
各 地 で 話 題 の 病 害 虫

チューリップサビダニの被害花 ニンジン斑点 細菌病

チ ュ ー リ ッ ブ サ ビ ダ ニ

学 名　Eriophyes tulipas KEIFER

英 名　Wheat curl mite,Dry bulb mite

昭和54年1月,関 東地域花き試験打合せ会議に

おいて埼玉県の園芸試験場花き部より・チューリ

ップの促成栽培で見られるウイルス症状に似た異

常花の発生原因は,チ ューリッブサビダニによる

被害であることが報告された。

本虫は,フ シダニ科の一種でヨーロッパ,北 ア

メリカ等では,ユ リ科及びイネ科農作物の害虫と

して知られていたが,我 が国ではこれまで発生の

記録がなかったものである。

今のところ、我が国で被害が確認されているの

はチューリップのみであるが,外 国の例によると

かなりの有用植物を加害するようである。
本種が寄生すると,チ ューリップの茎や葉では

濃淡症状が見られ,葉 はウイルス症状になる。

蕾は着色せす,開 花しないこともある。花では花弁の

内外に多数寄生することからモザイク状の異常

花となる。成虫はイモムシ状で体の前部に2対 の

脚を持ち,体 長は約0.25mmと きわめて小さい。
植物を直接加害するほか,Wheat streak mosaic virus（WSMV）

及びWheat spot mosaic virus（WSPMV）

を伝搬することが知られている。また北アメリカ
ではトウモロコシのKernel red streak diseaseの

発生にも関係するといわれており,害 虫としては

相当重要視する必要がある。

レタスビッグペイン病　和歌山県農試　中野昭信氏提供
センノカミキリ(20～36㎜) 東京都農試　阿久津喜作氏提供

現在,我 が国で発生が認められているのは,新

潟,埼 玉,岐 阜,京 都,兵 庫,高 知の6府 県である。

本種の侵入時期等については,判 然としないが,

高湿度を好むことから,最 近の施設園芸の普及に

より被害が目立つようになったと思われる。

ニ ン ジ ン 斑 点 細 菌 病

学名 Xanthomonas carotae DOWSON

英名 Bacterial Blight

昭和53年1月,徳 島県麻植 郡のビニールトンネ

ル栽培の洋ニンジンに我が国で初めてニンジン斑

点細菌病の発生が確認された。

本病は,葉 身及び葉柄を犯し,葉 身には初め2

～5mmの 不整形病斑を生じ
,病 斑は黄色～淡褐色

の水浸状でやや陥没する。のちに中心又は葉縁か

ら黒褐色となり健全部との境界は水浸状を呈し黄

色のかさを生 ずる。葉柄では,黒 褐色の縦に長い

条斑となる。本病はニンジン黒葉枯病によく似て

いるが,葉 上に乾いた菌泥の汚斑がみられること

や,病 斑を水に浸すと水が白濁 する等細菌病特有

の特徴がみられる点で異なる。伝染は種子又は土

壌伝染による。

徳島県の例では,ト ンネル栽培で1月 中旬の草

丈5～6cmの 頃から発病がみられ,2月 下旬には

中位葉以下での発生が目立つようになり,発 病株

は30～50%に も達したという。3月 中旬頃まで急

激にまん延 し,下 葉が枯れ地面にたれるようにな

る。その後はトンネルを開放するため病勢は衰え,
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4月 に入りトンネルを取り去ると発生は停滞した

といわれる。

本病の発生 した畑では生育むらがひどく,早 く

から発病した株は下位葉が枯れ,葉 数が少なくな

り草丈も劣るため,根 部の肥大が健全のものに比

べて著しく劣り減収になる。

本病は,品 種によって発生に差があり,光 輝200,

光輝400の 発生が多く,FS5寸,チ ャンテネー等

での発生は軽微なようである。近年,光 輝200を

導入し,ビ ニールトンネル栽培をする農家が増加

しているが,本 病は,多 湿条件下で多発すること

から,こ のような栽培体系の地帯では十分発生動

向に注意する必要がある。

レタスビッグベイン病
Lettuce big-vein virus

昭和48年頃から和歌山県西牟婁郡のレ タス栽培

地帯でレタスビッグベイン病による被害が問題と

なっている。病徴は,葉 脈周辺が退 緑し葉脈が太

く見え,退 緑部と緑色部の違いが明瞭となるのが

特徴で,こ の症状は葉の基部から始まる。やがて

葉全体の葉脈に沿って退緑した部分が網目状を呈

する。また,健 全株に比べると,葉 縁のちぢれが

明らかに細かく,波 打っている。腐敗や枯死する

ことはなく,根 にも異常は認められないが,生 育

が遅れ,球 が肥大しないため収量が減り品質も低

下する。

本病は,土 壌伝染性のウイルス病で,根 に寄生

するOlpidium菌 によって媒介され,汁 液やアブ

ラムシでは伝染しないとされている。したがって,

本病のまん延には,Olpidium菌 の活動が関与し,

この菌の活動が盛んな秋～冬作のレタスや水田裏

作のような土壌水分の多い所で栽培されるレ タス

に被害が出やすい。品種間に発病差は認められない。

和歌山県では,昭 和55年度国の助成を受け,病

害虫防除総合対策事業により,夏 期高温時太陽熱

利用による土壌消毒を行うよう計画している。方

法は,前 年の発生ほ場の水稲作付をやめ,有 機質

の稲ワラ,山 野草等と石灰窒素を全面的にすき

込み畦面をビニールで被ふくして湛水し,温 度を

上昇させ約1カ 月間放置するもので,こ れにより

本病は,ほ ぼ完全に抑えられるということである。

セ ン ノ カ ミ キ リ

学名　Acalolepta luxuriosa BATES

英 名 Udo Longicorn Beetle

東京都北多摩地区のウド栽培地帯でセンノカミ

キリの被害が拡大し,問 題となっている。

本虫は我が国に広く布分し,セ ンノキ,タ ラノ

キ等ウコギ科の植物を加害することが知られてい

るが,ウ ドに対する被害が目立つようになったの

は最近のことで,東 京都のほか関東各県にもその

被害が拡がりつつある。このような多発の原因は,

効果的な薬剤がないこと,軟 化栽培後の廃棄株の

処分の不徹底によると考えられている。

ウドに対する被害は,幼 虫の食害によるもので,

7～8月 中旬に地際部10cm付近の茎に産み付けら

れた卵からふ化した幼虫が,発 育につれ根部に侵

入し食害するため,茎 や根が空洞となる。被害株

は葉が黄変し,日 中には葉の萎ちようが見られ,

被害が激しくなるとついには枯死する。

強風の場合は特に被害が甚大で,地 際の食害部

から折れ,倒 伏する。こうなると翌年用の新芽の

休眠が破れ,伸 長したり,軟 化ウドに不揃いが生

じ品質,収 量に大きな影響を与える。

成虫も茎,葉 柄,葉 を食害するが,収 量に影響

を与えるほどのものではないようである。

東京都農業試験場の調査によると,問 題となっ

ているセンノカミキリは,ウ ドのみを寄主として

生活をくり返えすと考えられている。

本虫は,幼 虫態でウドの根株内で越冬すること

から,3～4月 に株分けを行う根株養成栽培では

多くの幼虫が発見,捕 殺される。

株分けを行わない軟化栽培では幼虫がチェック

されないため,幼 虫は軟化栽培中の根株及び軟化

後の廃棄株で蛹化,羽 化し,そ の後の発生源とな

るようである。成虫は7月 下旬から晩秋に根株養

成畑に飛来し産卵する。
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