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目合い lmmの防虫ネットへのマシン油乳剤噴霧による

タバココナジラミの侵入防止

貴島圭介1)・普天間斎1)・喜久村智子1)・大野 豪1)・熊野了ナW)3)

e)沖縄県農業研究センター・ 2)沖縄県病害虫防除技術センター 3)琉球産経株式会社)

Prevention of Bemisiαtαbαci penetration into greenhouses by spraying machine oil 

on insect-proof screens. Keisuk巴 Kijimal)， Itsuki Futenmal)， Tomoko Ganaha-Kikumural)， 

Suguru Ohnol) and Norikuni Kumano2) 3) (Okinawa Prefectural Agricultural Research Cent巴r，

Itoman， Okinawa 901-0336， Japan. 2)Okinawa Prefectural Plant Protection Center， Naha， 

Okinawa 902-0072， J apan. 3)Ryukyu Sankei Corporation， Tomigusuku， Okinawa 901-0242， 

Japan) 

園芸作物の施設側面の防虫ネットへのマシン油乳剤噴霧による，施設内へのタバココナジラミ

成虫の侵入防止効果を検討した。室内試験において，本種成虫の目合い 1mmの防虫ネットの通

過率は85%以上であったのに対し，同防虫ネットに100倍および2倍希釈のマシン油乳剤を噴霧

した場合，通過率はそれぞれ15.7%と0%であり，顕著な通過防止効果が認められた。野外の施

設において，同防虫ネットに 2倍希釈のマシン泊乳剤を処理した区としない区を設け，施設内の

キュウリ葉上におけるタバココナジラミ成虫の密度を調査した結果，調査期間を通して処理区の

虫数は無処理区の4分の l程度に抑えられ，マシン泊乳剤処理の侵入防止効果が認められた。以

上の結果から，日合い 1mmの防虫ネットへの 2倍希釈のマシン油乳剤噴霧処理はタバココナジ

ラミの侵入防止に効果的であると考えられた。

Key words : gr巴enhouse，IPM， physical control. whitefly 

緒 百

タバココナジラミ Bemisiαtαbαci(G巴nnadius)(カ

メムシ目:コナジラミ科)は野菜・花井類の重要害虫

であり，茎葉や果実の変色(松井， 1992;外間ら，

1993 ;上門・大薗， 2008)や排池物によるすす病(中

野・貞野， 1994)を引き起こすほか， トマト黄化葉巻

病やメロン退緑黄化病の病原ウイルスである Tomαto

yellow leαf curl virus (TYLCV) (本多， 2005) や

Cucurbit chlorotic yellow virus (CCYV) (行徳ら，

2009)などを媒介する。園芸作物の施設栽培圃場にお

いては，害虫の侵入抑制を主な目的として，施設関口

部に防虫ネットを展張することが推奨されている。タ

バココナジラミに関しては，目合い1.0mmの防虫ネッ

ト(以下， 1mmネット)でも一定の侵入防止効果が

ある(青木ら， 1992)が，媒介虫の要防除密度が非常

に低いウイルス病の対策としては効果が十分で、なく

(松浦ら， 2005)，侵入をより確実に防ぐためには，目

合いO.4mm以下の防虫ネットの使用が必要である(松

浦ら， 2005;大井田ら， 2007)。しかし目合いが細

かい防虫ネットの展張は，施設内の温度上昇をもたら

し作物や作業者へ悪影響を及ぼす可能性があり(三

原・石田， 2005)，またそのようなネットには従来の

防虫ネットよりも微細な繊維が使用されているため，

劣化のしやすさなど強度面で劣ることが懸念されてい

る(勝山ら， 2005)。

近年，微細な防虫ネットを展張することの代替技術

のひとつとして，油脂を主成分とする気門封鎖剤や界

面活性弗jを主成分とする展着剤等を防虫ネットに噴霧

することによるタバココナジラミの物理的防除法が主

に室内試験で検討され， 目合い0.8mmの防虫ネット

(以下， 0.8mmネット)にマシン油乳剤を噴霧するこ

とで，施設内の温度上昇をまねくことなく目合い

O.4mmの防虫ネットと同等の成虫の侵入防止効果が

得られることが報告されている(溝辺， 2010)。一方で、，

沖縄県の施設栽培圃場において通常用いられている

1mmネットへのマシン油乳剤噴霧処理も同様な効果

を示すかどうかは明らかにされていなしミ。さらに，実

際の園場で想定される降雨がマシン油乳剤処理効果へ

及ぼす影響も不明で、ある。そこで本研究では， 1mm 
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ネットへのマシン泊乳剤噴霧処理によるタバココナジ

ラミ成虫の侵入防止効果および降雨がマシン油乳剤噴

霧処理に与える影響を，室内試験と聖子外試験によって

中食言すした。

本文に先立ち，試験に関するご助言をいただいた宮

崎県農業総合研究センターの松浦明氏，調査ならびに

栽培管理にご協力していただいた沖縄県農業研究セン

ターの比嘉正徳，山田義智，野原正夫，宮城智子，ハ

ニ・アミン・ゴマ・サーダラ，仲門幸乃，西村球子，

山城梢および照屋寛文の諸氏に感謝申し上げる。

材料お よ び 方 法

試験 1.室内における防虫ネットの通過防止効果

防虫ネットへのマシン泊乳剤(クミアイアタックオ

イル，クミアイ化学工業(株)) (以下，マシン泊)の

噴霧によるタバココナジラミ成虫のネット通過防止効

果を調べるため，以下の要領で検定容器を作成し，室

内試験を行った。透明プラスチックカップ(容量860

ml.関口部の内径120mm，底部の内径100mm，高さ

100mm)の蓋に直径100mmの穴を開け，そこへ1mm

ネット(サンサンネット EX-2000，日本ワイドクロス

(株))を内側から貼り付けた。この蓋に，マシン油

100倍希釈液(以下，マシン油100倍区)または2倍希

釈液(以下，マシン油2倍区)を容量1，000m!のハン

ドスプレー(ダイヤスプレー・アルファ，フルプラ(株)) 

を用いて高さlOcmの位置からおよそ10m!噴霧した。

ネット部分以外に付着したマシン泊は拭き取った。対

照区として，水道水を同様に噴霧した区と何も噴霧し

ない無処理区を設けた。マシン泊を処理した蓋は処理

1時間後に，水を処理した蓋は処理5分以内に使用し

た。各処理区ともに，貴島ら (2012)の方法によって

室内で累代飼育したタバココナジラミ(バイオタイプ

B) の成虫60~100頭を検定容器内に放した後，ただ

ちに蓋をし，プラスチック容器(高さ390mm，横幅

240mm，奥行260mm)に収容した。放虫48時間後に，

ネットを通過した個体，検定容器内に残っている個体

およびネットに捕捉されている個体を，肉眼もしくは

実体顕微鏡を用いて数えた。蓋と容器の聞に挟まり死

亡している個体はこれらの計数から除外した。試験は

25:1: 10C， 14L10Dの条件下において行った。各処理

区とも 5反復設け，それらのデータをひとまとめにし

Fisherの正確確率検定により処理区間で通過率を比

較した。

試験 2. 降雨のない条件下における防虫ネットの通

過防止効果の持続期間

マシン泊処理による侵入防止効果の持続期間を推定

するため，マシン油を処理した 1mmネットを降雨の

影響のない野外環境に一定期間放置した後の成虫通過

率を求めた。 2倍希釈したマシン泊を，試験lで用い

た検定容器の蓋に同様な方法で約10m!噴霧した後に，

軒下に地面と垂直にして， 2011年 5~8 月にかけて57

日間または100日間吊り下げた(ただし台風の影響

により， 57日後の試験では合計4日間， 100日後の試

験では合計7日間，室内に保管した)後，試験1と同

様にタバココナジラミ成虫を放し 48時間後の通過率

を求めた。ネットに付着した挨や虫の死骸等は，試験

に用いる直前にピンセットを用いて可能な限り除去し

た。本試験では各区4反復を設け，試験1と同様に区

間で通過率を比較した。

試験 3. マシン油処理した防虫ネットへの水散布が

通過防止効果に及ぼす影響

野外においては降雨の影響により，マシン油処理の

成虫侵入防止効果が低下することが考えられる。本試

験では，このような降雨による効果低下の程度を推定

するため，マシン油を処理した 1mmネットに降雨を

想定した水の噴霧処理を行った場合の通過率を求めた。

試験1で用いた検定容器の蓋に， 2倍希釈したマシン

油約10m!を同様な方法で噴霧した 1時間後に，マシ

ン油を噴霧した時と同条件で同量の水道水を噴霧した。

噴霧した水の量を降雨量に換算すると，蓋に張った

ネットの面積 (78.5cm2
) から，およそ1.27mmと想定

される。水を噴霧した 1時間後に，タバココナジラミ

成虫を検定容器に40~100頭放し， 48時間後の通過率

を求めた (4反復)。測定後，検定容器またはネット

に付着した成虫を実体顕微鏡下でピンセットを用いて

取り除き，同じ蓋に対して再び同量の水を噴霧し，再

度通過率を求めた。この作業を 7回繰り返し行い，水

の噴霧回数が異なる区間で試験1と同様に通過率を比

較した。

試験4 野外における侵入防止効果の実証

野外におけるマシン油処理の効果を検証するため，

沖縄県農業研究センター(沖縄県糸満市)内の小型施

設 (2.5mx 6.0m) 4棟(第 1図A)を用い，以下の

試験を行った。施設の屋根と前後の開口部および側面

の裾部にはピニル(スカイコート 5，シーアイ化成

(株))を，側面の開口部(左右それぞれl.5mx 6.0m) 

には 1mmネットを展張した。 4棟のうち 2棟をマシ

ン油処理区， 2棟を無処理区とし，処理区のネットに

は，電動噴霧器を用いて，施設内側から 2倍希釈のマ

シン油を片面あたり0.9L(100ml/m2
) 噴霧した。噴
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霧直後に， 1 棟につき本業 4~5枚のキュウ リ (品種

「翠星節成 2号J) を各称、9株定植し (株間40cm， 1 

条植え)，処理から 1l~ 16 日後にかけて ， 1株あたり

上位 3 葉に寄生するタバココナジラミ成虫を 1 ~3 日

間隔で数えた。タバココナジラミの施設内への侵入を

促すため，各調査日の調査終了後に，上記の試験に用

いたのと同じ累代飼育個体群の成虫を 6本のプラス

チックチュープに200頭ずつ入れ，これらを第 1図A

に示したように，ハウス問に静置することにより放虫

した。 この手順を2011年 6 月 13~29 日 ， 7 月 4 ~15 日，

II 月 14~25日および12月 19 日 ~20l 2年 1 月 3 日に合計

4回繰り返した。試験区の位置は試験ごとに入れ替え，

I回の試験が終了する度にネットを中性洗剤で洗浄し

マシン油および付着物を除去するとともに，新しい

キュウリ苗に植え替えた。防虫ネ ットへのマシン油処

理の効果と虫数の関係を明らかにするため一般化線形

混合モデル (GLMM)を用いて解析を行った。虫数

を応答変数に，マシン油処理の有無，処理後日数およ

びそれぞれの交互作用を固定効果の説明変数，反復を

ランダム効果とし，誤差構造はポアソン分布とした。

解析には統計解析ソフ トR (R Development Core 

Team， 2013) の lme4パッケージ (Bateset al.， 

2013)を用いた。日当たり降雨量の測定には，試験園

場から約360m離れた位置に設置された転倒ます型雨

量計 (N-68，日本エレクトリック ・インスルメント

(株))を用いた。施設内の気温は温度計(おんどとり

Jr， TR52，ティアンドデイ(株))を各処理区とも任

意の 1棟の地上から 1mの高さに設置し， 60分おき

に測定した。

試験 5.防虫ネ ットの二重設置による侵入防止効果

の持続期間の延長

試験3と4の結果から，野外においてマシン油処理

の侵入防止効果は降雨により低下すると考えられた。

そこで，降雨に影響を受けにくい処理方法として，施

設側面に防虫ネットを二重に設置しそれらにマシン

油処理を行う方法の有効性を検討した。試験4と同じ

小型施設を 6棟用い，慣行処理区，二重両処理区およ

び二重外処理区の 3区を設けた。慣行処理区では，試

験4の処理区と同様な方法で2倍希釈のマシン油を片

面あたり 0.9L処理した。二重両処理区と二重外処理

区では，側面に展張したネッ トから25cm内側に

1mmネットをもう l枚展張し下部を鉄パイプで固

定した(第 1図B)。二重両処理区では，慣行処理区

と同量のマシン油を内外両方のネッ トに施設内側から

処理した(内外2枚合計で0.9L)。二重外処理区では，

A 

C 

-日三
同

:-口-
. . 

. 

-口-日 : I・
第 1図 試験4と試験5における試験区の構成 (それ

ぞれ AとC)，および試験5において防虫ネットを二

重に設置した施設の様子 (B). AとCにおいて施設

側面の実線はマシン油乳剤を処理したネ ットを，破線

は処理していないネッ トを，黒丸はタバココナジラミ

を放飼した場所を示す.

内側のネ ットを一度巻き上げ，外側のネットにのみ慣

行処理区と同じ方法で同量のマシン油を処理した後に，

内側のネ ットを下ろし固定した。処理直後に，1棟に
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っき試験4と同様のキュウリ苗を 9株定植し， 1株あ

たり上位 5葉に寄生する成虫を 2~3 日間隔で数えた。

調査は成虫が初確認された日から21日後まで継続した。

各調査日の調査終了後に，試験4と同様のタバココナ

ジラミ成虫を 8本のプラスチックチューブに150頭ず

つ入れ，これらを施設の周囲に第 1図Cに示したよ

うに静置して放虫した。この手順を2012年4月10日~

5月7日， 5 月 11 日 ~6 月 4 日および 7 月 9 日 ~8 月

1日にかけての合計3回繰り返した。試験4と同様に，

試験区の位置は試験ごとに入れ替え， 1回の試験が終

了する度にネットを洗海し新しいキュウリ苗に植え

替えた。防虫ネットを施設の内側に設置することおよ

び内側の防虫ネットへマシン油を処理することのそれ

ぞれが，施設内に侵入するタバココナジラミ数に与え

る影響を明らかにするため，慣行処理区と二重外処理

区の間および二重外処理区と二重両処理区の聞で虫数

の比較をし試験4と同様に GLMMを用いて解析を

行った。虫数を応答変数に，内側防虫ネットの有無ま

たは内側防虫ネットへのマシン油処理の有無，処理後

日数およびそれぞれの交互作用を固定効果の説明変数，

反復をランダム効果，誤差構造をポアソン分布とし，

得られた P値を Holm法により補正した。降雨量と

施設内の気温は試験4と同様な方法で測定し温度計

は6棟すべてに設置した。

結 果

試験 1.室内における防虫ネットの通過防止効果

タバココナジラミ成虫の通過率は，無処理区で

86.4%，水処理区で85.1% マシン油100倍区で15.7%

およびマシン油2倍区で0%であった(第 1表)。無

処理区と水処理区の聞の通過率に有意差はなかったが，

マシン泊100倍区とマシン油2倍区はともに無処理区

と水処理区に比較して有意に通過率が低かった。マシ

ン油2倍区の通過率はマシン油100倍区よりも有意に

低かった。供試個体数に対するネット上での捕捉個体

の割合(以下，捕捉率)は，無処理区と水処理区では

0%だ、ったのに対し，マシン油100倍区で69.5%，マシ

ン油2倍区で91.8%であった(第 l表)。

試験 2. 降悶のない条件下における防虫ネットの通

過防止効果の持続期間

2倍希釈マシン泊の処理後57日と100日を経過した

ネットにおける成虫の通過率はともに 0%であり，捕

捉率はそれぞれ98.6%と99.8%であった(第2表)。

試験3. マシン油処理した防虫ネットへの水散布が

通過防止効果に及ぼす影響

2倍希釈マシン泊を処理後のネットに水を噴霧した

場合の成虫の通過率と捕捉率を第3表に示した。水の

処理回数が 1~5 固までの通過率は0% ~2.3% と低

かったが， 6回では12.8%，7回では44.3%と高まり， 6，

7 回と 1~5 回の問および6 回と 7 回の通過率の聞に

有意差があった。ネット上での捕捉率は，水処理5固

までは90%以上であったが， 6回では81.2%，7回で

は45.7%と低下した。

試験4.野外における侵入防止効果の実証

キュウリ葉上における成虫数と調査期間中の降雨量

の推移を第 2 図に示した。 1~4 回のすべての試験に

おいて，無処理区では調査開始直後からキュウリ葉上

でタバココナジラミ成虫が確認され，その後概ね増加

第1表 防虫ネットに対するマシン油乳剤処理がタバココナジラミの通過率に及ぼす影響(試験 1) 

供試個体数 ネット上の ネット上の
試験区 通過個体数 通過率(%)心

(平均士 SE) 捕捉個体数 捕捉率(%)

無処理 90.0:t 3.2 77.8:t7.6 86.4 a 。 。
水処理 73.6:t7.3 62.6:t 18.5 85.1 a 。 。
マシン泊 (100倍) 84.0:t4.6 13.2:t 14.3 15.7 b 58.4:t7.5 69.5 

マシン油( 2倍) 85.4:t3.2 。 o c 78.4:t 6.4 91.8 

a)異なるアルファベットを付した数値間には有意差がある (Fisherの正確確率検定後にP値を Holm法により補正).

第2表 降雨の影響がない条件下における防虫ネットに対するマシン油乳剤処理によるタバココナジラミ
の通過防止効果の持続期間(試験2)

処理後日数

57日

100日

供試個体数
(平均:tSE) 

85.5:t 3.1 

99.5:t0.5 

a)アルフアベットの意味は第1表と同じ

通過個体数 通過率(%)，) 

o 0 a 

o 0 a 

ネット上の
捕捉個体数

84.3:t3.9 

99.3:t0.5 

ネット上の
捕捉率(%)

98.6 

99.8 
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第3表 マシン油乳剤を処理した防虫ネットに対する水の噴霧がタバココナジラミの通過率に及ぼす影響
(試験3)

水のl股綴回数 a)
供試個体数

通過個体数 通過率 (96) b) 
ネット上の ネット上の

(平均:tSE) 主1i4:1l111i1f;本数 捕捉率 (9o)

l図目 78.8:t 3.0 。 o a 76.0:t 3.1 96.5 

2回目 81.5:t6.3 1.3:t 0.5 1.6 a 73.8:t 6.4 90.6 

3回目 86.3:t5.l 。 o a 82.3:t 6.8 95.4 

4回目 74.3 :t4.3 0.8:t 0.5 1.1 a 70.3:t 5.2 94.6 

5回目 56.0:t4.6 1.3:t 0.3 2.3 a 53.0:t4.3 94.6 

6回目 57.0:t3.l 7.3:t 1.1 12.8 b 46.3 :t4.3 81.2 

7回目 50.3:t 3.0 22.3:t 5.3 44.3 c 23.0:t 3.7 45.7 

a) 1匹|の11tH務盆は約10ml. b)アルフ アベットの意味は第 1表と同じ
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第2図 防虫ネットへのマシン油乳剤処理による施設

内へのタバココナジラミ成虫の侵入防止効果(試験4)
折れ線グラフはマシン油乳剤処理区(・)および無処

理区 (0)のタバココナジラミ平均成虫数::tSE (27 
葉の合計)を，棒グラフは日あたり降雨量を示す.

傾向を示した。一方，マシン油処理区では多くの場合

で調査7日目以降に初めて成虫が確認された。調査最

終日の無処理区とマシン油処理区における平均成虫数

(::t SE) は，試験 1回目は16.5::tO.4と5.5::t1.1頭. 2 

回目は50.5::t3.2と1O.O::t1.4頭. 3回目は69.0::t13.4と

第4表 タバココナジラミの寄生虫数に対するマシン油
乳剤処理と処理後日数の一般化線形混合モデルによる解
析結果(試験4)

F SE P z 

1回目

処理

日数

処理回数

2回目

処理

日i数

処理。日数

3回目

処理

日数

処理日数

4回目

処理

日数

処理日数

市

1

η
t

daT

R
d
n
U

っ“

R
u
n
u
n
υ
 

-4.07 

0.l0 

0.26 

2

0

7

 

司、υ
内
ぺ
U

司
E
4

3

0

0

 

-3.32 

0.09 

0.l3 

1.19 -4.62 く0.001

0.01 4.79 <0.001 

0.08 2.86 <0.01 

0.67 -6.04 <0.001 

0.02 5.l9 <0.001 

0.07 3.70 く0.001

0.83 -4.02 く0.001

0.03 11.68 く0.001

0.08 2.03 く0.05

0.62 -5.34 く0.001

0.02 

0.05 

5.61 く0.001

2.65 <0.01 

15.5::t 1.8頭および 4 回目は27.5::t5.3と6.5::t1.1頭で

あった。GLMMによる解析の結果，試験 1-4回目

のすべてで，マシン油処理の効果， 日数の効果および

それらの交互作用が有意であった(第 4表)。試験期

間中の降雨量は，試験 1回目では処理8日目以降に

5.5mmや31mmのまとま った量が観測された(第 2図)。

2回目では処理 2日- 6日後に毎日2.5-5.0mmの降

雨が観測された。 3回目では処理 5日後に25.5mmの

降雨が観測された。4回目では処理3日後にllmm.

5日後に 4mmの降雨が観測された。試験期間中の日

ごとの平均気温，最低気温および最高気温を第 5表に

示した。4回の試験とも無処理区とマシン油処理区の

聞に顕著な気温差は認められなかった。



試験 5.防虫ネ ットの二重設置による侵入防止効果

の持続期間の延長

キュウリ葉上における成虫数と調査期間中の降雨量

の推移を第 3図に示 した。 3回の試験とも， 二重両処

理区のタバココナジラミ成虫は低密度で推移し降雨

が累積で50~100mm 以上観測された後も虫数が急激

に増加することはなかった。 しかし慣行処理区と二

重外処理区の成虫数は降雨量の累積に伴い増加した。

調査最終日(成虫の初確認から21日後)の慣行処理区

二重外処理区お よび二重両処理区における平均虫数

(:t SE)は，試験 I回目はそれぞれ28.5:t6目O.25.0:t 2.1 

および5.0:t1.4頭， 2回目は71.0:t12.0. 36.0:t 4.2およ

び7.0:t0.7頭， 3回目は91.0:t24.8， 56.0土 5.0お よ び

18.5:t 3.9頭であった。GLMMによる併』析の結果， 内

側ネ ットの有無による効果をみた場合， 回数の効果は

試験 1 ~3 回目のすべてで、有意で、あったが，処理の効

果および処理と 日数の交互作用の有意性は試験ごとに

異なった(第 6表)。一方，内側ネ ットへのマシン油

処理の効果は，試験 1 ~3 回目のすべてで処理の効果

と日数の効果の双方が有意であり，それらの交互作用

69 第59巻九州病害虫研 究会報

1\ 目~Jい |l;;
50 r 

40ト

30ト

20ト

10十

0" 

(E
E
)制
区

堂
[ 

80 

60 

40 

20 

0 
n叫£王日

100， 
80f 

60ト

40f 

20ト

0100 

1 

80 

60 

40 

20 

0 
27 A-マ

p
y主
数

/
'
f
E

l

日

ご

ゴ

後

/

一

na
ロ
理

五
回

処

目

♀

田

園、
J

q

u

h

 

(桝
m
×
挙
一
凶
∞
判
宮
川
町
)
録
制
世
川
市
ド
へ
い

hannて
mm

第3図 防虫ネッ トへのマシンrlll乳斉IJ処理による施設

内へのタバココナジラミ成虫の侵入防止効果(試験5).

折れ線グラフは慣行処理区 (0)，二重外処理区(.)

および二重両処理区(・)のタバコ コナジラミ平均成

虫数:tSE (45葉の合計)を，棒グラフは 日あたり降

雨量を示す

施設側面の防虫ネットに対するマシン泊乳剤処理が施設内の気温に及ぼす影響(試験4)

3回目 (11月14-25日)

最高気j鼠 (OC)

28.3 -35.6 

28.l -35.2 

31.5 -33.7 

31.9 -34.4 

17.3 -28.1 

17.3 -29.0 

15.3 -25.7 

14.8 -24.7 

最低気温 (OC)

24.3 -27.5 

24.l - 27.3 

24.3 -26.5 

24.4 -26.8 

12.l - 23.9 

12.l - 23.9 

10.3 -16.9 

10.l - 17.l 

平均気illl，(OC) 

26.9 -30.0 

26.7 -29.7 

27.0 -29.0 

27.2 -29.2 

15.4 -25.4 

15.5 -25.5 

13.9 -20.9 

13.8 -20.6 

試験区

!!~処理区

マシンilll処理区

無処理区

マシンれ1I処理区

無処理区

マシンilll処理区

無処理区

マシンilll処理区

試験回数(試験期間)

1回目 (6月13-29日)

2回目 (7月4-15日)

第5表

4回目(12月19日-1月3日)

l回目

処理

日数

処理

2回目

処理

日数

処理日数

3回目

処理

日数

処理日数

第6表 タバココナジラ ミの寄生虫数に対する内側ネットの有無および内側ネットへのマシン祉|乳斉IJ処
理と処理後日数の一般化線形混合モデルによる解析結果(試験5) 

内側ネットへのマシン油処理の効果

s SE z p，) 

内側ネット有無の効果

SE z p a) 

-1.07 

0.11 

0.03 

く0.05

<0.001 
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ns 

a)一般化線形混合モデル検定後に P値をHolm法により補正

<0.001 
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第7表 施設側面に設置した二重ネットおよび防虫ネットに対するマシン油乳剤処理が施設内の気温に
及ぼす影響(試験 5)

試験回数(試験期間)

1回目 (4月10-5月7日)

試験区

慣行処理区

二重外処理区

二重両処理区

2回目 (5月11日-6月4日) 慣行処理区

二重外処理区

二重両処理区

3回目 (7月9日-8月l日) 慣行処理区

二重外処理区

二重両処理区

は3回目の試験で有意であった(第6表)。試験期間

中の日ごとの平均気温，最低気温および最高気温を第

7表に示した。 2回目の試験で，二重外処理区の最高

気温が慣行処理区と比べ1.2'C高まることがあったも

のの. 3回の試験とも区間の最高気温の差はおおむね

0.3~0.5'C で，平均気温と最低気温の区間差もO.l~

0.3
0

Cと，区間に顕著な違いは認められなかった。

考 察

1mmネットに2倍希釈したマシン油を噴霧するこ

とによる施設内へのタバココナジラミ成虫の侵入防止

効果を検証した結果，室内試験(試験1)と野外試験

(試験4)の双方で高い効果が確認された。これまでに，

0.8mmネットにマシン泊の原液を噴霧することによ

り，タバココナジラミの侵入防止効果が得られること

が主に室内試験により確かめられている(溝辺，

2010)が，今回，より通風性の高い大きな目合いで，

かっ2倍に希釈したマシン油でも侵入防止に有効であ

ることが示された。一方で. 100倍希釈のマシン油を

噴霧した場合では，室内試験における0.8mmネット

の通過率は 0%であるが(溝辺. 2010).今回試験し

た1mmネットでは15.7%であったことから. 0.8mm 

より大きな目合いを使用する際は100倍希釈液よりも

高濃度のマシン油を噴霧する必要があると考えられる。

試験2の結果から，マシン油噴霧による侵入防止効

果は，降雨の影響のない場所であれば少なくとも100

日間は持続することが示唆された。 0.8mmネットへ

マシン油原液を噴霧した同様な試験においては少なく

とも131日間効果が持続することが報告されているた

め(溝辺. 2010).マシン泊の希釈倍数が2倍であっ

ても同様な持続期間を示すものと考えられる。施設野

菜栽培において， ミナミキイロアザミウマ Thrips

平均気温 ('C) 最低気温 ('C) 最高気温 ('C)

17.4 -24.9 14.7 -24.0 20.4 -26.4 

17.6 -25.1 14.8 -24.1 20.4 -26.7 

17.6 -25.1 14.6 -24.0 20.3 -26.8 

23.2 -26.8 17.8 -24.6 25.1 -30.7 

23.3 -27.0 17.6 -24.6 25.1 -31.9 

23.2 -26.9 17.6 -24.6 25.1 -31.3 

27.9 -30.2 25.6 -27.6 31.1 -35.8 

28.0 -30.5 25.4 -27.6 31.7 -36.3 

28.0 -30.4 25.4 -27.6 31.5 -36.2 

palmi Karnyに対するマルチへのマシン油塗布の防

除効果を調べた事例(鈴木. 1987)では. 70~98 日間

にわたる効果の持続が報告されている。このように，

各種農業資材へのマシン油処理は，降雨の影響がない

条件下においては長期間に渡って害虫を捕捉し続ける

有効な物理的防除法となる可能性がある。ただし挨

などによる処理効果への影響は未検討であるため今後

調べる必要がある。

試験3の結果. 2倍希釈したマシン油であれば. 6 

~7mm の雨量に相当する水を噴霧しでも，タバココ

ナジラミ成虫の通過率を2.3%まで抑制できることが

わかった。しかしながら. 8~9mm の雨量に相当す

る水の噴霧量では通過率が40%以上に上昇した。同

様な傾向は野外試験(試験4)においても観察され，

たとえば，試験期間の前半に累積lOmm程度のまと

まった降雨が観測された 2~4 回目の試験においては

処理後7日目以降に成虫数の若干の上昇がみられ，試

験期間の前半にほとんど降雨のなかった 1回目では成

虫数は14日目以降に上昇した(第2図)。これら室内

と野外試験の結果から. 2倍希釈のマシン泊を野外の

施設において使用する場合は，累積降雨量が8mmを

超えた場合は再度噴霧することが望ましいと考えられ

る。ただし今回野外試験に用いた施設は側面に巻き

上げ式のピニルを設置していないため，ピニルが設置

されている施設よりも多くの降雨をネットに受けたと

思われる。ピニルを設置した施設ならば，強い風雨が

予想される場合は側面のビニルを閉じることでネット

に噴霧されたマシン泊を保護できるため，効果持続期

間は今回の結果よりも長くなる可能性がある。

試験5の結果から，施設側面の防虫ネットを 2枚に

しただけでは虫の侵入抑制効果は必ずしも高まらない

が，内側に展張したネットにもマシン油を処理するこ
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とで安定した効果が得られ，降雨による侵入防止効果

の低下を効果的に抑制することが示された。これは，

降雨により外側のネットのマシン泊が流亡しでも，施

設内部のネットへは雨滴が触れにくく，処理したマシ

ン泊が洗い流されにくいためであると考えられる。施

設内の気温は，ネット 2枚と 1枚でほとんど違いがな

かったことから，マシン油の効果を持続させる方法と

して二重ネットへのマシン油処理は有効であると考え

られる。ただしネットを二重に設置した施設では，

通風性が劣るためか，調査中における体感気温がやや

高いように思われたため，今後は湿度や風量等を測定

し作物と作業者に与える影響を検証する必要がある

だろう。

今回の試験ではタバココナジラミ成虫に対する侵入

防止効果のみを検証したが，本穫によって媒介される

トマト黄化葉巻病やメロン退緑黄化病等のウイルス病

の感染抑制効果についても今後検証を行う必要がある。

さらに， 0.8mmネットにマシン油を噴霧した場合に

はワタアブラムシAphisgossypii Gloverおよびヒラ

ズハナアザミウマ Fトαnkliniellaintonsa (Trybom) 

に対しでも高い侵入抑制効果があることが報告されて

いる(溝辺， 2010)ため， 1mmネットにおいても同

様な効果が得られるかを検証する必要がある。また，

マシン油が防虫ネットやピニルの劣化等に及ぼす影響

は不明で、あることなど，本技術の実用化に向けてはさ

らに検討を重ねる必要がある。
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