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施設栽培シシトウのミカンキイロアザミウマ防除に有効な
アカメガシワクダアザミウマの放飼頭数

楼井民人*・勝山直樹*キ-津田新哉**ネ

The Effective Number of Haplothrips brevitubus Adults Released to Control 

Frankliniella occidentaHs on a Variety of Green Pepper Grown in Greenhouse 

Tamito SAKURAI*， Naoki KATSUYAMA** and Shinya TSUDA*** 

施設栽培シシトウにおいて害虫アザミウマ類に対するアカメガシワクダアザミウマの効果的な放飼頭数

を検討した.ポット株へのミカンキイロアザミウマ成虫の放飼7日後 アカメガシワクダアザミウマ成虫

を異なる頭数 (4，6， 8頭/株，各区雌雄同数)で放飼したところ，ミカンキイロアザミウマの密度はすべ

ての放飼区で対照区(天敵無放飼区)に比べて低く維持されたが， 4， 6頭放飼区では8頭放飼区に比べて

ミカンキイロアザ、ミウマ密度が時間の経過とともに上昇した.シシトウ被害果の発生も同様で、あった.ア

カメガシワクダアザミウマは 6，8頭放飼区で多く観察されたが，成虫密度は 6頭放飼区より 8頭放飼区で

高い傾向があった.これらの結果は，施設栽培シシトウにおいてミカンキイロアザミウマ密度を低く維持

するためには，アカメガシワクダアザミウマを株あたり 8頭放飼し，成虫密度を高く維持することが効果

的であることを示している

Key words: a variety of green pepper， biological control， Frankliniella occidenta1is， greenhouse， Haplothrips 

brevitubus 

タイリクヒメハナカメムシ Oriusstrigicollis (以下，タ

イリクと略記)は，難防除害虫アザミウマ類に対して高

い密度制御能力をもつことから，施設ピーマン栽培など

の生産現場でも有効な生物的防除資材として活用されて

いるが (12)，放飼時の害虫密度が低いと放飼直後の本種

の増殖が安定しないという問題を抱えている (7). それ

を解決する手段として，アカメガシワクダアザミウマ

Haplothrips brevitubus (以下，アカメガシワと略記)を

害虫密度が低い栽培初期にタイリクの補助資材(ブース

ター)として先行放飼し 害虫増加期直前にタイリクを

放飼して高い防除効果を狙うという新たな生物的防除技

術(ブースター法)が考案された (1，2， 3， 5). この方

法は，タイリクが苦手な栽培初期には，花だけでも繁殖

可能なアカメガシワが，アカメガシワの捕食量では抑え

きれなくなるアザミウマ増加期以降は，捕食量の多いタ

イリクがアザミウマ類の密度抑制に寄与することによ

*農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター

り，栽培期間を通して被害軽減を図るというものである.

加えて，タイリクの捕食によりアザミウマ密度が低くな

っても，アカメガシワがタイリクの餌となることでその

定着を維持することが可能となる.これまでに，施設栽

培ナスやイチゴにおいて この技術が害虫アザミウマ類

の密度を効果的に抑制可能であることが報告されている

(1) • 
ネ嬰井ら (11) は，施設栽培シシトウにおいても，栽培

初期にアカメガシワをタイリクに先行して 2回放飼する

ことによって，害虫アザ、ミウマ類を低密度に維持し，被

害果の発生を効果的に抑制可能であることを示したこ

の際，施設栽培ナスにおけるアカメガシワの放飼条件(1)

を参考に，本種の放飼頭数を 8頭/株(雌雄同数)とし

たが，それ以下の頭数でどの程度の防除効果があるかは

不明であった.そこで本研究では，施設栽培シシトウに

おける最適なアカメガシワの放飼頭数を提示することを
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Japan 

**岐阜県農業技術センター

***農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター

-177-



+ 

0 

8月26日 9月2日9月9日9月15日9月22日9月30日10月6日

+ 
ー←対照区

..ー・・ 4頭放飼区

--・_.6頭放飼区

-.-8頭放飼区

80 

60 

40 

20 

虫
数
/
株

目的とし，本種の放飼頭数と害虫アザミウマ類の発生消

長および被害果の発生状況との関係を明らかにする.

本文に先立ち，対象害虫種として用いたミカンキイロ

アザミウマ Frankliniel1aoccidentalis (以下，ミカンキイ

ロと略記)をご提供いただいた増田俊雄氏(宮城県農業・

園芸総合研究所)，本試験の遂行に有益なアドバイスをい

ただいた平野耕治氏(石原産業株式会社)，井上栄明氏(鹿

児島県農業開発総合センター)に厚く御礼申し上げる.な

お，本研究は，農林水産省委託フ。ロジェクト研究「気候

変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開

発」の成果である.

施設栽培シシトウにおけるアカメガシワクダアザミウ

マの放飼頭数とミカンキイロアザミウマ密度との関係

ミカンキイロアザミウマの放飼 :8月23日，雌 10頭雄
5頭/株

アカメガシワクダアザミウマの放飼 :8月 30日， 9月

17日(矢印)，雌雄同数
対照区・アカメガシワクダアザミウマ無放飼
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施設栽培シシトウにおけるアカメガシワクダアザミウ

マの放飼頭数と被害果率との関係

ミカンキイロアザミウマの放飼 :8月23日，雌 10頭雄
5頭/株

アカメガシワクダアザミウマの放飼 :8月30日， 9月

17日(矢印)，雌雄同数
対照区ーアカメガ、シワクダアザミウマ無放飼

比べて緩やかであり，特に 4，6頭放飼区に比べて 8頭放

飼区で本種の密度が低い傾向があった(第 l図)

シシトウ被害果はミカンキイロの密度に比例して発生

し，対照区では 9月30日以降には約 40%と極めて高率

で観察された(第 2図) 一方，アカメガシワ放飼区にお

ける被害果率は低く，特に 8頭放飼区では調査期間を通

して 5%未満で推移した(第 2図).収穫された全果実に

対する被害果の割合は，対照区で 24.4%(n=193)， 4頭

放飼区で 8.3%(n =302)， 6頭放飼区で 9.6%(n =314)， 

第 2図
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1 .供試虫

害虫アザミウマ類として， 1998年に宮城県名取市のキ

ュウリから採集したミカンキイロ由来の飼育個体群を供

試した 試験に用いるまで，成虫にはチャ花粉団子(商

品名・マルハナパチ用補助資材乾燥花粉， (株)アグリセ

クト)，幼虫にはソラマメ催芽種子を与えて累代飼育した

(6， 10).アカメガシワは， 2002年に鹿児島県日置市のク

ワから採集した個体群にスジコナマダラメイガ卵(商品

名:ガ・ラン， (株)アグリセクト)を与えた累代飼育虫

(4) を供試した.上記 2種の飼育はすべて 16L-8D，

25::t1tの条件で実施した.放飼虫として，ミカンキイロ

は羽化後 7 日齢前後の成虫，アカメガシワは羽化後 7~

13日齢の成虫を用いた

2.放飼試験

アカメガシワの放飼試験は，岩手県盛岡市にある農研

機構東北農業研究センター総合温室の隔離小部屋 4室

(各室 5mx2.8m)で行った 2011年7月29日に播種後約

4週目のシシトウ(品種:伏見甘長)ポット株(直径

24cm)を株間 50cmで各室5株設置し，開花期の 8月23

日にすべての株にミカンキイロ雌 10頭雄5頭を放飼し

た.棲井ら (11)は，施設栽培シシトウにおいて，タイ

リクに先行してアカメガシワを雌雄同数で 8頭/株， 2 

回放飼することにより，栽培期間を通して害虫アザミウ

マ類密度を低く抑えられることを報告している.そこで，

今回の試験では，アカメガシワの放飼頭数を 4，6， 8頭/

株(雌雄同数)として 3処理区を設定し， 8月30日と 9

月 17日に本種を各区へ放飼した各株全花のミカンキイ

ロおよびアカメガシワ虫書士を 8月26日から 10月6日ま

で約 7日おきに記録し，合わせて，シシトウ果実につい

ても被害果発生状況を全果で調べたー

材料および方法

結 果

対照区のミカンキイロは，調査を開始した 8月26日の

時点で約 3頭/株であったが， 9月15日以降急増し 10

月6日には約 67頭/株まで増加した(第 1図).一方，ア

カメガ、シワ放飼区では， ミカンキイロの増加は対照区に
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第3図施設栽培シシトウにおけるアカメガシワクダアザ、ミウ

マの放飼頭数とアカメガシワクダアサ、ミウマ成虫密度

との関係

a) ミカンキイロアザミウマの放飼 :8月 23日，雌 10頭雄
5頭/株

b) アカメガシワクダアザミウマの放飼 :8月 30日， 9月

17日(矢印)，雌雄同数
c) 対照区.アカメガシワクダアザ、ミウマ無放飼
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第 4図施設栽培シシトウにおけるアカメガシワクダアザミウ

マの放飼頭数とアカメガシワクダアザミウマ幼虫密度

との関係

a) ミカンキイロアザミウマの放飼 :8月23日，雌 10頭雄
5頭/株

b) アカメガシワクダアザ、ミウマの放飼・ 8月 30B， 9月

17日(矢印)，雌雄同数
c) 対照区:アカメガシワクダアザ、ミウマ無放飼

8頭放飼区で 1.5%(n =338)であった対照区と各放飼

区間について全5株の合計値で統計解析をしたところ，

いずれも有意な違いが検出された (Bonferroni法による

有意水準補正後 Fisherの正確確率検定，すべて

p <0.0001).また，アカメガシワ放飼区間では， 4頭放飼

区と 8頭放飼区， 6頭放飼区と 8頭放飼区との聞でそれ

ぞれ有意差が検出されたが (p<0.001， p <0.0001)， 4頭

放飼区と 6頭放飼区間には有意差は認められなかった

(p >0.05). 

アカメガシワ放飼区における本種成虫は 8月30日の

第 l回放飼後徐々に減少したが， 9月17日の第2回放飼

によって再度増加し特に 8頭放飼区で4，6頭放飼区に

比べて高い密度が維持された(第 3図).本種幼虫は 9月

9日より観察され，その後， 6頭放飼区で最も増加する傾

向が見られたものの， 9月30日には大幅に減少するな

ど， 8頭放飼区に比べて密度が大きく変動した(第4図). 

考察

ミカンキイロなどのアザミウマ類は，植物を直接食害

することに加えて， トスポウイルス属の植物ウイルスを

媒介するなど，東北を含む多くの地域の施設栽培現場で

大きな脅威となっている (8，9).アザミウマ類の生物的

防除法として，アカメガシワをタイリクに先行して放飼

するブースター法が施設栽培ナスやイチゴで有効で、ある

ことが示されており (1)，施設栽培シシトウでも同様に

活用できることが最近報告された (11). しかしながら，

アカメガシワの放飼条件についてはまだ十分に設定され

ておらず，特に放飼頭数については検討課題として残っ

ていた.

今回の試験により，施設栽培シシトウのアザミウマ類

防除におけるアカメガシワの有効な放飼頭数が明らかに

なった成虫を雌雄同数放飼する場合， 6頭以下/株の放

飼では効果が不安定になるため， 8頭/株を 2回放飼す

ることが被害軽減には有効であることが示された 施設

栽培ナスとイチゴにおけるアカメガシワの放飼条件は，

ナスでは定植後 10頭以上/株を 2回以上，イチゴでは定

植後2頭以上/株を 2回以上とされている(1).これら

果菜類の株の大きさと比べると 施設栽培シシトウにお

いてアカメガシワを 8頭/株放飼というのは妥当な数値

であるものと考えられた 今回の試験では，タイリクの

放飼は実施しなかったが対照区でミカンキイロが急増

した時期にいずれのアカメガシワ放飼区でもミカンキイ

ロ密度およびシシトウ被害果率の上昇が観察されたア

カメガシワとタイリクを併用した試験 (11)と同様に，本

試験においても，タイリクをアザミウマ急増期直前に放

銅することで，その後もアザミウマ密度と被害果の発生

を抑制し続けた可能性が高いものと考えられる.

アカメガシワの幼虫密度は 9月22日まで 6頭放飼区

で最も高かったが， ミカンキイロ密度やシシトウ被害果

発生率は，アカメガシワ成虫密度が常に最も高かった 8

頭放飼区に比べて低い傾向があったこのことは，防除

効果に貢献しているのは幼虫密度より成虫密度であるこ

とを示しており，幼虫と成虫の捕食能力や寄主植物上で

の分布の違いなどがその原因として考えられる.成虫の

単位時間当たり捕食量は幼虫のそれを上回ることが予想

され，植物上の分布は幼虫では成虫に比べて特定の花に
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集中している可能性がある.このような場合，同じ密度

でも被害果の発生は幼虫で多くなるであろう. しかしな

がら，捕食量や分布の違いについてはこれまでに報告が

ないため，今後明らかにされなければならない.

以上のようにいくつか課題は残っているものの，本研

究によって，アカメガシワを 8頭/株， 2回放飼すること

により，施設栽培シシトウにおけるミカンキイロ密度お

よびシシトウ被害果の発生を効果的に抑制可能で、あるこ

とが示された
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