
主な未侵入の病害虫の解説

アメリカウリノメイガ

学 名:Diaphania nitidalis(Stoll)

英 名:pickleworm

本種 はメイガ科の一種 でアメ リカ大 陸に分布

し、 ウ リ類の茎葉、花及び果実を食 害 し、 日本

にい るワタヘ リクロノメイガに生態 ・形態 とも

に類似 してい る。我が国の植物検疫 でもアメ リ

カ産カボチャ生果実から発見され ている。

分布 北アメ リカ、 中央 アメ リカ、南 アメ リカ

寄生植物 キ ュウ リ、メロン、 カボチ ャ等 ウ リ

科植物

形態 成虫の開長は28～31mmで あ る。前 ・後

翅の翅縁は黄褐色 で、 光の反射 によっては紫色

に輝い て見える。翅 の中央部 には透明な黄 白色

紋がある。体色 は黄褐色 で、雄の腹部先端は毛

のような細長い鱗片 でブラシ状に覆われ ている。

卵は乳 白色 で、 直径0.4～0.7mmの 不規則な球形

をしている。孵化幼 虫は体幅 よ り頭幅 が広 く、

体長は約1.5mmで あ る。4令 幼虫までの体色は

乳白色 で体表 に多数の黒斑があるが、終令幼虫

は黒斑 がな くな り乳 白色か ら黄緑まで変異 があ

る。体長は15～21mmで ある。蛹は13～19mm、

末端 には数本のとが った刺 があ り、繭 のな かに

入 ってい る。新 しい蛹は緑 がか っているが、 し

ばらくすると赤褐色か ら銅色になる。

生態 アメ リカの フロ リダ州や テキサス州南部

の亜熱帯地域では周年 発生 してい る。 中部以北

の州 では越冬できず、メキシ コ湾や大西洋 に面

した南部の暖かい地域 で越冬 した個体が春から

夏にかけ て増殖 しながら次第 に北上 し、夏から

秋にかけ て各地 に発生 する。 そ して、時 にはカ

ナダでも発見されることがあ る。5月 の上旬か

ら6月 にかけて越冬蛹 から羽化 した成虫は、圃

場周辺 の雑草や林の 中に潜ん でお り、夜になる

と活発 に活動 して、芽、蕾、茎や果実などに1

～数個 ずつ産卵す る。雌の1頭 当た りの産卵数

は200～250個 、卵期間 は2～3日 である。 ま

た、幼虫期間は10～25日 、若齢幼虫 は主にウリ

科植物の芽、若葉及 び花を食害 するが、4令 幼

虫 にな ると果実 を好 んで摂食 する。老熟幼虫は

蛹化の2～4日 前 には摂食 を止め て新 しい葉に

移 り白色の粗い繭 を作 り蛹化 する。蛹期間は6

～11日 である。羽化 した成虫はその夜のうちに

交尾を行 う。産卵前期間 は1～3日 である。 ま

た、1世 代期間 は25°Cで22～28日 、15～20°C

では37～53日 である。

被害 本虫 が寄主植物の蕾や花等を食い尽 くす

と、その植物 は結実 できな くなる。特 に幼苗や

定植 間もな い苗が食害 を受けると枯死 する。果

実は加害 され ると奇形果とな り、幼果 の場合 に

は腐 って落果 することもある。

防除 本種 はライ トトラップ(誘 蛾灯)に 誘殺 さ

れず、 また、これまで有効 な性 フェロモン剤が

開発 され ていないため、正確な発生状況 を把握

することが困難な種 である。化学的防除として、

開花期 から果実肥大期 にMEPやDMTP等 の殺

虫剤の散布が有効 であるが、散布時 には ミツバ

チやハナア ブ等の受粉昆虫 に配慮す る必要があ

る。天敵と して昆虫寄生線虫の利用が試みられ

ている。
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アイリス類の硬化病

英 名:ink disease of iris

病 原 菌:Drechslera iridis(Oud.)Ellis

本病はアイリスの一種(Iris reticulata)の 球

根 に生 じる黒色の病斑に因んで名付 けられた も

のである。 また、本病はアイ リス類が生産 され

る多くの地域 で発生 し、深刻な病害の一つ とな

っている。

分布 イギ リス、オランダ、 デンマーク、 カナ

ダ、アメリカ合衆国、ニュージーラン ド等。

寄主植物 アイ リス類、 ラケナ リア属、モ ン ト

ブレチア属等。

病徴 アイ リス類 では葉 と球根 に発生する。葉

には最初、様 々な長 さの緑色条斑 を生 じ、後 に

黒色のえそ斑 とな る。湿潤な環境下 では葉は萎

れ、最後 には枯死 する。球根はインクの滲 んだ

ような病斑 を表皮 に生 じ、 また、鱗片に黄色の

斑点あるいは黒色の細長 く窪んだク レーター状

の病 斑を形成す る。これ らの病斑は最初 は小 さ

いが、次第 に拡大 し、 内部の鱗片を侵 していく。

激 しく感染 した球根は、最後には球根全体が黒

く、小さくな って硬 くなり、やがて枯死する。内

部には黒色粉状に分生子塊 が見られることもあ

る。ラケナ リア属 では葉に褐色の斑点 を生 じる。

病原菌 本菌 の学名はClasterosporium iridis、

Mystrosporium adustumあ るい はBipolaris

iridisと され ていたが、1972年 、Ellisに よ り

Drechslera iridis(Oud.)Ellisと整理 された
。菌

そうは古い葉では最初褐色 であ るが、後には黒

色 とな る。分生子柄 は束生、 屈曲 し、暗褐 色、

長 さ150μmま で、幅10～14μm。 分生子はま

っ直ぐ で、卵形 ～広 紡錘形あ るいは倒棍棒 形、

中間は暗褐色 であ るが両端細胞 は無色 であ る。

4～9の 偽 隔壁 を有 し、大 きさ45～90×16～

29μm、 胞子基部 には3～6μm幅 のへそ(hilum)

を有する。

生態 病原菌の分生子が風媒伝染、 また、土壌

伝染によ り、隣接 した健全球根 を侵 す。越冬 は

感染 した球根あるいは土壌中の植物残 さによる。

本病の発病 には湿潤 で、20℃ ～25℃ が好適条件

となる。

被害 ヨ一ロッパではIris reticulataに 本病が発

生 し、20%の 損失 をもたら したという報告があ

る。また、 オランダではアイ リス類球根に本菌

がないことを証 明することはほとんど不可能と

言われた時代 もあった。1930年 以降、イギ リス

各地にお いてもダ ッチ アイ リスに様 々な被 害が

見られた。

防除 耕種 的防除と しては、罹病植物の抜き取

りや栽培後 のほ場 からの罹病球根 の掘 り取 り、

植物残 さの除去及び焼却がある。また、3年 間

の輪作 を行 うこ とも効果がある。化学的防除と

しては、古 くはボル ドー液の散布 や2%ホ ルマ

リン液への球根浸漬が行 われたが、最近、米 国

などでは葉が15～20cm長 となるこ ろ、 マンゼ

ブ、TPN、 トリア ジメホン及 びイプロジオン

等の薬剤散布 を行うことが推奨 され てい る。な

お、これらの処理は、雨天が続く期 間中は10日

間隔で繰 り返 されることが指導 されている。
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