
チャバネアオカメムシの発生量予測と

果樹園への飛来時期予測
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：果樹カメムシ類の優占種であるチャバネアオカメムシの愛知県における越冬密度、予察灯摘要

誘殺数の推移を調べたところ、ヒノキ採種量と本種の翌年の５～７月予察灯誘殺数との間に高い

相関があることが明らかとなった。また、ヒノキ球果における口針鞘数の調査からヒノキからの離脱

時期すなわち果樹園への飛来時期の予測についても検討し、本県においても果樹カメムシのヒノ

キ離脱時期予測式の適合性が高いことを明らかにした。
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緒 言

果樹を加害するカメムシ類（以下、果樹カメムシ類と

総称する）が多発し、それによる被害が全国的に問題と

なってきたのは、1973年からであり 、愛知県でもカン１）

キツやカキで大きな被害がみられた。続いてその翌々年

の1975年にも全国的に多発し、果樹に大きな被害がみら

れた 。そのころから、果樹カメムシ類の生活史や寄主２）

植物などの基礎的な研究が精力的に行われ、果樹カメム

シ類の主要種であるチャバネアオカメムシ、ツヤアオカ

メムシ、クサギカメムシの重要な寄主植物はスギやヒノ

キであることが明らかとなった 。３）

その後も果樹カメムシ類の多発、被害が数度報告され

ており、最近では1996年と2002年に大発生してナシやカ

キなどの果樹に大きな被害を与えた 。このように、果４）

樹カメムシ類は異常発生して果樹に多大な被害を与える

年から、ほとんど発生しない年まで、年による発生量の

変動が極めて大きい害虫である。そのため、果樹農家か

らは的確な発生予察が求められており、全国的に多発要

因の解析が進められてきている。例えば、スギ、ヒノキ

の当年球果量が多いと果樹カメムシ類の越冬個体数又は

翌年のカメムシ類の被害が多い傾向がある というよう２）

に、スギ、ヒノキの球果量と果樹カメムシ類の発生量と

の間に高い相関があることは広く認められてきているが、

広範囲で球果着生量を正確に評価することは労力的に困

難なため、発生量予測に至っていない。わずかに、スギ

花粉飛散量をもとにした発生量予測 があるだけである。５）

そこで、愛知県林業センター林木育種場（以下、林木

育種場）のヒノキ採種量のデータを利用して、本県の優

占種であるチャバネアオカメムシの発生量予測の可能性

を検討するとともに、果樹園へのチャバネアオカメムシ

の飛来時期予測の可能性についても検討したので報告す

る。

材料及び方法

１ チャバネアオカメムシの発生量予測

（１）チャバネアオカメムシの越冬密度調査

1998年の果樹カメムシ類の大発生の翌年から毎年２～

３月に県内17地点のナラ、カシなどの落葉広葉樹の林床

部の落葉を採取した。１地点当たり1 ㎡の３か所（計3

㎡）の落葉を集めた。落葉は篩にかけず、そのまますべ

てビニール袋に詰め、暖房のある室内に置き、１か月程

度放置後にビニール袋内を動く緑色に変化したチャバネ

アオカメムシ越冬世代成虫を数えた。

（２）チャバネアオカメムシの予察灯誘殺数

新城市及び豊橋市に設置した乾式の100 W水銀灯の条

件下で、毎年５～１０月に誘殺されたチャバネアオカメ

ムシ個体数を調査した。

（３）ヒノキ採種量と発芽率

額田町にある林木育種場では、額田採種園0.91 ha

（台木約450本）及び下山採種園2.63 ha（台木約1500

本）でスギ、ヒノキの採種を行っている。両採種園にお

けるヒノキ採種量を調査するとともに23℃恒温条件下で

種子100粒の発芽率調査を４反復実施した。

２ 果樹園への飛来時期予測

（１）ヒノキ球果における口針鞘数

ヒノキ球果の採集は2000年から始め、７月中旬、８月

上旬、８月下旬の３回行った。採集地点は豊橋市、宝飯

郡一宮町、蒲郡市、額田郡額田町の４地点で、１採集地

点当たり３樹から球果の塊を高枝切り鋏で切り取り、採

集した。採集した球果は冷凍後電子レンジで２分間解凍

・軟化し、球果縫合部を開かせた。その後１％のエリス

ロシン液で２分間程度染色し、水洗後実体顕微鏡下でカ

メムシの吸汁時に生じる口針鞘数を１地点当たり30球果

以上調査した。

（２）ヒノキにおけるチャバネアオカメムシの生息状況

上記ヒノキ球果採集時に樹上のチャバネアオカメムシ

生息虫数を成虫、幼虫数別に調査した。調査方法は4 m

程度の長さの棒の先に直径50 cmの捕虫網を取り付け、

捕虫網をヒノキ球果の着生している枝ごと被せ、捕虫網

を揺すって網の中にカメムシを落とす方法で生息虫数を

調査した。

（３）カキ園における被害発生状況

ヒノキを離脱して果樹園への飛来状況を把握するため

の補足データとして、カキ園におけるカメムシ被害果率

調査を行った。調査は８月～10月までの間に巡回調査時

に県内22か所のカキ園で１ほ場当たり100果について吸

汁痕のある被害果数を数えた。

試験結果

１ チャバネアオカメムシの発生量予測

（１）チャバネアオカメムシの越冬密度調査

本種は成虫態で落葉の下で越冬する。越冬時は落葉と

同じような色であるが、25℃以上の所に６日間置くとす

べての個体が緑色に変化する ことから、暖房のある部６）

屋に１か月程度置いてから、ビニール袋を開いて緑色に

変化した本種を数えた。その結果、2003年は17地点で７

頭採集され、1 ㎡に換算したところ0.13頭であった。同
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図1　 チャバネアオカメムシ越冬密度の年次変動
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様に2001年以前も1 ㎡当たり0.1頭前後であり、越冬密

度は低かった。一方、2002年は120頭採集され、1 ㎡当

たり2.48頭と過去７年間で最も高い越冬密度であった

（図１）。

（２）チャバネアオカメムシの予察灯誘殺数

本県では果樹カメムシ類の発生量を調査するため、昭

和60（1985）年代から新城市と豊橋市に予察灯を設置し

てきた。過去８年間のチャバネアオカメムシ誘殺数（２

か所平均）の年次変動を図２に示した。最も多く誘殺さ

れたのは1996年の10836頭であり、2002年はそれに次い

で多く5696頭であった。また、８月始めを境にして発生

型の分類ができ、５月～７月の誘殺数の多い型を前期型

発生とし、越冬世代成虫が主体である としている。こ３）

れに基づくと８月～10月の誘殺数の多い型を後期型発生

とし、当年世代成虫が主体であると言える。前期型発生

と後期型発生が隔年でみられた（図２）。

（３）ヒノキ採種量と発芽率

林木育種場の調査によると、両採種園ともヒノキ採種

量及び発芽率はおおよそ隔年で増減、高低を繰り返して

いる。両採種園における採種量及び発芽率を平均した値

を用いて、年次別の変動を図３に示した。採種量の最も

多い年は1995年で、次に多いのが2001年であった。また、

発芽率の最も高い年は1995年で、次に2001年と1997年で

あった。

２ 果樹園への飛来時期予測

（１）ヒノキ球果における口針鞘数

チャバネアオカメムシの５月から６月までの餌植物は

サクラ、クワ、キリなどである。７月以降はスギやヒノ

キの球果が餌植物となる 。2000年～2002年までのヒノ７）

キ球果における口針鞘数（４か所平均）の時期別の推移

を図４に示した。2001年は８月下旬になっても口針鞘数

は5.63と少ない状態であった。一方、果樹カメムシ類の

多発した2002年は７月中旬に5.11となり、８月下旬には
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（

29.12と非常に多い状態となった。

（２）ヒノキにおけるチャバネアオカメムシの発生消長

ヒノキ球果は本種の主要な増殖源で、ヒノキ球果に産

卵された卵からふ化し、幼虫から成虫まで成育できる寄

主植物である。2000年～2002年までのヒノキにおける本

種の生息密度（４か所平均）の推移を時期別に図５に示

した。2001年のヒノキにおける生息密度は次第に高くな

り、８月下旬になっても成虫、幼虫とも増加した。一方、

2002年は７月下旬に生息密度は最高になり、次第に減少

した。特に、成虫の減少が早く、８月上旬にはヒノキか

らの離脱が起きていると思われた。

（３）カキ園における被害発生状況

2000年から2002年までのカキ園における果樹カメムシ

類による被害果率を表１に示した。2001年の被害果率は

９月下旬においても0.2％と低いままであった。一方、

2002年は果樹カメムシ類が多発した年で、８月以前に越

冬世代成虫の加害による落果被害が多数みられた。吸汁

痕のある被害果は８月頃からみられ始め、９月下旬には

5.6％と過去３年間では最も被害が多い年となった。

考 察

１ チャバネアオカメムシの発生量予測

過去８年間で本県における果樹カメムシ類の多発した

のは図２に示すとおり、1996年と2002年である。果樹カ

メムシ類の中で本種が最も多く誘殺されている。現在、

本種の発生程度を事前に予察する方法は、越冬密度調査
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表１ カキにおけるカメムシ類による被害果率（％）

８月下旬 ９月下旬 10月下旬

2000年 0.6 3.4 1.4
2001年 0.0 0.2 0.2
2002年 1.7 5.6 0.3
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である。例えば、2002年の果樹カメムシ類の多発を予測

したのは2002年４月の越冬密度調査時点であり、越冬密

度が極めて高かったことから、注意報を発表し防除を促

した。このように越冬密度が極めて高い場合は本調査だ

けで本種の発生量の多少を予測できるが、中程度の越冬

密度の場合は明確には予測できない。

そこで、本種の越冬世代成虫量を数量的に予測する手

法を検討した。その際に参考にしたのは、1973年頃の多

発要因の検討結果である。すなわち、梅谷は果樹カメム

シ類の幼虫の共通の食餌植物としてスギやヒノキの球果

を確認し、1974年の秋には球果上での幼虫密度が高かっ

たことを観察した。球果の着生の多い年と少ない年が極

めて明瞭で、それは隔年変化する。1972年と1974年が成

り年に該当し、その翌年がカメムシ類の多発をみたとい

う一致がある と述べている。このことからも、果樹カ２）

メムシ類の発生量を予測するには、スギやヒノキ球果の

着生量を抜きにしては考えられないと言える。このこと

から、ヒノキ球果の着生量という漠然としたものの代わ

りに林木育種場の採種量と発芽率を利用して、チャバネ

アオカメムシの発生量を検討してみた。

図３に示すとおり、採種量は裏年と表年が隔年で起き

ている。表年の中でも1995年と2001年は採種量が極めて

多くなった。その理由として、球果結実量は前年の７月

から８月にかけての花芽分化期の気象条件（特に日照時
４）間）とヒノキの隔年結実性との組合せに依存している

ことによると考えられる。また、発芽率の低下は有胚率

の低下、すなわち本種の吸汁加害によりヒノキ種子の胚

乳や胚が消失するためにおきる 。胚乳や胚が消失した８）

餌はカメムシには不良で、次世代のカメムシ発生量は少

なくなる。例えば、1996年のように越冬世代成虫の発生

が多い年は発芽率は低下し、翌年の越冬世代成虫数は極

端に少なくなる。

そこで、採種量とその翌年の越冬世代成虫数（５～７

月予察灯誘殺数）との関係を求めたところ、図６に示す

とおり関係式が得られた。なお、この関係式を求めるに

当たっては、発芽率の低い年の翌年の越冬世代成虫数は

極端に少ないので除外した。

以上のことから当該年の採種量から、翌年の５～７月

に誘殺されるチャバネアオカメムシ越冬世代成虫数の予

測が可能であると考えられた。本予測式は本県の採種園

における採種量と予察灯誘殺数にのみ対応していて、他

県ではそれぞれ係数は異なると言える。
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図６　ヒノキ採種量と５～７月予察灯誘殺数との関係

２ 果樹園への飛来時期予測

果樹園への飛来時期を予測する方法としては、福岡農

総試が開発した予測モデルがある。このモデルの原理は、

果樹カメムシはヒノキ球果を餌として吸汁するが、胚乳

や胚が吸汁で消失すると餌として不適になる。そうなる

とヒノキから離脱して、果樹園に飛来する。不適となる

目安が球果の平均口針鞘数が25本である としている。９）

そして、数々の調査結果から、７月下旬の口針鞘数から

果樹カメムシ類のヒノキ離脱時期（果樹園への飛来時

期）の大まかな予測を可能とし、予測式 Y=45.94-1.362

X-0.1335X (Xは７月下旬の１果当たり口針鞘数、Yは調2

査日から離脱までの日数）を作成した。

そこで、本予測式の本県での適合性を検討するため、

各地のヒノキ球果における口針鞘数を調査した。しかし、

７月下旬の調査データがないので、７月中旬と８月上旬

の中間の値を予測式に代入した結果、2002年は８月３日

頃と予測された。実際、８月の上旬のカキ園でカメムシ

類の被害がみられ始めた。そして、９月には被害果が最

も多く観察された。一方、2001年は越冬世代成虫の発生

量は少なく、予測式に代入できる値は得られなかった。

実際にもカキ園での被害はほとんど観察されず、ヒノキ

からの離脱は起きず、良好な状態のヒノキ球果を吸汁し

て本種幼虫が増殖し、翌年の多発に至ったと思われる。

以上のことから、果樹カメムシのヒノキ離脱時期予測

式は本県でも適合することが分かった。

ヒノキ採種量、発芽率などの調査データの提供謝辞：

やヒノキ球果に関することで多大な助言を賜った愛知県

林業センター（現 森林・林業技術センター）林木育種

場の各位に深謝の意を表する。
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