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効率的で有効な防除技術の確立が必要

チャの侵入新害虫ミカントゲコナジラミの急速な分布拡大、
そして経済的被害の増大

チャの新害虫ミカントゲコナジラミの発生密度に対応した戦略的防除技術体系の確立

チャトゲコナジラミの
●空間分布を把握
●農薬による効率的
　防除技術を開発
　（滋賀県・京都府）

チャトゲコナジラミの
●粘着トラップによる
　モニタリング法の確立
●分散習性を把握
　（奈良県・三重県）

●天敵生物を探索して
特性解明

　（静岡大・京都府立大）

●戦略的防除技術をマニュアル化して配布普及 （京都府立大）

1. 採穂園での薬剤散布
2. 挿し穂の薬剤浸漬処理
3. 苗床土壌串注処理

基幹技術：秋冬期マシン油散布・すそ重点散布法基幹技術：秋冬期マシン油散布・すそ重点散布法

チャトゲコナジラミ
フリーのチャ苗生産法
チャトゲコナジラミ
フリーのチャ苗生産法

未発生・侵入直後 密度上昇期 多発期 低密度収束・安定期未発生・侵入直後

黄色粘着トラップによる
モニタリング

黄色粘着トラップによる
モニタリング

密度上昇期

物理的・化学的防除の
組み合わせで効果増強
物理的・化学的防除の
組み合わせで効果増強

多発期

選択制農薬による
天敵温存型防除
選択制農薬による
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慣行防除区　  天敵温存区　  農薬無散布区

選択制農薬など、天敵相に
影響の少ない農薬のみ使用

チャトゲコナジラミ
フリーのチャ苗生産
法を確立

　（奈良県）

●捕食寄生バチなど天敵を温
存利用した防除技術を開発

　（京都府・京都府立大・三重県）

深刈りによる寄生苗持
ち込み園での完全防除

多発期の回避に
向けた早期発見

速やかな「低密度収束・
安定期」への移行促進

シルベストリコバチを
有効活用した総合防除

深刈りによる寄生苗持
ち込み園での完全防除

多発期の回避に
向けた早期発見

速やかな「低密度収束・
安定期」への移行促進

シルベストリコバチを
有効活用した総合防除

●チャ寄生性トゲコナジラミは新種であることを発見し、ミカン
トゲコナジラミと形態、生態、遺伝的に識別する技術を確立
   （久留米大・農研野茶研）

18

高β-グルカン大麦粉の
機能性の検証

抗メタボリック機能の評価（マウス試験）

17

問い合わせ先：京都府立大学　応用昆虫学研究室　TEL 075-703-5617 

チャの新害虫ミカントゲコナジラミの発生密度に対応した戦略的防除技術体系の確立

農業－防除

分　野 適応地域

西日本
21002

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業/研究紹介2012 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業/研究紹介2012

〔研究タイプ〕
研究領域設定型
〔研究期間〕 
2009年度～2011年度（3年間）

〔研究グループ〕
京都府立大学、静岡大学、久留米大学、（独）農研機構野菜茶業研究所、
京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所、
滋賀県農業技術振興センター茶業指導所、
奈良県農業総合センター茶業振興センター、
三重県農業研究所茶業研究室
〔総括研究者〕
京都府立大学　中尾　史郎　

2研究のゴール
○ わが国における茶業の安定生産
○ 消費者、生産者、流通業者が求める「安心・安全」な茶生産技術の開発
○ 茶栽培における天敵類利用技術の適用

3ゴール到達のためのブレークスルーとなった技術・成果
○ チャ寄生性トゲコナジラミがミカントゲコナジラミとは別種であることを明らかにし、チャトゲコナジラミ 

Aleurocanthus camelliae として新種記載し、両種の形態、生態および遺伝的差異を示して容易な識別を可能にし
ました。

○ チャトゲコナジラミの未発生期から多発期、そして低密度収束安定期に及ぶ、その発生密度に対応した防除技
術体系を開発しました。

○ 慣行の薬剤散布の２倍以上の防除効率となる「すそ重点散布法」、捕食寄生バチの保護利用による被害低減効
果の実証、ならびに挿し穂の薬剤浸漬処理や苗床土壌灌注処理等を組み合わせ寄生を皆無にする苗生産法を
開発しました。

4開発した技術・成果の普及・実用化の状況
○ チャトゲコナジラミの同定や防除法の提示を通じて12都県以上の特殊法発令に関与しました。
○ 防除マニュアル４編を作成し、全国の茶産地に配布するとともに、農林水産省のHPを通じて誰でもがダウン
ロードで利用可能となっています。

○ 2011年11月に京都市において成果報告会を公開実施して公表普及しました。

5開発した技術・成果が普及することによる国民生活への貢献
○ わが国における茶業の安定生産が継続できます。
○ 防除マニュアルの活用により、効果的に防除でき、費用や農薬使用の過増大を回避できます。
○ 適切な薬剤登録により「チャトゲコナジラミフリー苗」が流通し、茶栽培振興に貢献します。

1研究の背景・課題
　ミカントゲコナジラミによるチャの被害は2007年には京都、滋賀、奈良、三重の産地のほぼ全域（茶園面積
約6,300ha）で確認され、その後も2010年２月までに島根、福岡、埼玉、岐阜へと拡大し、今後わが国全域
の茶園（約48,500ha）に蔓延することが懸念されます。これに対し、これまで上記の近畿４府県の機関が連携し
て被害発生状況の把握や有効薬剤の探索等を行ってきましたが、未発生地での対策を含めて効率的で有効な防除
体系が確立されていないのが現状です。

＜先端技術を活用した農林水産研究高度化事業／研究紹介2012＞　17-18P
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