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北日本病虫研報 65:151-153 (2014) 

Ann. Rept. Plant Prat. North japan 

マキバカスミカメにより多発したアズキの落英被害について

小野寺鶴将＊

Pod Shedding Caused by Feeding of the European Tarnished Plant Bug 

Lygus rugulipennis on Adzuki Bean 

Kakumasa ONODERA * 

北海道立総合研究機構中央農業試験場の試験ほ場において，マキパカスミカメの吸汁加害によると考え

られるアズキ爽の脱落を定量評価した本種の加害により，爽は花序に従って連続的に着生せず，成熟が

遅れ，収量は半分以下に低下した
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マキパカスミカメ Lygusrugulipennisは広食性の害虫

で，様々な作物の茎葉，果実および子実に対して吸汁加

害することが知られている（1, 2. 6）.本種はアズキの

実に口針を差し込み，その直下の子実を吸汁するため，

種皮に針で刺したような穴が聞いてその周辺が陥没した

り，種皮が裂け奇形になるなどの吸汁被害粒を生じる

(3）.さらに，吸汁被害を受けた子実の一部は萎縮し，

しいな（不稔実）となる（3). 北海道の生産現場では，

吸汁被害粒が収穫物に混入することが問題となってお

り，その被害子実の発生率は，多いほ場で 15%を超え

る場合がある（1).

一方，アズキの爽は伸長中に吸汁被害を受けると，多

くが株から脱落することも報告されている（4）.ただ

しこれは接種条件により確認されたものであり，実際

のほ場において，英の脱落をとおしてどの程度の減収が

生ずるのかは明らかでない．

2013年に，北海道中央部のアズキほ場において，本

種の吸汁被害によると考えられる爽の脱落が登熟途中に

多発し収量に悪影響を及ぼしたので，その調査結果を

報告する

材料および方法

試験は， 2013年に中央農業試験場のアズキほ場（北

海道夕張郡長沼町）で実施した 当該ほ場の周辺は畑地

であり，アズキほ場に隣接して，ダイズ，インゲンマ

メ， トウモロコシおよびコムギが栽培されていた．

＊北海道立総合研究機構 中央農業試験場

現在：北海道立総合研究機構北見農業試験場

アズキの品種は「しゅまり」を供試し播種は 5月

28日に行った．試験区は殺虫剤の無散布区および散布

区を設け，試験区l区あたりの面積は 15.lrrl，区制は3
反復とした．栽植密度は畦間 60cm×株間 20cm(2本

立）とした．殺虫剤はシフルトリン乳剤（5%）の 2,000

倍液を 7月22日， 29日， 8月5日に合計3回， lOaあ

たり 1201散布した

アズキほ場内におけるカメムシ類の発生状況は8月6

日および11日に目視観察した

爽の着生状況は登熟途中の9月3日に観察した. 1区

あたり 25株を刈り取り，子実の肥大が認められる爽の

みを計数し，着爽数とした．

収穫は，殺虫剤散布区が成熟期に達した日の翌日の9

月9日に行った l区あたり 24株を刈り取り，収穫し

た株は自然乾燥した後に機械脱穀および子実のとうみ選

を行った子実は吸汁被害粒健全粒および屑粒に選別

し， 100粒重，収量および被害粒率を調査した

マキパカスミカメの防除適期にかかる積算温度は，長

沼町のアメダス観測地点における 2014年の気温データ

を用いて算出した．

結果

1 .アズキほ場におけるマキパカスミカメの生息状況お

よび衰の着生状況

本試験におけるアズキの出芽期は6月8日，開花始は

7月20日となった．アズキの株を 8月6日および11日
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第1図 登熱途中における爽の着生状況
注） 9月2日撮影右は散布区左は無散布区
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第2図 登熟途中における着爽数

注） 9月3日調査パーは標準誤差を示す

に観察したところ，無散布区では，多くのマキパカスミ

カメの成虫および幼虫が茎葉上に認められた．アズキが

登熟途中であった 9月2日における爽の着生状況を第 l

図に示す．殺虫剤の散布区では開花が終息し，葉が黄化

し，爽も大部分が黄化あるいは成熟していた これに対

し無散布区では開花が続き，葉が黄化せず，爽は花序

に従って連続的に着生していなかった．また， 爽の成熟

は遅れており，その多くが緑色のままであった

殺虫剤の無散布区および散布区の着爽数を第2図に示

す．殺虫剤散布区の株あたり着爽数は 42.1爽であった

のに対し無散布区の株当たり着爽数は 21.5爽と少な

かった

2.収穫した子実の吸汁被害および収量

脱穀した子実には，種皮が裂けたり，針で刺したよう

な穴が開くなどの吸汁被害粒が混入していた 収穫した

子実の 24株あたり被害粒数および lOaあたり収量を第

l表に示す. 24株あたり被害粒数は無散布区が 197.7

粒，散布区の被害粒数が 121.3粒仁無散布区は散布区

より多かった． 一方，24株あたりの健全粒と被害粒の

合計数は，無散布区が2375.3粒，散布区が6552.7粒と，

無散布区が少なかったため 被害粒率もそれぞれ8.3%

および 1.9%と無散布区が高かった lOaあたり収量は，
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第 1表 24；株あたり被害粒数， 100粒重および収量

被害粒数 100粒重 収量
処理 健全＋被害粒数

（被害粒率%） (g) (kg/lOa) 

無散布 2375.3 197.7 (8.3) 14.7 lll.2 

散布 6552.7 121.3 (1.9) 13.1 293.5 

注） 3反復の平均．粒数は 24株あたり いずれの調査項目
もマン・ホイットニーの U検定により 5%水準で有意
差あか

無散布区が 293.5kgであったのに対し，無散布区は

lll.2kgと，散布区より著しく低く，半分以下にとどま

った. 100粒重は，散布区が 13.lgであったのに対し，

無散布区では 14.7gと散布区より重かった

考 察

本試験では，アズキの爽が脱落し，収量に著しい悪影

響が及ぶ事例を確認した当該ほ場では，マキパカスミ

カメ成虫および幼虫が，茎葉上で多数観察されたことか

ら，落爽の原因は本種の加害による可能性が高い．

北海道におけるアズキの生産現場では，マキバカスミ

カメによる吸汁被害粒の発生が問題となっており，その

抑制のために殺虫剤散布が指導されている．その散布適

期は，北海道東部では， 8月中旬頃であり，アズキの開

花始以降の気温から計算される積算温度が515～520日

度に達する時期に該当する（1）.この時期のアズキの爽

は，内部の子実が肥大する前のものが大部分を占め，本

種の加害により吸汁被害粒を生じやすい（4).

本試験における殺虫剤の散布区では，シフルトリン乳

剤の 2,000倍液を 7月22日～8月5日にわたり， 7日間

隔で合計3回散布した本薬剤はマキパカスミカメ成虫

に対し，一定程度の殺虫効果が認められる殺虫剤である

(5）.本試験において，アズキの開花始以降の積算温度

が防除適期となる 515～520日度に達した日は，アメダ

スデータによると 8月13日であり，第3回目の薬剤散

布日は，それよりも 8日早かったしたがって，殺虫剤

の散布区における薬剤散布時期は，本種の防除適期から

外れており，吸汁被害粒の発生を効果的に抑制しなかっ

た可能性がある．実際，殺虫剤の散布区における吸汁被

害粒の発生数は，無散布区よりも少ないものの，その差

は大きくなかったしかし本試験では，被害粒の発生

抑制を目的とした防除適期よりも早い時期に薬剤散布を

実施することにより，着英数および収量が増加する結果

となった．このことは，アズキの爽が伸長を停止し，内

部の子実が肥大する前に吸汁加害されると，吸汁被害粒

やしいなが形成されるのに対しそれよりも若い伸長中

の爽が加害されると多くが落爽するとの報告（4）に合致

しており，薬剤散布によって伸長中の爽の吸汁被害が効

果的に抑制されたためと考えられる．

また，本試験では，無散布区において葉の黄化が進ま

ず，収穫した子実は 100粒重が重くなる現象が認められ

たこれは，落英により葉から子実への養分転、流先が少

なくなったためと推測され，本種による加害が成熟期や

子実の形質にも影響を及ぼした可能性がある．

このような，本種の吸汁加害による着爽数および収量

の減少が，生産現場においても広く発生しているかどう

かは，現在のところ不明で、ある．今後，さらに調査をす

すめ，落爽防止の視点に立った防除対策が必要かどうか

を検討する必要がある．
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