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要
ニガウリに対するタバココナジラミバイオタイプ

約

B の発生を室内試験および農家施設で調査した．室内試験において

ニガウリ5品種の苗を用いて高密度のコナジラミ集団に曝したところ，すべてのニガウリ品種に寄生を確認した．在来品
種と育成品種間に寄生数の差はなかった．しかし，インゲンマメに比較すると寄生数は非常に少なく，卵から羽化まで
の発育期間は長かった．これらの結果より室内試験ではニガウリは本種にとって好適な寄主ではないと考えられた．農家
施設では栽培初期は低密度で推移したが，栽培後期に急激に増加し高密度となった．
キーワード：タバココナジラミバイオタイプB、ニガウリ、好適性

緒

Q が確認されている (Ueda and Brown, 2006) が，2007年

言

現在，沖縄県内における発生は未確認である．タバココ
沖縄県においてニガウリMomordica charantia L.を加害

ナジラミは寄主範囲が広く，寄主植物として66科272種が

する害虫の種類は他のウリ科野菜と比較して少なく，主
要 な 害 虫 と して ウ リ ミバ エ B a c t ro c e r a

記載されている (Evans, 2007) がニガウリの記載はない．
このような状況下，沖縄県のニガウリ施設栽培におい

cucurbitae
australis

て，これまでに問題とならなかったタバココナジラミバ

F a b r i c u s ， ワ タヘ リ ク ロノメ イガ （ ウ リノメ イガ ）

イオタイプB（以下，コナジラミ）の発生が局所的にみ

Diaphania indica Saunder，ミナミキイロアザミウマThrips

られるようになった．そこでニガウリにおけるコナジラ

palmi

ミ発育の可能性とニガウリ施設における発生推移を調査

Coquilett，アシビロヘリカメムシLeptogrossu

Karny，ハスモンヨトウSpodoptera

Fabricusn，ネコブセンチュウ Meloidogyne

Litura

した．

incognita

本文に先立ち，施設での調査にご協力頂いた沖縄県農

(Kofoid & White) Chitwoodが報告されている（渡嘉敷・安

業研究センター主任研究員佐渡山安常氏に厚く御礼申し

田, 1991）．沖縄県農林水産部 (2003) が発行した「ゴー
ヤーの病害虫たち」には，ヒラタカイガラムシ
hespeidum

上げる．なお，この研究は2006年度より行われている天

Coccus

敵利用技術確立実証事業の一部として行われた．

L i n n a e u s お よ び チ ャノ ホ コ リ ダニ

Polyphagotarsonemus latus Banks が新たに重要害虫として

実験材料および方法

記載されている．なおウリミバエは，1993年までに不妊
虫放飼により根絶されている(垣花, 1993)．

ニガウリ品種間の寄主植物としての適性とコナジラミの

タバココナジラミBemisia tabaci (Gennadius) は多くの

発育

バ イ オタイ プ か ら な る 複 合 種 と さ れて い る ( P e r r i n g ,

ニガウリ品種間のコナジラミに対する適性を調べるた

2001)．その内，タバココナジラミバイオタイプB，B.

め，ニガウリ育成品種「汐風」，「島風」，「群星」，

tabaci (Gennadius) B-biotype (=シルバーリーフコナジラミ,

在来品種「あばし」，「青中長」の合計5品種を供試し

B. argentifolii Bellows and Perring) は，1986年頃から米国

た．また，コナジラミは沖縄県農業研究センター内で累

のフロリダ州で大発生した後，熱帯・亜熱帯地域を中心

代飼育しているものを用いた．ニガウリをポットで本葉3

に急激に分布を拡大し，観葉植物や野菜類の害虫として

葉まで育苗し，プラスチックケース (39

世界中で問題となっている害虫である．日本国内では

cm）内に高密度（株当たりおよそ100 頭）のコナジラミ

1989年に初確認され，その後急速に拡がり，全国的に分

成虫を放飼し3日間産卵させ，ニガウリの葉についている

布している (大戸，1990)．沖縄県においては1993年まで

コナジラミ成虫を完全に取り除いた後，15 日間育苗し

に採集されている (外間ら, 1993)．また近年，国内にお

た．その後，株の葉裏に寄生した3 ~ 4齢のコナジラミ幼

いて薬剤耐性の発達したタバココナジラミバイオタイプ

虫数を実体顕微鏡下で数えた．
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次に「汐風」でのコナジラミの発育を調べるため，

数が株当たり平均282頭であるのに対し，ニガウリの幼

ポットで本葉3葉まで育苗した後，ゴースで覆い，コナジ

虫寄生数は25 ~ 64頭と少なく，有意にニガウリが少な

ラミ成虫を10頭 (雌雄各5頭) を放飼した．24時間後，コ

かった(Scheffe’s法, p < 0.05)．

ナジラミ成虫を完全に除去し，次世代のコナジラミ成虫

ニガウリ品種「汐風」におけるコナジラミの発育期間

が羽化するまでニガウリを育苗し，卵から成虫羽化まで

を第1表に示した．産卵させてから羽化までの平均日数

の発育期間と次世代の羽化数を調べた．

は 25.1 日，株当たりの平均羽化数は 2.8 頭であった．イ

これらの試験は，コナジラミの好適な寄主植物とし

ンゲンマメでの羽化までの平均日数は19.8日，株当たり

て，供試したニガウリとほぼ同じ葉面積である複葉 2 枚

平均羽化数は80.8頭であり，ニガウリでのコナジラミの

のみを残したインゲンマメ品種「金時」を対照として用

発育はインゲンマメと比較して有意に遅く，羽化数も少

いた．繰り返しは各品種につき1株の5反復で行った．な

なかった (t-test, p < 0.05) ．

お，育苗条件は室温26 ℃，14時間明期，10時間暗期の条
件下で行った．
ニガウリ施設におけるコナジラミの発生消長
沖縄県糸満市喜屋武の農家施設 (2連鉄骨ビニールハウ
ス，45m×20m)で2006年8月8日に植え付けしたニガウリ品
種「汐風」について，8月17日から12月14日にかけて毎
週1回，コナジラミ成虫数を見取りにより調査した．植
え付けされた242株（14株 12畝）から任意に選んだ56株
（4畝）について株当たり5枚の葉裏に止まっている成虫

ニガウリ施設におけるコナジラミの発生消長

を対象に行い，1葉当たりの成虫数を算出した．なお栽

第2図にニガウリ施設におけるコナジラミ成虫の発生

培は2006年12月17日に終了した．栽培中の農薬散布は農

推移を示した．調査開始時期から，コナジラミ成虫が確

家への聞き取りにより調査した．

認され，葉当たり2頭以下で増減し，10月まで低密度で
推移した．コナジラミ防除のためエトフェンブロックス

結

果

乳剤が10月30日に散布されたが防除効果は低く，11月に
なると急激に密度が増加し，11月7日に葉当たり7.2頭の

ニガウリ品種間の寄主植物としての適性とコナジラミの

! 2 " . #$%&'(
ピークとなり，ニガウリの葉にすす病が発生した．その

発育

後，すす病とうどんこ病の発生に伴う健全葉の減少やコ

ニガウリ品種間における株当たりのコナジラミ3 ~ 4 齢

ナジラミに対する寄生蜂の発生によりコナジラミ成虫数

幼虫の寄生数を第1図に示した．コナジラミ成虫を高密

は減少傾向となり，12月14日には葉当たり1.5 頭に減少

! 1 ". #$%! &'(

度に放飼した場合，供試したニガウリ品種すべてでコナ

した．

ジラミ幼虫の発育を確認した．ニガウリ品種間で寄生数
)

に有意差はなかった．コナジラミの好適な寄主植物であ

(

るインゲンマメとの比較では，インゲンマメの幼虫寄生
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第2図．ニガウリ施設におけるコナジラミ成虫の発
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第1図. ニガウリ品種間およびインゲンマメに
おけるコナジラミ幼虫の寄生数．

室内試験において，ニガウリにコナジラミを高密度で

バーは標準誤差を示す．異符号間は有意差有り
（Scheﬀeʼs 法

放飼した場合，ニガウリにもコナジラミが寄生し，次世

p < 0.05）．
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代が羽化することを確認した．供試したニガウリすべて

以上のように，室内試験ではコナジラミはニガウリに

にコナジラミの寄生が確認され，在来品種と育成品種間

寄生しにくいのに，農家施設ではコナジラミが多発生に

に有意な差はなかった．好適な寄主植物であるインゲン

なる事例が見られた．ニガウリ栽培におけるコナジラミ

マメと比較すると，ニガウリでのコナジラミの寄生数と

の被害が収量や品質にどの程度の影響を及ぼすのかは明

羽化数は有意に少なく，発育期間は有意に長かった．

らかではないが，コナジラミは20年足らずの間に世界中

Kakimoto et al. (2007) は，ナス，キュウリ，ピーマン，ト

に広がり，多くの施設野菜を中心にウイルスの媒介や，

マトを用いて25℃条件下でコナジラミの発育期間を調査

すす病による品質の低下など様々な被害を与えている．

し，ナスで

日，キュウリで 22.4 日，ピーマンで

沖縄県においても，トマトやインゲンマメなどの施設野

22.7 日，トマトで 25.6 日であったことを報告している．

菜で問題となっている．特に近年，野菜施設近辺の多く

本試験での26 ℃条件下におけるニガウリ上のコナジラミ

の雑草にも本種の寄生が認められるようになり寄主植物

21.8

の多様化が認められる．今後ニガウリ栽培においてコナ

の発育期間は25.1日であり，Kakimoto et al. (2007) のウリ

ジラミの発生状況や被害を注意深く見守る必要がある．

科キュウリの結果と比較して長い．また，次世代の羽化
数も2.8頭と非常に少なかった．このことから，ニガウリ
はコナジラミにとって好適な寄主ではないと考えられ
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Development of Bemisia tabaci (Gennadius) B-biotype on bitter gourd and occurrence in
greenhouse
Kazuhiko TARORA1, Tsuyoshi OOISHI1, Koji ZAHA2, Keiji YASUDA1
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Okinawa Prefectural Agricultural Research Center, Plant Desease and Insect Pest Management Section,
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Abstract
Development of Bemisia tabaci (Gennadius) B-biotype on bitter gourd was evaluated in indoor tests and agricultural facilities. In
indoor testing, when seedlings of five cultivars were exposed to dense groups of whitefly, parasitism was confirmed on all cultivars.
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There was no difference in the number of parasites between traditional cultivars and the cultivars being developed. However, the
number of emerging adults on bitter gourd was much lower than on kidney bean, and development time from egg to emergence was
longer. It was concluded that in indoor testing, these types of bitter gourd are not preferred hosts. In agricultural facilities, numbers of
adults were at a low density in the early period of cultivation, however, this rapidly increased to high-density in the late period.
Keywords：Bemisia tabaci B biotype, bitter gourd, susceptibility
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