
天敵生物は，我が国でも生物農薬として登録が進め

られ，既に各地で利用されている。しかし，天敵だけ

では病害虫すべての防除をカバーすることが困難であ

るため，使用に当たっては化学農薬の併用を考慮しな

ければならない。天敵生物を有効に利用するためには，

天敵に対する化学農薬の影響評価が必要である。各種

天敵に対する農薬の影響試験は，IOBC/WPRSのワー

キンググループなどにより試験方法の整備が進められ

ている（Candolfi et al.,2000）。

本研究では，上記の影響試験法を応用した葉面接触

法による残留農薬の影響試験を実施した。施設栽培イ

チゴを供試植物として，農薬を散布した葉に，代表的

な生物農薬であるコレマンアブラバチA p h i d i u s

colemani，タイリクヒメハナカメムシOrius strigicollisお

よびチリカブリダニPhytoseiulus persimilisを接触させ

て，それらの死亡率の推移を調査した。また，同時に

イチゴ葉の残留農薬成分を定量し，天敵に対する影響

と残留濃度との関係を検討した。さらに，チリカブリ

ダニについては，散布直後の葉を用いた葉面接触法に

よる影響（Oomen et al.,1991）と残留農薬の影響を比

較した。

材料および方法

１．供試天敵

アブラムシ類の寄生性天敵であるコレマンアブラバ

チは，市販の製品（アフィパールR，アリスタライフ

サイエンス株式会社製）を恒温室（23℃，日長16L-8D）

内に置き，24時間以内に羽化した雌成虫を集めて供試

した。

アザミウマ類の捕食性天敵であるタイリクヒメハナ

カメムシは，市販の製品（タイリクR，アリスタライ
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摘　　　要

施設栽培イチゴにおいて，３種類の農薬（ジメトエート，エトフェンプロックスおよびアセ

フェート）の，３種類の天敵(コレマンアブラバチAphidius colemani，タイリクヒメハナカメム

シOrius strigicollisおよびチリカブリダニPhytoseiulus persimilis)に及ぼす影響と，農薬の残留濃

度の推移を調査した。ジメトエートの残留影響調査において，コレマンアブラバチの死亡率が

低下したのは処理30日後，タイリクヒメハナカメムシは20日後であったが，チリカブリダニで

は処理50日後でも低下せず，残留農薬の影響は天敵の種類によって異なった。残留濃度は，３

種類全ての供試農薬で処理40日後までの調査期間中漸減した。また，チリカブリダニでは，ジ

メトエートの影響は葉面残留に対する接触試験の方が散布直後の葉面接触試験よりも強く現れ

た。一方，アセフェートでは逆の結果となり，農薬の影響は農薬の種類と試験方法によって異

なった。



（Mead-Briggs, 2000）。採取した複葉は，葉柄の切り口

に保水させた脱脂綿を巻いて，1複葉ずつ試験容器に

入れた。供試虫は，1試験容器当たり10個体ずつとし，

炭酸ガスで麻酔して容器に放飼した。各区５反復とし

た。蜂蜜および蒸留水を餌として与え，試験容器は恒

温器（23℃，日長16L-8D）内で管理した。放飼48時間

後に生存個体数と死亡個体数を調査し，死亡率を算出

した。この際，苦悶虫は死亡に含めた。無処理区で死

亡虫が認められた場合は，次の計算式から補正死亡率

を求めた（Abbot,1925）。補正死亡率＝（無処理区の

生存率－処理区の生存率）/無処理区の生存率×100。

２）タイリクヒメハナカメムシ

ジメトエート乳剤とエトフェンプロックス乳剤の影

響を調査した。試験はVeire（1992）の方法に準じ，

農薬処理葉を切り出して容器に入れ天敵に接触させる

試験法を用いた。各採取葉より円形葉片（直径4.5cm）

を作製し，試験容器（プラスチック製，直径5.5cm，

深さ3.5cm）の底面に湿らせた濾紙を敷き，その上に

葉片を１枚ずつのせた。供試虫は１試験容器当たり８

個体ずつ放飼した。各５反復とした。餌としてスジコ

ナマダラメイガ卵を与え，恒温室（23℃，日長16L-8D）

内で管理した。放飼４日後に生存個体数と死亡個体数

を調査し，死亡率を算出した。この際，正常に歩行で

きない苦悶個体は死亡に含めた。無処理区で死亡虫が

認められた場合は，補正死亡率を求めた。

３）チリカブリダニ

ジメトエート乳剤とアセフェート水和剤の影響を調

査した。Oomen et al.（1991）の試験方法に準じ，まず

各採取葉より円形葉片（直径2.5cm）を作製した。試

験容器は，プラスチックシャーレ（直径９cm，深さ

２cm）を用いた。溶解した寒天ゲル（0.5％）を試験

容器に注ぎ，固化する直前の寒天表面に葉片を葉表が

上になるよう載せた後，寒天上に少量の水を張って供

試虫の逃亡を防いだ。１容器当たり，成虫は約４頭，

第一若虫は約７頭ずつ細筆を用いて葉片上に放飼し

た。各区５反復とした。餌としてナミハダニを移し，

恒温器（22℃，日長16Ｌ-8Ｄ）内で管理した。放飼48時

間後に生存個体数と死亡個体数を調査し，死亡率を算

出した（不明虫は供試個体数から除いた）。無処理区

で死亡虫が認められた場合は，補正死亡率を求めた。

５．散布直後の葉を用いた葉面接触法による影響試

験

チリカブリダニの若虫については，残留農薬の影響
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フサンエンス株式会社製）に餌としてスジコナマダラ

メイガEphestia kuehniellaの卵，産卵用植物としてカラ

ンコエを与えて恒温室（23℃，日長16L-8D）内で飼育

し，ふ化５日目の次世代2齢幼虫を供試した。

ハダニ類の捕食性天敵であるチリカブリダニは，市

販の製品（スパイデックスR，アリスタライフサンエ

ンス株式会社製）を供試した。成虫の試験では入手し

た個体をそのまま供試し，若虫の試験では恒温器

（25℃，日長16L-8D）内でナミハダニTetranychus

urticaeを餌として飼育して，産卵から約２日経過して

ふ化した次世代の第一若虫を供試した。

２．供試植物

供試植物としたイチゴ（品種：女峰）は，（社）日

本植物防疫協会研究所（茨城県牛久市結束町）圃場の

ビニルハウス（面積100m2）で栽培した。ハウス内は，

10℃に設定した温風式暖房機を用いて加温した。

３．供試農薬と散布方法

供試農薬は，３種類（ジメトエート43％乳剤，エト

フェンプロックス20％乳剤およびアセフェート50％水

和剤）の中から，各天敵に対して影響が大きく併用の

可能性も高いと考えられる薬剤を選んだ。ジメトエー

ト乳剤は全ての天敵に対して選択した。

ジメトエート乳剤は，井戸水で成分濃度430ppm

（1000倍希釈）になるよう希釈し， 2003年１月30日に

イチゴ300株（50m2）に散布した。エトフェンプロッ

クス乳剤は200ppm（1000倍希釈），アセフェート水和

剤は500ppm（1000倍希釈）に希釈し，2003年１月19日

にそれぞれイチゴ70株（12m2）に散布した。いずれの

農薬も，背負式全自動噴霧器を用いて10a当たり134 l

を散布した。対照として無処理区を設けた。

４．天敵に対する残留農薬の影響試験

農薬散布葉は，処理１日後，５日後，10日後，20日

後，30日後，40日後および50日後に採取した。採取葉

は，散布時に十分展開していた複葉を選び，各天敵を

以下の方法で接触させた（以下，葉面接触法と呼ぶ）。

１）コレマンアブラバチ

ジメトエート乳剤の影響を調査した。試験は，農薬

散布葉を容器に入れ供試虫を接触させる方法（山下，

2000）で実施した。試験容器は，アルミフレーム

［13cm×13cm，高さ1.5cm，肉厚１cm，直径１cmの換

気孔を各辺６個ずつ開け，テトロンゴース（0.25mm

目合）を内張りした］を２枚のガラス板（13cm×

13cm，厚さ2.5mm）で挟み固定したものを用いた
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試験方法と共通点が多いことから，散布直後の葉面接

触法による影響試験（Oomen et al.,1991）を実施して

比較を行った。ジメトエート乳剤は成分濃度86ppm，

アセフェート水和剤は成分濃度500ppm を最高に２倍

段階希釈でそれぞれ５濃度の処理区を設けた。プラス

チックシャーレ（直径９cm，深さ２cm）に保水させ

たスポンジを入れ，インゲンマメ（品種:本金時）葉

から作製した円形葉片（直径2.5cm）を載せた試験容

器に薬剤を２μl /cm2散布した。薬剤が乾いた後，供

試虫（第一若虫）を葉片上に５～７頭ずつ放飼した。

各区４反復とした。餌としてナミハダニを移し，恒温

器（22℃，日長16Ｌ-8Ｄ）内で管理した。放飼48時間

後に生存個体数と死亡個体数を調査し，プロビット法

を用いてLC50値（半数致死濃度）と95％信頼限界を算

出した。

６．残留農薬の分析

残留農薬量の分析は，化学分析コンサルタント株式

会社（東京）に委託した。各農薬の処理５日後，10日

後，20日後，30日後および40日後に，５複葉または10

複葉を採取し，送付した。残留濃度は，ガスクロマト

グラフィー（FPD-P）または高速液体クロマトグラフ

質量分析計により計測された。いずれの薬剤も検出限

界は0.01ppm（対葉重量）であった。なお，各農薬成

分の平均回収率（0.1ppm添加）は，ジメトエートで

87％，エトフェンプロックスで104％，アセフェート

で75％であった。

結　　　果

１．コレマンアブラバチ

コレマンアブラバチ成虫の放飼48時間後の補正死亡

率と，ジメトエートのイチゴ葉への残留量の推移を第

１図に示した。ジメトエート430ppm処理区では，処

理20日後までは補正死亡率が全て100%であったが，

30日後は66％，40日後は10.2％と低下した。また，イ

チゴ葉における残留濃度は，処理５日後に102ppm，

処理30日後には29.1ppmになり，この間はおよそ10日

で半分となる割合で減少した。

２．タイリクヒメハナカメムシ

タイリクヒメハナカメムシ幼虫の放飼4日後の補正

死亡率と，ジメトエートおよびエトフェンプロックス

のイチゴ葉への残留量の推移を第２図に示した。ジメ

トエートは，処理10日後までは補正死亡率が100%で

あったが，20日後は68.6%に低下した。エトフェンプ

ロックスでは，処理５日後までの補正死亡率は90%以

上と高かったが，10日後は64.7%に低下した。死亡率

が低下し始めた時期は，ジメトエートよりもエトフェ

ンプロックスの方が10日早かった。ジメトエートは処

理40日後，エトフェンプロックスは処理30日後と50日

後の死亡率がその10日前よりも高くなったが，両農薬

第１図　ジメトエートのイチゴ葉における残留濃度とコレマンアブラバチ成虫に対する影響



処理における死亡率低下の傾向は，ほぼ同様であった。

また，イチゴ葉への残留量は，エトフェンプロックス

では処理５日後が158ppm，その後漸減したが40日後

の残留量は30日後よりも高い値を示した。

３．チリカブリダニ

チリカブリダニ成虫ならびに若虫の放飼48時間後の
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第３図　ジメトエートおよびアセフェートのイチゴ葉における残留濃度とチリカブ
リダニ成虫，若虫に対する影響

第２図　ジメトエートおよびエトフェンプロックスのイチゴ葉における残留濃度と
タイリクヒメハナカメムシ幼虫に対する影響



補正死亡率とジメトエートおよびアセフェートのイチ

ゴ葉への残留量の推移を第３図に示した。成虫と若虫

はいずれの農薬についても補正死亡率がほぼ同様に推

移し，感受性に顕著な差は認められなかった。ジメト

エートは，処理50日後でも補正死亡率が90%を上回っ

た。一方，アセフェートは，処理5日後までの補正死

亡率は90%以上と高かったが，10日後は70.4%に低下

した。成虫，若虫ともに，死亡率は処理20日後までの

約15日の間に急速に低下した。また，イチゴ葉への農

薬残留量は，アセフェートでは処理５日後に248ppm

を示し，その後漸減を続けた。

散布直後の葉面接触法による影響試験の結果，チリ

カブリダニ若虫に対するジメトエートのLC 50値は

45.80ppm（95%信頼限界は25.41ppm～172.78ppm），ア

セフェートのLC50値は118.43ppm（95%信頼限界は

75.73ppm～184.25ppm）であった。

考　　　察

IOBC/WPRSのワーキンググループによって策定さ

れた農薬影響の試験法（Candolfi et al., 2000）において，

ジメトエートは各種天敵試験の対照薬剤として挙げら

れている。本研究における，ジメトエートによる各供

試天敵の死亡率は，それぞれ異なる傾向を示した。タ

イリクヒメハナカメムシにおいて，死亡率の低下が始

まったのは，コレマンアブラバチと比較すると約10日

早かったが，死亡率の推移はコレマンアブラバチより

も不安定であった（第２図）。チリカブリダニでは，

処理50日後までの間に死亡率の明確な低下は認められ

なかった（第３図）。チリカブリダニの試験では，餌

として与えたナミハダニもジメトエートの影響を受け

る可能性があるが，薬剤に対する暴露期間は48時間と

比較的短時間であったため，ナミハダニに対する影響

がチリカブリダニの死亡率に関与する可能性は低いと

考えられる。以上の結果から，化学農薬の天敵に対す

る影響を評価する場合には，天敵種ごとにそれぞれ評

価を行う必要があると思われる。

イチゴ葉におけるジメトエートの残留濃度は，処理

５日後以降減衰を続け，40日後は10.4ppmであった。

イチゴ葉の単位面積当たりの平均重量は約0.01g/cm2で

あり（Takahashi et al.,未発表），検出された残留農薬

がすべて散布面（葉表裏両面）にとどまっていると仮

定した場合，10.4ppm（μg/g）は0.052μg/cm2（=10.4

μg/g×0.01g/cm2×1/2）の付着量に相当する。この濃

度でのチリカブリダニの補正死亡率は94.1%であった

（第３図）。一方，チリカブリダニの散布直後の葉面接

触法による影響試験の結果，ジメトエートの若虫に対

するLC50値は45.80ppm（μg/ml）となった。本試験で

は，2μl /cm2を散布したことから，散布面への付着量

は0.092μg/cm2（=0.0458μg/μl ×2μl /cm2）と計算さ

れる。したがって，ジメトエートでは残留農薬の影響

試験の方が散布直後の葉面接触法による影響試験より

も影響が強く現れたと考えられる。これは，散布直後

の葉面接触試験では影響を過少評価する可能性がある

ことを示している。これに対して，アセフェートの残

留濃度は，処理5日後から30日後までの間，およそ10

日で半分になる割合で減少したが，チリカブリダニの

補正死亡率が50%を下回ったのは，処理20日後（成虫

15.8%，若虫21.7%）で残留濃度が76.6ppmに達した時

点であった（第３図）。これは0.383μg/cm2の付着量に

相当する。また，散布直後の葉面接触法による影響試

験におけるアセフェートの若虫に対するL C 5 0値

118.43ppmは，葉片への付着量に換算すると0.24μ

g/cm2に相当する。したがって，アセフェートでは，

ジメトエートの結果とは異なり散布直後の葉面接触試

験の方が，影響が強く現れた。以上の結果から，農薬

の天敵に対する影響をより正確に評価するには，散布

直後の葉面接触試験よりも，散布後日数を経過した残

留農薬に対する影響試験を実施することが必要である

と考えられた。
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