
  
  サイクロン式吸引洗浄装置によるチャノミドリヒメヨコバ

イの被害軽減効果

  誌名 茶業研究報告
ISSN 03666190
著者名 萬屋,宏

谷口,郁也
発行元 日本茶業技術協会
巻/号 114号
掲載ページ p. 13-20
発行年月 2012年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



(茶研報114・13-20，2012) 報文

サイクロン式吸引洗浄装置による
チャノミドリヒメヨコバイの被害軽減効果

(独)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所*

高屋 宏・谷口郁也

(平成24年10月11日受理)

Effects of a Cyclone-Type Suction and Cleaning Machine in 
Reducing Damage from Tea Green Leafhoppers 

Hiroshi Yorozuya and Furniya Taniguchi 

NARO Institute ofVegetable and Tea Science， NationalAgriculture and Food Research Organization 

Summary 

A new type of pest con廿01machine was developed by仕leKagoshima Institute for Agricultural 

Development and the Matsumotokiko Corporation， In the second crop of the tea season， the 

effectiveness of this machine in reducing feeding damage from tea green lea血oppers，Empoasca 

onukii Matsuda， was investigated in a pesticide-free tea field， We compared the number of collected 

leaf hoppers， the length of new shoots， degree of feeding damage by leaf hoppers and tea yields 

between仕eatedplots and un仕eatedplots in order to evaluate the effects of白e仕ea出lentby this 

machine， Trea出lentwi出 thismachine was conducted once or twice in a week from bud break to 

plucking， As a result， the number of collectβd leaf hoppers was significantly different after two or 

three times of仕ea加lentand the degree of feeding damage加 treatedplots was statistically lower 

than出atof untreated plots， 

Key Words : pesticide企ee，physical control， second-flush tea， tea green leafuopper 

キーワード:チャノミドリヒメヨコバイ，二番茶，物理的防除，無農薬
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サイクロン式吸引洗浄装置によるチャノミドリヒメヨコバイの被害軽減効果

1 緒 Eコ

チャノミドリヒメヨコバイEmρoasca

onukii Matsudaは，チャの新芽を吸汁しそ

の生長を抑制し，葉の黄褐変や萎縮および落

葉を引き起こすチャの最重要害虫の一つであ

る。本虫は，主に二番茶および三番茶に大き

な被害を与えることが知られており 1) 現在

この時期の本虫に対する防除は，欠かせない

ものとなっている。

化学農薬を使用しない無農薬栽培茶園にお

いては，二番茶以降に特に本虫の発生密度が

高くなるため，二番茶および三番茶のチャ芽

生育が悪化し収量が低下する 2)。 しかし無

農薬栽培茶園で、は，本虫に対する有効な防除

手段が限られているため，二番茶以降の収穫

が不安定になっているのが現状である。

物理的害虫防除機としては，すでにミスト

風により 害虫を吹き飛ばして除去する送風式

捕虫機が開発されている 3).4)が.鹿児島県

および松元機工株式会社は，サイクロン式吸

引洗浄装置を考案した。本機は，前方の稼働

ブラシで剥離・浮遊させたチャ株面上の害虫

を吸引した後，後方の送風ダクトと散水ノズ

ルで吹き飛ばして除去する九本機ではブラ

シでチャ株面から害虫を剥離して吸引する過

程が加わるため，送風式捕虫機に比ベチャノ

ミドリヒメヨコバイ等の除去効果が高くなる

ことが期待される。そこでチャノミドリヒメ

ヨコバイに対する本機の防除効果を明らかに

するため，二番茶時期に圃場試験を行った。

2 材料および方法

2. 1 サイクロン式吸引洗浄装置

供試したサイクロン式吸引洗浄装置(図 1) 

は，全長2.9m，全幅2.l4m，全高 3m，重量

2300kgで，機械前方に剥離吸引装置とサイ

クロン式ダストボックス，後方に送風式散水

装置を搭載している。チャノミドリヒメヨコ

バイの除去処理は，稼働ブラシの回転数を

100rpm，走行速度を21.3m/minから30.8m/

mm，散水圧を 2MPaの条件で、萌芽直前から

摘採直前まで週 1回から 2回行った。鹿児島

県が行った調査では，この条件で処理を行う

と10aあたりの散水量は，処理 1回あたり約

1059Lで，処理時聞は， 26.8分である九 また

(a)装置全景

(b)前方の剥離吸引装置の稼働ブラシ

(c)後方の送風式散水装置

図 1 サイク口ン式吸引洗浄装置
(a)装置全景， (b) 前方の剥離吸引装置の稼働

ブラシ，(c)後方の送風式散水装置

T 鹿児島県農業開発総合センターニュース13号.pp.4 (2011) 
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(茶研報114: 13-20. 2012) 

この条件で本機を運用すれば，チャ新芽を傷

つけず，業傷を抑えられることが報告されて

いる す20

2. 2 調査区

調査は，2011年に鹿児島県南九州市の農業

生産法人ビオ ・ファ ームの無農薬栽培の .ベ

にふう i 成木闘 (2006年定植)と ‘ゆめか

おか幼木園 (2007年定植)で、行った。図2

に両品種園の全体と実験区および調査区の概

要を示した。各3列の畝の畝端から20mの範

聞を実験区と し，各区の中央の畝の10mの範

囲を調査区と した(図 2)。なお‘ベにふうき'

と‘ゆめかおり 'の畝幅は、 それぞれ1.6m

と1.2mで、あった。

実験区のうちサイク ロン式吸引洗浄装置に

より処理した3列の畝を防除区とし処理し

なかった3列の畝を無防除区と した。 ‘べに

ふうき'は 3反復で， ‘ゆめかおり'は 2反

復でデータ収集を行った。

‘ゆめかおり '幼木[掴

33'1J 3亨IJ 3列 3亨IJ 3列

実験

区外

i実験区外{

LEE--j|1 
l[三 2区

図2 供試品種匿と実験区および調査区の概要

3区

2. 3 調査方法

サイク ロン式吸引洗浄装置によ る処理は，

雨の 日を避けて行い， ‘べにふうき' 成水園

では， 萌芽直後の 6月28日から 7月12日まで

の15日間で4回の処理を行った。処理日は，

6月28日，6月30日，7月7日及び7月12日

で.11商f采は.7月13日に行った。また， ‘ゆ

めかおり'幼木園では，萌芽直前の6月14日

から 7月7日の24日間で 6回の処理を行っ

た。処理日は，6月14日， 6月22日， 6月24

日， 6月28日， 6月30日，7月7日で，摘採

は， 7月15日にqfった。
チャノ ミドリヒメ ヨコバイの生息数の調査

は， 望月ら 5)に準じ.各調査区におけるた

たき落とし法によって行った。すなわち各調

査区の 4箇所で各10回ずつチャ株をたたき，

A4サイズのパ ット上に落ちたチャノミドリ

ヒメヨコバイの成虫と幼虫の個体数を計数

し 成幼虫別および合計の平均たたき落とし

虫数を求めた。たたき落とし法によ る生息数

， 
実験区の概要

、

10mの調査区

区験

m

実
却

:-/11竺-??ー'!• ， (33'IJ <i') iIi，A) (33i1J <i') iIiA) I 

J験区

t2 鹿児島県ー農業開発総合セン ター茶業部 :栽培に関する試験成績，1}， pp.27-28 (2009) 
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サイクロン式吸引洗浄装置によるチャノミドリヒメヨコバイの被害軽減効果

調査は，各回のサイクロン式吸引洗浄装置に

よる処理の直前に行った。

防除区と無防除区における食痕数の調査

は，各調査区から摘採芽50gを採取して食痕

数を数えた。食痕数は，摘採したチャ新芽の

芯と葉ごとに本虫による食害痕の有無を判定

した。食害痕の無い芯や葉は，無被害として

計数し食害痕がある芯や葉は.その被害程

度により軽被害と重被害にわけで計数した。

また芽 1本あたりの食痕数から被害程度ごと

の被害防止率(1- (防除区の芽あたりの食

痕数/無防除区の芽あたりの食痕数)) x 100 

を算出した。なお，軽被害は，本虫の吸汁に

より 葉脈の褐変や葉の黄化が見られる状態

で，芯や葉の萎縮や葉脈の変形を伴わない被

害程度とし重被害は，図 3に示 したように

芯の枯れや葉先の枯れ，葉の変形・萎縮を伴

う被害程度とした。さらに防除区と無防除区

における摘採芽の平均芽長と平均出聞き度も

算出した。

平均収量は，各調査区を摘採して収量を計

測した後，摘採後に正確な摘採面積を計測し

て補正を加え，防除区と無防除区の平均収量

(kg/m2) を算出 した。

図3 被害程度が重被害のチャ芽

2. 4 統計処理

無防除区と防除区の処理区間におけるチャ

ノミドリヒメヨコバイの平均たたき落とし数

の統計的有意差を一元配置分散分析によって

検定した。また処理区間で無被害の芯と葉数，

軽被害および重被害の平均食痕数に統計的有

意差があるか，一元配置分散分析を用いて検

定した。

さらに品種ごとに処理区間における平均

芽数，芽長，出聞き度および平均収量の違

いも一元配置分散分析を用いて検定を行っ

た。 なお，統計解析は， R version 2.6.1 for 

windowsを用いて行った。

3 結果

3. 1 チャノミドリヒメヨコバイたたき落

とし数

各調査日のチャノミドリヒメヨコバイのた

たき落とし数を図 4に示した。‘べにふうき'

においては， 6月30日に行った 2回目の除去

30 

251 

平 20

均 15
ぷL

許10

べにふうき

25 
き 0
落 6/28 7/7 
と 6/30

301 
~ vVIゆめかおり
与 251
治 1 ー噌ー 防除区

201 ~ ZV) ・ーー 無防除区

翌日

10 

5 

7/12 

0~6/-1-4----6~/2-2---6~/~28~----7/~7 
6/24 6/30 

処理日および調査日

図4 ‘ベにふうき'と‘ゆめかおり'の各調査

区におけるチャノミドリヒメヨコバイ平

均たたき落とし数の推移

図中の有意水準のシンボルは，防除区と無防除

区で採集数に統計的な有意差があることを示す

(一元配置分散分析. ': pく0.05. ": Pく0.01)。

エラーパーは，標準誤差を示す。
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(茶研報114・13-20.2012) 

後にあたる 7月7日と 7月12日で防除区での

たたき落とし数が無防除区でのたたき落とし

数よりも少なくなった。‘ゆめかおり'では，

6月24日に行った 3回目の除去後にあたる 6

nJ
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(
頭
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.. ， ， ， 

7/7 7/12 

6/22 6/28 7/7 
6/24 6/30 

処理日および調査日

図5 ベにふうき'と‘ゆめかおり'における

チャノミドリヒメヨコバイ成虫と幼虫別

の平均たたき落とし数

図中の有意水準のシンボルは、 防除区と無防除

区で採集数に統計的な有意差があることを示す

(一元配置分散分析. ': pく0.05. 制 :pく0.01)。

月28日以降の調査で防除区におけるたたき落

とし数が無防除区におけるたたき落とし数よ

りも少なくなり. 6月28日と 6月30日におけ

る両区間のたたき落と し数の差は，統計的に

も有意に異なっていた。また，各品種の処理

区ごとの成幼虫別の平均たたき落とし数を図

5に示した。特に幼虫のたたき落とし数が防

除区で少なくなる傾向が見られたが、統計的

な有意差は. 7月7日の‘べにふうき'での

み検出された。

3. 2 食痕数調査

‘べにふうき.と・ゆめかおり'の両品種

において処理区間の摘採芽50gあたりの平均

芽数に差はなかった (表 1;一元配置分散分

析，‘べにふうき.df= 1 . F=O.Ol. P=0.92.‘ゆ

めかおり .df= 1. F=4.l7. P=O.l8) 0 .べに

ふうき'においては，軽被害と重被害の食痕

数は，どちらも防除区の方が無防除区よりも

少なく ，その差は統計的に も有意であった (表

1 ;軽被害df=1. F= 12.9. P=0.02. 重被害

df= 1. F= 1 1.8. P=0.03)。無被害の芯と葉

数は，防除区の方が無防除区よりも多い傾向

があったが.その差は統計的にも有意でなか

った (表 1; df= 1. F=5.51. P=0.08)。また、

‘ゆめかおり 'においては，無被害の芯と業

数は，防除区の方が多い傾向があったが統計

的な差はなか った(表 1; df= 1. F=2.65. 

P=0.25)。軽被害と重被害の食痕数は，とも

に無防除区の方が防除区よりも多い傾向が得

られたが統計的な差はなかった(表 1;軽

表 1 各品種の各処理区の平均芽数，無被害の芯と葉数，被害程度ごとの平均食痕数(平均:tS.D.) お

よび芽あたりの無被害の芯と葉数と平均食痕数(平均:tS.D.)

平均芽数 無被害の芯 平均食痕数 (倒) 芽あたりの無被 芽あたりの平均食痕数 (他/芽)
品種 処理区 (本) と業数 害の芯と葉数

(枚) 軽被害 重被害 (紛糾 軽被害 重被害

ベにふうき 防除区 57.7:t 2.0 199.3:t 13.0 22.7 :t 2.2 18.0:t 3.6 3.45:t 0.11 0.39:t 0.05 0.31 :t 0.06 
無防除区 57.0:t 5.6 139.3之 22.0 41.0 :t 4.6 52.0:t 9.2 2.51土0.48 0.74:1: 0.11 0.96:t 0.27 

ゆめかおり 防除区 42.0土1.0 131.0:t 9.0 26.5:t 5.5 19.5:t 5.5 3.11 :t 0.14 0.63:t 0.11 0.46:t 0.11 
無防除区 47.5:t 2.5 87.0:t 29.0 45.0:t 4.0 74.0:t 28.0 1.87:t 0.71 0.95:t 0.13 1.59:t 0.67 

17-



サイクロン式吸引洗j争装尻によるチャノミドリヒメヨコバイの被害軽減効果

被害df=1， F=T40， P=OJl， 重被害df=1， 

F=3，65， P=020)。両品種の処理区間での重

被害を受けた食痕数の差は大きく， ‘べにふ

うき'の無防除区の芽あたりの食痕数が0，96

:t 0，27 (平均:tS，D.，以下同じ)であるのに

対し防除区では0.31:t0.06であり(表 1)， 

重被害の被害防止率は68%であった。同様に

‘べにふうき'の軽被害における被害防止率

が46%， ‘ゆめかおり'の重被害の被害防止

率が71弘軽被害の被害防止率が34%で、あっ

た。

3. 3 摘採芽調査

‘べにふうき'における摘採芽調査の結果，

防除区の平均出聞き率が56%に対し無防除区

の平均出聞き度は50%であり，差はなかった

(df= 1. F=020， P=0.67)。芽長に関して

は，防除区での芽長が5.60土 0.35cm，無防除

区での芽長が527:t 0.33cmで、あったが，統計

的に有意な差はなかった (df=1， F=0.44， 

P=0.51)0 ‘ゆめかおり'における摘採芽調

査の結果は，防除区の平均出聞き率が96%

で，無防除区の平均出聞き度は90%であり，

両実験反ともほぼ出聞いた状態で，処理区間

に出聞き度に差はなかった (df=1， F=2.6， 

P=0.25)。芽長に関しては，防除区での芽長

が4.95:t 0.44cmで，無防除区の芽長は， 5.39 

:t 0.48cmで、あったが，統計的に有意な差はな

かった (df=1， F=0.45， P=0.50)。

3. 4 収量調査

収量に関しては， ‘べにふうき' ‘ゆめかお

り. ともに防除区と無防除区の間に統計的な

有意差は認められなかった(図 6;‘べにふ

うき， df= 1， F=2.45， P=OJ9， ‘ゆめかおり'

df= 1， F=0.31， P=0.63)。

4 考察

サイクロン式吸引洗浄装置による物理的除

去操作により，チャノミドリヒメヨコバイの

生息個体数が減少した。防除区においては，

本機の稼働により本虫による重被害の食痕数

が減少しており，重被害の防止率は， ‘べに

ふうき'で68%， ，ゆめかおり'で71%であり，

本虫に対し一定の防除効果が認められた。た

だし本試験において本機の使用で収量の増

加や摘採芽の伸長という結果は得られなかっ

た。

一方，送風式捕虫機では，週2回処理で本

虫の密度抑制や摘採芽の伸長および収量の増

加が報告されている 3)，4)。これらの試験は，

本虫の生息密度やチャの生育状況，装置の処

理頻度等が異なるため，どちらが優れている

か等は，一概に比較できないが，本試験では

期待していた異物収集部に配した稼働ブラシ

による本虫の掃き出しとサイクロン式吸引に

O. 8 

平 0.6
均
収

量 0.4
(kg/m2) 

0.2 

。

0.8 

平 0.6
均
収
i止0.4

(kg/m2) 

0.2 

。

べにふうき

防除区 無防除区

ゆめかおり

防除区 無防除区

図6 ‘ベにふうき'と‘ゆめかおり'の防除区
と無防除区における平均収量

エラーパーは，標準誤差を示す。
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よる本虫の除去効果は，なかったと思われる。

チャ芽に寄生している幼虫の除去効果も ‘ベ

にふうき'の成木園のみで認められただけで

あり，その効果は限られていた。これは，機

械の振動を察知した本虫がブラシの到達前に

葉層内に隠れてしまうことや本機の吸引力が

葉層内に隠れた本虫を吸い出すには十分でな

いこと等が理由として考えられる。前方部分

が有効であるかどうかは，実際に後方部分に

よるミスト風による吹き飛ぱしのみで今回と

同じ効果が得られるのか等のさらなる検証が

必要で、ある。また， ‘ゆめかおり'では摘採

芽の芽長が防除区よりも無防除区で長い傾向

があったが，本試験では幼木園の‘ゆめかお

り'を供試したため，まだ

らずず、，各茶芽の大きさと伸長がまちまちであ

ったためと思われる。実際に各区の平均芽

長は，防除区で4.27土0.53cm，5.63 ::t 0.69cm， 

無防除区で6.23土0.73cm，4.54::t 0.60cmで、あ

り，同じ処理区内の反復間でのばらつきが大

きく，適切な比較が出来なかったと思われる。

チャノミドリヒメヨコバイは， 1芽あたり

の密度が0.09頭で被害芽率が10%となり， 1 

芽あたりの密度が0.22頭で，収量の減収率が

10%に達することが報告されている 6)。この

ことからも本虫の被害を低減するためには，

可能な限り生息密度を低く保つことが有効で、

あることが示唆される。また，本虫の被害芽

を製茶すると，水色が赤くなり，苦味が強く

なるなど，品質が著しく低下する 7)。チャノ

ミドリヒメヨコバイの中齢幼虫や雌成虫のわ

ずか 1日間の加害がチャ新芽の葉脈に褐変を

生じさせることが報告されており 8)わずか

の加害で被害が生じ，品質に悪影響を及ぼす。

このため品質面においても少しでも本虫の加

害を抑えることが必要である。本機の使用の

ような物理的防除手段で生息個体数の減少お

よび食害被害の緩和が見られたことは，特に

農薬を使用しない無農薬栽培において利用が

期待される数少ない有効な手段の一つである

と思われる。今後は，使用頻度と効果の関係

等，本機のより効果的な使用法について詳細

に検討する必要がある。また本機は，カンザ

ワハダニとチャノナガサピダニについて防除

効果があることが報告されており t また病

葉を除去することにより，炭症病の発生を抑

制できることも報告されており 9)無農薬栽

培茶園での幅広い活用が期待できょう。

5 摘要

摘採前の新芽に付着した降灰や落枝などの

異物を効率的に除去するサイクロン式吸引洗

浄装置によるチャノミドリヒメヨコバイの被

害軽減効果を調査した。その結果，本機を用

いるとチャノミドリヒメヨコバイの生息個体

数の減少および重被害の緩和が見られ，一定

の防除効果が得られることがわかった。
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