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This study aims to evaluate the control efficacy of greenhouse whitefly by co-application of entomopathogenic fungus

Lecanicillium muscarium hybrid strain 2aF43 and greenhouse whitefly parasitoid Encarsia formosa, and to reveal the

interaction between both natural enemies. Although, the emergence rate of adult greenhouse whitefly reached 93.2% in

control plot, co-application plot indicated significantly lower emergence rate (4.2%). Co-application plot showed higher

fungal infection compared with singularly L. muscarium inoculated plot. Parasitization rate in singularly E. formosa released

plot reached 81.7% and emergence rate of parasitoid was 72.1%, but lower parasitization and emergence rate of parasitoid

(13.2% and 2.0% respectively) were detected on co-application plot. Our results demonstrated that there were antagonistic

interactions between both natural enemies, but co-application will lead to additively enhanced control efficacy.
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緒 言

オンシツコナジラミ（Trialeurodes vaporariorum

（Westwood））は野菜・花き類を広範に加害する

世界的な重要害虫である（OSBORN and LANDA, 1992）。

日本国内では特に施設栽培果菜類の重要害虫とし

て知られている。オンシツコナジラミによる被害

は，直接の吸汁害に加え，オンシツコナジラミに

よって排泄された甘露を栄養源として発生するス

ス病による植物の生育阻害や，スス病による汚染

果の商品価値の低下があげられる。本種は多様な

合成化学殺虫剤に対し，高度に抵抗性を発達させ

ているため（WARDLOW et al., 1972; OSBORN and LANDA,

1992），これまでに天敵昆虫や昆虫寄生菌を用いた

生物学的防除など，殺虫剤に代わる新たな防除方

法確立に向けた研究が盛んに実施されてきた。

現在国内では，オンシツコナジラミの生物的防

除資材としてオンシツツヤコバチ（Encarsia formo-

sa (Gahan）)が施設栽培における野菜や花きのコナ

ジラミ類を対象に生物農薬として登録されている。

オンシツツヤコバチは北米原産のツヤコバチ科の

単寄生性内部寄生蜂であり，雌成虫はすべての齢

期のオンシツコナジラミ幼虫に寄生が可能である。

また，Lecanicillium 属菌は，アブラムシやコナジ

ラミ，アザミウマなどの農業害虫をはじめとする

様々な節足動物に対する昆虫寄生性糸状菌として

広く知られており，日本ではオランダの Koppert

Biological Systems 社よりコナジラミ類およびアザ

ミウマ類防除用に MycotalⓇが販売されている

（FARIA and WRAIGHT, 2007; GOETTEL et al., 2008）。こ

れまで著者らは，微生物防除資材としてより効果

的な系統を作出することを目的として，MycotalⓇ

およびモモアカアブラムシ（Myzus persicae (Sulz-

er)）より分離され，低湿度条件下でも葉面で高い

生存力を有する B-2 の 2 系統間でプロトプラスト

融合を行い，有用系統の選抜を実施した（相内ら,

2007; AIUCHI et al., 2008）。また，融合株 2aF43 はビ

ニールハウス内においてもオンシツコナジラミの

初期発生を抑制し，長期にわたり防除効果を発揮

する可能性を示した（相内ら, 2009）。

これまでより安定的・効率的な生物学的防除法

の確立を目指し，様々な天敵昆虫および昆虫寄生

菌の併用による害虫防除試験が実施されてきた

（RAMAKERS and SAMSON, 1984; BROZA et al., 2001; DR-

OMPH, 2001; MEYLING et al., 2006）。しかし，天敵生物

を併用した際に見られる最も一般的な捕食寄生者

－昆虫寄生菌間の関係は拮抗作用である。つまり，

昆虫寄生菌による感染など捕食寄生者への直接的

な感染や，昆虫寄生菌が宿主の体組織を生理学的，

栄養学的に変化させることで捕食寄生者の生息環

境を悪化させるなど，同一の宿主を巡る両天敵生

物間の拮抗作用が報告されている（BROOKS, 1993）。

一方，室内レベルでの両天敵生物を併用した研究

は，一般的に昆虫寄生菌にとって好適な環境下で

行われるため拮抗作用が起きやすいが，実際の圃

場環境は昆虫寄生菌にとって好適な環境条件とな
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るのは稀であるため，室内レベル程の強い拮抗作

用は起こらない可能性も指摘されている（ROY and

PELL, 2000）。

よって，天敵生物の併用により，より安定的な

防除効果，さらには相加・相乗的な効果が得られ

る可能性が期待される（BARVERSTOCK et al., 2010）。

ただし，天敵生物の併用において，予め両者の相

互作用を把握することは，その拮抗作用の程度を

理解し，併用技術の実用に向けた基本的な情報を

得る上で重要である。そこで本研究では，オンシ

ツツヤコバチと L. muscarium 融合株 2aF43 をオン

シツコナジラミの防除において併用することで得

られる防除効果を，室内実験にて評価することを

目的として実施した。

材料と方法

供試した L. muscarium は，MycotalⓇおよび B-2

の 2 系統間でのプロトプラスト融合により作出さ

れた融合株である 2aF43 を用いた（AIUCHI et al.,

2008）。本菌株をジャガイモブドウ糖寒天培地上で

10～14 日間，25 °C 暗条件下で培養した。分生子

懸濁液は菌の叢生した培地に 0.02% Tween 20 を加

用した滅菌水中で懸濁し，血球計算盤を用いて濃

度を1×105 分生子／mlに調整した。供試昆虫は，

ポット植えのインゲン（耐病モロッコ・矮性，タ

キイ種苗）を飼育ケージ内（1 m3）に設置し，そ

の中にオンシツコナジラミ成虫を放飼し，25 °C 設

定，蛍光灯下で 16 h 明期；8 h 暗期条件下のガラ

ス室内で管理した。また，これらオンシツコナジ

ラミ幼虫が付着した植物体を同様の飼育ケージに

入れ，そこへ Koppert Biological Systems 社のオン

シツツヤコバチ製剤であるエンストリップより羽

化したオンシツツヤコバチ成虫を放飼して累代飼

育し，本試験に供試した。

本試験では対照区，オンシツツヤコバチ放飼区，

融合株 2aF43 接種区，オンシツツヤコバチおよび

融合株 2aF43 併用区の 4 処理区を設定し，各処理

につき 3 反復で試験を実施した。オンシツツヤコ

バチはマミーが 30～40 個付着したインゲンの葉

をシャーレ（直径 90 mm）内に入れ，そこから 24

時間以内に羽化したオンシツツヤコバチ成虫を供

試した。まず，上述の飼育ケージ内に 3 葉まで展

開したポット植えのインゲンを用意し，その第 2

葉にクリップケージを装着した。その中へオンシ

ツコナジラミ成虫を 40 匹放飼し，72 時間自由に

産卵させた後にこれを除去した。引き続き，上述

のガラス室に設置した飼育ケージ内にて 15 日間

管理し，第 2 葉にオンシツコナジラミ 3 齢幼虫が

約 30 頭付着したポット植えのインゲンを得て，分

生子懸濁液を均等に付着するようにスプレー接種

した。対照区には，滅菌水に 0.02% Tween 20 を加

用したものを同様の方法で接種した。接種後，す

ぐに各ポットを処理区（1 処理区につき 3 ポット）

ごとに昆虫飼育用プラケース（高さ 32 cm，幅 43

cm，奥行き 26 cm）内に入れた。このケースを人

工気象器内（LPH350SP，日本医化器械製作所）に

設置し，25 °C，90%RH，16 h 明期；8 h 暗期条件

で 24 時間管理した。菌接種 24 時間後に，オンシ

ツツヤコバチ処理区および併用区に対して一株当

たり 3 頭のオンシツツヤコバチ雌成虫をプラケー

ス内に放飼し, その 72 時間後にこれらを除去し，

同様の条件下の人工気象器内で管理した。菌接種

から 15 日後，インゲンの第 2 葉を採取し，オンシ

ツコナジラミを実体顕微鏡下で観察することで以

下の 5 つの状態に分類した（Fig. 1）。①健全な

オンシツコナジラミ蛹に脱出口の確認できる個体

はオンシツコナジラミ成虫羽化個体，②脱出口の

見られない個体は自然死個体とした。③菌の叢生

が見られたオンシツコナジラミ幼虫は菌感染致死

個体とした。④オンシツツヤコバチの寄生による

マミー化が見られた個体はオンシツツヤコバチ寄

生による致死個体，⑤さらにマミー化が起こり脱

出口の確認できる個体はオンシツツヤコバチ成虫

羽化個体とした。以上の分類に基づき，葉面上の

オンシツコナジラミ全個体の状態を評価すること

で各処理による防除効果を比較した。本試験の

データ解析では一元配置の分散分析を行い，有意

差が検出された場合に Tukey HSD 法による多重比

較検定を行った。本試験における比率データは，

全て逆正弦変換後に分散分析を行った。

Fig. 1. Different stages of greenhouse whitefly larvae categorized in this study.

A: Shed shell (adult emerged), B: Lecanicillium muscarium infected larvae, C:

Encarsia formosa parasitized larvae (mummy), D: L. muscarium infected

mummy.

結 果

各処理におけるオンシツコナジラミ防除効果を

Table 1 に示す。オンシツコナジラミ成虫の羽化率

は，対照区が最高で 93.2%，最低は寄生蜂および

昆虫寄生菌併用処理区（併用区）で 4.2%であった。

A B

C D
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併用区に次いで寄生蜂単独処理区（18.3%），昆虫

寄生菌単独処理区（37.7%）の順で，対照区と比較

して有意に低いオンシツコナジラミ幼虫の羽化数

を示した（p < 0.01）。オンシツコナジミ幼虫の菌

感染率は，菌単独処理区と比較して，併用区にお

いて有意に高い致死率を示した（p < 0.05）。また

データは示していないが，菌感染による致死は

オンシツコナジラミの幼虫だけでなく，羽化後の

成虫においても確認された。併用区では寄生蜂単

独処理区と比較してマミー化個体が有意に少なく

（p < 0.01），マミー化後に菌感染を起こしている

個体が多く観察された。さらに併用区において，

寄生蜂単独処理区と比べ有意に低い成虫羽化率を

示した（p < 0.01）。

考 察

本試験では両天敵の併用が寄生蜂，または菌単

独での処理に比べオンシツコナジラミの防除効果

を高めたことから，L. muscarium 融合株 2aF43 と

オンシツツヤコバチの併用はより効果的なオンシ

ツコナジラミの防除を実現できる可能性が示唆さ

れた。この様な併用による防除効果の向上の要因

としては，天敵節足動物による宿主への昆虫寄生

菌分生子の媒介や，天敵昆虫によって誘発される

宿主の忌避行動に伴う昆虫寄生菌水平伝播の増大

などが知られている（BAVERSTOCK et al., 2010）。例

えば，テントウムシ科の Folsomia fimitaria（L．）

や Hypogastrura assimilis（Krausbauer），Proisotoma

minuta（Tullberg）が，土壌中に存在する昆虫寄生

菌（Beauveria bassiana や Beauveria brongniartii, Me-

tarhizium anisopliae）の分生子を体表に付着させる

ことで Tenebrio molitor（L．）に直接的に分生子の

伝播を促すことや，イラクサアブラムシの天敵昆

虫であるハナカメムシ科の Anthocoris nemorum

（L．）が，B．bassiana を土壌中からイラクサの葉

面上に伝播することなどが知られている（BROZA et

al., 2001; DROMPH, 2001; MEYLING et al, 2006）。通常，

オンシツツヤコバチは宿主の探索行動を行う際に

葉面上をランダムに徘徊し，触角を用いた物理的

接触によりオンシツコナジラミ幼虫の存在を察知

して，これに産卵行動を行う（van LENTEREN et al.,

1980）。こうしたオンシツツヤコバチの習性が，葉

面上での昆虫寄生菌の分散や宿主への伝播を促す

可能性は十分に考えられる。また本試験では，菌

単独処理区に比べ併用区においてより高い菌致死

率を示したことから，寄生蜂が葉面上に存在する

分生子を拾い上げ，菌感染から免れたオンシツコ

ナジラミ幼虫に対し宿主探索行動を介して分生子

を伝播した可能性が示された。このように，オン

シツツヤコバチによる探索行動はオンシツコナジ

ラミ幼虫の昆虫寄生菌への感染を促し，オンシツ

コナジラミ幼虫の防除効果を高めた要因であると

推察される。

一方，本試験では，併用区において著しいオン

シツツヤコバチ寄生率および羽化率の低下が見ら

れた。一般的に，捕食寄生者と昆虫寄生菌の併用

では，その昆虫寄生菌接種のタイミングが重要で

あるとされている。Aschersonia aleyrodis（Webber）

およびオンシツツヤコバチを併用した試験では，

オンシツツヤコバチがオンシツコナジラミ幼虫に

寄生後，寄生蜂の卵が孵化するまでの約 4 日間は，

宿主体内において昆虫寄生菌と寄生蜂間で競争が

起きると，抵抗力の弱い寄生蜂卵は菌感染死を起

こし易いことが知られている(FRANSEN and van LEN-

TEREN, 1993)。また，オンシツツヤコバチは産卵時

にオンシツコナジラミ幼虫に産卵管を挿入した際

に，その体内に昆虫寄生菌が存在すると産卵管を

通してその存在を察知し産卵の忌避行動をとるこ

とが報告されている（BROOKS, 1993)。よって，本

試験では，菌接種後に寄生蜂を放飼したため寄生

蜂の未成熟死や寄生蜂の産卵忌避行動をとらせる

結果となり，寄生蜂の寄生率や羽化率を下げる要

因となったもの推察される。

以上の結果から，室内レベルでのオンシツコナ

ジラミ防除試験において，L. muscarium 融合株

2aF43 およびオンシツツヤコバチの併用は両天敵

間で拮抗作用が見られるものの，それ以上に併用

による相加効果が生じるものと期待される。今後

は，L. muscarium 融合株 2aF43 とオンシツツヤコ

バチを併用する際，昆虫寄生菌と寄生蜂間の拮抗

作用をいかに低減するか，その菌散布タイミング

の検討を実施する必要がある。また，野外のハウ

ス内において，A. aleyrodis とオンシツツヤコバチ

を併用したオンシツコナジラミ防除試験では，併

用区において両天敵生物を単独で処理した場合と

比べ，相加的にオンシツコナジラミ防除効果を向

上させることが示されている（RAMAKERS and SAMS-

ON, 1984）ことからも，野外での試験においても

L. muscarium 融合株 2aF43 およびオンシツツヤコ

Control n = 104 93.2 ± 6.3 6.8 ± 6.3 a* 0 a 0 a 0 a

E. formosa n = 92 18.3 ± 12.3 0 b 0 a 81.7 ± 12.3 b 72.1 ± 19.2 b

L. muscarium n =98 37.7 ± 7.8 0.9 ± 1.6 a 61.4 ± 9.0 b 0 a 0 a

E. formosa + L. muscarium n = 95 4.2 ± 7.2 0 b 82.6 ± 9.1 c 13.2 ± 3.6 c 2.0 ± 3.6 c

* Same letter are not significantly different (ANOVA procedure; α = 0.05; Tukey HSD test)

Treatment No. of whiteflies

Emergence rate of adults

(%) (± SE)

Laval mortality

Table 1. Effect of treatment for third-instar Trialeurodes vaporariorum with whitefly parasitoid Encarsia formosa after inoculation of entomopathogenic

fungus Lecanicillium muscarium

Natural mortality

(%) (± SE)

Fungus-induced

mortality (%) (± SE)

Parasitization rate (no.

of mummy) (%) (± SE)

Emergence rate of adult

parasitoids (%) (± SE)
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バチの併用が有効に作用するか評価を行う必要が

ある。

摘 要

本研究は，昆虫寄生性アナモルフ菌類の Lecani-

cillium muscarium 融合株 2aF43 とオンシツコナジ

ラミの天敵寄生蜂であるオンシツツヤコバチ

（Encarsia formosa）の併用によるオンシツコナジ

ラミ防除効果を評価すると共に，両天敵生物の相

互関係を明らかにすることを目的として実施した。

その結果，対照区ではオンシツコナジラミ成虫の

羽化率が 93.2%に達したのに対し，併用区では

4.2%と有意に低い羽化率を示した。また，併用区

では，L. muscarium 単独処理区と比べ高い昆虫寄

生菌感染率を示した。一方，オンシツツヤコバチ

単独処理区では，寄生蜂寄生率が 81.7%，寄生蜂

羽化率が 72.1%と高い値を示したのに対し，併用

区では寄生率・寄生蜂羽化率共に有意に低い値を

示した（それぞれ 13.2%および 2.0%）。以上の結果

から，室内レベルでのオンシツコナジラミ防除試

験において，L. muscarium 融合株 2aF43 およびオ

ンシツツヤコバチの併用は両天敵間で拮抗作用が

見られるものの，それ以上に併用による相加効果

をもたらすことで，より高いオンシツコナジラミ

防除効果を示すことが明らかとなった。
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