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■はじめに
　ネギネクロバネキノコバエ Bradysia odoriphaga

（以下、ネギネ）（図 1）は、2014 年頃に埼玉県
北部のネギ、ニンジンで初めて被害が確認され
た害虫である。2016 年には、隣接する群馬県に
おいてもネギとニラで発生が確認された。本種
は幼虫（ウジ）が作物の地下部を食害するため
（図 2）、ほとんどの場合、収穫時に初めて被害
に気付くこととなり、発生当初より大きな問題
となっている。ネギネは、在来のクロバネキノ
コバエ類とは作物への加害状況等が明らかに異
なっており、防除体系の早急な確立とまん延抑
止が強く求められてきた。そこで、農研機構、
埼玉県、群馬県、静岡大学及び森林研究・整備
機構は、2016 年から 2019 年にかけて、農林水産
省の委託研究事業として、ネギネの生態解明や
総合的防除体系の確立を目指した研究課題に取
り組んだ。得られた成果の一部は、本誌 113 号
で紹介しているが（太田、2017）、本稿では、そ
の後に新たに得られた研究成果を解説するとと
もに、発生地域における現状や防除の取り組み
についても簡単に紹介したい。

図 1　ネギネクロバネキノコバエ成虫　
　　　左が雌、右が雄（原図：田上陽介）

■ネギネの正体
　本誌 113 号では、ネギネはチバクロバネキノ
コバエ Bradysia impatiens （以下、チバクロ）等と
は形態的特徴や DNA 塩基配列が異なることを報
告したが（太田、2017）、種の確定までには至ら
なかった。その後、Sueyoshi and Yoshimatsu（2019）
は、ドイツ、フィンランド、中国、アメリカ、
日本国内に所蔵されているクロバネキノコバエ
類の模式標本とネギネを精査し、本種を Bradysia 
odoriphaga と同定した。日本以外では中国に生息
しており、ネギやニラの害虫として知られてい

ネギネクロバネキノコバエの総合的防除体系の確立と防除の取り組みについて

る。Arimoto et al.（2018）も、ネギネのミトコンド
リア COI 領域の DNA 塩基配列が、中国で採集さ
れた B. odoriphaga と完全に一致することを示し
ている。ネギネが中国から侵入したものなのか、
元々国内に生息していたものなのかは不明であ
る。なお、上述の論文では、ネギネ、チバクロ
などを含めた国内で発生する農林害虫クロバネ
キノコバエ類 8 種の分類を再整理しており、そ
の内容は末吉・吉松（2020）で分かりやすく解
説されている。

■ネギネの DNA識別法
　ネギには、ネギネに加えて、チバクロやジャ
ガイモクロバネキノコバエ Pnyxia scabiei が加害
することも知られているため、ネギネと他種の
識別が重要になる。Arimoto et al.（2018）が開発し
たネギネの DNA 識別法では、ネギネとチバクロ、
ジャガイモクロバネキノコバエ、ツクリタケク
ロバネキノコバエ Lycoriella ingenua を識別できる。
また、この識別法を用いれば、チバクロの中に
ネギネが混在している多量のサンプル（Arimoto 
et al., 2020）や、黄色粘着トラップに捕獲された
サンプルからもネギネの DNA を検出できるため

（有本ら、2020）、多個体のサンプルを扱う野外
調査にも応用できる。外部形態に関する専門的
な知識を必要としないこれらの方法は、生産現
場で発生したネギネと疑われるサンプルを迅速
に識別、判定することが可能になる。

■ネギネの生態
　埼玉県のネギ・ニンジンほ場でネギネの発生
消長を調査した結果、成虫は 3 月後半から 12 月
にかけてほぼ 1 か月周期で発生を繰り返してい
た。特に 10 ～ 11 月に大きな発生ピークが出現
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図 2　 ネギ地下部を食害している多数のネギネクロバネキ
ノコバエ幼虫
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した。これは、春にほ場に定植されたネギを餌
にしてネギネが徐々に増殖し、秋以降の気温の
低下とネギ地下部の肥大によって急激に幼虫個
体数が増加したためと推測される。実際にネギ
地下部に寄生した幼虫の個体数調査でも、同様
な結果が得られている。
　石原・田上（2019）は、米ヌカを餌として与
えた場合のネギネとチバクロの発育、増殖を明
らかにしている。ネギネの幼虫期間は、チバク
ロと比べて全般に長く、30℃では発育の遅延が
認められた。生存率は、11℃の低温及び 30℃の
高温では、16℃、20℃、25℃と比べて低下した。
発育ゼロ点は概ね 7 ～ 8℃だった。また、ネギ
ネの飛翔能力や低温における歩行能力はチバク
ロに比べて低く、自力で分散が可能な範囲は生
息域の周囲に限られていると推測された（石原・
田上、2020）。

■ネギネの防除技術
　ネギネの防除は、ネギ等の作物地下部に寄生
したネギネ幼虫を殺虫剤によって駆除すること
が最も効果的である。2021 年 1 月現在、ネギネ
の防除に使用できる殺虫剤は、ネギで 9 剤、ニ
ンジンで 4 剤、ニラでは 3 剤が登録済みである。
埼玉県や群馬県ではこれらの薬剤を活用した防
除体系が確立され、生産現場での指導に利用さ
れている。
　ほ場の衛生管理も重要である。ネギネに食害
された作物残渣は、焼却や土壌消毒剤（カーバ
ムナトリウム剤）などで確実に処理する。ま
た、栽培終了後のほ場に石灰窒素を施用する
と、作土中の作物残渣の分解を促進するととも
に、ネギネ幼虫の生存も抑制する効果がある。
いずれも「ネギネクロバネキノコバエ Bradysia 
odoriphaga 防除のための手引き（技術者向け） 
―2020 年改訂版―」（農研機構、2020）で詳しく
解説されている。

■発生地域における現状と防除の取り組み
　防除体系が確立される以前は、埼玉県、群馬
県では、ネギネ発生地域を 1km メッシュに区
切り、発生したメッシュとそれに隣接している
メッシュでネギの掘り取り調査を毎年継続して
実施していた。この調査の結果、ネギネが確認
されたメッシュは少しずつ拡大したものの、急
激な分布の拡大は確認されなかった。これらの
要因として、ネギネ成虫の移動能力があまり高
くないこと（田上・石原、2020）に加えて、ネ
ギネの被害が顕在化して以降取り組まれた、生
産者へのネギネに関する知識の周知や的確な薬
剤防除の指導、食害された残渣処理の徹底など
が効果を上げていると推測される。現在は、防

除体系が確立されたことにより、ネギネによる
被害は沈静化している。

■おわりに
　ネギネはネギ属作物を好んで食害する害虫と
考えて良い。ネギ属作物のうち、ネギ、ニラ等
のネギ類作物は我が国で生産消費される野菜類
の中でも重要な品目の 1 つであり、埼玉、群馬
両県を含んだ関東地域はその一大産地となって
いる。このような背景から、ネギネの封じ込め
は発生当初から喫緊の課題であったが、行政、
試験研究、普及、生産現場の連携によって、我々
の研究成果がスピーディに生産現場まで届いた
こともあり、現時点では他地域にまん延する事
態には至っていない。今後も発生地域や行政と
連携を取りながら、ネギネの発生抑制に引き続
き貢献していきたい。
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