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1ft 幸R

ギ酸エチルくん蒸によるトマトハモグリバエ、マメハモグリパ工、

ナミハダ、ニ赤色型及びカンザワハダニの殺虫試験

山田邦彦・ 宿谷珠美・小川 昇・三角 隆

柑iìJíJik物防疫所\'J/.J資研究部iì~í ~lj:技術開発担当

i¥!lo1'tality Tesl of Ethyl F01'mat巴 Fumigationfor Leaf Mine1' (Lirio1Jlyza satiuae. Lirio17ZYla tri/o!ii) and Spid巴r

lVlite (Tetrc/}/ychlls cillllabarillus， Tetrallychlls f1anzawai). Kunihiko Yamad司 TamamiShukuya. Nobo1'u Ogawa， and 

Takashi Misumi (Disinf巴stationTechnology Labo1'atorγ.R巴ら巴a1'chDivision. Y ok王ωoha剖maPlant Protection Stat口lon1 

l一16一10Shin-うyam瓜 hit悶a.Nak王a-l占k刊u，Yokohar口ma231ト-0801..!apan). Rp内S.Bull. Pl. Prot. ]atall ，[8: 13-17 (20121 

Abstract: fvlortality t巴SlSwer巴 ca1'1'iedout LO d巴ten11ln巴 whether巴thylformate (EF) "''"ould be e仔ectiveas a methyl 

bromide alternative in plant quarantine treatment for f1'esh fruits and vegelables. Fumigation with a gas mixtu1'e 

comaining EF and COl for 3 hours at 15・Cw司Sconducted to examine the susceptibili比tyof the four (亡:01口mr口monfruit 

and v 巴g巴Eωa川油守1リ巾削lけ巾削blコ升l巴 pests (Liげr打jω01川3刀1.'叩 S、atiuae. Li ア打/0ω111り'Y叩 tn 五ゐJlμii.1 、冶et什rωlりJげllISClll川naba川r円tυ11川F日IIS.and TetrulIYc!zus !wllzawai) 
to th巴 gasmixture. tvlortalities of both leaf min巴rpupae (5 days after puparion) were respectively 70.096 and 12.8% 

at a dosage of 350 mg/I of the gas mixtur巴 (16.7wt% EF in liquid COl). and were less susceptibl巴 compar巴dto

oth巴rstages. AII spider mites except for adult T. !1C/nzawai diapalls巴 werekilled by fumigation with a gas mixtllre 

at a dosag巴 of250mg/1. Adult T. l1anzawai diapause was compl巴t巴lykill巴dat a dosage of 350mg/l. These l'巴slllts

indicat巴 lhatfumigation with a gas mixture containing EF and CO2 should be巴ffectiveas a qua1'antin巴 tr巴atm巴nt

against spider mit巴S

Key wOl'ds: fumigation巴thylformate. methyl bromide alt巴rnative，leaf miner. spid巴l'mJte 

緒昌

検疫mとしてnJいられる臭化メチルは、モントリ オーjレ

議定書締約国会合において、 1992年にオゾン層破壊物質

として指定され、議定書の定める削減スケ ジュールに基づ

き、先進国では 2005 年にlJîl~IIJ 全廃され、発展途上国につ

いても 2015年に全廃されることが決定しているc しかし

ながら、険疫朋臭化メチルは、その代替薬剤及び技術開発

がされていないことから、現時点ではモントリオール議定

書の全廃規制の対象外とされているが、その使)tJ章を低減

する11)(，組みが検討されており、代替薬剤j及び技術開発が世

界各国で、行われている ところである (TEAP.2009)。

現在、我が固における検疫処:El]lの臭化メチル代詩楽剤

投びJ立術開発は木材 (Somaetα/.. 2007)、穀類 (内藤ら

2006)などでは進んでいるが、青果物では臭化メチルの使

用量を低減する技術 (Misumiet al.. 2009)が開発されて

いるものの、代替薬剤及び技術開発の取組みは少ない。ま

た、青果物は輸入後比較的早く、食品として消費されるこ

とから、代幹業斉11Jえび技術開発には、短時間での殺虫はも

ちろんのこと消費者ーに対する安全性もよりいっそ う求めら

れている。

本試験は、オースト ラリアにおいて穀類害虫防除j刊に

伎町されている二酸化炭素 (C02) との混合製剤 (Vapor-

mate
T1d

)の有効成分であるギ酷エチル (EF)について、背

果物害虫に対する殺虫効栄を般五if.することを目的とした。

ギ目安エチルは無色、 i~ll点 520 C、ガス比重 2.6、引火性 (爆

発限界2.7~ 16596)のある液体で、使用後は比較的辿や

かに分解されることから、 I毎外で、は有機農産物にも 使用さ

れている薬剤である。

殺虫試験は、 植物検疫現場において発見頻度の高いハモ

グリパエ科2極 (トマトハモグリパエ (Liriomyzasativae) 

及びマメハモグリパエ (Liriomyzatrzル/u))及びハダニ

科2種(ナミハダニ赤色型 (TetrallYc!zusci1l1wbaril7us) 

及びカンザワハダニ (Tetranvc!zus!?allzaωαi))を対象と

して行ったのでその結巣を報告する。

材料及び方法

1 供試虫

ハモグリパ工科 2種は 2006年に静岡県農林技術研究所

から分譲された個体、ハダニ科2TJHi201O年に京都大学

から分譲された個体を 25
0C、16時間 (明期) 8時間 (A音期)

に設定した飼育室内でインゲンマメ (P!zaseolusvu/garis) 

品種セリーナの初生薬を餌として累代前j育しているものを

使用した。

トマトハモグリパ工及びマメハモグリパエ

インゲ ンマメ初生業のポット苗を入れたゲージ (縦

28cm x横30cmX奥25cm) に雌雄合わせて約 30頭の成
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虫を入れ、 24時間産卵させた段、成虫を取り除いた。そ

の後、殺虫試験に月]いる態を得るまで、累代飼育と同じ条1+
で飼育し、それぞれの態について以下の手順で供試虫を調

製した。

(1)卵及び幼虫

くん京日の前日に卵又は幼虫が寄生した葉を葉柄の部分

で切り取り、 実態顕微鏡を用いて卵数及び幼虫数をカウン

トし、 ?Itl性ペ ンでそれぞれの容生位置に印を付けた。こ

のインゲン業を l試験区当たり、 7J<:の入った三角フラスコ

(100m1) 2個に合計7~ 13枚持入した状態で、卵は 1~2

目指令卵、幼虫はuI':01'J1=1より 5~ 61::1 経過した個体を供試し

た。

(2)踊

ゲージ内で踊化した個体を回収し、くん蒸は水で、湿らし

たろ紙を敷いたシャーレに陥を置いた:1)(態で、踊化後O~

1円、 5日及び7日目の個体を供試した。

ナミハダニ赤色型

(1)卵、幼虫(第1静止期を含む)及び若虫(第2、第3

静止期を含む)

水で、j52らせた脱脂綿の 1:に2cmx 2cmに切り取ったイ

ンゲン業を置いたシャーレ (1)ーフディスク )をl試験区

当たり 4枚用意した Q 8 ~ lOtJlの雌成虫をそれぞれのリー

フディスク上に移し 24時間i証明lさせ、雌!ぷ1;を取り除い

た。その後、それぞれの態を得るまで累代飼育と|可じ条件

で飼育し、くん蒸日の前 日に1Jtf:':i¥虫数をカウントした。 く

ん蒸試験は卵は 1~3 日齢、卵、幼虫は産卵日より 5~6 日、

若虫は産卵日より 7~81三|の位|休を供試した。

(2) 雌成虫

リーフディスク(葉柄部分で切り取ったインゲンM与を使

JT=j)を用意し、その上に約40fij'[の雌成虫を移し24~ 48時

間産卵させ、世!fr&虫を取り除いた。その後、成虫を得るま

で累代飼育と|司じ条件で飼育した。 くん蒸は卵、幼虫、若

虫と 同 じ粂1tl二で行うため、くん蒸目前日に2cmx 2cmの

リーフディスクを用意し、小畿をff:Jいて移動させ、産卵円

より 12~ 14自の個体を供試した。

カンザワハダニ

(1)卵、幼虫(第1静止期を含む)、若虫(第2、第3静止

期を含む)及び非休眠雌成虫

ナミハダニ赤色型と同じ年:}Irfiで供試虫を調製した。

(2)休眠雌成虫

カンザワハダニは発育段階において、低温・短EI条件で

休眠が誘起される (Mochizukiand Takafuji. 1996)。そこ

で、ゴ|二休眠成虫と同様の方法で産卵させた後、 18'C、91時

間 (明期): 15時間 (11音期)の条件下で飼育を行った。得

られた断成虫のうち体色が朱色で、産卵しない位|体を休眠

Jlt!v.成虫と判断した。くん蒸は非休眠成虫と同様の条件で行

い、産卵 Hより 32~ 45日後の個体を供試した。

Table 1. Dosage rat巴 ofgas miXlLlre with cthyJ formate 
and CO.， 

Dosag巴1) EthyJ format巴 CO~ 
(mg/J) (mg/l) (mg/J) 

25 4.2 20.1 

50 8.4 41.7 

100 16.7 83.3 

150 25.1 125.0 

250 41.8 208.3 

350 58.5 291.6 

1) EF 16.7%+C02 83.396 (w/w) 

2. くん蒸方法

くん蒸試験用の供試虫は、 I試験区当たり約 100NJl用意
し、投柴31l寺間前までに 150Cに調整されたくん蒸室に入

れて渦度}II質化させた後にくん蒸を行った。 くん蒸はそれぞ

れの試験区において2-3反復実施した。

くん燕には内容積61のアクリル樹脂製のくん蒸柏 (ガ

ス投菜、採取及び杭皮iJ1lJ定Jl:Jの孔、撹祥子、ガス排気バル

ブ付き )を!FJいた。ギ酸エチルは純11111(純度 >98%、Alfa

Aesar社)を使用した。すべての試験はjiZ皮150C及びく

ん蒸|時間引|奇問、業;Ej-は混合製剤VapormateT'v1の含有率

(工E量比16.7(ギ限エチル): 83.1 (C02)) とし、混合製斉IJ

として25、50、100、150、250及び"350mg/lの条件で行っ

た (Table1)。投薬はマイクロシリンジをmいてギ限エチ

ルをくん蒸箱の投薬孔にII'KりイJけた紙製タオルにiiilj下後、

シリンジを用し、て二酸化炭素を注入することにより行っ

た。 くん京終 f後はt91気装置により 31lminで1時間排気

を行った。

3. ガス濃度測定

ガス濃度はギ酸エチルについては投薬30分、 l時間、 2

時間及び3時間後にガスクロマトグラフ (FID付GC2014

(株)島津製作所)を用いて、 二際化炭素については3時

間後にNDIRGAS ANAL YZAR (光明理化学工業 (株)) 

を用いて測定した。なお、ガス濃度の経時変化を見るため、

空のくん蒸箱も同様にくん蒸した。また、くん蒸箱内のj品

!支はGraphiclogger (CR (株)CHINO)を用いて経時的

に測定した。

4. 殺虫効果の確認

くん蒸終了後、供試虫は殺虫効果の確認まで25"C、16

時間 (明期): 8 H寺間(Il音:!t!J)に設定した飼育室内で保管し

た。各々の殺虫効果の維認は以下の方法で、行った。

トマトハモグリパエ及びマメハモクリパエ

卵は寄生したインゲン業を1.5%の寒天培地の上に移し、

3日後に実態顕微鏡をmいて、葉上に食答痕が観祭できた

ものを生存虫とみなし、生死判定を行った。幼虫は寄生し

たインゲン業を水でiJ12らせたスポンジ上に紙製タオルを重
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Fig. 1. 

2. 殺虫効果

トマトハモグリパエ及びマメハモグリパ工

試験結果:を Table2.に示す。卵の殺虫率は議長250mg/l

において、 トマトハモグリパエが48.3%、マメハモグリ

パエが41.5%であった。薬量350mg/lでは、使用したイン

ゲン業に脱色、腐敗等の隙答が生じ効果判定が正確にで

きなかっ た。幼虫の殺虫率は薬量250mg/lにおいて、 ト

マ トハモグリパエが100%、マメハモグ リパエが92.5%で

あった。蝋は蝋化後の経過|ヨ数別に殺虫試験を行っ たとこ

ろ、 両種共に踊化直後 (0-1 EI 後)、及び羽化直前(71::1

後)に殺虫率が高く、蜘化5日後に殺虫率が低くなる傾向

があった。薬量250mgllにおける態の遣いによる殺虫率を

比較すると、両種共に踊化5EI後の個体がその他の態と比

較して低かったが、統計Wt析はできなかった。腕化後の経

過日数に より 殺虫率が変化する原|却を探るため、 マメ ハモ

グリパエについて踊期間中における CO2排出費を調査し

たところ、踊化直後のCO.)jjr:出量が最も高く、その後徐々

に減少し 3-5日の間は低い状態を維持 し、 6日目 以降埼

加し、腕化直後の C02 f~l:出量に近づく傾向にあった (111 凹，

未発表)。 これを今回の殺虫試験の結果と令わせて考察す

ると、 CO2排出量の多い時期ほど殺虫率が高まる傾向があ

り、すなわち踊の発育段階における呼吸量の違いが殺虫率

に強く影響を及ぼしている可能性が高いと推測された。ま

た、 薬量250mg/lにおいて最 も殺虫率の低かっ たト マト

ハモグリパエ及びマメハモグリパエの蝋化5日後について

殺虫率を比較すると、両種の聞に有意差は見られなかった

(t検定， ρ>0.05)が、 トマト ハモ グリパエのほう が平均殺

虫率は高い結果となった。 トマ トハモグリパエは、マメハ

モグリパエと比較して踊期間が1日程度短いことから 5日

自の時点で呼吸量が増加 し、 それが殺虫率に影響 した可能

性があり、今後さらなる検証が必要で、ある。

ねた上に移 し、 2日後に実態顕微鏡を用いて体内の嶋動の

有無で生死判定を行った。煽は羽化で生死を判定し、 9弱j殺

を脱出した個イ本を羽化個イ本とし、帝王円 (10な羽化機認を 1週

間行った。

ナミハダニ及びカンザワハダニ

3cm X 3cmに切り 取っ たインゲン業の リー フディ スク

を用意し、その上にくん蒸後、各態が答!生したインゲン葉

を移した。卵は2日目以降、 7- 10日間観察を行い解化 し

た個体数をカ ウントし生死判定を行った。幼虫、若虫は2

-3日後、雌成虫は2日後に各々の生存虫の個体数をカウ

ントし生死判定を行った。

1. ガス濃度の経時変化

薬量 150mg/lにおける空のくん蒸箱、ハモグリパエ及

び‘ハダニ処理区のガス濃度の経時変化の例をFig.1に示

す。投薬30分後の空のく ん蒸箱の庫内濃度は薬量の理論

他ーの101%に達しており、実施した投薬方法でギ酸エチ

ルを速やかに気化できることを維諒した。ハモグリパエ

及びハダニの処理!区では、 30分後のガス濃度は薬量の理

論値の87-93%であった。 3時間後のギ酸エチルの残存

率 1)は空のくん蒸箱で93%、リ ーフディスクを用いたハ

ダニの試験で87%、インゲン葉を10枚入れたハモグリ パ

エの試験で68%まで低下したことから、ギ酸エチJレの大

部分は葉に収着されたと考えられた。Simpsonら (2004)

によれば、 イチ ゴの場合、 収容比15%、2時間 くん蒸で庫

内濃度は初期濃度の30%以下まで低下 していることから、

ギ椴エチルは収着性が高〈、青果物、特に葉菜類に対 して

収着しやすい薬剤lであると推測される。

結果及び考察

ナミハダニ赤色型及びカンザワハダニ

試験結果を Table3.に示す。両種共に幼虫及び若虫の

感受性が高〈薬量150mg/lで100%の殺虫率であ ったの

11残存率 (96)=100x3時間後のギ自主エチル濃度 (mg/l)/楽量

(mg/J) x 0.167 (ギ般エチル含平T比)
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Table 2. Corr巴ctedmortality (9o::t S.D.) of each stag巴 ofLiriomyza sativae and Lirio11!)叩 tr拘hiexposed to EF+C02 mixture 
gas for 3 hours at 15・c

Species and Dosagel
) (mg/ll A verage natural 

stage 100 150 2503) 350 mortality 

L. sativae 

Egg 
35.7 ::!:: 6.5 57.6::!:: 6.5 48.3::!:: 7.2 

24.1 (213. 2) 2) (218， 2) (227， 2) 

Larva 
93.1 ::!:: 2.7 97.5::!:: 0.7 100.0::!: 0.0 

2.8 
085.2) (206.2) (199.2) 

Pupa (0-1 days) 
89.4士6.9 98.9::!:: 1.6 1000 ::!::O.O 

14.0 
(200， 2) (200， 2) (200. 2) 

Pupa (5 days) 
00 ::!::O.O 26.3 ::!:: 3.5 70.0土3.5

lU 
(180， 2) (180， 2) (180. 2) 

Pupa (7 days) 
96.5土3.5 100.0::!:: 0.0 100.0::!: 0.0 

5.6 
(180.2) (180.2) 080，2) 

L. tnfolil 

Egg 
54.8::!:: 5.2 42.1 ::!:: 4.5 41.5::!: 1.3 

27.6 
(223、2) (222.2) (250，2) 

Larva 
64.0::!: 163 80.6::!: 1.4 92.5土2.5

2.7 
(201. 2) (186， 2) 078.2) 

Pupa (0-1 days) 
84.5::!:: 7.2 100.0 ::!::O.O 100.0::!:: 0.0 

15.6 
(180，2) (180. 2) (180.2) 

Pupa (5 days) 
4.7::!: 3.6 7.1 ::!:: 5.6 12.8土4.1

6.5 
(200，2) (200， 2) (200，2) 

Pupa (7 days) 
0.0::!: 00 41.2土 16.2 91.9::!: 6.2 

11.4 
(183， 2) (178， 2) 079.2) 

1) EF 167%+C02 83.396 (w/w) 

。Valuesin parenthesis indicate total number of tested ins巴ctsand replications 
3) Th巴 ιtest(ρ> 0.05) shows no signi自cantdiffer巴ncesbetween each pupa (5 days) of two species at 250 mg/l 

Table 3. Corrected mortalily (96::!: S.D.) of巴achstage of Tetranychus cill1wbarillus and Tetrallychus IWllzawai expos巴dto 
EF+C02 mixture gas for 3 hours at 150C 

Species and DosageJ) (mg/l) Av巴rag巴natural
stag巴 25 50 1503) 250 350 mortality 

T cil1l1abarinus 

Egg 
0.3土0.4 66.4 ::!:: 18.2 100.0::!: 0.0 

7.5 
(239，2) (329.2) (319，2) 

Larva 
17.6土6.2 87.0::!: 8.3 100.0::!::0.0 

10.4 (237， 2)2) (235.2) (290.2) 

Nymph 
29.0::!:: 1.5 53.0::!: 8.6 100.0::!:: 0.0 

16.0 
(227.2) (225，2) (262. 2) 

Adult 
10.0土2.7 15.1 ::!: 8.2 92.1土4.4 100.0::!:: 0.0 

12.7 
(196. 2) (193， 2) (200. 2) (200.2) 

T IWl1zawm 

Egg 
4.3::!: 0.5 73.2土 11.1 100.0 :!: 0.0 

9.8 
(240. 2) (267，2) (263，2) 

Larva 
93.6::!: 3.3 100.0::!: 0.0 100.0土0.0

16.8 
(229，2) (208.2) (234， 2) 

Nymph 
58.9::!: 0.5 88.1 ::!: 4.2 100.0土0.0

23.9 
(233. 2) (233， 2) (230. 2) 

Adult 
1.0 :!: 0.1 15.0 ::!:: 0.0 99.4::!:: 0.9 100.0::!:0.0 

22.7 
(185， 2) (197，2) (173， 2) (173， 2) 

Diapause Adult 
26.9::!: 16.3 96.7::!:: 1.4 100.0::!: 0.0 

16.1 
(308，3) (209，2) (214. 2) 

1) EF 16.796+COヮ83.396(w/w) 

2) Values in parenthesis indicat巴 totalnumber of tested insects and replications 
3) Theιtest (ρ>0.05) shows no significant di百erenc巴sbetween each egg of two species at 150mg/l 



20121[三3)~ 山111ら.ギ自主エチルくんZべによる背果物筈虫の殺虫試験 17 

に弁jし、ナミハダニのJ'jfJ反び雌成虫の殺虫率は、それぞ

れ664%及び92.1%であり、カンザワハダニの卵及び雌

成虫の殺虫率はそれぞれ73.2%及び99.4%であった。薬量

150mg/lにおいて休眠J去を除いて、最も殺J長率の低かっ

たナミハダニ及びカンザワハダニの卵について殺虫率を

比較すると、両種の問に有意差は見られなかった (t検定，

ρ>0.05)0一方、カンザワハダニの休眠雌成虫は供試した

ステージの中で最も耐性が高く、薬量250mg/lにおいて

も生存虫が碓認されたが、薬量350mg/lにおいては 100%

の殺虫率であった。休眠中の個体の呼吸量が少なくなるこ

とは広く知られており、ナミハダニ黄緑型(Tetranychus 

urticae)の場合、非休眠個体に比べて休日民個体の呼吸量は

約115になる (McEnroe，1961)。カンザワハダニの休眠虫

についても、呼吸量の減少が要因となり、 EF+C02混合ガ

スに対して感受性が低下したと考えられた。

以上の結果から、マメハモグリパエ、トマトハモグ 1)パ

エについては、ギ酸エチルに対する感受性が低〈、完全殺

虫が符られなかったものの、ナミハダニ赤色型、カンザワ

ハダニについては 150C、311寺!旬、楽量350mg/lの処理を行

うことで完全殺虫が得られることが明らかになった。今回

のハダニの試験では被くん蒸物のない条件でくん蒸を行っ

ており、先述したとおり、ギ酸エチJレの収着性が高いこと

を考l志すると、被くん蒸物がある場合、完全殺虫には吏に

;有楽量の処理を必要とする可能性がある。 しかしながら、

楽量503mg/l以上になると、ギ自主エチル濃度が;爆発下|仮

に速することから、検疫くん蒸においては、収容量を考慮

する必要があると考える。また、今回の試験ではギ骸エチ

ルと二酸化炭素の濃度比を Vapormatel'M製剤の混令比に

恭づいて決定したが、対象害虫によっては、 二酸化炭素濃

度が殺虫率に影響を及ぼすことが知られている。 ミカンキ

イロアザミウマ CPranklinieLLaoccidentalis)は、 二酸化炭

素濃度が20%までは殺虫率に影響しないが、 40%以上で

は殺虫率は有意に低下 し、ナミハダニ-黄緑型は、 二酸化炭

素濃度を 10%まで高めたとき、有意に殺虫平が高くなる

が、 20%以上にすると殺虫不は有意に低下する (Simpson

et al.， 2004) ことから、ハモグリパエ類などでもギ酸エチ

ルと 二般化炭素の含有比を変えることで、殺虫率の向上が

できる可能性があると考えられた。
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