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レタスおよびアスパラガスに対する影響
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Abstract: Haplothrips robustus Bagnall (Thysanoptera:Phlaeothripidae) has been found in Chiba, Aichi, Tokyo, 

Ibaraki, Kagawa and Niigata prefectures since 2013 from flowers of Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus 

(Aizoaceae). In Japan, this species is regarded as a quarantine pest because O’Neill (1960) reported it caused 

commercial damage to lettuce. There are, however, no other reports referring to any damage caused by this species 

on lettuce and other crops until today. This study investigates the life history of H. robustus and examines possible 

damage to lettuce and asparagus in the laboratory. The results suggest that it is highly unlikely that H. robustus 

causes damage to these plants in the field. This is supported by the following findings. This species appears to feed 

mainly on pollen and can be reared by feeding them bee pollen available as a dietary supplement, and reproduce 

parthenogenetically. The addition of different numbers of adult H. robustus to lettuce seedlings did not result in any 

statistically significant difference in the weight of plants. Another trial with young asparagus shoots with different 

numbers of adults also showed no significant difference in the length of the shoots.
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緒　　言

ケナシクダアザミウマ（仮称）Haplothrips robustus（Fig. 1）
はオーストラリア、ハワイ、アメリカ南西部においてハマミズ
ナ科（Aizoaceae）、マメ科（Fabaceae）、ツツジ科（Ericaceae）
等の花から記録されているクダアザミウマである（Mound, 

1968; Hawaiian Entomological Society, 1985; O’Neill, 1960）。我
が国の輸入植物検疫においては主にオーストラリア産アスパラ
ガスの若芽（いわゆる可食部）から発見されており、同国産の
各種切り花からも時折発見されている。また、分布の記録はな
いもののメキシコ産のアスパラガスからも発見されている（農
林水産省植物防疫所，2018）。本種は前翅後縁の重複縁毛を欠き、
前胸背板には 4対の長刺毛を持ち側縁中央部の長刺毛を欠くこ
とで、日本産の既知種からは識別可能である。本種は植物防疫
所が実施した病害虫リスク解析の結果、アメリカのニューメキ
シコ州においてレタスに経済的被害を与えたという 1960年の
記録（O’Neill, 1960; Mound, 1968）を根拠として、植物防疫法
施行規則により「まん延した場合に有用な植物に損害を与える

おそれがあることが明らかである有害動物」（検疫有害動物）
に指定されている。しかしながら、前述の O’Neillの報告以降
は世界的に見ても被害の報告がなく、生態等も未解明な部分が

1) 神戸植物防疫所

Fig. 1.   Adult Haplothrips robustus. Scale bar in the figure 
represents 1 mm.
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多い。我が国では、植物防疫所の調査により 2013年に千葉県
成田市においてハマミズナ科のマツバギク Delosperma cooperi

の花から本種が初めて発見されて以来、愛知県、東京都、茨城
県、香川県および新潟県において、同じくマツバギクから発見
されている。しかし、その後植物防疫所や病害虫防除所等自治
体による野外調査が実施されているものの、マツバギクへの被
害およびその他の農作物への寄生は今日に至るまで報告されて
いない。この状況を受けて、本種が農作物に及ぼす被害の実態
を調査し、本種がまん延した場合農作物にどの程度被害を及ぼ
し得るのか再検討する必要性が生じている。本研究では本種の
生態およびレタスとアスパラガスに対する被害の実態を明らか
にするための調査を行った。

材料と方法

供試虫の採集と累代飼育
試験に用いた供試虫は、2014年 9月 11日に茨城県稲敷郡河

内町においてマツバギクから採集した個体を、25℃、16L8D

の条件に設定したバイオトロン内で、マツバギクの苗とスペイ
ン産の種不明の食用花粉（商品名：みつばちが作った花粉だん
ご，株式会社みつばちの郷）を餌として累代飼育したものを用
いた（Fig. 2）。
予備試験により、本試験に用いた系統はメスのみで増殖する
産雌性単為生殖を行い、花が咲いている状態のマツバギクの苗
で飼育できることが確認されていたが、この飼育方法では花の
中や葉と茎の隙間に隠れる個体が多く、また卵は主に花の雄し
べと雌しべの根もとに産卵されるため発育速度や産卵数などを
観察することは困難であった。また、マツバギクの花が咲いて
いない状態ではほとんど数が増えなかった。そのため、花粉が
本種にとって重要な餌資源であることが推察されたが、栽培し
ている植物から花粉を採集する方法では、季節によっては十分
な量を確保することが困難であるという問題があった。予備試
験により、入手が容易な、健康食品として市販されている食用
花粉を餌に用いることで本種の累代飼育が可能であったため、
本試験では食用花粉で累代飼育した個体を用いて試験を行っ
た。

発育期間、生存期間と産卵数の調査
複数のメス成虫から得られた卵を個別飼育し、卵期間、ふ化

から羽化までの発育期間、産卵前期間、成虫の生存期間と産卵
数を調査した。卵は飼育容器内に折りたたんだキムワイプ（日
本製紙クレシア株式会社）（以下、採卵紙）を入れ、その隙間
に産卵されたものを用いた。個別飼育は村井・石井（1982）の
方法を参考に、直径 1.5cm、高さ 6cmのガラス製管ビン（志
賀昆虫普及社）に、供試虫、食用花粉と採卵紙を入れ、管ビン
の開口部をパラフィルム（Bemis Company, Inc.）で覆い、その
上に水を乗せてさらにパラフィルムで覆った飼育容器内（Fig. 

3）で、25℃、16L8Dの条件下で行った。食用花粉と水は 1～
3日毎に交換した。卵期間は 98個体について、ふ化から成虫
までの発育期間は 56個体についてほぼ毎日調査した。また、
雌成虫 16個体について食用花粉等の交換時に採卵紙の隙間に
産卵された卵の有無、産卵数と成虫の生存期間を調査した。得
られたデータをもとに、ふ化から x日目のメス成虫の生存率を
lx、x日目の産卵数を mxとして、純増殖率（R0）、平均世代時
間（T）、および内的自然増加率（r）を以下の式（Birch 1948）
により算出した。

R0＝ Σlx･mx

T＝ Σx･lx･mx/Σlx･mx

r＝ lnR0/T

Table 1.  Number of trapped B. correcta and B. dorsalis

Fig. 2.  Rearing method for H. robustus using nursery plant of 
Delosperma cooperi with bee pollen sold as supplement.

Fig. 3.  Individual rearing method. (a) Bee pollen sold as 
supplement. (b) Put the bee pollen and Kimwipes in the 
vial. (c) Sealed the vial with Parafilm. (d) Dropped water 
on the Parafilm. (e) Covered the water with Parafilm. (f) 
Overview.
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レタスに対する被害調査
レタス種子を直径 9cmの育苗ポットで約 30日生育し、葉の

数が 5～ 6枚になるまで成長した株を用いて試験を行った。な
るべく葉の大きさに差がない株を選抜したうえで、レタス 1株
当たりそれぞれ 5、10、30個体のケナシクダアザミウマ成虫を
放飼し、インキュベーター（MIR-254，三洋電気株式会社、内
部の蛍光灯に植物育成用のビオルックス HG，日本電気株式会
社を使用）内で、20℃、16L8Dの条件下で約 30日間飼育した（Fig. 

4）。また、ケナシクダアザミウマを放飼しない対照区を設け、
同一条件下で栽培した。なお、インキュベーター内ではレタス
の株同士が近い距離で栽培せざるを得ないため、試験区間でア
ザミウマが移動する可能性がある。そのため、なるべくアザミ

ウマの移動を妨げるためにレタスを一株ずつ不織布で覆った。
不織布は完全に移動を妨げることは出来ないが、ビニール等で
密閉すると内部が結露しレタスが腐敗するなどして生育出来な
くなるため、不織布を用いた。飼育後、レタスの発育の指標と
して地上部の重量を測定するとともに、葉のかすれ等の食害痕
が見られるか観察を行った。1回の試験で各試験区あたり 5株
ずつ、合計 20株について試験を行い、2017年 4月 11日から 5

月 11日、7月 19日から 8月 18日、9月 29日から 11月 1日、
11月 2日から 11月 30日まで 4反復、合計 80株について試験
を行った。放飼したアザミウマの数が地上部の重量に影響を与
えるか調べるため、各試験区の地上部の重量について一元配置
分散分析を用いて比較した。統計処理には IBM SPSS Statistics 

ver.22を用いた。また、レタスにおける増殖の程度を調べるた
めに、試験終了時に植物体上の成虫と幼虫の数を数えた。比較
のため、花が咲いている状態のマツバギクに、1株当たり 10

個体の成虫を付着させ、同一条件で 30日間飼育し、植物体上
の成虫と幼虫の数を数えた。マツバギクは 2株について、2017

年 6月 16日から 7月 16日まで試験を行った。

アスパラガスに対する被害調査
アスパラガスについては、苗を直径 30 m高さ 26.5cmの植
木鉢に植え、地上から 2～ 3cmに成長した若芽を試験に用いた。
若芽 1本当たり 10個体のケナシクダアザミウマ成虫を放飼し、
25℃、16L8Dの条件に設定したバイオトロン内で 3日間育成し、
発育の指標として地上部の長さを測定するとともに、茎葉の変
形やかすれ等の食害が見られるか観察を行った。また、ケナシ
クダアザミウマを放飼しない対照区を設け、同一条件下で栽培
した。試験は 2016年 3月 7日から 2017年 6月 22日にかけて
行い、対照区について 32本、10個体放飼した試験区について
39本の若芽で試験を行った。試験区間で地上部の長さに差が
見られるか、Mann-Whitneyの U検定を用いて比較を行った。
統計処理には IBM SPSS Statistics ver.22を用いた。

結　　果

発育期間、生存期間と産卵数の調査
25℃、16L8Dの条件下において、本種の卵期間、ふ化から
羽化までの発育期間、産卵前期間、成虫の生存期間および総産
卵数の平均±標準誤差は、それぞれ 5.64± 0.07日（n＝ 98）、
23.34 ± 0.33 日（n ＝ 56）、5.44 ± 0.47 日（n ＝ 16）、129.13

± 11.47日（n＝ 16）、119.19± 11.42個（n＝ 6）であった（Table 

Fig. 4.  Investigation of impact on lettuce. The lettuce seedlings 
were reared for about 30 days at 20°C, 16L8D with 0, 5, 
10 and 30 individuals of adult H. robustus per plant.

egg (day) from hatching to adult
(day)

pre-oviposition period
(day)

5.64 ± 0.66 23.34 ± 2.49 5.44 ± 0.47

(n = 98) (n = 56) (n = 16)

adult longevity (day) total egg number

129.13 ± 41.36 119.19 ± 45.69

(n = 16) (n = 16) 

Table 1.  Developmental period, adult longevity and total egg number of H. robustus feeding on the bee pollen at 25°C, 16L8D (mean 
± SE)



1）。1齢幼虫から成虫になるまでに要した脱皮回数は 5回であ
り、3齢幼虫（いわゆる前蛹）以降は餌の食用花粉が無くても
発育した。また、どの態においても長期間の休眠は見られなかっ
た。成虫の生存期間は最も短い個体で羽化後 52日、最も長い
個体で羽化後 188日であった。産卵前期間を除いてほぼ成虫期
間を通じて産卵が見られたが、成虫期間の後半は産卵数が減る
傾向が見られた（Fig. 5）。得られたデータから算出された純増
殖率（R0）、平均世代時間（T）、および内的自然増加率（r）は
それぞれ、R0＝ 119.19、T＝ 53.50、r＝ 0.089であった。

レタスに対する被害調査
試験開始約 30日後のレタスの地上部重量の平均±標準誤差

は、対照区および試験開始時に放飼したアザミウマの数が 5個
体、10個体、30個体の各試験区でそれぞれ、25.16± 1.21g、
24.90± 0.87g、26.85± 1.42g、26.56± 1.26g（各試験区とも n

＝ 20）であった（Table 2）。各試験区の地上部の重量について
一元配置分散分析を行ったところ、アザミウマ成虫の放飼数が
異なる試験区間で地上部の重量に有意な差は認められなかった

（F＝ 0.658；df＝ 3，76；p＝ 0.580）。また、葉を観察した結
果かすれ等の食害痕は認められなかった。試験終了時にレタス
上に残っていたアザミウマ成虫の個体数は、対照区および試験
開始時に放飼したアザミウマの数が 5個体、10個体、30個体
の各試験区でそれぞれレタス 1株当たり平均 0.1個体、0.85個
体、2.25個体、2.1個体であった。また、幼虫の個体数はそれ
ぞれレタス 1株当たり平均 0個体、0.65個体、0.3個体、0.55

個体であった。幼虫はすべて 1齢または 2齢幼虫であった。試
験終了後に生存していた幼虫のうち 7個体を 25 ℃、16L8Dの
条件に移し、レタスの葉のみを与えて飼育したところ 2個体が
成虫まで成長した。この成虫に食用花粉を与えて飼育したとこ
ろ、産卵し、その卵もふ化することが確認された。一方、1株
当たり成虫 10個体を放飼し、30日間 20℃、16L8Dの条件下
で飼育したマツバギク上の成虫と幼虫の個体数はそれぞれ平均
4.5個体、95.5個体（n＝ 2）であった。幼虫はすべて 1齢ま
たは 2齢幼虫であった。

アスパラガスに対する被害調査
試験開始 3日後のアスパラガスの地上部の長さの平均±標準

誤差は、対照区および試験開始時に放飼したアザミウマの数が
10個体の試験区でそれぞれ 28.43± 1.65 cm（n＝ 32）、28.14

± 1.30cm（n＝ 39）であった（Table 3）。各試験区の若芽の地
上部の長さに差が見られるか、Mann-Whitneyの U検定を用い
て比較を行ったところ、試験区間で有意な差は認められなかっ
た（p＝ 0.986）。また、若芽を観察した結果変形やかすれ等の
食害痕は認められなかった。試験終了時にアスパラガス上に
残っていたアザミウマ成虫の個体数は、対照区および試験開始
時に放飼したアザミウマの数が 10個体の試験区でそれぞれア
スパラガス茎葉 1本当たり平均 0個体、1.92個体であった。ま
た、試験終了時にアスパラガス表面を観察したところ、穂先の
内側や葉（いわゆる「はかま」の部分）の裏側に産卵されてい

Table 2.  Effect of infestation of H. robustus against weight of above ground part of lettuce seedling, and number of adults and larvae 
of H. robustus on lettuce and D. cooperi after about 30 days of rearing. Reared at 20 °C, 16L8D for about 30 days. Weight of 
above ground part of lettuce was used in analysis for variance (ANOVA), and there was no significant difference in the 
weight between the numbers of adult (F = 0.658; df = 3, 76; p = 0.580).

Fig. 5.  Number of eggs / female / day, and survival rate of H. 
robustus provided with the bee pollen at 25°C, 16L8D. 
Calculated intrinsic rate of natural increase (r) was 0.089.
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ることが確認された。全体で 3個の卵を確認し、試験終了後に
アスパラガスの茎葉とともに 25 ℃、16L8Dの条件下で保管し
たところ、幼虫のふ化は確認したがすべての個体が 3齢幼虫（前
蛹）まで至らずに死亡した。

考　　察

食用花粉を餌として 25℃で飼育した場合の本種のふ化から
羽化までの期間、成虫の生存期間、総産卵数および内的自然増
加率はそれぞれ平均 23.34日、129.13日、119.19個、0.089であっ
た。飼育方法は異なるものの、同属のアカメガシワクダアザミ
ウマ Haplothrips brevitubusはイチゴ花粉を餌として 25℃で飼
育した場合それぞれ 14.7日、66.0日、289.9個、0.155である
と報告されており（森田他 2008）、また、アザミウマ目の中 

で経済的重要種であるミカンキイロアザミウマ Frankliniella 

occidentalisは、キクの小花を餌として 25℃で飼育した場合そ
れぞれ 12日、46日、249個、0.141であると報告されている（片
山 1997）。本種はアカメガシワクダアザミウマやミカンキイロ
アザミウマと比較して成虫の生存期間が極めて長く、一方で増
殖率は低い種である可能性が示唆された。東京港の港区内では
2014年に本種がマツバギクの花から発見されており、その後
も継続してマツバギクの花を中心に調査しているものの近年は
発見されておらず、代わりにアカオビハナクダアザミウマ H. 

gowdey等在来のアザミウマが発見されている。我が国の輸入
検疫において最も本種が発見され、本種の主な侵入経路と考え
られるオーストラリア産アスパラガスは主に成田空港、羽田空
港、関西国際空港において例年 9～ 12月頃にかけて輸入され
ており、また、植物防疫所等の調査により本種は 3月頃にも野
外で発見されていることから野外での越冬は可能であると思わ
れる。それにもかかわらず過去に発見された場所で見られなく
なり、他種に置き換わっている原因の一つとして、増殖率の低
さがあるのかもしれない。レタス及びアスパラガスに本種を放
飼した試験では、本種を放飼したことによる発育の差や食害痕
等は認められず、両作物に対するはっきりとした被害は確認で
きなかった。本種はレタスのみを与えても成虫まで成長できる
ことが確認されたが、統計的な解析は行っていないものの、レ
タス上で飼育した場合は、花が咲いている状態のマツバギク上
で飼育した場合と比較して明らかに増殖率が低かった。レタス

Table 3.  Effect of infestation of H. robustus against length of 
asparagus shoot.  Reared at 25°C, 16L8D for 3 days. No 
significant dif ference was observed in the length of 
shoot (Mann-Whitney U test, p = 0.986).

1
Number of added adult
H. robustus  per plant

±  (cm)
Mean length of shoot ± SE (cm)

3
Mean number of adults on plant

at 3 days after

を用いた試験では、対照区に他の試験区から侵入した個体が 2

個体見られたが、そもそも成虫を放飼した株にもほとんど留ま
ることがなく、レタスを積極的に加害する様子は観察されな
かった。また、本種がアスパラガスに産卵することが確認され
たが、産卵数が少なく本試験ではアスパラガスのみを餌として
成虫まで成長した個体は得られなかった。輸入植物検疫におい
て本種がアスパラガス茎葉からたびたび発見されていることか
ら、野外において本種がアスパラガスに飛来することは確かで
ある。しかし、食用花粉を餌とした飼育試験では、本種は産卵
されてから羽化し産卵可能になるまでに約 34日かかっており、
アスパラガスの芽が出てから収穫され市場に流通するサイズに
成長するまでの間に、本種がアスパラガス上で増殖することは
不可能であると思われる。本種がアスパラガスに飛来する原因
は不明であるが、輸入植物検疫においてアスパラガス茎葉から
は本来イネ科植物を寄主とするアザミウマ類がたびたび発見さ
れており（桝本　私信）、本種も繁殖目的ではなく水分補給な
どの何らかの理由で一時的に飛来しているものと考えられた。
本種はオーストラリアにおいてハマミズナ科、キク科やマメ科
など各種の花から発見されている（Pitkin, 1973）。また、予備
試験を含めた一連の試験でも花粉を餌として増殖できることが
確認されており、飼育中の観察を通じて死亡した幼虫を他の幼
虫が吸汁する様子はまれに見られたが、積極的に他個体を捕食
する様子は観察されず、本種は花粉を主な餌資源とする種であ
ると考えられた。本試験は室内環境において実施されたもので
あるが、レタスとアスパラガスにおいて本種を放飼したことに
よる発育への影響は認められず、肉眼で確認できるほどの食害
痕も認められなかったことから、本種が野外において両作物に
被害を与える可能性は、極めて低いと考えられた。
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