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安室

チャに対するタバココナジラミバイオタイプBの

産卵と発育

林 宣 光・田上陽介・西束力*

静岡大学農学部

Oviposition and Development of the Sweetpotato Whitefly， Bemisia 

tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Al巳yrodidae)Biotype B， on Tea 

Leaves. Nobuaki HAYASHI， Yosuke TAGAMI and Tsutomu 

SAITO* Faculty of Agriculture， Shizuoka University; Ohya， Suruga， 

Shizuoka 422-8529， Japan. Jpn. J. Appl.目 Entomol.Zool. 56: 173-

175 (2012) 

Absiraci: The sweetpotato whitefly， Bemisia tabaci biotype B， laid 
巴ggson tea leaves in both no-choice and choice tests. However， the 

number of eggs laid on tea leaves was significantly less than oviposi-

tion on cucumber， eggplant and cabbage. The survival rates of eggs 

and nymphs on tea leaves were extremely low compared to survival 

on cucumbers， but egg-to-adult d巳velopmenttime on both plants was 

similar. 
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タバココナジラミ Bemisiatabaci (Gennadius)は600種もの植

物に寄生するとされているが (Oliveiraet al.， 2001)， この中に

チャ Camelliasinensis (L.) O. Kuntzeは見当たらない.ところが，

ダイコンとチャを同じ温室内で栽培していたところ，タバココナ

ジラミがダイコンに多発し，その後，チャにも寄生した. さらに，

チャ葉で幼虫が発育し，少数ながら羽化個体も観察された.この

温室内や周辺の植物では従来からタバココナジラミバイオタイプ

Bが発生していたことから，チャに寄生したのもバイオタイプB

と思われたが，未確認であった.そこで，累代飼育中のタバココ

ナジラミバイオタイプB個体群を用いて，本種がチャ葉に産卵

するかどうか，またふ化幼虫がチャ葉で発育できるかどうかを室

内実験と温室実験によって確かめた.

タバココナジラミのバイオタイプを検出していただいた静岡県

農林技術研究所の土井 誠氏，ならびに有益な情報とともにチャ

苗を分譲していただいた同研究所茶業研究センターの小津朗人博

士に厚くお礼申し上げる.

材料および方法

1. タバココナジラミバイオタイプB

供試個体群は， 2008年4月に静岡大学農学部(静岡市駿河区大

谷)の温室栽培のキュウリから採集し，恒温室 (25::!::I'C，16L8D) 

において鉢植えキャベツ(品種:金系 201号，サカタのタネ)を

与えて累代飼育したものである. この個体群がバイオタイプB

であることは， 制限酵素 StuIおよびEcoT141を用いた PCR-

報

RFLP法(上回， 2006)によって確認された

2. 供試植物
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チャ(品種:やぶきた)は 4年生苗を用いた.比較のため，キュ

ウリ(品種:近成ときわ，タカヤマシード)，ナス(品種:千両二

号，タキイ種苗)およびキャベツ(品種:金系 201号，サカタの

タネ)を供試した.いずれも鉢植えとし，同大学のガラス温室内

において栽培，管理した.

3. 室内における産卵実験

タバココナジラミバイオタイプBがチャ葉に産卵するかどう

かを非選択実験と選択実験によって調べた.非選択実験では，プ

ラスチックシャーレ(直径 9cm，高さ 2cm)の中央部に湿らせた

脱脂綿 (4cm角)を敷き，その上にチャの葉片 (3cm角)を l枚

置いた. ここにペアになっている成虫を 25組放飼し，恒温室

(25士I'C，16L8D)内の白色蛍光灯 (37W)の直下約 50cmに置い

て産卵させた. 24時間後，実体顕微鏡(ライカ， MZ16)を用い

て産卵数を数えた.比較のため，キュウリの葉片に対する産卵数

も同様の方法で調べた.チャ葉は枝先端から 5葉目付近から採集

し，キュウりは展葉後の比較的新しい葉を使用した.いずれの葉

片も葉裏を上にして実験した.両植物とも 3枚のシャーレを用い

た.

選択実験では， 透明プラスチック容器(縦 30X横 30X高さ

IOcm，ふたはゴース張り)内にチャ，キュウリ，ナスおよびキャ

ベツの葉片 (3cm角)を 3枚ずつ無作為に円形状に配置し(葉片

間隔 lcm)，その中央部にペアになっている成虫を 100組放飼し

た.葉片の下には湿らせた脱脂綿 (4cm角)を敷いた.チャ葉は

枝先端から 5葉目付近から採集し，そのほかの植物葉は展葉後の

比較的新しいものを使用した.いずれの葉片も葉裏を上にして実

験したこのほかの方法は非選択実験と同じである.各植物に対

する産卵数は葉片 3枚の平均値とした.実験は 3反復で行い，反

復ごとに葉の配置を変えた

4. 温室内における産卵実験

室内の産卵実験でチャ葉に産卵することが確認されたことか

ら，圃場に近い条件下でも産卵するかどうかを確かめるため，温

室内において産卵実験を行った. 2011年 9月，チャの当年枝(約

50cm)を切り取り，上位葉 10枚を残して摘葉し，三角フラスコ

(300ml)に水挿しにした これをアクリル製の飼育箱(縦 45X

横 45X高さ 80cm，側面はゴース張り)に入れ，ペアになってい

る成虫を 250組放飼したのち，同大学のガラス温室内に 3日開放

置した.産卵数は実体顕微鏡を用いて葉位別に数えた.実験は 3

反復で行った

5. 発育回数

2011年 9月，チャの当年枝(約 30cm)を切り取り，先端から

3~6 位葉を残して摘葉した. このような枝を 9本準備し，それ
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ぞれ三角フラスコ (100ml)に水挿しにした. これをアクリル製

の飼育箱(縦 40X横 40X高さ 40cm 側面はゴース張り)内に並

べ，ぺアになっている成虫を 250組放飼した.飼育箱を恒温室

(25土I
O

C，16L8D)内に 24時開放置したのち，成虫を取り除き，

産卵数を数えた.その後，チャ枝を別の飼育箱に移し，毎日 1回，

実体顕微鏡を用いて各発育段階(卵， 1齢幼虫， 2-3齢幼虫， 4齢

幼虫，成虫)の個体数を数えた. 1齢幼虫にはふ化日がわかるよ

う葉面にフェルトペンで印をつけた成虫数は 4齢幼虫の脱皮殻

数とした.各発育段階の個体数は 9枝の合計値とした.調査は

30日間行P，この結果から卵および幼虫の発育日数を求めた.

比較のため，キュウリにおける発育日数も調べた.すなわち，

鉢植え株(草丈約 30cm)を3鉢準備し，中位葉 l枚を残して摘

葉した.これを前述の飼育箱内に入れ，ここにぺアになっている

タバココナジラミ成虫を 100組放飼した.その後，チャと同様の

方法で各発育段階の個体数を調べた なお，産卵数の調査を行っ

た際，葉縁や葉脈付近など観察しにくい部位に産下された卵はピ

ンセットで取り除いた.各発育段階の個体数は 3葉の合計値とし

た

6. 統計解析

実験結果は統計ソフト (SPSS，2009)を用いて解析した

結果および考察

非選択実験，選択実験のいずれにおいてもタバココナジラミバ

イオタイプBはチャ葉に産卵したが，チャに対する産卵数は非

選択実験ではキュウリの 7分の lほど (P<0.05，Mann-Whitneyの

U検定)(Table 1)，選択実験ではキュウリ，ナスおよびキャベツ

の200-300分の lほど (P<0.05，百1keyのHSD検定)(Table 2) 

Table 1. Numb巴，rof eggs laid by B. tabaci biotype B on tea 
and cucumber leaves in laboratory no-choic巴tests

Planta 

Tea 

Cucumber 

Number of eggs/leaf disk 
(mean土SE)b

17.7:1::5.0 
115.7士6.2

a Tests on each plant were perform巴din triplicate. 
b Means are significantly different at p<0.05 (Mann-Whitney 
U-test) . 

Table 2. Number of eggs laid by B. t，αbaci bio旬peB on tea， 
cucumber， eggplant and cabbage leaves in laboratory choice 
tests 

Planta 

Tea 

Cucumber 

Eggplant 

Cabbage 

Number of eggs/leaf disk 
(mean土SE)b

1.0土0.6a 

313.7:1::11.6 b 

276.7士4.4b 

236.0土67.0b 

a Tests on each plant were performed in triplicate and each repli-
cate employed three leaves for each plant 

b Means followed by different 10wercase letters are significantly 
different at p<0.05 (刊key'sHSD tωt) . 

報

と有意に少なかった.

チャに対する産卵は温室内におけるチャ枝を用いた実験でも確

認された (Table3). 産卵数は反復 (3枝)によって大きくばらつ

き，葉位による産卵数に有意差は認められなかったが (P>0.05，

Kruska1-Wallisの検定)，いずれの枝においても上位葉と下位葉に

はほとんど産卵しなかった.

チャに産下された卵はふ化率が低く (65.6%)，幼虫期の生存率

も低かった (0.5%)ことから，羽化個体は 195卵中 l個体のみで

あった (Table4). チャとキュウリにおける発育日数を比較する

と，卵期間はチャのほうが 1日ほど短く (P<0.01，Studentのfー

検定)，幼虫期間は逆に 2日ほど長かった (Table4). このため，

チャにおける卵から羽化までの発育日数(約 21日)はキュウリ

(約 20日)と同等となった.

以上の結果から， タバココナジラミバイオタイプBにとって

チャは好適な寄主とは言えないものの，産卵と発育はともに可能

であることが明らかとなった. また，チャにおける発育日数は

キュウリのそれと同等であったことから，少なくともチャは本種

の発育に必要な栄養素を含有していると考えられる.一方，チャ

に産下された卵はふ化率が低く，その後の生存率も極めて低かっ

た. この原因として，チャ葉の耐虫性に関与している化学成分

(ポリフェノール，カフェイン， タンニン，カテキンなど)や物

理的構造 (Hazarikaet al.， 2009)などの要因が考えられるが，こ

の点については今後の検討を待ちたい.

小津(私信)によると，かつて本種が静岡県のサツマイモやア

ブラナ科野菜などで多発した際，近隣のチャ畑に成虫が飛来し新

葉に群がる現象がしばしば観察されたという. しかし，チャに対

する産卵と幼虫の寄生は乙れまで確認されていなかった.一方，

チャと同じツバキ科に属するツバキ Camelliajaponica L.はタバ

ココナジラミ (Bond，2003; Li et al.， 2011)の寄主としてリスト

アップされている.ただし，タバココナジラミがツバキに寄生す

るのは周辺に好適な寄主植物がある場合に限られ， しかも硬化し

た棄には寄生しない (Bond，2003). 本研究を始める契機となっ

たチャに対するタバココナジラミの寄生もツバキとよく似た状況

Table 3. Number of eggs laid by B. tabaci biotype B on dif-
ferent tea shoots leav巳sin a glasshouse tria1 

Leaf position企om Number of eggs/leaf 
the top of shoot tip' (mean土SE)b

。
2 1.3:1:: 1.3 
3 12.0土3.8

4 14.0:1::6.4 
5 9.3:1::6.0 
6 18.7土16.2

7 。
8 。
9 1.0:1:: 1.0 
10 。

a Tests were performed in trip1icate and each rep1icate emp10yed a 
tea shoot 

b Means are not時 nificantlyd臨 rentat p>0.05 (Kruskal-Wallis 
test) . 
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Table 4. Development of B. tabaci biotype B on tea and cucumber leav巳s，and development time of eggs and nymphs 

Number of individuals developed from eggs and th巳 survivalrate (%) Development time (days， mean:tSE) 

Plant 1st 2nd and 3rd 4th 
Egg 

nymph nymph nymph 
Adult Egga Nymph 

Tea 195 128 74 4.98:t0.04 16 

(100) (65.6) (37.9) (0.5) (0.5) (N=128) (N=I) 

Cucumber 235 229 218 215 212 6.09士0.04 13.83 :t0.13 
(100) (97.4) (95.2) (91.5) (90.2) (N=229) (N=212) 

a Mean development times for eggs were significa凶 ydifferent at p<O.OI (Stt時 nt's t-test). 

下で観察されており，硬化が進んだ葉(チャ枝の下位葉)に産卵

しなかった点もツバキに対する寄生状況と似ている.また，選択

試験において，ほかに好適な寄主植物が存在すればチャにほとん

ど産卵しなかったことから考えても，チャに対するタバココナジ

ラミバイオタイプBの寄生は二次的なものとみられる.本種に

よるチャの被害がただちに顕在化することはないと思われるが，

本種がその高い適応能力によって寄主範囲を広げてきた (Brown，

2010)ことを考えると，チャに対する寄生の動向に留意する必要

があろう.

引用文献

Bond， R. (2003) The Camellia Journal Dec. 2002-Feb. 2003， pp. 

12，23. 

Brown， J. K. (2010) In Bemisia: Bionomics仰 dManagement 01 α 

Global Pest (P. A. Stansly and S. E. Naranjo， eds.). Springer， 

Dordrecht， pp. 31-67. 

Hazarika， L. K.， M. B印huya如nar吋 B. N. Ha鉱za紅叩.rik匂a(ω2009) An聞n附u.Re仰ν.

Entomol. 54: 267-284. 

Li， S.-J.， X. Xue， M. Z. Ahmed， S.-X. Ren， Y.-Z. Du， J.-H. Wu， A. G 

S. Cuthbertson and B.-L. Qiu (2011) Insect Sci. 18: 101-120目

Oliveira， M. R. V.目， T. 1. Hennebe町 andP. Anderson (2001) Crop 

Pれ口t.20・709-723. 

SPSS (2009) PASW Statist悶 18.SPSS Inc.， Ch闘 go.

上田重文 (2006) 九病虫研会報 52:44-48. [Ueda， S. (2006) 

Kyushu PI. Prot. Res. 52: 44-48.J 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

