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テクニカルノート

ククメ リスカブリダニとスワルスキーカブリダニの

土着主要種からの識別法
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Japan. Jpn. J. Appl. Entoll1ol. Zool. 56: 176ー179(2012) 

現在， 我が国では， チリカブ リダニPhytoseiuluspersimilis 

Athias-Henriot， ククメ リスカ ブ リダ ニ Neoseiu!附 cucumerlS

(Olldel11ans) ， ミヤコカ ブ リ ダニ Neoseiu/usca/ifornicus 

(McGregor) ，スワルスキーカ ブリダニAmb/yseiusswirskii Athias-

Henriotの4種のカブリダニ製剤が販売されている (2012年 4月

現在) チリカ ブリダニはハダニ類の天敵と して 1995年以来，ク

クメリ スカブリダ ニはアザミウマ類の天敵として 10年以上利用

されてお り， ミヤコカブリダニはイチコゃのハダニ要員|リJ除を中心に

利用が増加 している. スワルスキーカブ リダニは， アザミウマ

類，コナジラミ類，ハダニ類，カイ ガラムシ類をJTI1食する天敵と

して知られ (Swirskiet al. 1967; Ragllsa and Swirski， 1975， 1977)， 

欧米など 15カ国以上で利mされている (山中 ・桃下，2008) 木

砲は，我が国でも 2008年 11月に農薬登録され，アザ ミウマ類，

コナジラミ~]， チャノホコリタ ニPo/yphagotarsol叩 mus!atus 

(Banks) ， ミカンハダニ Panonychuscitri (McGregor)の防|徐を目

的として，施設栽培におけるキュウ リ (柴尾ら， 2009)， ピーマ

ン (皆藤，2011 )，ナス(柴尾ら， 2010; 上回，2011)，カンキツ(中

村 ・LLJ崎，2010)などでの利用が期待されている.

これらカブリダ ニ製剤の有効性は，放飼した施設栽培作物にお

けるカ ブリタゃニ類の定着と害虫密度の低下で、言:ド価される カブリ

夕、ニ類の定着の判定には，ルーペを利用したカブリダニ類の計数

江!京 後藤，2009)は土着磁を対象に準備 されているため， ミヤ

コカ ブリタ ニを識別する ことはできるが，導入砲であるククメリ

スカブリダニ とスワルスキーカブ リダニを土着種か ら識別するこ

とはできない そこで¥ 検索表 (江原・後藤， 2009)で識別でき

ない導入 2種を主要な土着種から比較的簡便に識別する方法を検

討した. なお，ククメ リスカ ブリダニは 1992年にl奇玉県で採集

されているようであ るが(足立，1995)， その真偽を確認するた

めの標本を入手できないため(天野ら， 1998)，現在まで導入種

として取り扱われており(例 えば， 江原 -後藤， 2009)，本稿で

も導入種として取り扱った i また，ここからカ ブリダニの和名を

記述する|氏 “カブリダニ"を省略する

材料 および方法

検索表 (江原-後藤， 2009)で識別できる土着カブ リダニ 90種

のうち，Chant and McMllrtry (2003， 2004)による分類体系による

ククメリ スとスワルスキーの分類学的近縁種と形態近似種を抽出

し，そのうち.皮生態系で採集されやすい主要種を選抜した 次

に，導入 2砲と主要砲の識別に利用できる形態JIヲ質を古|淑uし，そ

れら形質の比較方法を検討した.

一般的に ， 形態比較に基づくカブ リ ダ ニ類の識別は雌成!Í~で

行われるので，雌)jえ虫のプレパラ ー ト標本を準備した 導入 2

種は国内で販売されているククメ リス§とスワルスキー⑧製品ボ

ト ルから雌成虫を取り ，~'， し， 1-1oyel氏液に包埋 してプレパラ ー 卜

を作製した(プレパラ ー ト作製の詳細は，江原 ・後藤 (2009)の

302頁を参!!m 近縁砲については，岩手県の リンコおよび濯木

類から得られたプレパラ ー 卜標本を供試した(採集期間は2000

年 8 月 ~ 2006 年 10 月 採集場所の詳 細 は， Toyoshil1la， 2003; 

Toyoshil1la and Al1lano， 2006; Toyoshil11a et al.， 2008を参!!の.ただ

し，ニセ トウヨウ Amb/yseiusoblusere!lus Wainstein and Begljarov 

は静岡県のチャ (2011 年 5 月 ~7 月)， コヤマ Neoseiu/uskoyam-

anus (Ehara & Yokogawa)は大阪府のブ ドウ (2008年 9月)と三

重県のチャ (2010年 10月)から採集された個体を供試した.

計測する形質のうち， )IIr.)背毛については Rowellet al. (1978) 

の用語に従って区別 した(胴背毛の詳細は江原・後藤 (2009)の

88頁および 260頁を参!!百) 背板についてはj1 の起点問の ':I~ 点

(Fig. 1)から背板後縁までを背板長，11I日の最大値を背板11同とし

た 受精褒については，画像データを提示してその形状を比較し

が一般的であるが，2種類の製剤を組み合わせて使用する場合や た 形質の 言|測 と損影には生物顕微鏡シス テム (Olyl1lpus

栽培施設内に土着種が発生する場合(例 えば，古I床ら， 2008)に

は，種を識別 して計数する ことが望ましい.チリカブ リダニは休

色が特徴的な赤総色を呈するので容易に識別できるが， その他の

種を識別するためにはst1f1iX:虫のプレパラ ー トを作製して検鋭しな

ければならない しかし，容易に入手できる検索表 (最新版は，

BX53 + DP25 + cellSens Dil1lension ver. 1.4)を利用 した.
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結果および考察

1. ククメ リスの識別

Chant and McMurtry (2003)は268磁のカ ブリ夕、ニをNeoseiu/us
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Fig. 1. Peritreme ancl clorsal setae on the白011teclge of clorsal sh i巴Iclof acllllt tell1ales. Arrowheacls inclicate the tip of perit-

rel11e. (a) N. cuc 

Table l. Taxonol11ic position of two introdllced species and morphologically sill1ilar native species 

Genlls ancl lower taxa" 

Neoseiu/us 

CUClll11e/"lS SpeCleS grollp 

funus species subgroup 

cerafoni species subgroup 

cucul11eris species subgroup 

paraki species subgrollp 

Al11b!yseh目

ObfusuS species grollp 

asperocerνix species sllbgrollp 

Obfusus species sllbgrollp 

ova!ifeclus speci巴ssubgrollp 

pamperisi species sllbgroup 

andel苫onispecies sllbgrollp 

nico/a species sllbgrollp 

aeria!is species sllbgrOll]J 

" refer to Chant and McMurtry (2003， 2004) 

b Two introclllcecl species are lInderlined 

同に分類し， それを 10の speciesgrollp (s.g.) に刺1I分している

さらに，そのうちの cucume/"lss.g.とbarkeris.g.をそれぞれ4つ

の speciessllbgrollp (s.s.) に制11分している. ククメ リスは cuc・

ul11e/"ls s.g.の cucumenss.sに分類され (Chantand McMurtry， 

2003)， cucul11eris s.g.にはこ1.着 5種が，cucul11ens s.sにはそのう

ちの 4砲が含まれる (Table1).これら近縁種のうち， 農生態系

で、の主![ti種はミヤコと コヤマである.

ミヤコとコヤマの周気管の先端は背板前方で、対向するように位

置するが， ククメ リスのそれはやや削れた位置で対向する (Fig

1)白より 具体的には， ミヤコとコヤマにおける jlの起点(毛穴)

か ら同気管先端 までの距酬は， jlの起点から j3の起点までのli'l:i

離の半分よりも短いが，ククメリ スのそれらはほぼ等 しい (Table

2) .なお，受精裂の形状でも 3磁を区別することができる (Fig

2a-c) ミヤコとコヤマの受精談~J~i ;!; ISの開口 古11の|隔は深さと等

しいかやや大きい杯状を呈するが，ククメリスの受精表頚部の深

さは何より も大き い釣り鎖状を呈する.

また， 検索表 (江原・後藤，2009)では， ククメリス はニセコ

ヤマ Neoseiu/usbicaudus (Wainstein)と誤午11定される可能性があ

Speciesb 

些 些 盟 笠i主， cα/ifornicus， haimαfsu， koyαm印 削05'， Yαη01 

bicαudus 

obfuseγe/!us 

j守I'I11US，orIenlalis 

臼笠径盆i， ishizuchiensis， kaguya， rademacheri， shiganus， fsugawai 
illdoca/，ω111 

neofi/"ll1l1s， famafavensis 

Table 2. fく巴ymeasUl巴l11entsof adlllt females of N. cucumeris 

ancl kin species 

Distance inμ111 (l11ean:tSE) 
Species n 

j 1 to peritrel11e" j 1 to j3b 

N. cllcull1eris 10 31.2:t 1.4 30.0:t0.7 
N. ca/φrnlclls 10 10.9土0.7 25.9:t0.6 
N. koyamαnus 2 8.8:t0.5 22.7:t0.8 

"Length between the setal base of j 1 ancl the anterior tip of perit-

rell1e 

b Length between the setal bases of j 1 ancl j3 

る ただし，ニセコヤマは採集数も少なく，また， ミヤコやコヤ

マと同様に同気管先端が背板前方で対向することでククメリスと

区別 される ちなみに， ミヤマ Neoseiu/ushaifall1s (Ehara)とヤ

ノ Neoseiu/lIsyanoi (Ehara)も周気管先端が背板前方で対向する

のでククメ リスと 区別される 以上より， ククメリスは周気管先

端iの位也、および受精褒の形状で主嬰な土手{近縁種か ら区別 され

る
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(a) 

(d) 

Fig. 2. S勾p児)el目rl11日111百1a剖th恥1児ecωa.(ωωa心)J爪正 Cωucωu川l11e白r川.γ川l

f臼5UgαWQl..

Table 3 Key l11easurel11ents of adlllt females of A. s，virskii and kin species 

Dorsal shield inμ111 (l11ean:t SE) Length and distance inμ111 (l11ean土SE)
Species n 

Length" Widthb Z4 Z5 j3 j3 to j4' 

A. swirskii 10 357.7土2.7 245.7:t3.6 76.0土1.2 116.6土2.3 56.8土卜O 49.6:t0.6 

A. rademacheri 7 345.1 :t 3.5 229.2土3.9 90.8土1.9 114.2士2.0 35.9:t 1.2 43.8:t 1.0 

A.lsugαWOI 10 350.6土2.9 213.3:t 1.4 50.7土0.7 121.4:t1.8 39.6:t0.8 44.8:t0.7 

A. obluserellus 7 339.0土5.2 220.3士5.4 95.2:t 1.7 217.2:t 1.7 46.9:t0.8 36.3土0.6

A. orienla!is 10 363.6土4.9 236.6:t3.0 119.3:t2.0 229.1土1.8 54.1士0.9 39.6士卜3

a Vertica1 1ine frol11 the l11id point between 2 setal bases of j 1 to the end of dorsa1 shield 

b Maxil1111m horizontal line of dorsal shield 

， Distance betwe巴nthe setal bases of j3 and j4 

2. スワルスキーの識別

Chant and McMurtry (2004)は344磁のカブリダニを Amb/yseius

属に分類し， それを al11ericanus，obl川川，pusillus， largoensisの

s.g.に刺l/分し， さらに，amencanus s.g.を4つの s.sに，oblusus 

s.gを7つの 5.Sに，largoensis s.g.を8つの s.s.に納分している

スワルスキーは，Al11blyseius属の OblusuSs.gのandersonis.sに分

瀕される oblusus s.gには土着の 11極が，and~古川 0111 s.s.にはそ

のうちの 5砲が含まれる (Table1) これら近縁種のうち，農生

態系での主要種はニセトウヨウ， トウヨウAmblysei1lsorienla!is 

Ehara，ラデマッヘルAmblyseiusrademacheri Dosse， ミチノク

ノ1mblyseiusIsugaH叩 Eharaである 特に，ラデマソヘルとミチノ

クは果菜類栽培施設で多く 発生するsiIJ;iJ¥911られているので(古1]1;

ら， 2008)， これらをスワルス キーとl明f院に区別する ことは重裂

である ニセ トウヨウと 卜ウヨウは Z5が背板長の約 6剖の長さ

(もしくは， 背板幅と ほぼ同長)であり， Z5が背板|隔の約半分で

あるスワルスキーから容易に区別される (Table3， Fig. 3) ちな

みに， オニ Amblyseiusjirl11us Ehara， イシヅチ AlI1bl)lseiusishi-

zlIchiensis Ehara， ナンゴク Ambl)lseiuskaguya Ehara， シガ

Amb~)lseius shiganus Ehal 日， タイリク Al11b~)lseius indocalal11i Zhll & 

Chen， ニセオニ Amblyseiusneo./innus Ehara & Okada， シボ リ

A l11b~)lseius lal11alaνensis Blommersも， 同様に，Z5の長さが背板

I[而とほぼ同長であることで区別される.

ミチノクの Z5はスワルスキ ーの Z5とほぼ同長であるが， 、

チノクの Z4はスワルスキーのZ4の7~1自殺度の長さである (Tab l e

3) つまり ，ミチ ノクの Z4はZ5の半分よりも短く， Z4がZ5の

半分よりも長いスワルス キーから区別 される 一方，スワルス

キーのj3は，ラデマッヘルと ミチノクのj3よりも長い つまり，

スワルスキーではj3の長さが j3の起点と j4の起点の間のh'Eii!.iIfよ

りも長く (Table3， Fig. Id)， j3の長さがj3とj4の起点問1;品よ り

も短いラデマ ッヘル (Table3， Fig. 1 e)とミチノク (Table3， Fig 

1 f)から区別される なお，受精察の顕音1Iは3種ともほぼ V字状

を呈 し，受精義の形状で区別することは|沼野ffである (Fig.2d-

f) . ちなみに， 検索表 (江原-後J/1，!， 2009)では，スワルスキー

はラデマッヘルと誤判定される可能性がある白

ー|三記近縁種の他に， 54， Z4， Z5が他のJI同背毛よりも顕著である

タカネ Tj!phlodrol11ipsa似co/a(Ehara)， イシカワ '(yphlodromips

ishikawai (Ehara)， ゲンヤ ProprioseiopsisSCllrra (Wainstein & 

Begljarov) ， サイタマ Proprioseiopsisnemoloi (Ehara & Amano) 

が形態的に近似し，誤判定されるかもしない.ただ し，タカネと

イシカワはミチノクと 問機に Z4がZ5の半分よりも短いことで，

ゲンヤとサイタマは J2がないことでスワルスキーと区別される
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Fig. 3. Dorsal view of adult fel11ales. (a) A. swirskii; (b) A 

radel11acl叩 'i;(c) A. orienla/is. 

3. 結論

クク メリ スとスワルスキーは土着近縁種および形態近似種か ら

区別できることが確認された.陶磁を土着種からH月副作に区別する

ためにはプレパラ ー トの作製と顕微鏡観祭が不可欠であるが，あ

る程度の経験により区別できるようになるだろう 今後，識別の

さらな る簡易化および普遍化のために，ガl若虫ステージ も区別で

きる DNA診断のような識別技術のf確立が期待される

引用 文 献

足立年一(1995) 天敵利用のはなし(線本久 ・矢野栄二 編著)

技報堂t出1"1)版仮， 束京，p仰p.138-14伯3.[Adaω叫lに刈ch川li，T. (れlゆ995引) In S幻10印r川刈ソ官I悶刷e白s 

QグrNaωlu 

Shupp苅別削a加anCo. Ltd.， Tokyo， pp. 138-143.] 

天野洋・上迷野富士夫 ・後藤哲雄・根本久・森本信生 ・桁l谷

圭治・ 富山崎昌久 (1998) 千葉大|重|学報 52・187ー196.[Al11ano， 

H.， F. Kadono， T. Gotoh，ト1.Nel11oto， N. Moril11oto， K. Kiritani 

and M. M抑制(i(1998) Tech. Bull. Fac. Horl. Chiba Univ. 

179 

52・187-196.]

Cha肌 D.A. and J. A. McMurtry (2003) 1川 J.Acarol. 29: 3-46. 

Cha爪 D.A. and 1. A. McMurtry (2004) /111. J. Acarol. 30・171-

228. 

江原昭三 ・後藤哲雄(編)(2009) 原色植物ダニ検索|玄|品位 全国段

村教育協会，東京 349 pp. [Ehara， S. and T. Gotoh (eds.) 

(2009) C% red Guide 10 Ihe Pla川 Miles01 Japan. Zenkoku 

Noson Kyoiki Kyokai， Tokyo. 349 pp.] 

皆!徐昌彦 (2011) 農 ~~I と園芸 66: 3ト34.[1くaito，M. (2011 ) 

Farl11川 g& J-/ortic川 ure66: 31-34.] 

古昧一洋・荒川 良・天野 洋 (2008) 日本ダニ学会誌 17:23 

28. [Kol11川111ι，K.， R. Arakawa and H. Al11ano巾叩o(20∞08) J. ACCi印JυJひ

So町c.み収3川n.1げ7:23-28.] ] 

中村 幸生・ 111111奇主主吉 (2010) ハイオコントロ ール 14:23-28. 

[Nakal11ura， Y. and S. Yal11azaki (2010) sioCo附"0114・23-

28.] 

Ragusa， S. and E. Swirski (1975) [srael J. Enlol11o/. 10: 93-103 

Ragusa， S. and E. Swirski (1977) Entomophaga 22: 383-392 

Rowell， H. 1.， D. A. Chant and R. 1. C. I-lansell (1978) Can 

Entol11ol. 110: 859-876 

柴尾学 ・桃下光i政 ・ 吐I I:I~ I[念・ |王|中 寛 (2009) 関西病!二k~liJf 

報 51・ト3.[Sh伽 0，M.， M. MOl11oshita， S. Yal11anaka and H 

Tanaka (2009) Ann. Repl. K，山町 山 P/.PI"OI. 51・1-3.]

柴尾学ら (2010) 関西病虫liJf報 52・21-25.[Shibao， M. et al. 

(2010) Ann. Rept. Kansai P/. Prol. 52・2ト25.]

Swirski， E.， S. Al11itai and N. Dorzia (1967) lsrae/ J. Agric. Res 

[7: 101-119 

Toyoshil11a， S. (2003) Appl. Enlol11o/. ZOO/. 38・387-391.

Toyoshil11a， S. a吋 H.Al11ano (2006) Appl. Enlol11ol. Zoo/. 41・

349-355. 

Toyoshil11a， S.， F. lhara日ndl-l. Al11ano (2008) App/. Enlol11o/. 200/ 

43: 443-450 

上田善紀 (2011) 農耕と園芸66:35-39. [Ueda， Y. (2011) Farming 

& Horliculll問 66:35-39.] 

山 1:1=1 J低・桃下光iijx(2008) バイオコン トロール 12・21-26

[Yal11anaka， S. and M. MOl11osh山 (2008) sioConlrol 12: 21-

26.] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

