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ネギネクロバネキノコバエの特徴とその対策について
農業・食品産業技術総合研究機構野菜花き研究部門

野菜病害虫・機能解析研究領域　虫害ユニット長　太田　泉

■はじめに
埼玉県北部のネギ、ニンジン栽培地域の一部

では、2014 年頃よりクロバネキノコバエ類の幼
虫による食害が発生し（図 1）、収穫を放棄する
ほ場が現れるなど大きな問題となっている。埼
玉県は、秋冬ネギの作付面積、収穫量が全国第
1 位であり（2016 年，農林水産省調べ）、近隣の
県にもネギの大きな産地が存在している。その
ため、県は、2016 年 6 月 28 日に病害虫発生予
察特殊報「秋冬ネギ及び春ニンジンに発生した
クロバネキノコバエ科の一種（Bradysia sp.）に
ついて」を発表した。当初、本虫は、国内既発
生種のチバクロバネキノコバエ Bradysia impatiens
とされたが、発生や加害の様相が当種とは大き
く異なっており、また、クロバネキノコバエ科
では分類学的研究が世界的にも、また日本にお
いても進んでおらず、種レベルでの解明度が低
いために、現段階では種名不明のまま Bradysia 
sp. とされている。

このような状況の中、農研機構（野菜花き研
究部門、農業環境変動研究センター、中央農業
研究センター）、静岡大学、埼玉県農業技術研
究センター及び同県大里農林振興センターの研
究グループは、平成 28 年度農林水産業・食品
産業科学技術研究推進事業の緊急対応研究課題

「クロバネキノコバエ科の一種の生態の解明及

び防除手法の開発」において、Bradysia sp. の防
除技術の開発等に関する研究を実施したことか
ら、本稿ではその成果の一部を紹介したい。な
お、小俣（2017）は、上述の Bradysia sp. に対し
て「ネギネクロバネキノコバエ」（以下「本種」）
の和名を提唱しており、本稿でもこの和名を使
用した。
■ネギネクロバネキノコバエの正体

本種の成虫は、チバクロバネキノコバエの成
虫とよく似ている。しかし、両種の形態を精査
した結果、成虫の触角や雄交尾器の形状に相違
点が見つかっており（図 2）、別種の可能性が
示されている。また、本種は、ミトコンドリア
DNA COI 領域の塩基配列も、チバクロバネキノ
コバエやジャガイモクロバネキノコバエ Pnyxia 
scabiei、ツクリタケクロバネキノコバエ Lycoriella 
ingenua（いずれも国内既発生種）と異なる。さ
らに、海外から報告されているクロバネキノコ
バエ科 Bradysia 属 53 種と本種の同塩基配列に
基づいて種間の系統関係を解析した結果、本種
は海外に生息している B. cellarum に遺伝的距離
が非常に近いことも示されている（農研機構，
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図 1　ネギの茎盤を食害するネギネクロバネキノコバ
エ幼虫（左上は幼虫拡大図）

図 2　ネギネクロバネキノコバエ雄成虫（右）と同種の触
角（左上）。チバクロバネキノコバエの触角（左下）（ネギ
ネクロバネキノコバエの触角第 4 節の長さは幅の約 2.2 倍、
チバクロバネキノコバエは約 1.4 倍。）
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2017）。最終的な種の確定には、海外で保管され
ている近縁種のタイプ標本と本種の標本を比較
する必要があり、これに関しては、継続課題と
された。
■ネギネクロバネキノコバエの発生生態

本種によるネギの被害は、収穫期（冬）になっ
て初めて気が付くことが多く、ネギの生育期（夏
～秋）の生態は不明であった。そこで、夏から
冬の間にネギを定期的に掘り起こして本種幼
虫の寄生状況を調査するとともに、ほ場に黄色
粘着板を設置して成虫の発生消長を明らかにし
た。その結果、本種幼虫は、夏期もネギに継続
的に寄生しており、土寄せ後の 10 月以降に個体
数が増加すること（図 3）、また、黄色粘着板に
捕獲される成虫も 10 月に急増することが分かっ
た。さらに、室内での本種飼育試験では、10℃
以下でも幼虫が発育可能であった。これらの結
果は、本種が気温の低下やネギ地下部の肥大と
ともに活動が活発化し、ネギの収穫期に被害が
顕在化する実態を示している。

■ネギネクロバネキノコバエの防除技術
ネギでは、本種の防除に利用できる登録薬剤

はなかった。そこで本事業では、ジノテフラン
水溶剤、ニテンピラム水溶剤、フルフェノクス
ロン乳剤について本種幼虫に対する防除効果を
確認し、2017 年 6 月までに、ネギのクロバネキ
ノコバエ類に利用できる殺虫剤として適用拡大
された。ネギは栽培期間が長く、播種や定植時
に殺虫剤を処理しても、本種幼虫の食害が増加
する収穫期までは殺虫効果の持続が期待できな
い。そのため、本種の発生地域にあるネギ栽培
ほ場では、ネギを定期的に観察し、必要に応じ
て 3 薬剤を利用して対応することを推奨してい
る。特にジノテフラン水溶剤は株元灌注で処理
するため、ネギ茎盤や葉鞘を食害している土中
の本種幼虫に直接作用しやすく、収穫前の防除
に効果的と考えられる（ただし、収穫 14 日前
までに 1 回のみ使用可）。

図 3　ネギ地下部におけるネギネクロバネキノコバエ
幼虫寄生数の推移（2016 年度）

一方のニンジンでは、現時点で本種防除に利
用できる登録薬剤はない。現地では、ネギで大
きな被害が出たほ場やそれに隣接するほ場に作
付けしたニンジンで本種による被害が発生する
傾向があるため、直前にネギを栽培していない
ほ場を利用するほか、他の作物に変更する、休
耕する等の措置が検討されている。

本種による被害が多発したほ場において、被
害株を収穫せずにそのまま鋤込むと、ほ場に本
種幼虫の餌を残すことになる。そのため、被害
株を鋤込んだほ場では、石灰窒素を施用してネ
ギ残渣の分解を促進させて、土中での本種の残
存を絶つ方法も有効である。また、食害を受け
たネギの外側の葉鞘や茎盤を出荷前調整などで
除去した場合にも、野外に放置せずに適切に処
分することが望ましい。
■おわりに

当事業の一連の成果は「クロバネキノコバエ
科の一種 Bradysia sp. 防除のための手引き」（農
研機構，2017）として取りまとめられ、農研機
構のサイトから入手できる。しかし、非常に限
られた期間での研究であったため、本種の種同
定や国内既知種との識別法、詳細な生態の解明、
総合的な防除体系の構築までには至らなかった。
これらの課題は、農林水産省の「安全な農林水
産物安定供給のためのレギュラトリーサイエン
ス研究委託事業：クロバネキノコバエ科の一種
の総合的防除体系の確立と実証」（研究期間：平
成 29 ～ 31 年度）に引き継がれており、今後の
研究の進展が望まれる。

本種によるネギ、ニンジンでの被害の様相は、
従来のキノコバエ類による野菜類の被害と大き
く異なり、国内の植物防疫上、見逃せない問題
である。残念ながら、本種は群馬県の一部でも
ネギで発生していることが確認されたが（群馬
県，2017）、分布域の大幅な拡大までに至ってお
らず、今後も発生地域と連携して早期根絶を目
指していきたい。
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本号から、「病害虫の同定に係る技術情報」
と題して、病害虫のグループごとに、試料の採
取・標本の作製法や送付方法、参考となる文献
等をシリーズで掲載する。防疫現場における業
務の効率化に役立てていただければ幸いであ
る。初回はアザミウマを 2 回に分けて掲載し、
本号ではサンプリングから標本作製までの一連
の作業及び同定依頼の際の注意点を、次回は具
体的な種の説明とともに簡易同定のポイントに
ついて解説する。
■はじめに

アザミウマ目の多くは成虫でも 1 ～ 2mm 程度
と微小であるため、同定にはプレパラート標本
を作製し生物顕微鏡で観察する必要があるが、
標本作製がやや難しく、手軽な同定が難しい昆
虫の一つである。
■サンプル採取

アザミウマの食性は植食性、食菌性、捕食性
と様々で、生息環境も多岐にわたるが、ここで
は農作物に関連するものに限る。植物体上に現
れるか

・ ・ ・

すれ症状等の食害痕を目安にアザミウマ
を探すことは比較的容易であるが、食害痕がな
い場合は難しい。このような場合は、葉や花等
を叩いて下に添えたトレイにアザミウマを落と
し、固定液で湿らせた小筆で拾い上げてそのま
まバイアル瓶中の固定液に洗い落とす。固定液
は専用のものを作ることもあるが、70% 程度の
エタノールでよい。採取後は冷蔵庫で数年は保
存可能だが、可能な限り早く標本にした方がよ
い。また、粘着トラップで得られたサンプルは
キシレン（灯油又はレモゾールでも可）で剥が
し、99.5% のエタノールで数回洗浄することで、
標本にすることが可能である。
■標本作製
　プレパラート標本には水溶性封入液を用いる
簡易プレパラートとカナダバルサム等の樹脂を
封入液とする永久プレパラートがある。前者は
脱水工程がないため簡便だが保存性に難があ
る。一方、後者は長期保存が可能だが、脱水の
手間がかかるためルーチンの同定作業には向か

【用意するもの】
プラスチックトレー（白色）、たたき棒、小筆、
バイアル瓶（5ml 程度）、固定液、ルーペ、筆
記用具

ない。したがって、同定のみを目的とした場合
は簡易プレパラート、保存を目的とする場合は
永久プレパラートと手法を使い分けるとよい。
なお、簡易プレパラートで同定した後、必要に
応じて永久プレパラートとして再封入すること
も可能である。ここでは、ルーチンの同定作業
を目的とした簡易プレパラート作製法を紹介す
る。永久プレパラート作製法は Okajima (2006) を
参照されたい。

体長が数 mm 以上の大型のクダアザミウマに
は不向きだが、農作物で発見される 1 ～ 2mm 程
度のアザミウマであれば以下の方法で容易に観
察可能である。なお、以下の②～⑤の作業は標
本の紛失や混同を防ぐため、必ず実体顕微鏡下
で行う。
① スライドガラス中央に乳酸又はホイヤー氏液

を 1 滴落とす。
② バイアル瓶中の虫体を固定液ごと小型シャー

レに移し、目的の個体を柄付き針 A ですくい、
①の液中に移す。

③ 浸透圧などで虫体が潰れる場合は、柄付き針
B で、左右の後脚基節の間の膜（図 2）や腹
部腹板間の膜に穴を開けると潰れにくくなり、
また、内容物が溶けやすくなる。

④ 虫体の背面を上にし、柄付き針 B を用いて翅、

【用意するもの】
実体顕微鏡、スライドガラス、カバーガラス

（15mm 丸型が使いやすい）、柄付き針（A：先
の曲がったもの 1 本、B：先のとがったもの 2
本、図 1）、小型シャーレ、ピンセット、ライ
ター、ホットプレート、乳酸又はホイヤー氏
液（市販品あり）。

図 1　柄付き針：割り箸を半分に折り、折った面に昆虫
針（00 号）を根元から刺して固定する。A は１本は針の
先端 2mm 程度を直角に曲げて作製（ピンセットの根元
に挟むと曲げやすい）。
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