
農作物有害動植物発生予察特別報告第41号

SPECIAL REPORT ON DISEASE AND INSECT

OUTBREAK FORECASTING WORK. No. 41

薬剤抵抗性アブラムシ類の発生予察

方法の改善に関する特殊調査

消費・安全局植物防疫課

（事業期間 1994年～1997年）

平 成 １ ０ 年 ３ 月



「薬剤抵抗性アブラムシ類の発生予察方法の改善に関する特殊調査」報告書

（平成6［1994］～9［1997］年）の掲載にあたって

本特殊調査は、平成6(1994)～9(1997)年の４年間に、広島県（主査）、静岡県、奈良県、

佐賀県及び長崎県の５県により実施され、報告書が取りまとめられた。

今後の薬剤抵抗性アブラムシの対応に当たって、内容的に以下の点で参考にすべきこ

とがあるため、ここに技術情報として掲載する。

① ワタアブラムシにおける薬剤抵抗性の実態を複数年にわたり継続調査することで感

受性の変動を把握するとともに、感受性の回復につながる事例が報告されており、他

の害虫に対しても薬剤感受性検定の参考になる点が多い。

② 寄主範囲の広いワタアブラムシに対して、雑草を含めた複数の寄主作物で発生消長

を同時に調査することにより移動分散が明らかにされた事例が報告されており、他の

害虫に対しても発生予察手法の参考になる点が多い。

③ ワタアブラムシにおける寄主選好性または寄主転換の実態が詳しく報告されており、

この寄主選好性と薬剤感受性の変動の解析については参考となる点が多い。この観点

は、他の薬剤抵抗性害虫でも検討すべき課題と思われる。

なお、以下の点で留意すべき事項もあるため、併せて記載する。

① 薬剤抵抗性の実態把握について、報告書で掲載されている殺虫剤が古く、既に登録

抹消されている薬剤も多いことから、生産現場がすぐに活用できる情報は少ない。生

産現場では現在、使用頻度の高いネオニコチノイド系殺虫剤やその他の系統の殺虫剤

の感受性に関する情報が求められている。

② 薬剤の感受性検定方法について、報告書では主に虫体浸漬法が用いられているが、

最近のネオニコチノイド系殺虫剤等は浸透移行性が高く、主に摂食による経口毒性に

より作用していると考えられるので、既に幼苗浸漬法が開発されて一部の県では活用

されているが、薬剤の特性に対応した感受性検定方法の確立が必要と考えられる。

平成24年12月 消費・安全局植物防疫課
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ワタアブ、ラムシ(1 ) 
(Aphis gossypii) (久保田栄原図)

ナシ(芽)

濃緑や黄でなく中間的な色の個体から

なるコロニーが多いようである。

キュウリ(葉裏)

濃緑から黄色まで色の変異が見られる。

イチゴ(葉裏)

淡黄色で非常に小型の個体。

トマト(葉裏)

濃緑色の成虫と淡黄色のー令幼虫。

ミカン(葉裏)

黄、緑、濃緑個体の入り混じったコロ

メロン(葉裏)

黄色と濃緑色の混じった斑の個体も見ら

れる。

イチゴ(芽)

⑤と同日、同一株上に見られた緑色の個

体で、はるかに大きい。

サトイモ(葉裏)

各色の入り混じったコロニーが多い。
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ムクゲ(葉裏) ムクゲ(芽)

淡黄色、非常に小型な成虫と幼虫、夏 春に見られる濃緑色個体からなる

に見られる。角状管、尾片は体と同色。 コロニー。

オオイヌノフグリ(葉裏) ツルウメモドキ(芽)

芽、蓄にも寄生する。右の腹部に白点 黒緑色のコロニー、春に見られる。

のある個体は有麹虫になる幼虫。

ナズナ(花穂) ヤブカラシ(葉裏)

ナズナには他に、モモアカ 、マメ、ニ ヤブカラシには黄色の個体のみが見られ

セダイコンアブラムシなどが寄生する。 る。

キク(葉裏) ガーベラ(花)

右の上の麹芽幼虫には、腹部に分泌し キクの花にも寄生する。

たワックスの白点が見える。



序

果樹、野菜及び花き等の重要害虫であるアブラムシ類は、 1980年代からワタアブラムシ、モモアカ

アブラムシに対し有機リン剤、カーパメート剤が、また、 1990年代には合成ピレスロイド剤の防除効

果が低下し、その薬剤抵抗性が問題となってきた。しかし、その後の抵抗性発達の機構解明が進んだ

ことにより、その抵抗性と寄主選好性との間には密接な関係があることが明らかとなり、防除にあた

っては、その地域の果樹、野菜等に寄生しているアブラムシ類の移動性を把握しなければ、的確に行

えないことが判った。

そこで、発生予察技術の確立、改善を目的として実施している病害虫発生予察特殊調査事業の一課

題として、 1994年から1997年まで4年間、 「薬剤抵抗性アブラムシ類の発生予察方法の改善に関する

特殊調査事業」を本県を主査とし、静岡県、奈良県、佐賀県および長崎県で実施した。

本事業では各県とも、果樹と野菜に発生するワタアブラムシの薬剤抵抗性の実態、発生予察上各県

で問題となっている主要作物を中心に発生消長の違い、寄主選好性の解明を試みた。静岡県と広島県

はカンキツに発生する個体群の野菜と雑草の関係を重点に、奈良県はキクに発生する個体群を重点に

佐賀県はイチゴに発生する個体群を重点に、長崎県はカンキツ、ナシに発生する個体群の野菜、特に

ジャガイモとの関係を重点に研究が進められた。また、各地域の薬剤抵抗性と生活環との関係を明ら

かにするために、果樹試験場カキ・ブドウ支場に特別に参画して頂いた。その結果、カンキツに発生

するワタアブラムシは、キュウリ、ナス上では増殖しにくいなど、果樹と野菜の関係がある程度明ら

かとなり、発生予察上の重要な知見が得られた。

この特別報告は、上記の成果をとりまとめたものであり、今後の発生予察及び防除の基礎資料とし

て活用されることを期待している。

最後に、この4年間の地道な調査を実施し、成果をとりまとめられた事業実施県の担当者の労を多

とするとともに、本事業の推進をご指導いただいた農業環境技術研究所環境生物部松井昆虫管理科長

果樹試験場高木虫害研究室長、果樹試験場カキ・ブドウ支場駒崎虫害研究室長に心から感謝申し上げ

ます。

1998年3月

広島県立農業技術センター

所長 上本哲
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I 総論

アブラムシ類の発生予察法についてはすでに果樹、野菜の分野でそれぞれ発生時期の予察、増殖量に及

ぼす種々の要因が解明されている。 1980年代からワタアブラムシ、モモアカアブラムシについて果樹、野

菜、花弁の分野で、有機リン剤・カーパメート剤が、 1990年代になってピレスロイド剤の効果が低下

する例が数多く報告されるようになった。その後"地域重要新技術開発促進事業"などで抵抗性発達の要

因解明が進められた。その結果、薬剤抵抗性アブラムシとバイオタイプ(寄主選好性)の間に密接な関係

のあることが明らかになった。したがって、アブラムシ防除の基本となる薬剤の選択にあたってはその地

域の果樹、野菜に寄生する両者のアブラムシを考慮する必要のあることが明らかになった。薬剤抵抗性ア

ブラムシの発生は地域的に不連続であり、作物別でも発生がまちまちである。そこで、果樹、野菜の両分

野が協力し、薬剤抵抗性アブラムシの移動、寄主選好性について調査をすることとした。調査終了時には

特定地域での薬剤抵抗性アブラムシの植物聞の移動パターンの予測が出来るようになり、防除薬剤の的確

な選定、効果的な防除が出来るようになるものと期待された。 4年間の調査研究の結果は本文中に網羅さ

れている。皮肉にも、生産地でのワタアブラムシ、モモアカアブラムシの防除はイミダクロプリド、アセ

ミプリド剤の導入により現状ではほぼ解決している。しかしながら両剤に対する抵抗性アブラムシの出現

も予測されるところである。寄主選好性と薬剤感受性低下クローンの移動を明らかにすることの重要性が

変わるものではない。
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果樹試験場保護部

虫害研究室長高木一夫



E成果の要約

各県で行なった試験結果に基づ、いた成果の詳細は、各県の総合考察に記しである。ここでは、

成果の要約を列記した。

1 .各地域における薬剤抵抗性の実態

1) メロン、キュウリ、ナス等の各種野菜に寄生した個体群では有機リン剤、カーパメート剤お

よび合成ピレスロイド剤に対する感受性が低下していた。ただし、ナス科植物寄生個体群では有機

リン剤に対する感受性低下の程度は小さかった。カンキツとナシの果樹寄生個体群でも有機リン剤、

カーバメート剤および合成ピレスロイド剤に対する感受性の低下が認められ、特に合成ピレスロイ

ド剤に対する感受性の低下が顕著であった(静岡県)。

2) イチゴに寄生した個体群は、有機リン剤と合成ピレスロイド剤の感受性低下が認められた。

特に合成ピレスロイド剤全体の感受性低下が目立った。ナシに寄生した個体群では、薬剤感受性に

年次変動が認められた(奈良県)。

3) カンキツに寄生した個体群の合成ピレスロイド剤に対する感受性は地域によって異なり、特

に、合成ピレスロイド剤の散布団数が多いい地域で感受性低下が認められた。ナスに発生した個体

群においても合成ピレスロイド剤(ペルメトリン)に対する感受性低下を確認した(広島県)。

4) 1990年に、果樹(カンキツ、ナシ)に発生した個体群に対する薬剤感受性低下が確認された。

今回の調査で、カンキツのみでなくナス、イチゴ、カボチャ、メロンで各種薬剤~ (特に合成ピレス

ロイド剤)に対する感受性低下を確認した。特に、イチゴ、カボチャでは合成ピレスロイド剤に対

する感受性の低下が著しかった(佐賀県)。

5) ウンシュウミカン及びナシには有機リン剤、カーパメート剤、合成ピレスロイド剤抵抗性及

びその複合抵抗性ワタアブラムシが広く発生している。抵抗性個体群の出現割合は場所、年次、季

節によって変動する(長崎県)。

2.各地域の圃場における薬剤感受性の推移

1) 薬剤感受性の回復には、一般に農薬の散布団数、感受性個体群の飛込みの頻度等に左右され

ると考えられるが、今回の試験結果より薬剤ごとに回復のスピードに差があることが判明した。

(奈良県)。

2) ナシ、ウンシュウミカンに発生するワタアブラムシは有機リン剤の他、カーパメート剤、合

成ピレスロイド剤においても薬剤感受性が季節変動し、春季には高く夏季から秋季には低下する。

また、合成ピレスロイド剤に対する感受性は、薬剤無散布のガラス室では回復する傾向を示した
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(長崎県)。

3.各地域におけるワタアブラムシの発生消長

])小ギクにおけるワタアブラムシの発生は、 6月に一部の品種でみられたが、 7月になるとい

ずれの品種でもほとんどみられなかった。その後、 8月になると一部の品種で発生が始まり、 9月

.......10月になると発生する品種も多くなり、発生株数も多くなった(奈良県)。

2)ワタアブラムシがウンシュウミカンに発生する時期は、新梢の萌芽する時期によって多少異

なるが、春季と秋季に限られている。同じウンシュウミカン圏内に栽培したナス上では、 5月下旬

から6月に寄生し、秋季の発生はほとんどみられなかった。一方、キュウリ上での発生はカンキツ、

ナスより遅く、 6月以降で春季より秋季の発生が多かった。カンキツ圏内ではまずカンキツの新梢

に発生が認められ、少し遅れてナス上に、さらに遅れてキュウリと、各作物によって発生パターン

は少しずつ異なったいた。一方、カンキツ上で寄生のみられない夏季と冬季にカンキツ圏内雑草を

調査すると、夏寄主植物のエノキグサ、スベリヒユと冬寄主植物のナズナ、オオイヌノフグリ上に

はワタアブラムシの寄生がみられた(広島県)。

3) カンキツに発生するワタアブラムシは春に新梢が発生した後、寄生数は次第に増加し、葉が

完全に硬化してしまう直前までみられた。ジャガイモでは、春先から寄生がみられ、気温の上昇と

共に寄生数は増加し、収穫期まで寄生がみられた。イチゴでは、ランナ一、新芽、花房ができると

寄生数は増加し、寄生部位の硬化に伴って寄生数は減少し、春から秋まで長期間寄生していた(佐

賀県)。

4) ウンシュウミカン、ナシに発生するワタアブラムシは、新梢のある時期に発生が限られるた

め、主な発生時期は春季及び秋季であった。一方、キュウリにおける発生は、春季は少なく、夏~

秋季にかけて発生量が多く、果樹とは明らかに異なる発生パターンを示した。ジャガイモでは春季

と秋季に発生のピークが認められ、果樹の発生パターンと類似していた。ただし、現地における発

生は、温かい地域のジャガイモ栽培が早期化しているため、初春にはすでに発生ピークが認められ

る地域もある(長崎県)。

4.寄主選好性

]) 雑草、野菜および花きに寄生したワタアブラムシを果樹に移した場合は良好に増殖したが、

果樹寄生のワタアブラムシを野菜(キュウリ、ナス)に移した場合は、一時的に増殖することはあ

っても、長期の寄生は認められなかった。ただし、果樹寄生のワタアブラムシはジャガイモでは比

較的良好に増殖した。また、果樹寄生個体群はウリタイプやナスタイプと異なるアリエステラーゼ

活性頻度分布を示した(静岡県)。

2) サトイモ、メロン、キュウリに寄生しているワタアブラムシは、キクへは寄生するものの増

殖はせず、キク、キュウリに寄生した個体群はイチコeへは寄生できなかった。同じ作物間の品種が

異なる場合の寄主転換は、キクではわずかに選好性が違うもののその差は小さく、異品種に適応で
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きるクローンが存在し、個体群としては寄主転換できる(奈良県)。

3) ナス、キュウリ、ウンシュウミカンのそれぞれに寄生し、オオイヌノフグリ上で越冬した各

個体群は、春季にいずれも寄生もとの植物を寄主選好し、他の植物上では増殖しなかった。カンキ

ツ園のナズナに秋季に寄生したワタアブラムシをナズナ上で越冬させ、春季に寄主選好性を調査す

ると、ウンシュウミカン上では急速に増殖するが、キュウリとナス上では増殖しなかった。また、

1997年の春季にカンキツ圏内のナズナ上から採集した個体群も同様の傾向を示した(広島県)。

4) イチゴ由来のクローンは、カンキツ新梢およびキュウリ、ナスに対して寄主選好性を有して

いることが明らかとなった。また、このクローンは 1年間継代飼育を行なっても、イチゴに対する

寄主選好性が保持された(佐賀県)。

5) 有麹虫の飛来移動・増殖によるワタアブラムシの寄主転換は、果樹のウンシュウミカンとナ

シの間では可能で、ウンシュウミカンとキュウリおよびナシとキュウリでは互いにしにくかった。

また、ウンシュウミカンに寄生するワタアブラムシはジャガイモへ寄主転換するが、ジャガイモに

寄生するワタアブラムシはウンシュウミカンへ寄主転換しにくかった。この寄主転換に伴う薬剤感

受性の変動は少なかった(長崎県)。

5.薬剤感受性と生活環型

完全生活環型と不完全生活環型のクローンにも薬剤感受性と薬剤抵抗性の両者がみられ、生活環

型と薬剤抵抗性の間には単純な関係はみられなかった。薬剤抵抗性の不完全生活環型クローンは、

カンキツ、ジャガイモ、イチゴ、キク、ナシ、キュウリ、ナス、トマトなどの作物に広く分布して

いる(果樹試験場カキ・ブドウ支場)。
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