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特集：光防除の最前線

紫外線除去フィルムがオンシツコナジラミの移動分散行動に及ぼす影響

太田泉＊・武田光能

（独）農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所

Effects of UV-absorbing Films on Dispersal Behavior of Greenhouse Whitefly, Trialeurodes vaporariorum. Izumi 

OHTA* and Mitsuyoshi TAKEDA NARO Institute of Vegetable and Tea Science; 360 Kusawa, Ano, Tsu, Mie 514ー2392,
Japan. Jpn. J. Appl. Entomol. Zoo!. 58: 303 312 (2014) 

Abstract: Fewer insect pests such as aphids, leafminers, thrips and whiteflies, occur in greenhouses covered with UV-

absorbing films. This study was conducted to investigate dispersal behavior of the greenhouse whitefly, Trialeurodes va-

porariorum between greenhouses covered with UV-absorbing films and open fields. We observed locomotion of female 

adults of the greenhouse whitefly released in a glass旬b巴ina laboratory. The tube was covered partially with either UV” 

absorbing or standard (UV-nonabsorbing）五lm.Whiteflies were less likely to move from no film to UV-absorbing films 

compared to standard films. The same behavior was observed even when a potted host plant (tobacco) was placed under 

UV-absorbing film. A much greater number ofwhiteflies under UV-absorbing film moved to no film than standard film. 

However, no locomotion was obs巴rv巴dwhen whiteflies were placed directly on host plants. In the experiments with a 

glass tube covered thoroughly with UV-absorbing or standard films, dispersal behavior ofwhiteflies was observed. These 

results suggest that a m司joreffect of UV-absorbing films against greenhouse whiteflies is likely induced by locomotive 

suppression from open fields into greenhouses. 
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緒
三

仁1

昆虫の多くは，複眼，単眼などの光受容器官において紫

外線を感知することができる．見虫は，移動方向の特定や

雌雄の識別，植物における蜜源部位の特定などの様々な活

動に紫外線を利用している（松本， 1998；木下， 2009）.農

業分野では，見虫の紫外線に対する様々な反応や行動を利

用して，いくつかの物理的な害虫防除資材が実用化されて

いる．その一つの紫外線除去フィルムは，波長400nm以

下の光を透過しない農業用被覆フィルム資材を指し，これ

を展張したビニールハウスでは，一般的な農業用被覆フィ

ルム（以後，“普通フィルム”と称する）を被覆したビニー

ルハウスに比べて，アザミウマ類，アブラムシ類，コナ

ジラミ類，ハモグリパエ類などの害虫の発生が抑制され

る（Antignus,2000) .この要因として，各種害虫は紫外線

を含まない光環境を好まないこと 移動分散行動自体が抑

制されることなどが挙げられている（太田・北村， 2006).

しかし，上記の害虫類はすべて体長Smm以下の微小な昆

虫であるため，実際に野外やビニールハウスの中でその移

動分散行動を観察することは極めて困難であった．そこで
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本研究では，紫外線除去フィルムによる発生抑制効果が知

られているオンシツコナジラミ Trialeurodesvaporariorum 

(Westwood) （カメムシ目：コナジラミ科）を材料に用p

て，紫外線除去フィルムや普通フィルムを被覆した密閉空

間内で本種の移動分散行動を直接観察し，紫外線除去フィ

ルムによる虫害発生抑制効果メカニズムの解明を行った

具体的には，以下の 3つの仮説を立てて，それらを検証す

る実験を行った

仮説A：野外にいるオンシツコナジラミは，紫外線除去

フィルムを被覆したビニールハウスの中への移動が抑制さ

れる．その結果，ビニールハウス内でのオンシツコナジラ

ミによる被害発生が抑えられる．仮説B：紫外線除去フィ

ルムを被覆したビニールハウスの中にいるオンシツコナジ

ラミは，普通フィルムを被覆したビニールハウスの中にい

る個体と比較して，その移動分散が抑制される．その結果，

ビニールハウス内でのオンシツコナジラミによる被害拡大

が抑えられる．仮説C：；紫外線除去フィルムを被覆したビ

ニールハウスの中にいるオンシツコナジラミは，普通フィ

ルムを被覆したビニールハウスの中にいる個体と比較し

て，野外に向かつて移動する．その結果，ビニールハウス
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内でのオンシツコナジラミ による被害発生が抑え られる．

なお，“紫外線（UVrays）”という用語については， JIS

用語や文部科学省の学術用語集では“紫外放射（UVradia-

tion）”に改められている（河本， 1998）.そのため，“紫外

線除去フィルム”も，その英語表記にあたる“UVradiation 

absorbing plastic film”に従って，厳密には“紫外放射l吸収

フィルム”と記述すべきであるが， 日常的には“紫外線”

や“紫外線除去フィルム”（もしくは“紫外線カットフィル

ム’＼“UVカットフィルム”）が広く使われている． よっ

て，本論文においても，“UVradiation”や“UVradiation 

absorbing plastic film”に対応する用語には，従来の“紫外

線”と“紫外線除去フィルム”を使うこととした．

本研究は，農林水産省委託研究プロジェクト「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Jのうち，「害虫の光反応メカニズムの解明と高度利

用技術の開発（INSEC下1008)J (Shimoda and Honda, 2013) 
で得られた成果の一部である．

材料および方法

供試虫

オンシツコナジラミは， 2004年 7月に三重県津市安濃

町の野菜茶業研究所内に設置した タバコのポ ット苗に寄

生していた個体を採集し，その後， j毘度 20～25。C, 日長

14LIODに制御した実験室内でタバコを餌として与えて増

殖した 実験には供試前の l～2時間絶食状態に置いた雌

成虫を使用した

観察箱

厚さ 1.5cmの木製ツヤ消し黒色化粧板を材料にして，

内寸が縦 27cm，横 60cm，深さ 2lcmの箱を作った 箱の

中には，外径 20cm，厚さ 3mm，長さ 20cmの石英ガラス

管3本を横一列に並べて置いた （Fig. lA）.両端のガラス

管の観察箱と接する面は閉管 別の片面と中央のガラス管

の両面は開管となっており ガラス管の中に導入された供

試虫はガラス管3本の中を自由に移動できる構造にした．

また，観察箱の開口上部を紫外線除去フィルムもしくは普

通フィルムで被覆することにより，その下の空間（ガラス

管内を含む）をビニールハウス内の光環境とみなした．ま

た， フィルムを被覆しない空間は野外の光環境とみなし

た（Fig. IB）.紫外線除去フィルムにはアグリスターRuv

カット（厚さ 0.15mm，三菱樹脂アグリドリーム），普通

フィルムにはアグリスター＠（同上）を用いた．

光 照射

温度 23。C, 相対湿度 50%以上に制御した恒温室（広

さl.7m×3.5m，高さ 2.2m）の中に，幅 150cm，奥行き

45cm，高さ 190cmの金属製棚 2台を SOcmの間隔で向か

L、合わせるように設置した. 1台の棚には高さ 140cmの

位置に soowキセノンランプ2台（XC-SOOB，セリック），

巳

Fig. I. An experimental apparatus for observing behavior of the 

greenhouse whitefly und巴rcontrolled UV-rad刷 on.(A) An 

observation box consisted of a matted-black plywood con-

tainer (27×60 cm, 21 cm depth ins耐 dimensionand 1.5 cm 

thickness) and three silica glass tubes (20crn length, 20crn 

outer diameter and 3111111 thickness) At the beginning of each 

test, one glass tube was put at the right-side of the container 

and 10 greenhouse whitefly adult females, anesthetized with 

carbon dioxide gas, wer巴introducedinto the glass tube. Two 

other glass tubes were placed at the center and left-side of the 

container. Greenhouse whiteflies recovering from anesthesia 

could move freely inside the three glass tubes during the ob-

servation. (B) The top of the observation box was covered 

part悶allyor wholly with UV一abso出 ngplastic日Im(Agri StarR 

UV-cut, 0.15111111 thickness, Mitsubishi Plastics Agri Dream 

Co., Ltd.) or standard plastic日lm(Agri Star曲，0.15111111thick-

ness, M削 1bishiPlastics Agri Drea111 Co., Ltd.) to duplicate 

the light condition of greenhouses in the glass tubes. The area 

in the box covered with no自1111corresponded to the condition 

of the自eld.(C) The observation box was placed on a 111etal 

shelf of 90 cm height from the floor in a laboratory maintained 

at 23.0。Cand R.H. of <':50%. A light re刊ectionboard, which 

cons陪tedof a white acrylic board (65×lOOc111, 5111111 thick-

ness) covered with h帥 UV-reflecti時 sheet(TyvekR 400 WP, 

Du Pont Kabushiki Kaisha), was日xed140cm directly above 

the observation box with an inclination of 45 degrees. Two 

SOOW xenon lamps (XC-5008, SE則CLtd.) were attached 

to another metal shelf of 140cm height with hνo 40W UV-A 

自uorescentlights (FL40S.BL B, Panasonic Co.) of 120cm 

and 160 cm height. Two sh巴lveswere laid across針。111each 

other at a distance of 50 cm. Horizontal irradiation of all la111ps 

to the light reflection board resulted in the observation box be-

ing exposed to re自ectedlight合omabove ti汀oughthe board. A 

black shield board ( 100×45 cm, 5111111 thickness) was placed 

3cm away合omthe observation box to block direct light radia-

tion from la111ps into the box 

その上下の高さ l20 cmと160cmにはブラックライトブ

ルー蛍光灯（FL40S.BL-B パナソニック）を l本ずつ固定

し，両光源の光は隣の棚に向けて水平方向に照射するよう
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に設定した別の棚 l台には，高さ 90cmに観察箱，高さ

140cmの位置に光反射シート（タイベック⑧400WP，デュ

ポン）を貼り付けた白色アクリル板（縦65cm，横 lOOcm,

厚さ Smm）を下向き 45度の角度で設置して，キセノンラ

ンプおよびブラックライトブルー蛍光灯の照射光がアクリ

ル板に反射してから観察箱上面に当たるようにした．な

お，光源からの照射光が観察箱の中に直接当たらないよう

にするため，観察箱から光源側に 3cm離れた位置に黒色

アクリル遮蔽板（縦45cm，横 lOOcm，厚さ Smm）を立て

た．棚2台の外周は暗幕で覆い，観察箱内部への乱反射光

の侵入を防いだ（Fig.IC). 

実験 1

ここでは仮説Aを検証する実験を行った．初めに，観

察箱に向かつて右側にガラス管 l本を設置して，予め炭酸

ガスで麻酔したオンシツコナジラミ雌成虫 10頭をガラス

管内の底面中央に置いた次に 観察箱に向かつて左側

と中央にそれぞれガラス管を設置して， 3本のガラス管を

l本につなぎ合わせた形にした．左側と中央のガラス管の

上を紫外線除去フィルムもしくは普通フィルムで被覆した

後，観察箱にキセノンランプの反射光を照射した. 10分

毎に各ガラス管内にいるオンシツコナジラミの個体数を記

録して， 60分後に観察を終了したフィルム別に同じ実験

を5反復行い，得られたデータを合計した後，全供試虫数

に対するフィルムを被覆したガラス管内に移動した個体数

の割合（以後‘移動率’と称する）を紫外線除去フィルム被

覆と普通フィルム被覆で比較した統計解析は，実験開始

60分後（観察終了時）のデータを対象にi独立性検定で

行った．なお，観察終了時に発見できなかったオンシツコ

ナジラミの頭数は 5反復の合計で5頭（全体の 10%）以下

だったため，解析への影響は無視した

実験 2

ここでは仮説Bを検証する実験を行った観察箱全体

を紫外線除去フィルムもしくは普通フィルムで被覆した

実験 lと同じ方法でガラス管内に導入したオンシツコナジ

ラミの観察を行い，各ガラス管内における分布個体数の割

合を紫外線除去フィルム被覆と普通フィルム被覆で比較し

た統計解析は，実験開始60分後のデータを対象にi独

立性検定で行った

実験 3

ここでは仮説cを検証する実験を行った観察箱に向

かつて右側と中央のガラス管の上に紫外線除去フィルムも

しくは普通フィルムを被覆した．実験 1と同じ方法でオン

シツコナジラミの観察を行い フィルムを被覆していない

左側のガラス管内へのオンシツコナジラミの移動率を紫外

線除去フィルム被覆と普通フィルム被覆で比較した統計

解析は，実験開始60分後のデータを対象にi独立性検定

で、行った．

実験 4

実験 1,2, 3では，ガラス管の中にオンシツコナジラミ以

外のものは導入しなかった． しかし，実際のビニールハウ

スの中では作物が栽培されており，オンシツコナジラミの

視覚的および嘆覚的な誘引源となっている．そごで，本実

験では，オンシツコナジラミを放飼する場所とは反対の左

側ガラス管の中に寄主植物のタバコを置いた状態で，実験

lと同じ観察を行ったタバコは直径6cm，高さ 5.Scmの

黒色ビニールポットに植えて，葉が 3,4枚付いた状態の

ポット苗を使用した実験開始から 30分後に，タバコの

葉や各ガラス管内にいるオンシツコナジラミの個体数を記

録し， タバコへの移動率を紫外線除去フィルム被覆と普

通フィルム被覆で比較した統計解析はi独立性検定で

行った．

また本項では， タバコのポット苗を黄色粘着板に置き

換えて同じ実験も行った一辺 lOcmの正方形に切り取っ

た黄色粘着板（ホリバー⑧イエロー，アリスタライフサエ

ンス）をツヤ消し黒色アクリル板（15×15cm，厚さ 2mm)

に貼り付けて，観察箱に向かつて左側のガラス管の左端に

垂直に立てたタバコを用いた前項と同じ方法で観察を行

い，黄色粘着板へのオンシツコナジラミの移動率を紫外線

除去フィルム被覆と普通フィルム被覆で比較した．統計解

析は／独立性検定で、行った

実験 5

ここでは，観察箱に向かつて左側ガラス管の中にタバコ

を置いた状態で，実験2と同じ観察を行った実験開始か

ら30分後に，タバコの葉や各ガラス管内にいるオンシツ

コナジラミの個体数を記録し，タバコへの移動率を紫外線

除去フィルム被覆と普通フィルム被覆で比較した統計解

析はi独立性検定で、行った．なお，本項においても，タ

バコを黄色粘着板に置き換えた実験を行った

実験 6

ここでは，オンシツコナジラミを予め寄主植物のタバコ

に寄生させた状態で実験を行った．初めに，観察箱に向

かつて右側ガラス管の中にタバコのポット苗を置き，炭酸

ガスで麻酔したオンシツコナジラミ雌成虫 10頭をタバコ

の葉の上に静置した後，実験3と同じ方法で観察を行った

実験開始から 30分後に，タバコの葉や各ガラス管内にい

るオンシツコナジラミの個体数を記録し，フィルムを被覆

していない左側のガラス管内への移動率を紫外線除去フィ

ルム被覆と普通フィルム被覆で比較した．統計解析はi
独立性検定で、行った．

観察箱内の光の強度とスベクトル，温湿度，供試フィル

ムの透過率

観察箱のガラス管内に入射した光の強度とスペクトル

は，分光器（HSU-lOOS，朝日分光）を用いて測定した観

察箱を実験 1,2, 3の各条件に設定した後（ただし，オンシ
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ツコナジラミは導入しなP) 集光角約 30度の受光器具

(I OOS-D Receiver，朝日分光）を取り付けた分光器受光ファ

イパ先端を各ガラス管内の中央底面に置き，鉛直上方から

の照射光を計測したまた，ガラス管内の温度と相対湿度

は， Wild星度データロガー（TR-72U，ティアンドディ）を

中央ガラス管の底面に置いて測定した．

実験に使用した紫外線除去フィルムと普通フ ィルムの紫

外線（波長 300～ 400nm）透過率は，分光器（向上），キセ

ノン光源（LAX-Cute，朝日分光），透過測定ユニ ット（同

社）によって測定した．

A Exoeriment 1 (UV-absorbing film) N=49 

結 果

実験 1

観察箱内の左側と中央のガラス管部分を紫外線除去フィ

ルムで被覆した本実験では， 60分間の観察中，供試虫の過

半数の個体はフィルムを被覆していない右側のガラス管内

に存在していた（Fig.2A）.観察終了時（観察開始60分後）

に各ガラス管内に分布していたオンシツコナジラミ の個

体数も， 5反復の合計で左側のガラス管内が7頭（全体の

14.3%，以下同様），中央のガラス管内が 8頭（16.3%）だっ

たのに対して，右側のガラス管内は 34頭（69.4%）だった

B Exoeriment 1 (Standard film) N=50 
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Fig. 2. Distribution of greenhouse whitefties in individual glass tubes of the observation box for Experiments I, 2 and 3. Observations were 

conducted over a 60 min period at I 0 min intervals. Black, gray and dotted bars indicate percentage of greenhouse whitefties distributed into 

left-sided, center and right-sided glass tubes. In Experiment I, left-sided and cent巴rglass tubes were covered with UV-absorbing日Im(Fig 

2A) or standard日Im(Fig. 28). In Experiment 2, all glass tubes were covered with UV-absorbing film (Fig. 2C) or standard日Im(Fig. 20) 

In Experiment 3, center and right-sided glass tubes were covered with UV-absorbing film (Fig. 2E) or standard日Im(Fig. 2F) 
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Fig. 3. Distribution of greenhouse whitefties on potted tobacco plants, yellow sticky traps and glass tubes at the end of each experiment 

Experiments I, 2 and 3 were conducted for 60 min and Experim巴nts4, 5 and 6 for 30 min. Numbers in boxes show percentages of greenhouse 

whitefties d山 ibutedon potted tobacco pla山， yellowsticky traps and three glass tubes (le仇－sided,center，時ht-sided).

(Fig. 3A）. 一方， 左側と中央のガラス管を普通フィルム

で被覆した場合には，オンシツ コナジラミは，時間の経

過と共にフィルムを被覆していない右側のガラス管から

フィルムを被覆した左側や中央のガラス管内にも移動し

た（Fig.28）.観察終了時には，左側のガラス管内に 14頭

(28.0%），中央のガラス管内に 18頭（36.0%），右側のガ

ラス管内に 18頭（36.0%）の供試虫が観察されたそのた

め，紫外線除去フィルムを被覆したガラス管内へ移動した

オンシツコナジラミの個体数は合計 15頭（30.6%），普通

フィルム被覆したガラス管へは合計32頭（64.0%）となり，

紫外線除去フィルム被覆下へのオンシツコナジラミの移動

率は，普通フィルム被覆下への移動率と比べて有意に低

かった （p=0.002，／検定） (Fig. 3A). 

実 験 2

観察箱内のすべてのガラス管を紫外線除去フィルムで

被覆した本実験では，観察開始 30分後の各ガラス管内に

おけるオンシツコナジラミの個体数は， 5反復合計で左側

のガラス管内が 4頭（9.1%) 中央のガラス管内が 25頭

(56.8%），右側のガラス管内が 15頭（34.1%）だった（Fig.

2C）.全ガラス管を普通フィ ルムで被覆した場合には，左

側のガラス管内には 19頭（45.2%に中央のガラス管内に

は 13頭（23.8%)' 右側のガラス管内には 10頭（31.0%)

のオンシツ コナジラミが観察された（Fig.2D）.観察開始

30分後の各ガラス管におけるオンシツコナジラミの分布

割合は，紫外線除去フィルム被覆と普通フィルム被覆で

有意な差が認められた（p<0.001,x2検定）． しかし，その

後は，紫外線除去フィルム被覆でも左側ガラス管内へ移

動するオンシツコナジラミの個体数が徐々に増加し（Fig.

2C），観察終了時の各ガラス管内におけるオンシツコナジ

ラミの個体数は， 5反復合計で左側のガラス管内が 16頭

(34.8%）， 中央のガラス管内が 12頭（26.1%），右側のガ

ラス管内が 18頭（39.1%）だった．また，全ガラス管を普

通フィルムで被覆した場合には 左側のガラス管内には

19頭（39.6%），中央のガラス管内には 18頭（37.5%），右

側のガラス管内には ll頭（22目9%）のオンシツコナジラミ

が観察された．観察開始 60分後の各ガラス管におけるオ
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ンシツコナジラミの分布割合は 紫外線除去フィルム被覆

と普通フィルム被覆で有意な差は認められなかった (p=

0.212，／検定） (Fig. 3B). 

実験 3

観察箱内の右側と中央のガラス管部分を紫外線除去フィ

ルムで被覆した本実験では 観察開始から 30分後以降

は，過半数のオンシツコナジラミがフィルムを被覆してい

ない左側のガラス管内に移動した（Fig.2E）.観察終了時

の各ガラス管内におけるオンシツコナジラミの個体数は，

5反復の合計で左側のガラス管内が 38頭（76.0%），中央

のガラス管内が 7頭（14.0%），右側のガラス管内は 5頭

(10.0%）だった（Fig.3C）.一方，右側と中央のガラス管

を普通フィルムで被覆した場合には， 60分の観察期間中に

フィルムを被覆していない左側のガラス管内に移動した個

体は 50%未満だった（Fig.2F）.観察終了時は，左側のガ

ラス管内には 17頭（37.8%），中央のガラス管内には 17頭

(37.8%），右側のガラス管内には 11頭（24.4%）のオンシ

ツコナジラミが認められた（Fig.3C）.紫外線除去フィル

ムを被覆していないガラス管内へのオンシツコナジラミの

移動率76.0%は，普通フィルムを被覆していないガラス

管内への移動率37.8%に比べて有意に高かった（p<0.001,

i検定） (Fig. 3C). 

実験 4

観察箱内の左側と中央のガラス管部分を紫外線除去フィ

ルムで被覆し，左側のガラス管内にオンシツコナジラミの

寄主植物のタバコを置いた本実験では，観察開始30分後

にタバコの葉に寄生していたオンシツコナジラミの個体数

は5反復の合計で 16頭（32.7%) それ以外の左側のガラ

ス管内にいた供試虫は0頭（0%），中央のガラス管内は 8

頭（16.3%），右側のガラス管内は25頭（51.0%）だった．

普通フィルムを被覆した場合には，タバコの葉に寄生して

いたオンシツコナジラミは 32頭（68.1%），それ以外の左

側のガラス管内は 3頭（6.4%) 中央のガラス管内は6頭

(12.8%），右側のガラス管内は6頭（12.8%）だった．紫外

線除去フィルム被覆下に置かれたタバコへのオンシツコ

ナジラミの移動率32.7%は，普通フィルム被覆下のタバ

コへの移動率68.1%に比べて有意に低かった (p=0.001,i 
検定） (Fig. 3D). 

左側のガラス管内に黄色粘着板を設置して行った同実験

では，左側と中央のガラス管を紫外線除去フィルムで被覆

した場合，観察開始30分後に黄色粘着板に付いていたオン

シツコナジラミの個体数は 5反復の合計で36頭（73.5%),

それ以外の左側のガラス管内は l頭（2.0%），中央のガラ

ス管内は 3頭（6.1%），右側のガラス管内は9頭（18.4%)

だった．普通フィルムを被覆した場合には，黄色粘着板

に付いていたオンシツコナジラミは 38頭（82.6%），それ

以外の左側のガラス管内は 0頭（0%），中央のガラス管内

は2頭（4.3%），右側のガラス管内は 6頭（13.0%）だった．

黄色粘着板へのオンシツコナジラミの移動率は，紫外線除

去フィルム被覆と普通フィルム被覆との間で有意な差は認

められなかった (p=0.409,i検定） (Fig. 3G). 

実験 5

実験2と同じくすべてのガラス管を紫外糠除去フィルム

で被覆し，左側のガラス管内にオンシツコナジラミの寄主

植物のタバコを置いた本実験では，観察開始30分後にタ

バコに寄生していたオンシツコナジラミの個体数は 5反

復の合計で 34頭（70.8%），それ以外の左側のガラス管内

は2頭（4.2%），中央のガラス管内は 6頭（12.5%），右側

のガラス管内は 6頭（12.5%）だった．普通フィルムを被

覆した場合には，タバコの葉に寄生していたオンシツコナ

ジラミは 39頭（78.0%），それ以外の左側のガラス管内は

5頭（10.0%），中央のガラス管内は 5頭（10.0%），右側の

ガラス管内は l頭（2.0%）だった．タバコへのオンシツコ

ナジラミの移動率は，紫外線除去フィルム被覆と普通フィ

ルム被覆の聞で有意な差は認められなかった（p=0.561,i 
検定） (Fig. 3E). 

左側のガラス管内に黄色粘着板を設置し，すべてのガ

ラス管を紫外線除去フィルムで被覆した実験では，観察

開始30分後に黄色粘着板に付いていたオンシツコナジラ

ミの個体数は 5反復の合計で43頭（89.6%），それ以外の

左側のガラス管内は 0頭（0%），中央のガラス管内は 3頭

(6.3%），右側のガラス管内は2頭（4.2%）だった．普通

フィルムを被覆した場合には 黄色粘着板に付いていたオ

ンシツコナジラミは 40頭（83.3%），それ以外の左側のガ

ラス管内は 0頭（0%），中央のガラス管内は4頭（8.3%),

右側のガラス管内は4頭（8.3%）だった黄色粘着板への

オンシツコナジラミの移動率は 紫外線除去フィルム被覆

と普通フィルム被覆の間で有意な差は認められなかった

(p=0.551，／検定） (Fig. 3H). 

実験 6

観察箱に向かつて右側と中央のガラス管を紫外線除去

フィルムで被覆し，オンシツコナジラミを予めタバコに

寄生させた状態で供試した本実験では，実験開始30分後

の時点でも，すべての供試虫がタバコの葉の上で観察さ

れ，フィルムを被覆していない左側のガラス管内への移動

率は 0%だった．これは観察箱に向かつて右側と中央のガ

ラス管を普通フィルムで被覆した条件でも同じ結果だった

(Fig. 3F). 

観察箱内の光の強度とスペクトル，温湿度，供試フィル

ムの透過率

各実験条件における 3本のガラス管内で測定した光の強

度とスペクトルを Fig.4に示した紫外線除去フィルムを

全面被覆した実験2の状態のガラス管内では，可視光線

（波長400～760nm）の光強度は対照のフィルム無被覆の
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Fig. 4. Light intensity, spectrum, temperature and relative humidity measured inside glass tubes under conditions of Experiments 1, 2 and 3. 

場合と比較して 12.7～16.1%減少したのに対して，紫外線

（波長 300～400nm）は 92.9～94.5%減少した一方，普通

フィルムを全面被覆したガラス管内では， フィルム無被

覆と比較して可視光線の光強度は 13.2～17.6%，紫外線は

77.1～79.8%減少し，紫外線除去フィルム被覆下で紫外線

の減少がより大きかった（Fig.4B, D）.中央ガラス管内で

測定した温度と相対湿度は観察開始時が 23.0～23.2°Cと

51～58%，終了時の60分後が29.9～30.?°Cと34～39%だっ

た（Fig.4A, B, C) .なお，供試したフィルム自体の紫外線

（波長 300～400nm）透過率は紫外線除去フィルムで 2.8%,

普通フィルムで 36.8%だった．

考 寂
/J、

紫外線除去フィルムによる虫害発生抑制のメカニズム

を解明する目的で，紫外線除去フィルム下におけるコナ

ジラミ類の移動分散行動を調べた研究事例には， Antignus

et al. (2001）や Costaand Robb ( 1999) , Doukas and Payne 

(2007), Legarrea et al. (2012), Mutwiwa et al. (2005）などが

ある．これらの研究では害虫に紫外線除去フィルムと普

通フィルムを被覆した空間を二者択一で選択させる実験

や， 1種類のフィルムを被覆した空間で害虫の移動分散程

度を測定して異なるフィルム同士で比較する実d験を行って

いる．しかし，実際には，害虫は紫外線が含まれた野外と
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紫外線が除去されたビニールハウスの聞を移動している．

本研究で、行った一連の実験では，観察箱内のフィルムを被

覆した空間をビニールハウスの中，フィルムを被覆してい

ない空間は野外の光環境とみなすことができる． さらに

観察箱の照明に用いたキセノンランプは，人工光源の中で

も比較的太陽光に近い放射スペクトルを持つ．そのため，

キセノンランプを照射した光環境下で，上述の 2条件が同

時に存在する空間にオンシツコナジラミを置き，その移動

分散行動を観察した本研究からは，紫外線除去フィルムの

虫害発生抑制メカニズムの解明により有益な情報が得られ

るものと考えられる．

実験 lでは，野外からビニールハウス内へのオンシツコ

ナジラミの移動特性を明らかにするため，観察箱内のフィ

ルムを被覆していない空間からフィルムを被覆した空間へ

のオンシツコナジラミの移動率を紫外線除去フィルムと普

通フィルムの間で比較した．その結果，フィルムを被覆し

ていない空聞から紫外線除去フィルムを被覆した空間への

供試虫の移動率が，普通フィルムを被覆した空間への移

動率より有意に低くなった（Fig.2A, B, Fig. 3A）.これは，

オンシツコナジラミが紫外線を含んだ光環境から紫外線が

除かれた光環境への移動を抑制されることを示唆してお

り，仮説A「野外にいるオンシツコナジラミは，紫外線除

去フィルムを被覆したビニールハウスの中への移動が抑制

される」を支持する結果と考えられる．

一方，ビニールハウスの中には，通常，害虫の加害対象

となる作物が存在している．作物は害虫の視覚的，嘆覚

的な誘引源になる可能性が高い．そのため，実験4では，

フィルムを被覆した空間にオンシツコナジラミの寄主植物

であるタバコを置き，実験 lと同じ実験を行った観察箱

のフィルムを被覆していない空聞からフィルムを被覆した

空間内に置いたタバコへのオンシツコナジラミの移動率

は，実験 lの結果と同じく，紫外線除去フィルムを被覆し

た場合により低くなった（Fig.3D). したがって，ビニー

ルハウスの中に作物がある条件においても，仮説Aは支

持されるものと推測される．

実験2では，ビニールハウスの中に侵入したオンシツコ

ナジラミのハウス内での移動特性を明らかにするため，観

察箱全体を紫外線除去フィルムもしくは普通フィルムで被

覆して，オンシツコナジラミの分散程度を比較した．その

結果，観察開始30分後の時点で，紫外線除去フィルム被

覆下に置かれたオンシツコナジラミは，普通フィルム被覆

下に置かれた同個体に比べて，移動分散が抑制される傾向

が認められたが，観察開始60分後には，両者の差は認め

られなくなり（Fig.2C），仮説Bを支持する結果は得られ

なかった紫外線除去フィルムによる晃虫の移動分散抑

制は，セイヨウミツバチApismellifera L. （ハチ目：ミツバ

チ科）やイサエアヒメコパチDほかphusisaea (Walker) （ハ

チ目：ヒメコパチ科）， タイリクヒメハナカメムシ Orius 

strigicollぉ（Poppius)（カメムシ目：ハナカメムシ科）など

で報告されている（松本， 1998；井口， 2001；山下， 2009).

したがって，紫外線除去フィルムの昆虫の移動分散に及ぼ

す影響は種によって異なり，オンシツコナジラミの移動分

散は，紫外線除去フィルム被覆下においてもセイヨウミツ

バチのように強く抑制されることはないと推測される．な

お，実験5では，観察箱内にタバコを置いた状態で実験2

と同じ方法で観察を行った結果，オンシツコナジラミは紫

外線除去フィルム被覆下においてもタバコに移動したこと

から（Fig.3E），紫外線除去フィルムがオンシツコナジラ

ミの寄主植物への定位に及ぼ守す影響は小さいと考えられ

た．

実験3では，ビニールハウスの中に侵入したオンシツコ

ナジラミの野外への移動特性を明らかにするため，観察箱

内のフィルムを被覆した空聞からフィルムを被覆していな

い空間へのオンシツコナジラミの移動率を紫外線除去フィ

ルムと普通フィルムの間で比較したその結果，紫外線除

去フィルムを被覆した空聞からフィルムを被覆していない

空間への供試虫の移動率が，普通フィルムを被覆した空聞

からの移動率より有意に高かった（Fig.2E, F, Fig. 3C) .こ

れは，オンシツコナジラミが紫外線を除かれた光環境から

紫外線が含まれる光環境に移動することを示唆しており，

仮説C「紫外線除去フィルムを被覆したビニールハウスの

中にいるオンシツコナジラミは，紫外線を透過する通常の

フィルムを被覆したビニールハウスの中にいる個体と比較

して，野外に向かつて移動する」を支持する結果と考えら

れる．一方，オンシツコナジラミを寄主植物のタバコに予

め寄生させた状態で、行った実験6では，タバコから離脱し

て紫外線除去フィルムを被覆していない空間に移動した供

試虫は認められなかった（Fig.3F）.このため，オンシツ

コナジラミが作物上に定着している状態では，仮説Cに

基づいたオンシツコナジラミの移動行動は誘発されにくい

と推測される．

実験4および実験5では，それぞれ実験 lと実験2と同

じ条件のもとで観察箱内に黄色粘着板を置き，オンシツ

コナジラミの黄色粘着板への移動率を調査した結果は，

フィルムの種類やフィルムの被覆場所に関係なく， 70%以

上の供試虫が黄色粘着板に誘殺された（Fig.3G, H). した

がって，黄色粘着板によるオンシツコナジラミの視覚的な

誘引作用は紫外線の有無に影響を受けず，繋外線除去フィ

ルムを被覆したビニールハウスの中でも黄色粘着板はオン

シツコナジラミの視覚的誘引源として有効に作用するもの

と考えられる．

Costa and Robb ( 1999）は，紫外線除去フィルムもしくは

普通フィルムで被覆した密閉空間の中に黄色粘着板を設置

し，所定の場所からタバココナジラミ Bemisiaargentifolii 
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(Bellows & Perring) （カメムシ目：コナジラミ科）を放し

て，黄色粘着板への捕獲数を調べている．結果は，紫外

線除去フィルム，普通フィルムのどちらを被覆した場合

でも，同程度の供試虫が捕獲されたこの実験の方法や

結果は，本研究の実験5と同じである（Fig.3H）.一方，

Antignus et al. (2001）がタバココナジラミ B.argentifoliiを

用いて行った同様の実験では 紫外線除去フィルム被覆下

に置かれた供試虫は，放飼場所の近くに設置した黄色粘着

板で多く捕獲されたのに対して，普通フィルム被覆下に置

かれた個体は，放飼場所から遠い位置の黄色粘着板でより

多く捕獲された． これは， タバココナジラミの移動分散

が，紫外線除去フィルム被覆下で抑制されたことを示唆し

ており，本研究の実験5やCostaand Robb ( 1999）の結果

と異なる．試験条件は異なるが 我々の試験でも紫外線除

去フィルム被覆下で移動分散の抑制傾向が認められている

(Fig. 2C, D) .このように，紫外線除去フィルム被覆下で

のコナジラミ類の分散抑制効果については評価方法によっ

て結果が異なってくるものと考えられる．今後は紫外線除

去程度と行動抑制との関係や，紫外線自体が行動に与える

影響等を詳細に調べることにより，紫外線と行動抑制との

関係について明らかになるものと思われる．

摘 要

紫外線除去フィルムによる害虫の発生抑制効果メカニズ

ムを解明するため，紫外線除去フィルムもしくは普通フィ

ルム被覆下におけるオンシツコナジラミの移動分散行動を

観察する箱を作製した観察箱の一部分を紫外線除去フィ

ルムで被覆し，フィルムを被覆していない部分にオンシツ

コナジラミを放した実験では，紫外線除去フィルム被覆下

へ移動したオンシツコナジラミの個体数は，普通フィルム

を被覆した同実験と比較して有意に少なかった紫外線除

去フィルムを被覆した部分にオンシツコナジラミの寄主植

物であるタバコを置いた条件でも，タバコまで移動したオ

ンシツコナジラミは，普通フィルムを被覆した同実験と比

べて有意に少なかった一方紫外線除去フィルムを被覆

した部分にオンシツコナジラミを放した実験では，フィル

ムを被覆していない部分へ移動した個体数は，普通フィル

ムを被覆した同実験と比較して有意に多かったしかし，

紫外線除去フィルムを被覆した部分にタバコを置き，オン

シツコナジラミをタバコ上に放した場合には，タバコを離

れてフィルムを被覆していない部分に移動した個体は観察

されず，これは普通フィルムを用いた同実験でも同じ結果

だった観察箱全体を紫外線除去フィルムで被覆した実験

では，オンシツコナジラミは観察箱内を移動し，普通フィ

ルムで全面被覆した場合との違いは認められなかったさ

らに，観察箱の中に黄色粘着板を置いた実験では，フィル

ムの被覆場所やフィルムの種類にかかわらず，ほとんどの

オンシツコナジラミは黄色粘着板に誘引された．以上の結

果に基づいて，野外とビニールハウスの聞におけるオンシ

ツコナジラミの移動分散行動を推察した
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