
ミカ ンコ ミバエ,ウ リミバエの防除 と侵 入警戒調査

沖縄,奄 美,小 笠原 における

ミカンコミバエ,ウ リミバエ

防除 の経過 と現況

これまでの経過

ミカンコミバエの防除は,昭 和43年 奄美群島の

喜界島で開始されたのを皮切 りに順次地域を拡大

して実施され,昭 和49年 以降奄美群島全域を対象

に,雄 誘殺剤(メ チルオイゲノールとジブロムの

混合剤)を 浸み込ませたテックス板或いはロープ

の航空散布により撲滅防除が続けられた。その結

果,奄 美群島のうち奄美大島,喜 界島,

徳之島においては,開 始以来実に10年

の歳月を要して撲滅に成功し,今 年5

月15日 をもってミカンコミバエの発生

地から解除された。残る沖永良部島,

与論島についても最近の トラップ調査,

寄主生果実調査とも発生を認めておら

ず,撲 滅が近いものと判断される。

このような成果を踏まえ,52年 から

は沖縄本島及びその周辺諸島でもこの

方法による撲滅防除が開始されている。

小笠原諸島のミカンコミバエは,沖

縄 ・奄美の場合と異なり,国 土庁所管

事業として行われているという経過が

あるが,復 帰以来,現 地で行われた試

験により一部メチルオイゲノールに対

する不反応個体が存在する可能性が示

唆されたため誘殺剤散布により或程度

まで密度低下を図 った後,不 妊虫放飼により撲滅

を図る方法がとられている。現在,父 島で密度低

下のための誘殺ロープ散布が行われる一方,既 に

密度が低下 した母島及び聟 島では週200万 頭前後

の不妊虫放飼が続けられている。

ウリミバエについては,昭 和47年 の沖縄復帰当

ミカンコミバエ

(松岡原図)

ウ リ ミ バ エ

時分布の北限であった久米島で撲滅防除が開始さ

れた。この防除は,先 づウリミバエの雄誘殺剤

(キュールアとジブロムの混合剤)を 浸み込ませた

ロープをヘクタール当 り月に40～60本 散布すると

ともに,毒 餌剤(蛋 白質加水分解物とマラソンの

混合剤)を 野生寄主植物の多いヤブ等

に散布し,密 度を低下させた後,50年

から週200～400万 頭 に及ぶ不妊虫の放

飼が約2年 間にわたって続けられた。

その結果根絶に成功し,53年9月 をもっ

て久米島はウリミバエの発生地から解

除された。しかし,久 米島で撲滅防除

が続けられている間,ウ リミバエは,

沖縄本島から奄美大島に至るまで各島

に分布を拡大した。これらの島は久米

島の数10倍 に及ぶ広大な面積を有して

いることから,大 量増殖能力や放飼技

術等の面で不妊虫放飼による防除技術

の再検討が必要であると判断され,当

面誘殺剤によるミカンコミバエとの同

時防除と野生寄主に対する毒餌剤の散

布による被害の回避,他 地域へのまん

延防止に努めてきた。

今年の防除状況

今年度もこれ らの防除は,地 域により多少の差

はあるが継続実施されている。

ミカンコミバエについては,奄 美群島の沖永良

部島,与 論島で撲滅を目前に最後の詰めの防除が

5回,航 空防除によって実施され,沖 縄群島につ
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いても年間7回 テックス板をヘクタール当た り2

枚航空散布するとともに,住 宅地では人力による

吊下げ防除が実施され,ミ カンコミバエの撲滅対

策は一層強化されている。一方,小 笠原諸島では,

父島での誘殺剤散布の防除が,今 年中に不妊虫放

飼防除に切 り替えられる予定である。

ウリミバエについては,現 在,久 米島に隣接す

る沖縄本島周辺で久米島方式による撲滅防除が行

われているが,来 年度から喜界島でも不妊虫放飼

を前提とし撲滅の前段階である抑圧防除を実施す

ることとな っている。

今後の防除

今後,ミ カンコミバエは,小 笠原諸島は別とし

て,沖 縄本島から順次南へ場所を移して誘殺剤散

布による撲滅防除が展開されるものと思われる。

一方,ウ リミバエについては,久 米島で成功し

た不妊虫放飼による防除が撲滅への最も確実な方

法であ り,今 年度予算で奄美群島の奄美大島に新

たにウリミバエの大量増殖施設及び不妊化施設が

設置されることとなった。これで鹿児島県におい

ては,ウ リミバエに関しても撲滅への第一歩を踏

み出したことになるがウリミバエが北上の傾向を

見せているだけに,一 日も早 く軌道に乗った防除

対策の進展を望みたいものである。

沖永良部島,与 論島 で ミカン

コ ミバエの撲滅確認調査 を開

始

鹿児島県奄美群島の奄美大島,喜 界島,徳 之島

でミカンコミバエの撲滅に成功したが,残 る沖永

良部島,与 論島についても,防 除の成果が顕著な

ことから今年5月,鹿 児島県知事から門司植物防

疫所長に撲滅確認の申請があり,同 所はこれ らの

島を撲滅確認調査対象地域に指定 して,5月 下旬

から調査を開始 した。

撲滅の確認調査は,寄 主植物に対する寄生の有

無を主体に,補 助手段としての トラップ調査を併

用して行われている。

寄主植物調査は,ミ カンコミバエの嗜好度の高

いスモモ,バ ンジロウ,フ クギ,ミ カン類を重点

に,そ の他の寄主生果実も可能な限 り加え,特 に,

成熟果,傷 果,奇 形果に注意しながら島内各地点

からまんべんなく採集して行われている。第1回

目の調査は6月 中旬にスモモ,サ ルカケミカンを

主体に両島併せて14種,17,550果 が調査されたが,

ミカンコミバエの寄生果は発見されなかった。

一方,ト ラップ調査は,こ の調査のため植物防

疫所が特別に設置した与論島10個,沖 永良部島20

個の専用 トラップにより,6月 上旬から10日 間隔

で調査が続けられている。これまでのところ,ミ

カンコミバエの誘殺は全く発見されていない。

調査は,生 果実調査,ト ラップ調査とも12月 下

旬まで続 けられ,そ の結果に鹿児島県が平常ベー

スで実施している成績を加え,最 終的判断が下さ

れるが,こ のまま推移すれば奄美全地区のミカン

コミバエは,奄 美群島復帰以来現地関係者が熱望

してやまなかった撲滅達成の日が近いものと期待

される。

侵入警戒調査で種子島,屋 久

島にウリミバエ発見

門司でも1頭 誘殺

昭和49年,そ れまで奄美群島以北では発生が記

録されなかったミカンコミバエが,ト カラ列島,

種子島,屋 久島に相ついで発生し,ま た,ウ リミ

バエも徳之島,奄 美大島,ト カラ列島にまん延す

るという事態が発生した。

直ちに緊急防除費補助金が支出され,鹿 児島県

が懸命に防除した結果,奄 美大島以北への定着は

阻止することができた。

ミバエ類北上という異常事態に即応して,九 州

各県及び門司植物防疫所は,昭 和52年 夏から侵入

警戒のため,誘 引剤を利用した トラップ調査を開

始し,そ の後,南 四国,瀬 戸内沿岸,南 紀,東 海,

南関東についても防疫所が主要海空港周辺を対象

に不時の侵入に備えて トラップによる警戒調査を

行っている。
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本年は5年 ぶりに再びミバエ類北上の動きがあ

り,種 子島及び屋久島でウ リミバエの発生が確認

されたほか,北 九州市でも雄1頭 が誘殺された。

北九州市でウリミバエ1頭:門 司防疫所が7月

16日に行った本年第3回 目の トラップ回収調査で

ミスジミパエに混りウリミバエ雄1頭 が発見され

た。場所は門司港田野浦ふ頭か ら約600m内 陸の

山腹で,周 囲にはナス,ト マ ト,キ ュウリ,カ ボ

チャ,ス イカ,メ ロン,ニ ガウリなどの家庭菜園

と雑木林,民 家が点在する。ウ リミバエ発見後,

防疫所は17個 の トラップを増設,福 岡県も新たに

30個を周辺一帯に配置して濃密な調査を開始した

がその後は1頭 も誘殺されていない。また,県,

防疫所合同で,周 辺にある寄主果実9種 類1,890

個を調査したが寄生果は発見されなかった。

侵入原因は,門 司防疫所の推定によると入港 し

た外航船の船内残渣から飛びた ったか,或 いは船

を利用 した成虫のヒッチハイクとみられる。なお,

周辺15haに ついて念のため誘殺剤の散布が10月 ま

で続けられる。

種子島 ・屋久島にウリミバエ発生:鹿 児島県が

昭和49年 から実施しているミバエ類の侵入警戒 ト

ラップ調査で,7月10日 屋久島屋久町麦生の回収

分からウ リミバエ雄1頭 が発見された。また,8

月4日 種子島西之表市安城でもウリミバエ雄1頭

が回収され,九 州本土を指呼の間に望む両島でウ

リミバエ発見という大事をむかえた。

トラップでの発見後,直 ちに県及び防疫所合同

の果実調査がくりかえされているが,屋 久島では

8月28日,種 子島では8月10日 最初の寄生果が発

見された。以後両島の各所で稀少であるが寄生果

が発見されている。目下,鹿 児島県によ り緊急に

防除が行われており,成 果を見守る段階にある。

両島へのウ リミバエ侵入は,か つて沖縄の久米島

で放飼された不妊虫の1頭 が鹿児島県沖永良部島

で回収された例からみて,特 殊な気象条件下で発

生地から飛来した疑いがつよい。

間違いやすい類似のミバエ:ミ バエ類の侵入警

戒調査で通常遭遇する類似のミバエは,ト ラップ

調査ではミスジミバエ,サ タミバエ(仮 称),寄

主果実調査の場合はミカンバエ,ク スノキミバエ,

カボチャミバエ等がある。何れも似かよっている

ので識別には注意する必要がある。

トラップ調査で誘殺される主なミバエ ()内 数字は体長

ミカ ン コ ミバ エ(7～8mm) ウ リミバ エ(8～9mm) ミス ジ ミバエ(9～10mm)

果 実 調 査 で 発 見 さ れ る ミ バ エ

サ タ ミ バ エ(5.5～6.5mm)

()内 数字は体長

ミカ ン バ エ(10～12mm) カボ チ ャミバ エ(9～10.5mm) ク ス ノ キ ミバ エ(6～7mm) ヤ エ ヤ マ ミバ エ(7～9mm)
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