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特集:光防除の最前線

ミカンキジラミ Diaphorinacitri成虫(半麹目:キジラミ科)の

定位に対するカラー粘着トラップおよび反射資材の影響

土地奈美*.宮田伸一・岩波徹

(独)農研機構果樹研究所品種育成・病害虫研究領域

Effects of Color Sticky Traps and a Refiective Sheet on the Orientation of Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) 

Adults. Nami UECHI，キ ShinichiMIYATA and Toru IWANAMI NARO lnstitute ofFruit Tree Science; Fujimoto 2-1， 

Tsukuba， lbaraki 305-8605， Japan. Jpn. J. Appl. Entomol. Zool. 58: 119-125 (2014) 

Abstract: The Asian citrus psyllid， Diaphorina citri Kuwayama， transmits pathogenic bacteria that cause the citrus 
greening disease (H田 nglongbing). To explore an effective monitori昭 method，we compared th巴effectsof four yellow 

sticky traps，臥/0blue sticky traps， and a refiective sheet on the orientation of D. citri adults under artificial sunlight in 

the laboratory. ln addition， the refiectance spectra of each trap and the refiective sheet were measured to examine which 
wavelengths attract or inhibit D. citri adults. Yellow sticky traps and the refiective sheet showed high refiection around 

the wavelength 550 nm and attracted D. citri， as well as other psyllid pest species. A combination of a yellow sticky trap 

and a host plant was more attractive than a yellow sticky trap or a host plant alone. Blue sticky traps that showed high 

refiection around 450 nm did not a抗ractor inhibit D. citri. Further studies are required to compare these results with field 

data. To develop more effective sticky traps， the mechanism underlying the attractiveness ofth巴wavelength550nm for 

the psyllid should be investigated. 

Key words: Artificial sunlight; attractiveness; color sticky trap; Diaphorinαcitri; spectral refiectance 
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カンキツグリーニング病(以下， グリーニング病)は，

αーフ。ロテオバクテリアの一種‘CandidatusLiberibacter spp. ' 

によって引き起こされるカンキツの重要病害で， ミカン

キジラミ Diaphorinacitri Kuwayama (半麹目:キジラミ科)

によって媒介され，世界中の主要なカンキツ栽培地で多大

な被害をもたらしている (daGraca， 1991). 世界中で発生

地域が拡大を続けており，合衆国では 2005年に初めてフ

ロリダ州で本病の発生が確認されて以降，ルイジアナ州，

サウスカロライナ州，ジョージア州およびテキサス州に分

布を拡大し，さらに， 2012年には，カンキツ類の最大生産

州の lつであるカリフオルニア州で発生している (CDFA，

2012). 我が国では 1988年に西表島での発生を確認し

(Miyakawa and Tsuno， 1989)，その後，沖縄県のほぼ全域

(河野ら， 1997)と鹿児島県の喜界島，徳之島，沖永良部島，

与論島において発生し，防除が進められている(橋元ら，

2006) .現在のところ，グリーニング病の実用的な治療法

は確立されておらず，権病樹の早期発見と除去，媒介虫で
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2013年 12月24日登載決定 (Accepted24 Decemb巴r2013) 
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あるミカンキジラミの防除などが主な対策である.

本病害を媒介するミカンキジラミは体長 3mm程度

で， ミカン科のカンキツ類 Citrusspp.やゲッキツ Murraya

paniculata (L.) Jack.を寄主とし， アジアの熱帯~温帯

域，南北アメリカ大陸などのカンキツ栽培地域に広く分

布する.我が国では奄美大島以南の南西諸島に分布が確

認されていた (Miyatake，1965)が，近年では鹿児島県の

屋久島や九州本土の指宿市でも発生した(牛牧， 2002 ;井

上， 2007). 寄主植物への定着性が強く，いったん寄主に

定位するとほとんど再移動しないことが示唆されている

(Kobori et al.， 2011). 飛朔能力もそれほど高くなく，比較

的短い飛朔を繰り返したり(荒川・宮本， 2004)，風に乗っ

て移動する(坂巻， 2005)と考えられる.なお，アメリカ

合衆国ではホームセンターの苗木や運搬中の果実への混入

が確認されており，移動分散については人為的な要因も指

摘されている (Manjunathet al.， 2008; Halbert et al.， 2010) . 

本種の発生調査には，たたき網法や見取り法，黄色粘着

トラップが用いられている.これらのうち，たたき網法や

見取り法は発見効率が高いものの，多くの労力や時聞を必
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要とし，また，調査者の熟練の程度や人数によって発見率

が異なるため，定量的な調査が難しいという短所がある

一方，粘着 トラ ップは，捕獲効率が不安定で、あることや，

調査地を複数回訪れる必要があるものの，簡便かつ定量的

であり，活動時期の推定や行動を把握する方法として有効

であると考えられている(外間・村上， 2001). カラー粘

着トラップの性能が向上すれば 発生予察をより定量化・

効率化できる可能性がある.これまで，フロリダ州、ほどの

海外の発生地においては，黄色に加えてさまざまな色の粘

着 トラップの捕獲効率が比較検討されている (Aubertand 

Hua， 1990; Quilici and Trahais， 1990; Hall et al.， 2007， 2010) . 

しかし，囲内では，市販されている複数のカラー粘着ト

ラップの捕獲効率の比較がまだ行われていない.また，カ

ラー粘着トラップの比較試験は多くの場合，野外で実施さ

れているが，捕獲数はミカンキジラミの発生量や天候に大

きく左右され，とくに低密度の場合には密度に比例した捕

獲数が得られない.たとえば， 2009年に合衆国のフロリダ

外|とテキサス州のオレンジやグレープフルーツ圃場におい

て， 4-6種類のカラー粘着トラップの試験が計 5回実施さ

れたが，うちトラップ聞に有意な差が得られたのは， ミカ

ンキジラミの発生密度が比較的高かった l回だけであった

(Hall et al.， 2010). そこで本研究では，室内に設置した実

験装置による同一条件下で，市販で入手が容易であり，広

く用いられている 4種類の黄色粘着トラップおよび2種類

の青色粘着 トラ ップ， さらに，反射資材も対象に含め，そ

れらの誘引効果を比較したそして，誘引効果の要因を明

らかにするため，各資材の反射波長も測定し，関連性を検

証した

本文に入るに先立ち，粘着トラップおよび反射資材，人

工太陽灯の光強度の測定においてご協力項いた(独)農業

生物資源研究所の霜田政美 ・山口照美両氏，また，人工太

陽灯および反射資材の使用に際して，機材や材料を提供し

てくださった(独)農業 ・食品産業技術総合研究機構野菜

茶業研究所の太田泉氏に厚くお礼申し上げる.なお，本研

究は，農林水産省委託研究プロジェク卜「生物の光応答メ

カニズムの解明と省エネルギ一，コスト削減技術の開発」

のうち「害虫の光応答メカニズムの解明と高度利用技術の

開発 (INSEC下3109)Jの予算で実施された.

材料および方法

1. 供試虫，植物および防除資材

供試虫は， 2003年に奄美大島(龍郷町，N28025'， E129。

35')で採集し，果樹研究所内の温室内 (20-400C)におい

てゲッキツの実生苗 (5-7年生)で継代飼育しているミカ

ンキジラミの成虫を用いた 実験に用いたゲッキツの実生

苗 (1，2年生)は沖縄県で種子を採集し，果樹研究所内の

温室内 (20-400C)で播種，栽培したものである.粘着卜

ラップは， ITシート黄および青(サンケイ化学(株))，ホ

リバー黄および青(アリスタライフサイエンス(株)) ，エ

コトラップ(オーガニック・ランド(株))，スマイルキャッ

チ@(出光興産(株)) ， 反射資材は， テeュポンTMタイベッ

ク@400WP(以下タイベック，デュポン(株))を用いた.

2. 定位試験

網箱 (50cmX20cmX20cm)の一方に粘着トラップもし

くはタイベックを設置した(第 l図上) 粘着トラップを

10cm四方の大きさに切り取り網箱の一端の中央に位置す

るようにぶら下げた(第 l図下左). タイベックは， 10cm 

四方の大きさに切り取り金竜スプレー(エス・ディー ・エ

スパイオテック(株))を塗布して粘着トラップにした場合

(以下， iタイベック(トラ ップ)J)と，網箱の底面の半分

に敷き詰める場合(以下， iタイベック(床敷き)J，第 l図

下右)との 2通りで試験を行った網箱の両端にはゲッキ

ツの実生苗 (1，2年生)を設置し， ミカンキジラミ成虫の

移動および定位を促した(第 I図上) 一方，寄主植物と

の組み合わせの効果も検討するため，両端にゲッキツを設

置した定位試験に加え，ITシー ト黄のみを一端に設置し，

もう一端には何も設置しない試験と， ITシート黄とゲッ キ

ツを一端に設置し， もう 一端には ITシート黄を設置した

試験も実施した青色粘着トラップについては，定位抑制

効果を示唆した報告もあるため (Hallet al.， 2010)，それら

の効果を検証するために， ITシート青のみ，あるいは， IT 

シート青とゲッキツを一端に設置し，もう一端には何も設

置しない試験も実施した. また，ゲッキツ自体の誘引性

第 l図 網箱に設置した粘着トラップ，タイベック(上・ 全
体図，下左:粘着トラップ，下右:床敷きのタイベッ
ク)とゲッキツ苗
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第2図 網箱と，網箱上に設置した人工太陽灯と赤外線カッ
トガラス

も明らかにするため， トラ ップや反射シートを設置せず，

ゲッキツの実生苗のみを網箱の一端に設置した試験も実施

した トラップの設置位置は反復ごとに左右を入れ替え，

位置や実生苗の影響を除去した網箱上部には，照明灯か

らの熱をカッ トするため 赤外線カットガラス(五鈴精工

硝子(株))で蓋をした(第 2図).ガラス蓋の 1.5m上方か

ら人工太陽照明灯 (SOLAXXC-500B，セリック(株))を点

灯し，箱の中央部分の照度を約 20，0001uxに保った(第 2

図). この明るさは，曇天時あるいは晴天時の日陰の明る

さと同程度であり，光強度は，高速分光ユニッ ト(朝日分

光(株))を用いて測定したところ， 1.9X 1020photons/(m2.s) 

であった. ミカンキジラミ成虫 30頭を，スポンジ栓をし

たポ リスチレン製パイアル(チヨダサイ エンス(株))に回

収した後，水草用の二酸化炭素プッシュ式スプレー(テト

ラジャパン(株))をごく短時間l噴射して動きを止め，パイ

アルごと網箱の中央に設置した 成虫は，パイアルを設置

してスポンジ栓を外した後，おおむね l分以内に動き出し

た実験は午前 9-12時に開始し， 24時間後に，防除資材

を設置した側半分に居た個体を「定位個体j，設置しなかっ

た側半分に居た個体を「非定位個体」として，それぞれの

個体数を記録した. なお， ミカンキジラミは定着性が強

く，寄主植物上に定位した個体が短時間で飛びたつことは

ほとんどないため(上地，未発表データ)，本試験におい

ても，いったんゲッキツ上に定位した個体はそこから飛び

立って移動することはないと考えられた.粘着トラップの

試験の際には，定位個体数だけでなく，定位個体のう ちト

ラップに捕獲された個体数(以下「トラップ捕獲個体数j)

とゲッキツ上に定位している個体数(以下， ["ゲッキツ定

位個体数j)もそれぞれ記録したゲッキツのみを片側に

設置した試験区では，ゲッキツを設置した側に居た個体を

「定位個体j，設置しなかった側半分に居た個体を「非定位

個体」として記録した さらに 片側に防除資材とゲッキ

ツ，もう片側に防除資材のみを設置した試験区では，防除

資材とゲッ キツの両方を設置した側に居た個体を 「定位個

体j，防除資材のみを設置した側に居た個体を 「非定位個

体jとした.試験中，温度は 25::t30C，湿度は 40-60%に

保ったなお，予備試験により，防除資材を設置しない場

合は，綱箱の両側のゲッキツにほぼ同等に定位することを

確認済みである 試験は各資材について 5反復おこない

平均個体数を求めた.

3. 統計処理

各資材の誘引効果については，資材ごとに，定位個体

数と非定位個体数について log(x+0.5)で数値変換後，対

応のある t検定をおこなった. また，資材聞の比較につ

いては， log (x+0.5)で数値変換した定位個体数， トラッ

プ捕獲個体数， ゲッキツ定位個体数のそれぞれについ

て， Tukey-Kramer法により多重比較した 分析には，農

林水産研究情報総合センターのデータ解析システム SAS

Add-In 5.1 for Microsoft 0節目 (SASInstitute， 2008)を用い

た

4. 防除資材の反射波長測定

供試した資材の分光反射率の測定には簡易型拡散反射測

定システム(朝日分光(株))を用いた粘着 トラップの粘

着部分をサランラッフ。で、覆ったものを白色基準板上に設置

し，拡散反射ユニットのセンサ部分を資材上に垂直に置

き， キセノン光源を照射して， 250nmから 1，000nmの範

囲の拡散反射率を測定した.測定露光時間は 9，050ミリ秒

である.

合土 日ヨ
小口 ノT、

1. 各防除資材に対する定位反応の比較

黄色粘着トラップ (ITシート黄，ホリバー黄，スマイル

キャ ッチ， エコト ラップ)では定位個体数は 20頭以上で

あるのに対し，非定位個体数は 3.2-8.0頭で，いずれの黄

色粘着 トラ ップにおいても定位個体数と非定位個体数との

聞に有意な差が認められた(第 3図).一方，青色粘着ト

ラップ (ITシート青，ホリバー青)では定位個体数と非定

位個体数との聞に有意な差は認められず，むしろ非定位個

体数の方がやや多い傾向があった反射シー ト(タイベツ

クシート)は，粘着 トラップにした場合も床敷きの場合も，

黄色粘着トラップと同様に定位個体数が多く認められ，非

定位個体数よりも有意に多かったが，床敷きの方が効果は

顕著だった(第 3図).ゲッキツ定位個体数は，黄色粘着ト

ラップ4種類で 11.2-18.6頭，青色粘着トラップ2種類で

はそれぞれ6.0，7.0頭であった(第3図).タイベックのゲッ

キツ定位個体数は，粘着トラップの場合は 17.0頭，床敷き
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非定位個体数 定位個体数

30 20 10 0 o 10 20 30 

26.0a 

n.s. 

口トラップ嬬網棚口ゲツキツ定位個体数白その他

第3図 各種資材の誘引効果の比較

24時間後の定位個体数(トラップ。捕獲個体数，ゲッキ
ツ定位{国体数)および非定位個体数を示す 数値は平
均個体数を示す.棒の検の数値は総定位個体数棒の
中(あるいは下)の数値は定位個体数の内訳 エラー
ノfーは総定位個体数と非定位個体数の標準誤差 異な
る英文字は各項目聞にp<0.05で有意差あり (Tukey

Kramer法)，a-c:総定位個体数， p， q:トラップ捕獲
個体数 x-z:ゲッキツ定位個体数.へ料・ p<0.05，
0.01で総定位個体数と非定位個体数との聞に有意差あ
り(対応、のある I検定).

の場合は 2.6頭となり，大きな差が見られた(第 3図).

防除資材間で成虫の定位個体数， トラップ捕獲個体数，

ゲッキツ定位個体数を比較したところ，定位個体数は黄色

粘着 トラ ップ (ITシート黄，ホリバー黄，スマイルキャッ

チ，エコトラップ)で 20頭以上となり，青色粘着トラッ

プ (ITシー ト青， ホリバー青)の 10.2-12.0.頭よりも多

く，とくに ITシート黄とホリバー黄は有意に多かった(第

3図).タイベック(床敷き)も同様に，青色粘着トラップ

よりも定位個体数が有意に多かった トラップ捕獲個体数

は，黄色粘着トラップで 5.6-10.8頭，青色粘着トラップ

で1.2， 3.0 頭， タイベック(トラ ップ)では l.4頭となり，

各 トラップの数値がぱらついたものの，黄色粘着トラップ

で多く，青色粘着トラップとタイベックで少ない傾向が認

められた(第 3図).ゲッキツ定位個体数は， ホリバー黄

( 18.6頭)とタイベック(トラップ)(17.0頭)で多く，青

色粘着トラップで少ない傾向が見られた(第 3図).また，

非定位個体数(頭) 定位個体数(頭)

30 20 10 0 10 20 30 

設置しない 27.8 IT黄

設置しない ゲ、ツキツ

ゲ、ツキツ

IT黄 '‘ IT黄+ゲッキツ

ロ ゲツキツ定位個体数 日トラップ捕胴体数口その他

第4図 ITシート黄とゲッキツの組み合わせによる誘引効果
の比較

24時間後の定位個体数(トラップ捕獲個体数，ゲッキ
ツ定位個体数)および非定位個体数を示す 数値は平
均個体数を示す 棒の横の数値は総定位個体数棒の
中(あるいは下)の数値は定位伯|体数の内訳.エラー
ノTーは総定位個体数と非定位11111体数の標準誤差*
H ・p<0.05，0.01で総定位個体数と非定位個体数との
聞に有意差あり(対応のある I検定)

タイベック(床敷き)は 2.6頭で，粘着 トラ ップにした場

合の 17.0頭に比べてかなり少なく，かつ， どの黄色粘着

トラッ プ処理区 (1l.2-18.6頭)よりも有意に少なかった

(第 3図)

2. 黄色と寄主植物の組み合わせによる誘引性の向上

ITシート黄，ゲ ッキツともに単独で、設置しでも，定位

個体数は何も設置していない側の非定位個体数よりも有意

に多かった(第 4図). さらに，片側に JTシート黄とゲッ

キツの両方を設置し， もう片側に ITシート黄またはゲッ

キツのどちらか lつを設置した場合は，両方を設置した側

への定位個体数が非定位個体数よりも有意に多かった(第

4図)• 

3. 青色の思避および定位抑制効果

片側に ITシート青を設置し もう片側には何も設置し

なかった場合，定位個体数と非定位個体数との聞に有意な

差は認められなかった(第 5図). ITシート青とゲッキツ

の組み合わせに対する定位個体数は，反対側にもゲッキツ

を置いた場合には，非定位個体数との聞に有意な差は認め

られなかったが，反対側に何も置かなかった場合には，非

定位個体数よりも有意に多くなり，ゲッキツ単独に対する

定位反応と類似していた(第 5図).

4. 防除資材の反射波長および反射率

黄色粘着トラップでは， ITシート黄は 475nmあたりか

ら反射率が急激に高くなり， 545nmで最大の58.5%となり，

緩やかに下がった(第6図) ホリバー黄とスマイルキャッ

チも同様に 475nmあたりから反射率が急激に高く なり，

それぞれ， 564nmで最大の 64.2%，61.7%になり，緩やかに
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中(あるいは下)の数値は定位個体数の内訳.エラー
/~ーは総定位個体数と非定位個体数の標準誤差 * 
料 :p<0.05， 0.01で総定位個体数と非定位個体数との
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第 6図 試験に供したカラー粘着トラップと反射資材(タイ
ベック)の分光反射率

下がった.エコトラ ップは 500nmあたりか ら反射率が急

激に高くなり， 570nm以降は緩やかに増加した.青色粘着

トラップの反射波長のうち，ITシート 青では 481nmで反

射率が最大の 63.7%となった.それ以降，反射率は 21.5%

まで低下したが， 700nm以降で急激に反射率が高くなり，

とくに 800nm以降で 58.0%程度の反射率を示した.ホリ

ノTー青は， 461 nmで反射波長が高く 53.4%となり，それ以

降 8.7%，まで低下したが， 700nm以降で再び反射率が高く

なり ，800nm以降でも反射率 55%程度と， 461nm と同様

な反射率を示した. タイベックは 338nmで 90.0%の反射

率を示したが，全ての波長域で反射率が高く 78%以上で

あり， 800nm付近までいずれの粘着トラップよりも高かっ

た.

考 庶
/j、

合衆国のオレンジやグレープフルーツ圃場において，

2009 年 4~5 月あるいは 9~10 月に実施されたカラー粘

着 トラ ップの試験では，最大反射波長が緑から黄色 (518，

521， 538， 545， 547， 618nm)の範囲にあるトラップ 6種類

の効果が検討され， フロリダのオレンジ圃場では ASACP

(ライムグリーン，最大反射波長 538nm)や GLYellow(黄

色，最大反射波長 547nm)， グレープフルーツ圃場では

ASYellow (黄色，最大反射波長 545nm) が他のトラップ

より有意に多くの成虫を捕獲した (Hallet al.， 2010). これ

らの結果より ，Hall et al目 (2010) は， 青色の波長が含まれ

ると行動が抑制され，赤色の波長が含まれると誘引効果

を高める傾向があると述べている. ミカンキジラミ同様

にグリーニング病を媒介するミカントガリキジラミ Trioza

erytriae (Del Guercio) (半姐目:トガリキジラミ科)の場合

は， Satum Yellow (淡黄色)に効果があり，その理由として，

定位を抑制する 450nm付近の波長の反射率が低く，かつ，

最大反射波長が定位促進効果のある 550nm付近だったた

めだと考察されている (Samways，1987). 今回の実験で

も，捕獲個体数が多かった ITシート黄，ホリバー黄， ス

マイルキャッチの最大反射波長は，いずれも 550nm付近

であり，これまでの報告と 同様の傾向だった ジャガイ

モのゼブラ チップ病の媒介虫であるジャガイモキジラミ

Bactericera cockerelli (Sulc) (半麹目: 卜ガリキ ジラミ科)

でも， 530~630nm の波長で誘引効果が高いことが示され

ており (AI-Jabrand Cranshaw， 2007)，多くのキジラミ 類に

おいて， 550nm を中心とする 530~630nm の波長域に高い

誘引性があると考えられる .

ITシート 青とホリバー青は450nm付近の波長をよく反

射しており，かつ，定位個体数およびトラップ捕獲個体数

ともに少なかったが，定位個体数と非定位個体数との聞に

有意な差は認められなかった(第 3図). また，片側に IT

シート青を設置し，もう片側には何も設置しなかった場合

i 定位個体数と非定位個体数との聞に有意な差は認めら

れなかった(第 5図). これらのことから，青色粘着シ ー

トには思避効果はないものと考えられる. さらに， ITシー

ト青とゲッキツの組み合わせに対する定位反応は，反対側

に何も置かない場合，ゲッキツ単独に対する定位反応と同

程度に高く， ITシート 青にゲッ キツへの定位反応を抑制す

る効果は見られなかった(第 5図).ゆえに，青色粘着シー

トには Samways(1987)や Hallet al. (2010)が示唆してい

るような定位抑制効果はない可能性が高い. しかし， 有意

差は得られなかったものの 両側にゲッキツを置いた場

合， ITシート 青に対する定位個体数は 12.0で，非定位個
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体数の 17.6に比べてやや少ない傾向が見られたこのこ

とから，青色の定位抑制効果は本研究では完全に否定はで

きず，今後さらに検討する必要がある.少なくとも本研究

から，青色粘着シートには誘引性がないことはいえる.反

射資材に対する定位個体数は黄色粘着トラップとほぼ同等

であったこの理由として，定位促進効果をもっとされる

550nm付近の反射率が高かったことが考えられる.ただ

し，粘着トラップにした場合には， トラップ捕獲個体数が

1.4頭と非常に少なく，また，床敷きの場合のゲッキツ定

位個体数 (2.6頭)は黄色粘着トラップの場合のゲッキツ定

位個体数 (21.8-26.0頭)と比べて有意に少なかった(第 3

図).反射資材はミカンキジラミの定位に対して黄色粘着

トラップとは異なった作用を及ぼしている可能性がある.

反射資材を敷くことにより昆虫の背光反応がかく乱され，

飛朔や定位行動への異常を及ぼす効果がある (Shimodaand 

Honda， 2013). ミカンキジラミの場合にも同様な影響が考

えられるため，さらなる検証が必要と思われる.

Halletal. (2010)は，青色の波長が含まれると行動が抑

制されることや，赤色の波長が含まれると誘引効果を高め

る傾向があると述べているが そのメカニズムについては

言及していない.今後，カラー粘着トラップの性能をさら

に向上させるためには，波長に対するミカンキジラミの反

応性とそのメカニズムを解明していく必要がある.そのた

めには，光源の光強度を統ーした条件での波長選好性につ

いての実験など，視覚条件に関する行動学的なアプローチ

が必要である.また，本研究では粘着トラップの粘着剤が

捕獲数に与える影響は検討しなかったが，鶴田ら (2001) 

がトマトハモグリパエに対する粘着トラップの効果で考察

しているように， ミカンキジラミの捕獲数にも粘着剤が影

響を与えた可能性は考えられる.これについても，今後，

検討していく必要がある

黄色粘着トラップは，発生調査に用いられることもある

が，とくに低密度の場合は実際の密度を反映しにくい. し

かし，ある程度の密度以上であれば，たたき網法による推

定生息数との聞に相関関係が見られる (Hallet al.， 2007). 

そのため， トラップの捕獲効率を少しでも上げることで，

発生圃場での密度変化の相対的推定においてより効果的に

活用できる可能性がある. これまでにもトラップの捕獲

効率を上げるために，サイズや数，向きが検討されてい

る(例えば， Aubert and Hua， 1990; Hall et al.， 2007). 今後

は， トラップの視覚刺激をさらに誘引性の高いものに改

良することにより，捕獲効率を高められるかもしれない.

Hall et al. (2010)では， GLYellow trapの捕獲効率が時季に

よって変化したことについて，日光の当たり具合や，背景

となる樹の状態により， ミカンキジラミにとって見え方が

変わることが原因かもしれないと述べている. トラップの

背景を変えたり，複数の色を組み合わせて粘着部分のコン

トラストを高めることが誘引効果の向上につながる可能性

もある.また，成虫は視覚刺激に加え，寄主の香気が存在

するときによく誘引されることが， Y字管を用いた窒内実

験により示唆されている (Wenningeret al.， 2009). そのた

め，誘引効果のある嘆覚刺激を併用したり，あるいは，寄

主植物を併用することで トラップの色のコントラストが

高まったり，香気が嘆覚刺激となるなどの効果が生じ，捕

獲効率の向上につながることも考えられる.本研究におい

て， fITシート黄+ゲッキツjとfITシート黄」を比較し

た場合に，前者の方が有意に定位個体数が多くなったこと

から，黄色粘着トラップ単独よりも寄主植物を併用すると

誘引効果が高くなることが示唆された.そのため，野外に

おいてトラップを設置する際には，できるだけ寄主植物の

近くに設置するのがよいと考えられる.また，本研究では

放飼 24時間後の観察結果を用いたため，多くの個体が既

に定位し終わった状態であったと考えられる.放飼後の観

察時間を短くして定位までの経緯を観察することで，黄色

粘着トラップ単独よりも寄主植物を併用すると早く誘引さ

れることが確認できるかもしれない.

カラー粘着トラップをより有効に活用するためには，利

用場面の検討も必要で=ある.たとえば，たたき網法を用い

た調査によって発生密度の高い地域をあらかじめ警戒地域

として設定しておき，そのような地域と周辺に粘着トラッ

プを多数設置して多発生をモニタリングするなどの利用も

考えられる.今後，カラー粘着トラップによる発生調査を

確立していくために，本実験で得られた結果と野外での粘

着トラップの有効性との関係を調査していくことが必要で

ある.また，野外での効果と本実験系での効果が一致すれ

ば，本実験系を用いることにより，より有効性の高い粘着

トラップを効率的に選択できるようになると考えられる.

なお，現在，光条件を活用した害虫防除技術の開発が進め

られており，同時に，見虫の視覚に関するメカニズムにつ

いても様々なことが明らかになってきている (Shimodaand 

Honda， 2013). これらの最新の技術や知見を， ミカンキジ

ラミに対する効率的な粘着トラップの開発に活用すること

も必要で、ある.

摘 要

ミカンキジラミ Diaphorinacitri Kuwayama (半麹目:キ

ジラミ科)は難防除侵入病害カンキツグリーニング病の媒

介虫である.国内で市販されている黄色粘着トラップ，青

色粘着トラップおよび反射資材がミカンキジラミ成虫の定

位に与える影響を，人工太陽灯照射下の実験装置において

比較した.また，各資材の反射波長も測定し，誘引効果と

の関連性を検証したその結果，黄色粘着トラップ4種類

(ITシート黄，ホリバー黄，スマイルキャッチ，エコトラッ

プ)と反射資材(タイベツクシート)で定位個体数が有意
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に多くなり， これらのトラップや反射資材で反射率の高

い 550nm付近の波長の誘引効果が高いことが示唆された.

また，黄色粘着トラップと寄主植物であるゲッキツを一緒

に設置した場合に， トラップ単独やゲッキツ単独よりも高

い誘引効果が認められた一方， 450nm付近の波長を含む

青色粘着トラップでは， 2種類 (ITシート青，ホリバー青)

ともに定位個体数と非定位個体数の聞に有意差が認められ

ず，誘引，定位抑制のいずれの効果も確認できなかった.
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