔で誘殺数を調査した.調査は，

2009年 4 月 1 7E1~12月 18 日まで、行った.なお，七

フエロモン斉殉剤IJは 1カか、j月3毎に交J換免した.被害につい

ては，各区 2mX1m枠， 5か所(計10m2
) のチャ

ノコカクモンハマキの巻業数を計数した.第 2‘

信かく乱用合成性フェロモン斉IJ (商品名:ハマキコ

ンN)，カンザワハダニに対してミヤコカブリダニ

Neoseiulus californicus J'iIJ (酪品名:スパイカル EX)，

チャノミドリヒメヨコパイ，クワシロカイガラムシ

に対しては，選択性殺虫剤の使用を基!jLFとして，自

然発生する土着天敵類を1)1:用した.市街は1.150m2， 

斜度目j支， Iやぶきたjを月3いた.交信かく乱用合

)tz性フェロモン斉IJ は，チャ悶の}j1~~~音11 に約 2m問踊，

内部は約 4mlI¥i隔で200本/10aをチャ国摘採閣の葉

z) 

3 ，4，越冬i止代はそれぞ、れ， 2009::1三8Ji 5日，

8月24日， 10月8日， 12Fl 2日に，第 11!J:代は2010

王子 6月2日に調査を行った.

2 ) 

思直下に設置し， ミヤコカブリダニ剤は，整校直後

の 5月12日lこ2，000YJ[1l0aを摘採回中央部に放飼し

た.選択性殺虫剤については，他県の試験データ

1.10)や当場での薬剤試験結果から対象害虫に効果

天敵~à'lに影響の少ない剤としてフルフェノがあり，

カンザワハダニ及びその天敵類の発生・被害クスロン乳斉IJとブプロフェジン水和斉IJを選定した

調査

2009年 5月12日一12月11:1まで，概ね10日間隔

で摘採音[1および裾音[1(池上20cm~60cm) からそ

れぞれ100業を採取し，カンザワハ夕、二郎成虫と

天敵j)j'[の生息数を実体顕微鏡下で計数した.

被害調査は，二，四，一番茶は， 30cm X30cm 

の枠捕みを各医 2~3 か所行い，収穫した芽につ

いて，三番茶については，各区 2mX1m枠，

5か所(言I'lOm2
) の被害芽数を調査した.

(表1)，

慣行i亙:農家慣行(茶の主要産地の ]Aコスモス

からの聞き取り調査)により，各害虫の発生時に薬

剤処理を行った.面積は542m2，ま;1度15皮， Iやぶさ

たJを用いた(表 1)， 

無i坊i徐区:試験期間1=1:1殺虫剤散布なと
a

防徐は行わ

なかった.面積は169ば，斜度 0]支， Iやぶきたjを

用いた.
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3 )黄色粘着板トラップによるチャノミドリヒメ

ヨコバイ及びその天敵類の発生・被害調査

2009年 4月26日一12月 1EIまで，概ね10日間隔

で、黄色粘着板トラップ(lOcmX 10cm)を各忍チャ

株国上に 2枚，チャ株内葉}号直下に 4枚，垂直に

設置し，設置と詔収を繰り返して，チャノミドリ

ヒメヨコバイと天敵類のti!i獲頭数を調査した.

被害調査については，前述のカンザワハダニと

同様に行った.

4 )黄色粘着板トラップによるクワシロカイガラ

ムシ友びその天敵殺の発生・被害謂査

発生調査については，前述のチャノミドリヒメ

ヨパイと同様に行った.

被害部資は，薬剤処理II後のクワシロカイガラム

シ第 3世代のtjt繭と翌年の第 l世代のt!tf縞発生状

況を2009年10月 1EI， 2010年 6月]]EIに調査した.

各[2<:チャ株15株を選び，株内のクワシロカイガラ

ムシ雄協の発生程度を 5段階 UWi(0) 

認められない.少(1 )校条の 1， 2か所にt!f

繭の付着が認められる.中(2 )株会体に雄繭

が点在する.または，一部の校条を白く護ってい

る.多(3 )斡や株を刻tf摘が I~! く裂い，放置す

ると小さい校が枯死するとみられるもの.甚 (4) 

:全体を白く翠い，放置すると大きな校条が枯死

するとみられるもの〕で調査し，各i豆の発生程度

を力u重平均して，被害)支を求めた.

2.茶の収量と品質調査

総合防除区と'111t行区の二番茶と一番茶の30cmX 

30cm の枠摘み~又量から 10 a当りのI1又iTi:を算出した.

またJF摘みした一番茶50gをろ紙(21子，直筏24cm)

上に広げ，電子レンジ (500w，90秒)で群素不活

性化処理後，初j式乾燥機 (60
0

C， 2時間)で、乾燥さ

せ，サイクロンミル (Udy社製)で粉砕後，茶成

分分析計(j諮問製機製)で，会窒素と NFスコア(全

窒素量/食物繊維最X100) を測定し，茶の品質評

価を行った.

3.経費と労働時間

総合防除区，積行区について，使用した薬剤jの経

費を調査するとともに，薬剤等の散布時間を計測し，

lOa当りに換算して比較した.

結 果

1. チャの主要害虫発生状況と被害調査

1 )フェロモントラッフ。によるチャノコカクモン

ハマキ雄成虫誘殺数と被害調査

チャノコカクモンハマキ雄成虫は，然防除j亙，

慣行区で 4月上旬からみられ 5出の発生ピーク

が認められた.総合防除区においては， 3月下旬

の交信かく乱用合成性フェロモン剤設置後から12

月ド匂までほとんど誘殺が認められなかった(凶

1 ).また，ブランクトラップにも誘殺が認めら

れなかった(データ省11治).

チャノコカクモンハマキの被害は，19~防|徐区で

は，第 2，3世代及び第 1世代で多く， 1nf当り

の累積の巻菜数は8.9枚と最も多かった.これに

対して，慣行iまでは，各社代の誘殺ピーク後に薬

斉IJを散布した結果，全世代の巻葉数を抑制し，累

積の巻菜数は1.6枚と少なかった.総合防 ri;y，区で

は，フェロモン剤の処理と 5月中旬， 7 Ji J二勾 2

回の薬剤散布により，巻葉は，第 2，第 3，第 l

!JI:代にわず、かに認められただけで，累積の巻葉数

は0.7枚と極めて少なかった(表 2). 
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図 1 チャノコカクモンハマキtlt成虫のフェロモン

トラップへの誘殺推移

ii:)て71立総合1;創出玄， ....1土慣行|互のチャノコカクモンハマ

キ対象薬剤散布を表す.

To トートリルア剤 Flフルフェノクスロン宇LtiIJ，

Chクロルフェナピ)V7)(キ[J斉1]， Teテフフェノジド;水

干11剤， Prプロフェノホスまし斉リ

表 2 チャノコカクモンハマキ幼虫の巻菜-数

2 
第 3世代

第4世代

越冬世代

0.4 

0.1 

0.1 

4.2 

0.3 

0.1 

0.2 

0.0 
0.0 

i主)各l玄各i仕代 II~Í'に， 2 mx  1 m枠 5か所のささ業数を潟交

し， 1m2当りの巻業主主を算出した.
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カンザワハダニの被害

5.6 227.8 216.5 
0.0 0.0 0.0 
16.7 63.3 3.3 
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22.3 381.1 230.9 

al二若干， [山呑， 終茶{ま， 30cm X30cmの刷荷みを各区

2-3かjijj-行い，収穫した芳5のカンザワハダニ被告を

i純資，三若干茶は，各i之2m X 1 m;枠5か所の被与を調

資し， 1 m2 ;tJりの担U~l~::M~数を $Î~I!tll した.
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カンザワハダニ雌成虫密度の推移
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カンザワハダニの天敵類密度の推移
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図 3
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2) カンザワハダニ及びその天敵類の発生・被害

調査

カンザワハダニ雌成虫は，総合防除区，懐行区

では 5月中旬から，無防除区では 5月下旬からみ

られ 2田の発生ピークが認められた.慣行医で

は 4月中旬にヘキシチアゾクス・ DDVP乳斉IJ

を， 5月中旬にクロルフェナピル水和剤を散布し

たが，密度抑制効果が低く 9月中旬からの 2度

目の発生時に大きなピークとなった.無i坊除区で

は 6月に l度目の発生ピークがみられたが 2

度目の発生は非常に少なかった.総合防除区では，

ミヤコカブリ夕、、ニ放飼後すみやかにカンザワハダ

ニの発生が抑制された.その後もミヤコカブリダ

ニが発生し，カンザワハダニは密度が低く推移し

た. (図 2).土着天敵では，ニセラーゴカブリダ

ニ Neoseiulus eharai， ケナガカブリダニ

Neoseiulus womerslりなど 6穂の発生がみられ，

その密度は，擁採函よりも裾音11で、高かった.総合

防i徐区，無防i徐毘の裾音11では，多種の土着天敵が

連続的に発生しているのに比べ，慣行区では， 8 

月21日以降，カブリダニ類の発生もみられなくな

り， 天敵類の種類数も少なくなった(図 3). ま

た，カンザワハダニの被害は，慣行区では，カン

ザワハダニに対する密度抑制効果が低かったた

め，二番茶期の被害が 1m2当り 228本と多くなっ

た.四番，一番茶期も被害が発生し，累積の被害

芽数は， 1m2当り 381本と最も多かった.無防除

ほは二番茶の被害が217本と積行区とほぼ同等で

あったが，四番茶の被害が低く，累計の被害芽数

は， 1m2当り 231本となった.一方，総合防除区で

は，カンザワハダニを発生初期から抑制したため，

被害芽数の発生を抑制し，累積の被害芽数は， 1m2

当り 22本と極めて少なかった(表 3). 

3 )黄色粘着板トラップによるチャノミドリヒメ

ヨコバイ浸びその天敵類の発生・被害調査

チャノミドリヒメヨコバイは 4月下旬からみ

られ 6国の発生ピークが認められた.各区とも

7月中旬の第 2世代に大きなピークがみられ，無

i坊!徐区の発生量が最も多かった.総合防徐区では，

慣行区に比べ，発生密度が同等かやや低く推移し

た(図 4).チヤノミドリヒメヨコバイの卵寄生

虫干ホソハネコパチ類 Anagrusspp.は，総合防除

区では 4月下旬 7月下旬 8月下旬， 10月9J

旬の計4聞の発生ピークがみられ， 7 PJ下旬の発

生が最も多かった.無防除医では 6月上旬 7

月下旬 8月下旬， 10月上旬の計4回の発生ピ

クがみられた.慣行lまでは， 7月下旬と 9月上旬

の 2屈の発生ピークがみられたが発生最は少な

く，カルタッフ。水溶剤j散布以降は発生が認められ

なかった(図 5).また，チャノミドリヒメヨコ

バイの被害は，無防除区では，二，三，四番茶で

多くの被害が認められた.各発生ピーク後を中心

に， 6回の薬剤散布を行った慣行区では，三番茶，

…番茶でわず、かに被害が認められたのみであっ
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注)二番， IlLJ諮一番茶{土， 30cm X30cmの枠摘みを各区
2-3か所行い，収穫した芽のチヤノミドリヒメヨコ

バイ被答を翻資，三千L~~~ は，各 lま 2mXlm枠 5 かJ巧

の被答を;WJ'í'r' し， 1m'当りの被;ど芥数を~~lf~ した.
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となり kjH舗の付着が全くみられなかった(表 6). た.総合1;方除I){では 5 月中旬と 7 月上 1~'/[1] 3 IITI 

の薬剤散布であったが，三，四番茶にごくわず、か

に被害が認められただけであった(表 4). 

4 )黄色粘着板トラップによるクワシ口カイガラ

ムシ友びその天敵類の発生・被害調査

クワシロカイガラムシ雄成虫の発生は 7月 i二

旬 8月11=111]， 10月上中旬の 31IT1みられ， 1!日方除

区においては，第 3111:代の10月上旬に大きなピー

クがみられた.クワシロカイガラムシ幼虫の発生

11寺に 2[11薬剤散布を行った慣行包では， li.Hi成虫の

発生が少なかった.総合|坊|徐区では，第 2世代幼

虫カf発生する 7月トイびにブプロフェジンオt有!剤を

散布したのみで，慣行区とほぼ同等かやや低く推

移した(凶 6).クワシロカイガラムシの二!こ~~i天

敵は，寄生性天紋では，クロマルカイガラトピコ

パチ類 E戸itetracnemusspp. ，サルメンツヤコパチ

Ptero戸trixorientalis，チピトピコパチ ArrhenoPha

gus albitibiae ，ナナセットピコノfチ Thomsonisca

amathusカfみられ，クロマルカイガラトピコノfチ

ガiが俊I討{Ef(で、あった.:jili食ぞ!:天敵で、は，キムネタマ

キスイ Cybocephalusnit戸onicus，ノ、レヤヒメテン

トウ Pseudoscymnushareja ， ヒメアカホシテント

ウ Clulocoruslmwanaeがみられ，キムネタマキス

イカ汁父 l~îf:lTiで、あった(差是 5 ). クロマルカイガラ

ツヤコパチ類の発生:1ft移は慣行区では，クワシ

ロカイガラムシ tí~ 21日:代幼 1~が発生する 7 月下旬

に発生ピークがみられ， 1むの 21互に比べ故も発生

::i:ーが多かった.総合防除[){では 7月上 下旬に発

生ピークがみられた.キムネタマキスイは，慣行

1><:では， 5月下旬， 6月下1:1旬に，総合出除rx:では，

5月下旬と 7月下旬にそれぞれ発生がみられ， 7 

月下旬の発生が最も多かった.無関除1><:では，両

種の発生が少なかった(]玄17に

また、クワシロカイガラムシの被害度は，1!lt防

除区では第 3世代の被害皮0.5が翌年の第 1世代

では2.3と拡大しているのによヒベ，慣行区では0.3

から0.7でほぼ横ばい，総合1;方除区では0.1から0.0

2.茶の収量と品質調査

10 a当たりの生業11又最は，総合i切除区では二番茶

546kg，一番茶596kg，合計1，142kgであり，慣行区:
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I'ZI 7 クワシロカイガラムシの天敵類の発生:j(fr移

注)マは総合紡i如氏， Vは 'l'Ctf計三の~~剤散布を衣す. He: 

ヘキシチアゾクス .DDVPofL斉IJ，Chクロルフェナピ

Jレ水手nnJ]， Fe フェンピロキシメート・ブプロフェジ

ン水平11完11， Flフルフェノクスロンまし斉1]， Bu:ブブロ

フェジン;J(1'II斉1]， Teテブフェノジド水1'11剤， Caカ

ルタッフツl(I¥''fIiI1， PrプロフェノホスofL斉IJ

表 5 総合防i徐立における粘着板トラッフ。に:j[旧安された各稜クワシロカイガラムシ天敵の総個体数

クロマルノd

チピトピコ サルメンツ ナナセット
イガラトビ J 

/、古穴r

ヒメアカホ

iiJ 4 JJ 2611 -12月1EIまで，概ねlOEIII¥J隔で黄色主Ij';'f板トラップ(lOcmx 10cm)をチャ株ffli上2枚，チャ株l勾当'imn¥(I、

に4tえ， ifefl'J:に設-iiftし， ¥EIJI又したクワシロカイガラムシ天敵類の'Iili3をしたK{t:1IiH，ji:1)i
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表 6 クワシロカイガラムシの被害度

ロ:)各区15株でクワシロカイガラムシ雄i掲の発生殺!支を

〔想以 0) :寄生が認められない. 少(1):校条の1，2

か所に放闘の:(，t~tが認められる. LfJ ( 2) :株会体におi

闘が点在する.または，一郊の校条を白く稜っている.

多(3):幹や持、を雄繭が!なく夜い，放iriすると小さい

校が七日死するとみられるもの.甚(4):.全体を I~I く緩

い，放i注すると大きな校条が枯死するとみられるもの〕

の 5 段階で調是正し，被~L~~ J~交は，各i乏の発生程度を加:[(

'1と均した1rll

の二番茶544kg，一番茶567kg，合計l.lllkgとほぼ

同等であった(表7).茶葉の品質については，総

合防除区の一番茶は，茶のうま味成分アミノ酸の素

となる全窒素量の含有最が5.4%，茶葉の品質評価

指標の NFスコアが27.4，慣行区の全窓素量4.8%，

NFスコア23.0と比べ，総合iり']1徐12<.が優った(表 8). 

表7 生業11又量

it) '1ミJ;:~)1又f法は，二番茶と一設茶について各l玄30cmX 
30cm 枠3か月?のれらJ向みを行い， 10 a おりにJ失t?~ した

a) 30cm X 30cm 枠で枠摘みした一番茶50gをろ紙(2 
号.[iR1そ24cm)ヒにひろげ，75子レンジ (500W，90秒)

で解案不活性化処理[1変，捌式乾燥機 (60.C‘211;)'H¥D
で、乾燥させ‘じdy社製サイクロンミルで粉砕後，茶成分

分析計で分析した.

NFスコア出会室、業/NDF X100 
NDF:食物繊維長(tjJtl:デタージ、エント繊維)

3.経費と労働時間

化学合成殺虫剤の使用回数は慣行区の 8屈に対

し，総合防除区では 3罰で，防除経費は， 'tt!t行区で

21. 543円，総合防除区で24.277円であった.また，

交イ言かく乱用合成性フェロモン剤の設置や天敵製剤

の放銅n寺問を含めたlOa当たりの肪i徐作業の労働n寺

聞は，慣行区で10時間，総合防除i乏で4.911寺跨であっ

た(表 9). 

考察

チャノコカクモンハマキについては，交信かく乱

法が25年以上前から研究されてきたJ7) しかし，

1995年頃から合成性フェロモン斉iJに抵抗牲を獲得し

たチヤノコカクモンハマキが出現し，新しくトート

リルア剤カ~200l年に開予まされた. '1'1フェロモンを利

用した交信かく乱のI>Jj徐効果は，急傾斜地では効果

が低い21)といわれていたが，斜度10度程度の傾斜

地チャ滋iでも設置本数250本110aで有効で、あるとい

う報告もある 7)今回，斜度15虚の急傾斜地チャ

図におしミて検討したが，チャ閥10a当たり 200本を

3 月下旬に l@]設置するだけで 3 月下旬~12月上

旬までチャノコカクモンハマキ1.&成虫の誘殺はほと

んど認められず，慣行区を対照にしたチャノコカク

モンハマキ機成虫誘引組害率も，各 11t1tとも概ね

98%以 1-であり，長期間の交信かく乱効果が認めら

れた.また，チャノコカクモンハマキの巻葉数は，

全茶期で慣行区，先制約i徐区より少なかったことから，

チヤノコカクモンハマキ幼虫の密度抑制効果も認め

られた.以上のことから，発生の多い時期にフルフェ

ノクスロン乳斉IJを併用することで，斜度15度程度の

急、傾斜地チャ闘においても， トートリルア剤は有効

であり，また，その設置本数は， 200本/10aで効

果があるものと考えられた.

カンザ、ワハダニについては，多くの土着天敵が認

められているが，自然発生する土着天í&j~は，カンザ

ワハダニの発生後に出現する.このため，カンザ、ワ

ハダニの初期発生を如何に抑制できるかが防除のポ

イントと考え，今回，生物農薬であるミヤコカブリ

ダニ斉IJと自然発生する土若天敵の併用でカンザワハ

ダ、ニの発生密度抑制効果を検討した.その結果，土

着天敵は，裾部で 6月下旬ごろから，ニセラーゴカ

ブリダニ，ケナガカブリダニが 8月1:1ヨ旬一日月中

旬までは上記 2稜類のカブ1)ダニに加え，ハダニパ

表 9 防除資材の使用回数とlOa当りの経費および散布待問
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エ類Feltiellαspp.，ハモリダニ Anystisbaccarumな

どの多くの土務天敵がみられた.ケナガカブリダニ

については，棺対;毘度が70%以下になると卵のふ化

率・ .YJJERの発育率が低下するため，樹経内の高濃度

環境がカブリダ、ニの発予ぎには必要で、あるとの報告19)

があり，また，チャ顕での被害調査中にカブリダニ

類などが，裾部から擁採面へ移動するのが観察され

たことから，これらは，日が当りにくく湿度の高い

裾部を好んで、生息し，摘採間へ活発に移動している

ものと推察された.これらの天敵類の活動で，カン

ザワハダニの 2度目の発生を抑制することができ，

カンザ、ワハダニによる被害芽数が総合防除区，無防

徐区ともt貴行区より低く推移した.

カンザワハダニの土着天敵類密度の推移は，無j坊

l徐区，稔合間!徐区ともほぼ同様の発生パターンで

あったが，無防除区では，カンザワハダニの発生や

被害が春先で多くみられた.一方，総合防徐区では，

春にミヤコカブリダニを放飼することにより，カン

ザワハダニの春先の発生と被害を抑制することがで

きた. ミヤコカブリダニは，放飼直後だけでなく，

9月下旬まで、継続的に発生がみられ，少なくとも 9

月下旬まではチャ密内で生息、できるものと推測され

た.以上のことから，カンザワハダニに対しては，

化学合成殺虫剤を使用しなくても，ミヤコカブリダ

ニ剤と土着天敵'a:fjj:用することで密度を抑制できる

ものと考えられた.また，天敵類を温存するため，

今後，チャ悶裾音r¥の管主主j去について検討する必要が

あるものと考えられた.

チャノミドリヒメヨコバイについては，天敵とし

てクモ類の研究がされてきた3.4.9)が，有効な決め

手にはなっていなかった.最近，寄生tl:天敵としてホ

ソハネコパチ類の存在と発生状況が報告された14)

そこで，今回，ホソハネコパチ類に注目し，選択性

殺虫剤との併用によるチャノミドリヒメヨコバイの

密度抑制効果を検討した.総合防除区では 2自

のフルフェノクスロン乳斉IJとブプロフェジン水税!郊

の散布と主に 7月中旬以降に自然発生する卵2芽生蜂

のホソハネコパチ類の効来によって，チャノミドリ

ヒメヨコバイの密度は，化学合成殺虫剤を 6回散布

した慣行IRと同等かやや低く推移した.

また，チャノミドリヒメヨコバイの被害芽数は，

6@]の薬剤散布をした慣行区のそれよりも少なかっ

た.なお，総合防除区のホソハネコパチ類は 5国の

発生がみられたが，慣行区では 7月下旬と 9月上

旬の 2囲の発生でその発生量も少なく，また，カル

タップ水溶剤以降は発生がみられなかったことか

ら，選択性殺虫剤の使用によって土着天敵が温存さ

れたと考えられた.以上のことから，チャノミドリ

ヒメヨコバイについては 土着天敵とフルフェノク

スロン乳斉1]，フゃブロフェジン水和斉IJの併用が有効で

あると考えられた.

クワシロカイガラムシには，チビトピコノfチ，サ

ルメンツヤコパチ，ナナセットピコパチ等の寄生性

天敵や，タマパエ類 Dentifibulaspp. ，ハレヤヒメ

テントウ，キムネタマキスイ，ヒメアカホシテント

ウなどの捕食性天敵が雄認されている 12，13) そこ

で，これら自然発生する土着天敵と選択性殺虫剤の

併用によるクワシロカイガラムシの発生密度抑制効

来を検討した.無防除区では，土着天敵類の発生が

少なかったことから，第 1Ut代発生ピーク時雄成虫

採iJ整頭数0.03，第 2111:代1.63，第 3世代41.2と急激

に増加したのに対し，総合防除i豆，慣行i豆では緩や

かな仲びに留まった.さらに，クワシロカイガラム

シの被答度では， 19q坊除区においては第 3世代の少

発生が，翌年の第 11:1Htで中発生と被害が拡大した

ことに比べ，懐行IRでは少発生に抑制され，総合!坊

|徐区では無発生となった.

また，総合防l徐区では，クワシロカイガラムシの

寄生牲天敵であるクロマルカイカ、、ラトピコパチ類

が， 7月下旬に，:jffi食性天敵であるキムネタマキス

イは 5月下旬 7月下旬に発生ピークがみられ，

それぞれクワシロカイガラムシ幼虫の第 1，第 2世

代時期に発生している.以上のことから，クワシロ

カイガラムシ第 2世代幼虫発生時のブブロブェジン

水利剤の散布と天敵類の併用は，クワシロカイガラ

ムシ第 3世代成虫の発生密度を抑制し，さらに，次

年度の第 11世代の発生密度低下を持続させる結来に

なったものと考えられた.ただし，無防除区のよう

にクワシロカイガラムシの初期発生が非常に少な

く，土着天救の発生が少なかった場合は，ブブロフェ

ジン水和剤を散布しでも十分な防除効果が上がらな

いことが考えられるので，その対策については，今

後検討する必要があるものと考えられた.

静岡県のチャ圏では，寄生性天敵はチピトピコパ

チが，捕食性天敵はハレヤヒメテントウがそれぞ、れ

優古稜との報告があり 2)埼玉県のチヤ閣では，

捕食性天敵はとメアカホシテントウが俊出穏との報

告がある 8)今恒!の調査で，県内では，寄生性天
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敵はクロマルカイガラトピコパチ類， 1m食'性天敵は

キムネタマキスイが擾占種であり，地域によって

チャ閣に生息する天敵類の優占種が異なる可能性が

示唆された.ゴ二着天敵の効果的な利用法を進めてい

くためには，天敵の優占稜を確認する必要があり，

今後さらに調査範囲を広げて検討する必要があるも

のと考えられた.

本i均除体系は，これまで，チャノコカクモンハマ

キ，カンザワハダニ，チャノミドリヒメヨコバイに

対して使用していた非選択性殺虫剤の替わりに交信

かく乱剤や生物農薬，選択性殺虫剤で防l徐体系を組

むことで.チャの主要害虫の発生をほぼ抑制でき，

慣行と同等の収量で高品質の茶一葉が得られた.経費

的には，慣行区よりも若干高くなったが，年間の化

学合成殺虫剤散布団数を約40%に削減し，薬剤散布

等の労力を約50%に低減することができた.また，

これまで使用していたカルタップ水溶剤などの非選

択性殺虫剤を使用しないことで，チャ関内に生息す

るカンザワハダニ，チャノミドリヒメヨコバイの士ー

着天敵がj鼠存された.その結来，天敵の活動が活発

化し，これらの筈虫の宅密度を抑制させることができ

た.このように，天敵類の活動を利用することで，

環境への負荷の大きい薬剤散布が不要となり，大11I高

なj成農薬が達成できる可能'性が示唆された.

今後は，チャ闘で行われる浅刈り，深刈りなどの

整校法や整校時期による病害発生の軽減についての

検討や病害抵抗性品種の導入等による殺菌剤散布回

数の削減などを検討し，今回の害虫[))5除技術と紘み

合わせることで，現場で受け入れやすい実用的な総

合防除技術体系の構築に取り緩む必要があるものと

考えられた.
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Summary 

The main noxious insects of tea trees are the smaller tea tortrix， AdoxoPhyles honmai， the Kanzawa spider 

mite， Tetranychus !?anzaωαi， the tea green leafhopper， Empoascαo1Zului，呂ndthe mulberry scale， Pseudaulacaspis 

pentagona. Synthetic insecticides have been used for insect pest control. However. the indigenous natural enemies 

of each noxious insect live in tea trees. To use these indigenous natural enemies， a selective insecticide with little 

influence on these natural enemies was sprayed on the main noxious ins巴ct.Synth巴ticsex pheromone communica-

tion disruption was used on the smaller tea tortrix. The Kanzawa spider mite was inhibited by Neoseiulus californi-

cus， which is a biological pesticide. Integrated pest management which combined these methods was examined for 

the contr・01of the main noxious insects and was shown to be effective. Compared with cultivated tea leaves， the 

yield was equivalent註ndthe quality was good. Only 10% of the normal numb巴rof applications of synthetic insectト

cide was required using this integrated pest management strategy. Furthermore， spraying time was reduced to 

about 50%. 

K巴ywords: tea trees. integrated pest management. synth巴ticsex pheromone communication disruption、

Neoseiulus californicus， indigenous natural enemies、selectiveinsecticide 
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