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キク圃場におけるクロゲハナアザミウマに対する数種薬剤の防除

効果と葉裏への薬剤の付着程度が材重の防除効果に及ぼす影響

貴島圭介t 金城聖良・喜久村智子

(沖縄県農業研究センター)

Effects of fi.eld application of several insecticides and dose of spray solution deposition 

on abaxial surfaces of chrysanthemum leaves on efficiency of Thrips nigropilosus 

(Thysanoptera: Thripidae) control. Keisuke Kijimat • Seira Kinjo and Tomoko Ganaha-

Kikumura (Okinawa Prefectural Agricultural Research Center. Itoman. Okinawa 901-0336. 

Japan) 

キクの害虫クロゲハナアザミウマに対する散布剤の防除効果と散布むらが防除効果に及ぼす影

響を，室内および圃場において検証した。室内では. 4薬剤Ij(イミダクロプリド，エマメクチン

安息香酸塩，スピノサド，プロチオホス)を葉の両面または表面のみに処理し葉裏に寄生する

本種の生存率を比較した。その結果，両面散布区では 4薬剤すべてが補正死亡率90%以上と高

かったのに対し表散布区では，イミダクロプリドを除く 3剤の効果が両面散布区より顕著に

劣った。圃場試験では，上記4薬剤の防除効果を調査すると同時に，イミダクロプリドとエマメ

クチン安息香酸塩では，薬液の葉裏への付着程度が高くなるように処理した区(丁寧散布区)も

設け，散布むらが防除効果に及ぼす影響について調べた。その結果，圃場でも 4薬剤の有効性が

認められ，さらに丁寧散布区は. 2剤とも慣行散布区より防除効果が高まった。

Keywords : chemical control. chrysanthemum thrips. deposition index. Okinawa. water-

sensitive paper 

緒 盲 このため，本種が近年になってキクで害虫化してい

る原因は，当初疑われていた薬剤感受性の低下が原因

クロゲハナアザミウマThripsnigropilosus Uzel (ア ではないと考えられた。 2014年現在において，キクで

ザミウマ目:アザミウマ科)は，キクの主要産地であ 本種による被害が顕在化した理由は不明であるが，喜

る沖縄県の栽培キクにおける害虫アザミウマ類の最優 久村ら (2014)は，闘場で防除効果が得られない理由

占種で，葉に被害を及ぼす主要害虫となっていること のひとつに，キクの密植による薬剤の散布むらを指摘

が最近明らかとなった (Ganaha-Kikumuraet aし している。そこで本研究では，室内試験で効果が高かっ

2012)。本種は鹿児島県や静岡県など他地域においても， た4薬剤を選定し実際のキク圃場において本種に対

キクにおいて被害を及ぼしている(土井ら. 2011;鹿 して散布した場合の防除効果を調べるとともに，葉裏

児島県病害虫防除所. 2013)。本種は. 2010年頃まで への薬液の付着程度が本種の防除効果に及ぼす影響を

は害虫として問題となることがほとんどなく，マイ 室内試験と圃場試験の双方において検証した。

ナー害虫と扱われてきた (Mound. 2010) ため，キ 本文に先立ち，実験手法に関して助言をいただいた

ク栽培における主要な防除手段である薬剤の効果に関 沖縄県農業研究センターの永山敦士氏，調査ならびに

する情報はごく限られていた(多々良ら.2008)。近年， 栽培管理にご協力していただいた同センターの山田義

室内試験において，本種に対して多くの薬剤の殺虫活 智，三嶋重徳，中村浩孝，新垣雄大，沖縄県南部農業

性が高いことが明らかとなった(喜久村ら. 2014)。 改良普及センターの座喜味利将，富山あずさ，森田浩

介の諸氏並びにキク生産農家の皆様に感謝申し上げる。

十kijimaks@pref.okinawa.lg.jp
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材料および方法

試験 1.キク生産者圃場における薬液の葉への付着

程度

キク園場における葉表と葉裏への薬液の付着程度を

測定するため，園本ら (1998) に従い.感水試験紙

(Spraying Systems社製，以下，感水紙とする)を用

いて，キク生産者3名の散布技量を測定した。生産者

のキク栽培経験年数は 5~20年である 。 キクの栽植密

度は，株間・条問とも 13~ 15cm の 6 条のうち中 2 条

を空けた 4 条植えで， 測定時のキクの草丈は90~

1l0cmであった。畝の外側 (通路側)と内側からそ

れぞれ任意に 3株ずつ選び それぞれ生長点から下へ

20cm (上位)， 40cm (中位)および、60cm(下位)の

葉の表と裏に感水紙 (2.5cmx 2.5cm)をステープラー

で固定し (第1図)，薬剤散布終了直後に感水紙を回

収した。感水紙への薬液の付着程度は，図本・井上

(1997) に従い Oから 8の9段階とした。なお，感水

紙での視覚による指標は，実際の付着量と対応してい

ることが判明している (園本 ・井上，1997)。

第1図 キク葉への感水紙の設置の様子矢印は感水紙

(2.5cm x 2.5cm)を示し，生長点から下へ20cm，40cm 
および、60cmに位置する葉の表と裳に固定した.

試験2.各種薬剤のキク葉への散布方法の遣いによ

るクロゲハナアザミウマ幼虫に対する殺虫効果の比較

葉裏への薬剤散布の有無が防除効果に与える影響を

調査するため，薬剤がキクの葉の両面に散布処理(以

下，両面散布)と表のみに散布処理 (以下，表散布)

を実施し葉裏に生息するクロゲハナアザミウマ幼虫

に対する殺虫効果を室内試験により調べた。供試薬剤

は，喜久村ら (2014)の報告に従い，本種に対して殺

虫効果が高かった，イミダクロプリド水和剤(アドマ

イヤーフロアブル，2，000倍)(以下，イミダクロプリド)，

エマメクチン安息香酸塩乳剤 (アファーム乳剤， 2，000 

倍)(以下，エマメクチン)， スピノサド水平日剤 (スピ

ノエース頼粒水和剤， 5，000倍)(以下，スピノサド)

およびプロチオホス字L剤 (トクチオン字L剤，1.000{音)

(以下，プロチオホス)の 4薬剤lを選定した。供試虫

と試験容器は， 喜久村ら (2014)の試験で用いられた

沖縄本島個体群ならびにプラスチック製の筒 (内径

18mm，高さ49mm)をそれぞれ用い，薬剤の処理方

法は以下の手!@!に従った。キク (品種:iみやびJ)の

葉を直径20mmのリ ーフディスクにくり抜き，ハンド

スプレー (ダイヤスプレー・アルフア，(株)フルプラ)

を用いて，20cmの高さから各薬液または水道水 (対

照区)を，両面散布では各面に 4mlずつを (計8ml)，

表散布では葉表のみに 8mlを散布した。室内で風乾

したのち，リーフディスクの裏面が筒の内側になるよ

うに設置しパラフィルムで固定した。 そこへ 1~2

齢の幼虫 1 ~ 7 個体を面相筆で接種し， 蓋をした後，

25:1:0.50C， 14LlODの条件下で保管した。供試個体の

生死は，72時間 (3日)後および168時間 (7日)後

に実体顕微鏡下で観察した。なお，歩行が正常でない

苦悶虫は死亡虫として扱った。この作業を，各薬剤(ま

たは水道水)と散布方法の組み合わせにつき，合計供

試虫数が， 3日後の調査では51~67 (対照区は92)個

体に， 7 日後の調査では33~40 (対照区は56)個体に

なるように，それぞれ10~15 (対照区は19)固または

6~8 (対照区は12)回繰り返し合計供試虫数と合

計死亡虫数から死亡率を算出した。それぞれの薬剤に

つき，各散布方法の死亡率を対照区のそれと対にして

Fisherの正確確率検定で比較したのち，得られた有

意確率をHolm法 (1979)により補正した。また，同

一薬剤の異なる処理面間でも死亡率を比較した。その

後， Abbott (1925)の補正式を用いて補正死亡率を

全ての処理区について算出した。
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試験3. 圃場における各種薬剤の防除効果と散布む

らが防除効果に及ぼす影響

沖縄県農業研究センター内の施設園場 (10mX

14.5m)において，ポリポット(直径10.5cm)植えの

草丈6cmの小菊(品種:I沖の乙女J) を2013年8月

27日に. 1区(1.3mX 1.2m)あたり28株，栽植密度

が株間13cm. 条間13cmの6条のうち中 2条を空けた

4条植となるように畝上に配置した。各試験区におけ

るクロゲハナアザミウマの発生密度が均ーとなるよう，

試験2で用いた飼育個体群の成幼虫を，同年10月22日

と11月4日および11月7日に，株あたり 1頭または0.5

頭ずつ，キクの葉に載せた状態でキク株上に静置した。

供試薬剤は，試験2で用いた4薬剤とした。これら薬

剤の本種に対する園場での防除効果を調べるため，キ

クの草丈が70~80cm となるまで栽培し，同年11月 19

日に肩掛け式電動噴霧器を用いて，葉裏への散布に留

意しながら10aあたり300L散布した(以下，通常散

布区)。さらに，葉裏への薬液の付着程度が本種の防

除効果に及ぼす影響を調べるため，イミダクロプリド

とエマメクチンについては，散布時にのみ，畝上に配

置されていたキクのポットを畝から取り外し，株を逆

さにした状態でも散布する区(以下，丁寧散布区

10aあたり300L)を設けた。これら 4通常散布区と 2

丁寧散布区および無処理区を設け，各区3反復行った。

通常散布区と丁寧散布区間で葉への薬液の付着程度を

比較するため，一部のエマメクチンの通常散布区と丁

寧散布区において，各区任意に選んだ3株の生長点か

ら下へ10cm.30cmおよび、50cmの位置の葉に試験1

と同様な方法でそれぞれ感水紙を固定し付着指標を

調査した。

クロゲハナアザミウマの発生程度は，薬剤処理の前

日，散布2. 7. 15. 21および28日後に調査し. 1反

復あたり任意の上~中位30葉に寄生する成虫と幼虫を

数えた(各区計90葉)。キク葉の被害度については，

上記の調査葉全葉を観察し(処理15日後のデータはな

し).被害の程度に応じて次の 5段階に分類した:O. 

被害無;1.被害面積が葉面積の1/10未満;2. 同

1/10以上3/10未満;3. 同3/10以上5/10未満;4. 

同5/10以上。処理区間の虫数の比較には，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，各試験区および処理後日数を固定効

果の説明変数，反復をランダム効果，誤差構造はポア

ソン分布とし多重検定の有意水準調整には Tukey

法を用いた。被害度の比較には Mann-WhitneyのU

検定を用いて解析を行った。各調査日ごとに 2区間の

データを対にして検定し多重検定の有意水準調整に

はHolm法(1979)を用いた。すべての解析には統計

解析ソフト R(version 3.0.1) (R Development Core 

Team. 2013) の lme4パ ッ ケ ー ジ (Bateset al.. 

2013)を用いた。

結 果

試験 1.キク生産者園場における薬液の葉への付着

程度

各生産者のキクの葉への薬液の付着程度を第 1表に

示した。畝の外側(通路側)に設置した感水紙の付着

指標の平均は，葉表では5.3~8.0であったのに対し，

葉裏ではl.3~5.3と低くなった。一方，畝の内側は，

葉表では2.3~7.3であったのに対し，葉裏では O~3.0

とより低くなった。内側は外側に比べ葉表・葉裏とも

に低い値となる傾向があった。また，畝の外側・内側

とも，上位に比べ下位が低い値となる傾向があり，生

産者3名の平均は，たとえば上位の葉裏は外側で4.1.

内側で2.4であるのに対し下位はそれぞれ2.8と1.8で

あった。

試験2.各種薬剤のキク葉への散布方法の違いによ

るクロゲハナアザミウマ幼虫に対する殺虫効果の比較

4薬剤jのクロゲハナアザミウマ幼虫に対する殺虫効

果を第2表に示した(対照区の死亡率は.3日後は9.8%.

7臼後は26.8%)。両面散布の補正死亡率は. 4薬剤す

べてにおいて. 3日後は85.1~ 100%. 7 日後は96.3~

100%と高かった。一方，表散布の補正死亡率は. 3 

第1表 キク生産者圃場における葉への薬剤の付着程度(試験 1) 

生産者
畝外側，)の株の葉表 畝外側の株の葉裏 畝内側の株の葉表 畝内側の株の葉裏

上位b) 中位b) 下位b) 上位 中位 下位 上位 中位 下位 上位 中f立 下位

A 8.0 8.0 7.7 5.3 4.3 4.7 7.3 3.3 2.3 2.3 0.7 3.0 
B 7.0 5.7 5.3 2.0 1.7 1.3 3.0 3.0 2.3 2.0 0.3 。。
C 8.0 8.0 8.0 5.0 3.7 2.3 6.0 4.3 3目。 3.0 1.7 2.3 

平均 7.7 7.2 7.0 4.1 3.2 2.8 5.4 3.5 2.5 2.4 0.9 1.8 

a) 4条植えのキクのうち，外側は通路側に植えられたキク株を示す b)キクの生長点から，上位は20cm，中位は40cm，下位は60cmの距離に
位置する葉をそれぞれ示す
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第2表各種薬剤のキク葉への散布方法の違いによる

クロゲハナアザミウマ幼虫に対する殺虫効果の比較

(試験2)

供試薬剤
希釈補正死亡率(百)(供試個体数)心散布面開
倍率 両面散布 表散布 の比較ω

3日(72h)後

イミダクロプリド水和剤 2，000 85.4 (53) 51.6 (55) * 
エマメクチン安息香酸塩乳剤 2，000 96.7 (67) (0) (65) キ

スピノサド水和剤 5，000 100 (57) 32.6 (51) * 
プロチオホス乳剤 1.000 85.1 (52) 28.3 (51) * 
7日(l64h)後

-L 

イミダクロプリド水和剤 2，000 96.3 (37) 80.5 (35) 

エマメクチン安息香酸塩乳剤 2，000 100 (33) (0) (36) キ

スピノサド水和剤 5，000 100 (40) (35.7) (34) 

プロチオホス乳剤 1，000 100 (37) (37.9) (33) * 
a)補正死亡率が括弧付きで示された薬剤は，元の死亡率が対照
の水区と有意差がない (Fisherの正確確率検定後に有意水準を
Holm法により補正，P>0.05). 両面散布は葉の表と裏にそれぞ
れ4mlを，表散布は表のみに 8mlを散布した.b)*を付した斉Jj
の両面散布と表散布の死亡率には有意差がある(同検定，
Pく0.01).

日後はo~51.6%， 7日後はo~80.5% と，両面散布

よりも低下した。エマメクチンの表散布では，死亡率

は 3日後でも 7日後でも対照区と差がなく (Fisher

の正確確率検定， ns)，葉表のみへの散布では葉裏に

生息する幼虫に対する殺虫効果が認められなかった。

イミダクロプリドは，表散布でも， 3日後と 7日後と

も対照区よりも有意に死亡率が高かった(同検定，

P<O.01)。また，同一薬剤の散布方法が異なる区間で

死亡率を比較すると， 3日後は全ての剤で表散布の殺

虫効果が両面散布より有意に低かった(同検定，

Pく0.01)のに対し， 7日後は， 4剤のうちイミダクロ

プリドのみ散布方法の違いによる殺虫効果に有意差が

認められなかった(同検定， ns)。

試験3.圃場における各種薬剤の防除効果と散布む

らが防除効果に及ぼす影響

感水紙による薬液の付着指標の平均値(各高さ 3反

復の平均)は，通常散布区の葉表で6.3~8.0，葉裏で3.7

~4.3であった。一方，丁寧散布区では葉表が6.0~7.0，

葉裏が7.3~7.6であり，葉裏の付着指標が通常散布区

に比べて高いことが確認された(表は省略)。

4薬剤の通常散布区と 2薬剤の丁寧散布区および無

処理区の葉あたり成幼虫数の推移を第2図に示した。

処理前は，すべての区において葉あたり 0.32~0.34頭

で、あったのに対し処理15日後には，無処理区では葉

あたり1.01頭， 4 薬剤の通常散布区では0，23~0，38頭，

2.0 r ..... ー無処理
-.>-イミダヲロプリド水和剤
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第2図 クロゲハナアザミウマの葉あたり寄生虫数の推

移(試験3)，実線は通常散布区および無処理区白破

線は丁寧散布区を示す.異なるアルファベットを付した

試験区間の虫数には有意差がある (GLMM，Pく0，01).

2薬剤の丁寧散布区ではそれぞれ0.18頭と0.14頭で

あった。処理28日後には，無処理区では葉あたり1.59

頭と増加したが， 4薬剤の通常散布区では0，37~0.78頭，

2薬剤の丁寧散布区ではそれぞれ0.16頭と0.22頭で

あった。試験期間を通しての虫数を区間で比較すると，

通常散布区の4薬剤とも無処理区に比べ有意に少なく

(GLMM， Pく0.01)，丁寧散布区の 2薬剤はすべての

通常散布区と比べて有意に少なかった(同検定，

Pく0，01)。通常散布区の 4薬剤問または丁寧散布区の

2薬剤間では差がなかった(同検定， ns)。

各区の葉あたり被害度の推移を第3図に示した。処

理前の葉あたり被害度は0，50~0，86であった。処理21

日後には，無処理区では葉あたり1.13であったが， 4 

薬剤の通常散布区では0.60~0.84， 2薬剤の丁寧散布

区では0.63と0.77であった。処理28日後には，無処理

区では葉あたり1.72となったが，薬剤処理区において

は，エマメクチンの通常散布区で1.42と高まった以外

は， 0，80~0，97であった。被害度を区間で比較すると，
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第3図 クロゲハナアザミウマによる葉あたり被害度の

推移(試験3).実線は通常散布区および無処理区を，

破線は丁寧散布区を示す (15日後は調査なし)，異なる

アルファベットを付した試験区間の被害度には有意差が

ある (Mann-WhitneyのU検定後に有意水準を Holm

法により補正，Pく0.05).
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処理7日後までは区間に差はなかったが， 21日後には

通常散布区の4薬剤および丁寧散布区の2薬剤の被害

度は無処理区に比べ有意に低く (Mann-Whitneyの

U検定，Pく0.05)，28日後においてもエマメクチンの

通常散布区を除く他の薬剤処理区は無処理区に比べ有

意に低かった(同検定，Pく0.05)。いずれの調査日に

おいても，通常散布区と丁寧散布区間の被害度に差は

なかった(同検定， ns)。

考 察

園本ら(1998) は，キクの草丈120cmの園場でキ

クに見立てたモデルギクを用いて，表裏に設置した感

水紙への薬液の付着指標を調査しており，表では 4-

8が多く，裏では 0-3が多いとしている。今回，我々

が生産者圃場(草丈90-110cm)とセンター内圃場 (70

-80cm)で感水紙をキク葉に直接設置した調査では，

葉表の薬液の付着指標は 5-8，葉裏では 0-5であ

り，園本ら (1998) と同様の結果となった。また，園

本ら(1998)は，これら薬液の付着指標をもとに，キ

クを加害するナミハダニ黄緑型 Tetranychusurticae 

Koch (green form)の防除効果についても検証して

いる。我々の調査でも，試験2および試験3の結果か

ら，キクの葉裏への薬液の付着程度を向上させること

で，防除効果がより高まることが確認された。特に，

試験3の通常散布区では処理21日後以降に虫数が増加

したのに対し葉裏への薬液の付着程度のより高い2

薬剤の丁寧散布区では，いずれも試験が終了する処理

28日後まで散布前の虫数より下回っており，防除効果

が長期間維持されることが示唆された。

これまで，室内では，クロゲハナアザミウマは今回

供試したイミダクロプリド，エマメクチン，スピノサ

ドおよびプロチオホスの4薬剤のほか，様々な系統の

薬剤に対する感受性が高いことが判明している(喜久

村ら， 2014)が，圃場では，スイゼンジナを加害する

本種に対して，葉の被害抑制にスピノサドとエマメク

チンの効果があると報告されている(多々良ら，

2008)のみであった。今回，キク圃場において，上記

4薬剤がクロゲハナアザミウマに対して防除効果があ

ることを初めて確認した。さらに，本試験では葉の被

害度を調査したが，薬剤を処理した区は，いずれも21

日後までは横ばいもしくは緩やかな上昇を示し，多々

良ら (2008)同様， どの剤も被害抑制効果は認められ

るものの，完全に抑えることはできなかった。これは，

散布時にすでに葉に被害があり，一度食害されると被

害度として蓄積されるためである。そのため，本種に

よる葉の被害を抑制するためには，キクの生育初期段

階からの防除が重要である。

試験2の室内試験において，表散布における 7日後

の幼虫の死亡率は，エマメクチン，スピノサド，プロ

チオホスが0-37.9%と両面散布した場合よりも有意

に低かったのに対し，イミダクロプリドのみが80%

を超え，両面散布した場合と有意差がなかった。これ

は，今回試験した4薬剤の中では本剤のみが浸透移行

性を有する(塩川ら， 1994)ためと考えられる。しか

し試験3の通常散布区においては，イミダクロプリ

ドとその他3剤の虫数に有意差が見られなかった。試

験2での表散布では葉裏への付着指標がOであるのに

対し，試験3では4前後あったことが影響しているの

かもしれない。また，試験3では，イミダクロプリド

は浸透移行性を有するにも関わらず，異なる処理区間

で虫数に有意差が見られた。筆者らの観察によると，

クロゲハナアザミウマの多くは葉裏に寄生しているた

め，丁寧散布区では，薬液が通常散布区と比べてより

多くの虫体に直接かかり，防除効果が向上したと示唆

された。そのため，薬剤散布にあたっては浸透移行性

の有無に関わらず，葉裏への散布に留意することが防

除上重要である。

岡本・井上(1997) は，カンザワハダニ

Tetrαnychus kαnzαωαi Kishidaに対する薬剤の殺虫

効果をナスで調査し葉裏における薬液の付着指標5

以上が死虫率70%以上の高い防除効果が得られるひ

とつの目安であると報告した。クロゲハナアザミウマ

に対して高い防除効果を得るために必要な付着指標は

不明である。試験3のエマメクチンの場合，葉裏での

付着指標3.7-4.3の通常散布区では，葉あたり虫数が

無処理区の40-60%程度になることもあったが(第

2図)，付着指標7.3-7.6の丁寧散布区では調査期間を

通して無処理区の30%以下であったことから，付着

指標 5-7程度が必要かもしれない。しかし本研究

と園本ら (1998)の結果から，通常のキクの栽培体系

では葉裏への付着を留意した農薬散布をしたとしても，

実際に葉裏で5以上となることは困難であると考えら

れた。これは，キクがナスより栽植密度が高く，葉が

込み合っているためであると推察される。

通常の薬剤散布においては，本試験で行った丁寧散

布区のように株を逆さにした状態での散布はできない

が，キクの葉裏への薬液の付着指標が高くなるように

工夫することで，丁寧散布区に近い防除効果を得られ

るかもしれない。たとえば，散布時に噴口の角度を下

から斜め上を狙うことやノズルの種類を変えること
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(圏本ら. 1995).葉数の少ない生育初期に重点的に防

除することなどが考えられる。また，試験1の生産者

圃場で，下位葉の葉裏への薬液の付着指標が低かった

ことから，不要な下葉を除去したうえで，こうした部

位への散布をより留意して行う必要があると考えられ

た。これらの散布手法の改善と合わせて，粒剤や防虫

ネット，生物的防除資材を用いることで防除効果が増

大すると推察され，これらを組み合わせた防除法の開

発が求められる。さらに，野菜類のアザミウマ類に対

して機能性展着剤Ij(アジ、ユパント)の加用による防除

効果の向上が報告されている(井村. 2009)ため，本

種においても展着剤lの加用でさらなる防除効果の向上

が期待できるかもしれない。展着剤の種類と効果につ

いては，今後検討が必要である。

今回の試験によって，比較的多くの薬剤に対しての

感受性が高いクロゲハナアザミウマ(喜久村ら，

2014)の防除が，薬剤散布の頻繁なキク圃場において

困難になっている原因のひとつとして，薬剤の散布む

らが影響しているという仮説は支持された。しかしな

がら，近年になり本種が害虫化した理由には様々な要

因が複合的に関与していると考えられるため，全容解

明には引き続き本種の発生生態を調査する必要がある。
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