
イチジクを加害するアザミウマ類の果頂部へのテープ貼付による防除
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摘要：イチジクを加害するアザミウマ類の発生消長と加害種を調査し、イチジク果頂部への不織

布サージカルテープ貼付によるアザミウマ類の侵入防止効果について検討した。

イチジクの果頂部へ不織布サージカルテープを貼付することにより、アザミウマ類の果実内へ

の侵入は効率的に防止でき、無処理区の被害果率61.0％に対してテープ貼付区では4.0％と低

くなり、被害度も無処理区の29.0に対して1.3と低く抑えることができた。また、殺虫剤散布よりも高

い侵入防止効果が得られた。
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Control of Thrips by Tape Affixation to Fig Fruit Apex.

ICHIKAWA Kohji and NAGANAWA Mitsunobu

Abstract：The seasonal occurrence and the species of thrips to injure the fig fruit were
investigated. And, the effect of control to fig fruit apex by the nonwovens surgical tape
affixation were examined.

Thrips were able to be prevented from invading to fig fruit apex efficiently by the
surgical tape affixation. The damage of fig fruit indicated 4.0% by the surgical tape
affixation, but 61.0% by the control one. The index of damage by the surgical tape
affixation was lower than the control one. The former was 1.3, the latter was 29.0.
Moreover, the surgical tape affixation to fig fruit apex indicated the high effect of control
to compare with the insecticide treatment.
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緒 言

2002年のイチジク栽培は、作付面積 240ha、出荷量50

60ｔ、粗生産額26億円で全国１位を占めており、愛知県

では主要な作物のひとつになっている。

果樹生産において近年、高齢化、消費減退等厳しい状

況により、栽培面積が軒並み減少する中、イチジクにつ

いては増加傾向で推移している。

そのイチジク栽培においてアザミウマ類の果実への被

害は大きな問題となっている。アザミウマ類は果実内を

加害するため、外観的にはなんら異常が認められないが、

果実を割ると幼果では内部が黄色，熟果では黄褐色～黒

褐色に変色（図１）し、アザミウマ類の成虫や幼虫が数

頭～十数頭認められる。また、成熟した果実では死虫が

多く、死体に灰白色のカビがみられ、果実の内部が腐敗

している。

イチジクの果実は着果後約15～20日で果頂部が開き始

め、その後２～３週間開いた状態が続く。この果頂部が

開く時期（横径約20～25mm）にアザミウマ類が侵入し、

果実内部を加害する。被害は下から１～６段あたりの果

実に多い。アザミウマ類は寄主範囲が広く、雑草などに

も多く寄生するため、ほ場周辺からの飛び込みも多く、

また、有効薬剤が少ないため難防除害虫となっている。

そこで薬剤散布以外の防除法として、果頂部が開く前

に果頂部へテープを貼付して、果実内へのアザミウマ類

の侵入を物理的に防止することにより、被害果の発生を

軽減することができたので報告する。

材料及び方法

１ アザミウマ類の発生消長

2001年～2003年の５月中旬～７月下旬に、長久手町と

常滑市のイチジクほ場内に青色粘着トラップ（ＩＴシー

ト：10×30cm）を高さ約 100cmに設置し、７日間隔で取

り替え、アザミウマ類の誘殺数を調査した。

２ 加害したアザミウマの種類

2002年８月に、イチジクの主要産地である大口町、東

海市、常滑市、安城市、碧南市、豊橋市、御津町の７か

所と長久手町の当場で、アザミウマ類による被害果を採

集した。その果実を割り、果実内のアザミウマを取り出

しプレパラートを作成して、実体顕微鏡下でアザミウマ

の種類を同定するとともに、果実内へ侵入していたアザ

ミウマ数を数えた。

３ 果頂部に貼付するテープの種類と防除効果

テープの種類による効果の違いをみるため、2001年６

月15日に、当場内のイチジクほ場で、テープ：Scotchク

リアテープ、セキスイセロテープ、ニチバンセロテープ、

ニチバン紙粘着テープ、ニチバンホワイトテープ（ガー

ゼや包帯を止めたり、シップ剤の固定などに使用する医

療補助用の不織布サージカルテープ）をイチジク果頂部

に貼付して付着状況を調査した。品種は「桝井ドーフィ

ン」、樹齢４年生の木を供試し、１区１樹１連制で実施

した。

テープの効果を確認するため、2003年６月22日に、当

場内のイチジクほ場で、１～６段目の果頂部が開く前に

果頂部へ不織布サージカルテープ（18×18mm）を貼付

（図２）して、アザミウマ類の侵入防止効果を検討した。

対照区として、アセタミプリド水溶剤2000倍を６月22日

と７月２日の２回、背負式動力噴霧機を用いて10ａ当た

り 300Ｌで散布した区と無処理区を設置した。品種は

「桝井ドーフィン」、樹齢６年生の木を供試し、１区１

樹３連制で実施した。７月23日に各処理区から任意に 1

00果を選びナイフで割り、果実内の被害を程度別に調査

して、被害度及び被害果率を算出した。また、６月から

７月にかけて果実の横径を測り、その時の果頂部の開閉

を調べ、果頂部が開いている果実の割合を算出した。

試験結果

１ アザミウマ類の発生消長

アザミウマ類の誘殺数は３か年ともに６月上旬から増
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図１ アザミウマによる被害

（左：正常果、右：被害果）

図２ 果頂部へのテープ貼付
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え始め、６月中旬にはピークに達した。その後は６月下

旬まで比較的多かったが、徐々に減少していった。なか

でも2002年の常滑市における調査では、ピーク時の１日

当たりの誘殺数は80頭に達した（図３）。

２ 加害したアザミウマの種類

県下のイチジク主要産地における果実へのアザミウマ

の加害種は、ヒラズハナアザミウマ、ハナアザミウマ、

ビワハナアザミウマ、キイロハナアザミウマ、ミカンキ

イロアザミウマ、ネギアザミウマの６種であった。なか

でもヒラズハナアザミウマが全体の37.6％、ハナアザミ

ウマが36.6％を占めて優占種となっており、次いでネギ

アザミウマが14.5％で多かった。イチジクほ場の周囲に

図３ イチジクほ場におけるアザミウマ類の発生消長
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表２ テープの種類と特徴

テープの種類 果口とテープテープの色 収穫時の付着２） 侵入防止効果３）

商品名 間の隙間１）

Scotch クリアテープ 透明 × ○ ×

セキスイ セロテープ 透明 × ○ ×

ニチバン セロテープ 透明 × ○ ×

ニチバン 紙粘着テープ 白 △ ○ △

ニチバン ホワイトテープ 白 ○ × ○

(不織布サージカルテープ)

１）○：でき難い、△：ややでき易い、×：でき易い

２）○：はがれる、×：付着している

３）○：高い、△：やや低い、×：低い

ﾋﾗｽﾞﾊﾅ ハナ ﾋﾞﾜﾊﾅ ｷｲﾛﾊﾅ ﾐｶﾝｷｲﾛ ネギ 合計
大口町 0.7 0 0 0.1 0 1.0 1.8 18
長久手町 3.0 0.5 0 0 0 0 3.5 10
東海市 0 3.3 0 0 0 0.7 4.0 10
常滑市 1.4 8.0 0 0.3 0.1 0 9.8 7
安城市北部 0.1 1.7 1.7 0 0 0.9 4.4 7
安城市中部 0 0 0 0 0 0.9 0.9 7
安城市南部 2.7 0 0 1.9 0 0.3 4.9 7
碧南市 0.6 1.9 0 0 0 0.7 3.2 23
豊橋市石巻１ 6.5 1.8 0 0 0 0 8.3 10
豊橋市石巻２ 3.4 0.6 0 0 0 0 4.0 10
御津町泙野 0.2 0.3 0 0 0 2.7 3.2 10     周囲：ﾊｳｽﾐｶﾝ
御津町上佐脇 0 0 0 0 1.5 0 1.5 10     周囲：ｲﾁｺﾞ
合計 18.6 18.1 1.7 2.3 1.6 7.2 49.5 129
優占率（％） 37.6 36.6 3.4 4.6 3.2 14.5 　 - 　 -
ﾋﾗｽﾞﾊﾅ：ﾋﾗｽﾞﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ、ﾊﾅ：ﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ、ﾋﾞﾜﾊﾅ：ﾋﾞﾜﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ、ｷｲﾛﾊﾅ：ｷｲﾛﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ、ﾐｶﾝｷｲﾛ：ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ、
ﾈｷﾞ：ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ、果実（下から１～６段）採取日：2002年８月１～５日、内部が黄変・褐変している果実を調査

表１　イチジク果実内のアザミウマ数

採集場所
　　　　　 　    　1　果　当　た　り　の　虫　数

調査果数 備考
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ミカンキイロアザミウマが多く寄生するイチゴが栽培さ

れている御津町上佐脇では、イチジク果実内からミカン

キイロアザミウマが多数採取され、また、周囲にネギア

ザミウマが多く寄生するハウスミカンが栽培されている

御津町泙野では、ネギアザミウマが多数採取された（表

１）。

３ 果頂部に貼付するテープの種類と防除効果

イチジク果頂部に貼付した５種類のテープの付着状況

を調査した結果、Scotchクリアテープ、セキスイセロテ

ープ、ニチバンセロテープ、ニチバン紙粘着テープの４

種類は、収穫時にははがれていたため、テープを取り除

かなくてもよく省力的であったが、果実とテープの間に

隙間ができたため、アザミウマ類の侵入防止効果は低か

った。それに比べ、ニチバンホワイトテープ（不織布サ

ージカルテープ）は収穫時まで付着していて、果実とテ

ープの間に隙間もでき難く、侵入防除効果の高いことが

判明した（表２）。

不織布サージカルテープ貼付によるアザミウマの侵入

防止効果を判定するため、慣行薬剤防除区及び無処理区

と比較した。その結果、テープを果頂部へ貼付すること

により、被害果の発生は少なくなり、無処理区の被害果

率61.0％に対してテープ貼付区では 4.0％と低くなり、

被害度も無処理区の29.0に対して 1.3と低く抑えること

ができた。また、テープ貼付区はアセタミプリド水溶剤

2000倍２回散布よりも、被害度、被害果率ともに低く、

高い侵入防止効果を示した（表３、図４）。

イチジク果実の横径に対する果頂部の開口は、横径18

mm以下ではみられなかったが、19mmになると開口果実率

は５％になり、20mmで８％、25mmでは約半数の55％とな

った（表４）。

考 察

果実へのアザミウマの加害種を調べた結果、県下で６

種類のアザミウマが確認され、発生の多かった種は地域

によっても異なったが、同じ地域でもほ場による違いが

顕著に認められた。このことは、イチジクを加害するア

ザミウマ類は、イチジクの葉上で寄生・増殖はせず、周

囲の雑草や作物に寄生・増殖した種がイチジクほ場に侵

入してくるため、加害種及び果実被害の多少は周囲の環

境に大きく左右される。そのため、イチジクほ場の周囲

の環境がアザミウマ類の生息に適しているがどうかを把

握し、できる限り生息に適する場所を減らしていくこと

が重要である。

アザミウマ類によるイチジク果実の被害は、アザミウ

マ類の発生のピーク（６月中旬～７月上旬）と果頂部の

開く時期の重なる１～６段あたりの果実に多い。不織布

図４ 不織布サージカルテープ貼付による被害果率
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表３ 不織布サージカルテープ貼付による防除効果

果実内被害程度 調査果 被害果率
供試資材及び薬剤 希釈倍数 被害度

０ １ ２ ３ 合計 （％）

不織布サージカルテープ貼付 － 96 4 0 0 100 1.3 4

アセタミプリド水溶剤散布 2000倍 83 12 3 2 100 8.0 17

無処理 － 39 37 22 2 100 29.0 61

被害程度別基準 0：被害なし、1：果肉の一部が黄変、2：果肉の一部が褐変、

3：果肉の中心部から周辺部にかけて褐変

∑（被害程度別果数×指数）
被害度 ＝ × １００

調査果数×３

アセタミプリド水溶剤散布日：６月22日、７月２日

表４ イチジク果実の横径に対する果頂部の開口果実率

果実横径（mm） 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

開口果実率（％） 0 0 0 5 8 13 14 19 42 55 75 82 88
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サージカルテープを果頂部が開く前に果実に貼付するこ

とにより、アザミウマ類の果実内への侵入を防止し、効

率的に被害を抑制することができる。

テープ貼付の時期は、果頂部が開く直前が理想である

が、果頂部が開き始める時期をとらえるのは難しい。そ

こで、果実横径が20mmになった時がテープ貼付の適当な

時期と考えられる。果頂部が開いてからの貼付では防除

効果は期待できないので、貼り遅れは許されない。また、

テープに皺や果頂部との間に隙間ができないように丁寧

に貼付する必要がある。

不織布サージカルテープの費用は、縦横18mm幅の使用

で、10ａ当たりの結果枝を2000本とし、１～６段までの

果実に貼付して、6000円／10ａである（表５）。なお、

不織布サージカルテープは収穫時まで果実に付着してい

るため、テープの付着部分の色付きが悪くなる。そのた

め収穫10～14日前にテープを取り除き果実全体の色付き

をよくする必要がある。

知多農業改良普及課によるテープ貼付作業時間調査１）

では、１～６段までの果実への貼付にかかる時間は50時

間／10ａと算出している。また、テープを取り除く時間

は、貼付の１／３程度と見なせば、17時間／10ａであり、

貼付と取り除き合計で67時間／10ａを要する。貼付にあ

たってはテープカッター（図５）を購入して組合わせて

使用すれば、安価で、切り取りも容易で、効率的に貼付

できる。

殺虫剤に強いミカンキイロアザミウマや近年各作物で

殺虫剤の効果が低下２，３）しているネギアザミウマ、ヒラ

ズハナアザミウマもイチジクの果実に侵入して被害を与

えている。薬剤散布による防除ではアザミウマの種類に

よっては、防除効果に差が生じる場合があるが、テープ

貼付はアザミウマの種類に関係なく防除ができ、殺虫剤

の散布回数も著しく低減させることができる。
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図５ 不織布サージカルテープとテープカッター

表５ 不織布サージカルテープの費用

テープの形状 幅18mm×長さ９ｍ

テープの価格 250円

テープ１巻で使用できる果実数 使用長18mmで500果

10ａ当たりの果実数（１～６段） 結果枝2000本/10ａ×６段＝12000果

10ａ当たりのテープ費用 24巻/10ａ×250円＝6000円


