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青色LEDと青色粘着板を組み合わせた LED反射型トラップによる

ミナミキイロアザミウマの誘引時間帯

中 村祐貴 1・柴尾学 2，申・田中寛 2・矢野栄二 l

l近畿大学大学院農学研究科見虫生態制御学研究窒

2 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所

Timing of the Attraction of Melon Thrips, Thrips pα！mi (Thysanoptera: Thripidae), to Reflective勾peTraps Combin巴d
with Blue Sticky Board and a Blue LED Array. Yuki NA臥 MU貼 JManabu SHIBA0,2'* Hiroshi TANAKA2 and Eizi 

YANO且 1Kinki University, Faculty of Agricul旬re,Entomological Laboratory; 3327-204 Nakamachi, Nara, Nara 

631-8505, Japan. "Research Institute of Environment, Agriculture and Fisheries, Osaka Prefecture; 442 Shakudo, 

Habikino, Osaka 583 0862, Japan. Jpn. J. Appl. Entomol. Zoo!. 58: 313-318 (2014) 

Abstract: The attraction of melon thrips, Thri1フspalmi Kamy (Thysanoptera: Thripidae), to reflective勾petraps 

combined with blue sticky board and a blue light emitting diode (LED) a口町 wasinvestigated in July 2011 in an 

eggplant greenhouse. The peak wavelength of the blue LED aηay was 470nm. The LED a汀aywas placed clos巴to

the plants and directed toward the sticky board. The number of adult thrips caught by the reflective-type位apat a light 

intensity of 3×1017 photons/ (m2 ・ s) was significantly greater than th巴numbercaught by the control, a non-illuminated 

trap. Furthermore, the number of adult thrips caught by the reflective”type trap was significantly greater than that for 

the control during 18:00-21 :00 and 21 :00-0:00. Additionally, significantly more female adult thrips were caught by the 

reflective-type trap than by the non-illuminated trap, especially during the 18:00ー21:00 time period. 
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ミナミキイロアザミウマ Thripspalmi Kamy （アザミウ

マ目：アザミウマ科）は 1978年に宮崎県のピーマンで初

めて発生が確認された侵入害虫（野中・永井， 1980；工藤，

1981）である．本種は非常に広範な植物を寄主とし，多く

の果菜類の重要害虫である（河合， 2001）.本種の被害は，

摂食による傷果の発生など直接的な被害だけでなく，スイ

カ灰白色斑紋ウイルスおよびメロン黄化えそウイルスな

どウイルス病の媒介による被害も報告されている（花田，

2000；加藤， 2000）.例えば，大阪府における本種の初発

生の確認は 1984年であり， 2013年には主産のナスの作付

面積の約43%での被害が確認されている．

ミナミキイロアザミウマには 日本への侵入時から有効

な薬剤が少なく（永井ら， 1981；西野ら， 1982），各種殺虫

剤に対して感受性の低下が報告されており（森下， 1993;

野沢ら， 1994；古昧， 2001,2003），大阪府でも有機リン剤，

カーパメート剤，合成ピレスロイド剤，ネオニコチノイ
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ド剤， クロルフェナピル剤， スピノサド剤などで感受性

の低下が確認されている（辻野ら， 2005；柴尾ら， 2007；柴

尾・田中， 2012). また，生物農薬としてタイリクヒメハ

ナカメムシ Oriusstrigicollis Poppius （カメムシ目：ノ、ナカ

メムシ科）やスワルスキーカブリダニAmblyseiusswirskii 

Athias-Henriot （ダニ日：カブリダニ科）などの捕食性天敵

が野菜類（施設栽培）で登録されているが，一般的に捕食

性天敵は放飼のタイミングを誤ると防除効果を得られない

（矢野， 2003). したがって，本種を効率的に防除するため

には，早期発見と発生初期の有効薬剤の処理または天敵の

適期放飼が重要となる．

近年，様々な分野でLED（発光ダイオード）の利用が

注目され，害虫防除への利用が期待されている（Shimoda

and Honda, 2013). LEDは光の波長や強度の制御が容易で、

あり，従来の白熱電球や水銀灯と比べ寿命が長く，消費電

力も少ない．白色や青色の粘着板と LEDを組み合わせる

ことなどにより，既存の粘着トラップよりも効率的にミナ

ミキイロアザミウマを誘引するトラップを開発することが
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できれば，本種の早期発見が可能となり，発生初期の薬剤

処理や天敵の適期放飼を可能とするための重要な手段とな

ることが期待される．柴尾 ・田中 （2014）は，青色粘着板

に向けて青色 LED(470nm）を照射した反射型 トラップが，

青色粘着板から青色 LEDを照射したト ラップや LEDを照

射しない無照射の青色粘着板と比較してミ ナミキイロアザ

ミウマの成虫数をより多く誘引することを明らかにした．

そこで，本研究では，この反射型トラップを利用し，青色

LEDの照射強度がミナ ミキイロアザ ミウマの誘引に及ぼ

す影響および本種の誘引時間帯を調査したので報告する．

本研究は，農林水産省委託研究フ。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ー，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（別SEC下3103,4103）」により実施した．

材料および方法

試験は， 2011年に大阪府羽曳野市の地方独立行政法人

大阪府立環境農林水産総合研究所内の施設ナスで行った

施設はビニルハウス l棟で，面積40.Snl（間口 4.5m，奥

行9m），高さ2.5mであったハウス内に畝を 3本作り，

ナス（品種 ：千両二号） は4月7日に畝幅 150cm，株間

45cmで畝当たり 15株（計45株）を定植 した施設の側

面開口部には目合L、lmmの防虫ネ ットを展張するととも

に，サイドのビニルは自動巻き取り装置により 22.5°C以

下で閉じるように設定した試験期間中の施肥・ 一般管理

は慣行とし， ミナ ミキイロアザミウマに影響のある殺虫剤

散布は行わなかった．なお，試験期間中の施設内の気温は

エスペックミック株式会社製サーモレコーダ－RS-13を地

上高 I.Smの位置に l台設置して 1時間ごとに測定した

1. 青色粘着板

使用した青色粘着板は， 市販のアリ スタ ライフサイエ

ンス株式会社製の「ホリバーブルー引 （縦26×横 lOcm)

で， 表面には粘着剤が 10×20cm(200cm2）の範囲で塗

布されていた コニカミノルタ株式会社製の分光測色計

CM-3700 （光源： D65, 視野： 20）により測定した青色光

(470nm）の分光反射率は 61%であった

2. LED光源装置と照射方法

LEDは， 日亜化学工業株式会社製の面実装パワー青色

LED (NS6B083）を用いた．朝日分光株式会社製の高速分

光ユニット HSU-!OOSにより波長を測定したところ，波

長ピークは 470nmであった.LED光源装置は縦4cm，横

20cm，厚さ2cmのアルミ製直方体で，上記の青色 LED

を4cm間隔でー列に 4個配し， 発光面は縦2.4cm, 横

16.Scmのアクリル製拡散板でカバーした．

アルミ製のトラップ台に LED光源装置を取り付け，

LED光源装置の発光面から距離20cmの位置に透明アクリ

ル板を取り付けた． ダブルクリップを用いて透明アクリル

Fig. I Th巴 reflective-typetrap combined with a blue sticky 
board and a blue LED array. The LED array was placed near 
the plant, and the light was directed toward the sticky board, 
whose sticky side was facing the plant 

板の中央部に青色粘着板を横長方向に固定し， 青色粘着板

に向けて青色 LEDを照射したものを反射型トラップとし

た（Fig.I). 

3. 青色 LEDの照射強度が誘引に及ぼす影響

施設内の畝聞に青色LEDの反射型 トラッ プを 3台と対

照として青色粘着板にLEDを照射しない無照射トラ ップ

を2台，合計5台を交互に設置した 各トラップ聞は 2m

程度離した青色 LEDの照射強度は，前述の高速分光ユ

ニットにより光源から 20cmの距離で， 1.5×1017,3×1017’ 

6×1017 photons/ (m2・s）になるよう調整し，試験期間中は

24時間連続照射した 青色粘着板の設置高はナスの株高

に合わせ，青色粘着板とナスが 30cm離れるようにした．

7月15日～29日に週2～3回の間隔で青色粘着板を回収し，

新しい粘着板と交換する作業を 6回繰り返したなお交換

の際には， トラッ プの設置位置をローテーシ ョン し，設置

場所が誘引に及ぼす影響を排除した回収した青色粘着板

は幅30cm，厚さ llμmのポリ塩化ビニリデン製ラ ップフィ

ルム（サランラ ップ⑧，旭化成ホームプロダクツ（株））で覆

い，粘着面200cm2に誘引されたミナミキイロアザミウマ

の成虫数を実体顕微鏡下で雌雄別に計数した

4. 反射型トラップによる誘引時間帯

施設内の畝間に青色LEDの反射型トラップを 2台と対

照として青色粘着板に LEDを照射しない無照射トラッ

プを 2台，合計4台を交互に設置した青色 LEDの照射

強度は光源から 20cmの距離で発光面が 3×lO17 photons/ 

(m2・s）になるよう調整し 試験期間中は 24時間連続照射

した 7月4日12時～7月5日12時および7月ll日12時～

7月12日12時の 2回， 3時間ごとに青色粘着板を回収し，

3と同様にトラ ップ交換時に設置位置をローテーシ ョンす

るとともに，成虫数を計数した．
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日は Fig.3A, 7月l1 El～12日は Fig.mに示した誘引成

虫数と調査日の交E作用の影響は有意ではなかった（1元

配置分散分析，df=1, F=0.070, p>0.05）. 青色粘着板に向

けて青色 LEDを照射した反射型トラップでは 18～21時の

誘引成虫数が無照射ト ラップと比較して顕著に多くなり，

有意差が認められた（1=7.124,df=7,p<0.0001). とくに，

この時間帯の誘引成虫数は雌成虫が雄成虫と比較して有意

に多かった（1= 5.982, df=7, p<0.001). また，誘引成

虫数は少ないが，夜間である21～O時においても反射型ト

ラップの誘引成虫数が無照射トラップと比較して多くな

LEDによるミナミキイロアザミウマの誘引時刻

5. 統計処理

統計処理は SPSSStatistics Version 22.0 (IBM Corp. 1989, 

2013）を用いて行った 各照射強度による誘引成虫数の比

較は，誘引成虫数を対数変換（Iog(x+0.5））した上で，照

射強度について 2元配置分散分析を行った後，有意な差が

みられた場合は 5%有意水準で Tukeyの HSD検定を行っ

た 各誘引時間帯における誘引成虫数の比較は，誘引成虫

数を対数変換（Iog(x+0.5）） した上で，調査日について l

元配置分散分析を行った誘引成虫数の傾向に有意な差が

みられなかった場合，調査日毎の誘引成虫数を反復として

誘引時間帯別に両ト ラップにおける誘引成虫数について 2

標本 t検定を行った
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Fig. 2. Number of adult T pa/mi captured by reflective-type traps 

at different light intensities in an eggplant greenhouse. Each 

light intensity was measured at a distance of 20 cm from the 

LED arrays. Error bars indicate standard errors of the mean 

(n= 12 for the non-illuminated traps without LED, 11=6 for 

all otl町 treatments) Columns followed by different letters 

are significantly different at the 5% level according to Tukey’s 

HSD test. 

I. 青色 LEDの照射強度が誘引に及ぼす影響

各 トラップによる日当たりのミナミキイロアザミウマ

の誘引成虫数を Fig.2に示した性および性と照射強度

の交互作用の影響は有意でーはなかった（2元配置分散分

析，それぞれ df=1, F= 1.63 7, p > 0.05, df= 3, F= 0.563, p > 
0.05）.青色粘着板に向けて青色 LEDを照射した反射型ト

ラップでは無照射トラップと比較して誘引成虫数が多くな

り， TukeyのHSD検定において照射強度を 3×1017photons/ 

(1112・s）に調整した反射型トラップと無照射トラップの聞

に有意差が認められた（p<0.05）.なお，試験期間中の施

設内の気温は平均 29.6。C，最高 48.4。C，最低 20.3°Cで推

移した．

2. 反射型トラップによる誘引時間帯

各トラップによる 3時間ごとのミナミキイ ロアザミウマ

の雌雄別誘引成虫数と施設内の気温推移を， 7月4日～5
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り，有意差が認められた（t=2.51,df=7, p<0.05）.一方，

日中の 9～12時では反射型トラップの誘引成虫数が無照射

トラップと比較して少なくなり，有意差が認められた （t=

-3.181, df=7, p<0.05）.なお，試験期間中の施設内の気

温は7月4日～5日が平均29.7°C，最高39.7°C，最低23.0。C,

7月11日～12日が平均 30.4°C，最高42.8°C，最低23.4°C

で推移した．各時間帯の施設内の気温は，反射型トラップ

の誘引成虫数が有意に多かった 18～21時は平均26.0。C,

最高28.5°C, 最低23.2°C,21～O時は平均24.0。C, 最高

25.2。C，最低23.0。C，誘引成虫数が有意に少なかった 9～

12時は平均 35.3°C，最高39.7°C，最低29.4°Cで推移した

また天候は，試験地に近い大阪管区気象台堺観測所による

観測データによると， 7月4日～5日の日照時間は3.6時間，

7月4日19時から翌朝3時までに 31mmの降水が観測さ

れた. 7月11日～12日の日照時間は 6.8時間であり，試

験期間中に降水は観測されなかった．

考 察

青色粘着板に向けて青色LEDを照射した反射型トラッ

プでは無照射トラップと比較して誘引成虫数が多くなり

(Fig. 2），柴尾・田中（2014）と同様の結果となった． こ

れは，反射型トラップでは青色LEDの照射光や，青色粘

着板からの反射光に本種を誘引する青色光が多く含まれ，

本種の誘引効果が高くなったためと考えられる．また，反

射型トラップでは無照射トラップと比較して雌成虫が多く

誘引される傾向があり， LEDによる青色光への誘引効果は

雄成虫より雌成虫でより高いと推察される．なお，照射強

度を 6×1017photons/ (m2・s）に調整した反射型トラップで

は粘着面全体が黒くなるほどの大量のハエ類が誘引されて

おり， ミナミキイロアザミウマの誘引が一部，阻害された

可能性がある．

反射型トラップによる誘引時間帯を 3時間ごとに調査し

たところ， 18～21時， 21～0時に反射型トラップの成虫誘

引数が無照射トラップより有意に多くなり（Fig.3A, B) , 

18～21時の雌成虫の誘引が特に多い傾向がみられた大

阪府の 7月上旬の日投時間は 19時 15分前後であり，前述

の誘引効果の性差は夜間 とくに日没前後の時間帯に雌成

虫に対するものであることが明らかになった．また，この

傾向は日照時間のより長かった 7月11日～12日で顕著で

あり， 日中の日照時間の影響が示唆された一方， 9～12

時は反射型トラッフ。の誘引成虫数が有意に少なかったこ

の原因は不明であるが，青色LEDの昼間の照射は誘引に

悪い影響を及ぼす可能性が考えられ，今後の詳しい検討が

必要である．

本試験により， ミナミキイロアザミウマでは青色粘着

板に向けて青色LEDを照射した反射型トラップで高い誘

引効果が再確認された． また， ミカンキイロアザミウマ

Frankliniella occidentalis (Pergande) （アザミウマ目：アザ

ミウマ科）でも青色粘着板に青色LED(465nm）を取り付

けることにより誘引成虫数が増加することが明らかにされ

ている（Chenet al., 2004) . したがって，青色LEDを利用

した反射型トラップを用いることで，重要害虫であるミナ

ミキイロアザミウマとミカンキイロアザミウマについて効

率的な発生予察が可能になると考えられる． またその場

合，電力利用の効率化の観点から，青色LEDの照射時間

帯は雌成虫の誘引が顕著に多くなる日没前後の時間帯を中

心にすることが考えられる．

施設メロンにおけるミナミキイロアザミウマ成虫の飛

朔活動は夏季および冬季ともに日の出から始まり， 日没

後 l～2時間後に活動を停止することが明らにされており

（竹内ら， 1983），本試験における無照射トラップの誘引成

虫数の結果（Fig.3）と一致したさらに，竹内ら（1983) 

は飛期する成虫の量や時間帯が夏季と冬季で異なり， ま

た夏季でも晴天と雨天で異なることから，飛期に気温が

影響することを指摘している．一方，永井（1994）は本

種成虫の飛翻と気温の関係を窒内で調査し， 25°C以上で

飛閣が始まり， 30～35°Cでは 50%以上の成虫が飛期する

が， 22.5°C以下では全く飛朔しないことを明らかにしてい

る．一般的にアザミウマ類は昼間に飛期することが知られ

ており（Lewis,1973 ) , ヒラズハナアザミウマ Frankniella

into問。（Trybom)（アザミウマ目：アザミウマ科）は午前

中に活発に飛鞠し（村井， 1988), ウスグロアザミウマ

F.ルsea(Hinds）は 11～12時にトマトの花に集まることが

報告されている（Tappan,1986）.また，ヒラズハナアザミ

ウマは，温度変化のない恒温条件下よりも 20～25°Cのよ

うな変温条件下で活発に飛期することが報告されている

（村井， 1988).

本試験は， 20日年7月に実施し，試験期間中の施設内の

気温は平均 30.0。C，最高48.4°C，最低20.3°Cであり， 日

照時聞は平均 5.5時間，最長 11.4時間，最短0時間であっ

たとくに，反射型トラップの誘引効果が最も高かった 7

月11日の 18～21時前後の気温は平均27.5°C，最高28.5°C,

最低26.5°Cであった（Fig.3B). この時間帯以降の夜間

は大きく気温が変化していないが， 18～21時の反射型ト

ラップの高い誘引効果は，気温だけでは説明できない．ま

た，誘引時間帯の調査より，日照時間の影響が示唆された

が，日照時間の記録は大阪管区気象台堺観測所の記録であ

り，試験地からは約 lOkm離れている．本試験の結果から，

LEDの照射は， 日没前後という特定の時間帯のアザミウ

マの飛朔活動を活性化している可能性が考えられる． した

がって，青色粘着板に向けて青色LEDを照射した反射型

トラップの誘引効果は LEDの照射により， 日没後の飛朔

活動を活性化することにあると考えられる．今後，この点

についても詳しい検討が必要である．
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摘要

施設ナスにおいて青色粘着板と青色 LEDを組み合わせ

た反射型トラップを利用し， ミナミキイロアザミウマの

誘引に及ぼす影響を 2011年7月に調査した．青色 LEDの

照射強度を光源から 20cmの距離で 1.5×1017,3×1017, 6× 

1017 photons/ (m2・s）に調整して 24時間連続照射したとこ

ろ，反射型トラップでは無照射トラップと比較して誘引成

虫数が多くなり，照射強度を 3×1017photons/ (m2・s）に調

整した反射型トラップと無照射トラップの聞には有意差が

認められたまた， LEDを照射することにより雌成虫の誘

引が多くなる傾向がみられた反射型トラップと無照射ト

ラップの誘引成虫数を 3時間ごとに調査したところ，反射

型トラップでは無照射トラップと比較して誘引成虫数が

18～21時， 21～0時に多くなり，有意差が認められた．と

くに，反射型トラップでは 18～ 21時の雌成虫の誘引が多

かった．
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