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沖縄における果樹害虫の種類

第２報バナナ，パパイヤ，バンジロウ，マンゴウの害虫鱗

東清二

（琉球農業試験場）

SeiziAzuma：TheFurifsPestsinOkinawa

(2)InsectPestsofBanana，Papaya，GuavaandMango．

はじめに

（１）
前報のミカン類害虫についで今回はバナナ，パパイ

ヤ，バンジロウ，マンゴウの害虫について目録を作成し

た．本報も前と同じく計画的な調査結果に基づくもので

はなく，別の昆虫調査のついでに観察した記録や，採集

した標本にもとづいて作成したものであり，そのためい

くらかの欠点もあるかと思われる．それについては今後

の調査で補っていくつもりである．なお本目録に利用し

た標本はすべて琉球農業試験場病理昆虫研究室において

保管してある．

ｌバナナの害虫

１．Ｇが〃"ｓｔａｊｚ(ﾉα"e岬加ａＯｈｍａｃｈｉタイワンエンマ

コオロギ

各地にふつうに産する種類で吸芽など若い樹の新芽を

加害する．

2．ＯｊＵｙａＭｏｒ〃6γjci"ｓハネナガイナゴ

石垣島では６月から９月にかけて個体数も多く，時折

若い樹の新芽に集まって加害する．そのため被害葉の中

に包まれた新芽が奇形となることがある．

3．Locosja椰欧α/orjaLinneトノサマパツタ

乾燥時に発生し，前種と同様の加害をなすが，被害は

多くない．

4．ＧＢＳＣ?Ｍα”zc"αα/αγe"OCCγαNavasオキナワイ

ナゴモドキ

前種と同様の加害をなす．個体数，被害ともに多くな

い．

５．Ｂﾉα〃ｅｒｊａノ伽γjco"jsWalkerヒメチヤパ泉ゴキ

ブリ

ふつうに産する種類であるが南大東島（1968年８月１６

日）ではその個体数も多く，新芽および花部を加害中の

６のをたまたま観察した．

9．Ｈｂﾉﾉo/"γjPsハａｅｍ０ｒ"ojclZzJisBockeクロトンア

ザミウマ

４～５月および10月頃に発生多く，新芽の部分を加害

する．

７．Ｆrαﾉｚｈ""Ｍﾉαノノo"saTrybomヒラズハナアザミ

ウマ

花部を加害し，子房の初期肥大が抑制されることがあ

る．特に果軸が充分伸び花苞が垂下して雨水がその部分

にたまらなくなった頃いわゆる開花後期には多数寄生し

加害する．

８．１Vbごαγα〃ノアid"γαLinneミナミアオカメムシ

各種植物の害虫としてふつうにみられる種類であるが

バナナの加害はまれのようである．1965年６月石垣島平

得において花部を加害中の本種を観察した．

９．ＰＣ"/α/o"jα〃jgro"Ｇ７"osaCoquillettパナナノア

プラムシ

ゲヅトウ，サトイモ，ミョウガをも加害することが知

られているがバナナでは新芽の部分に生息し加害する．

しかし直接の被害以上にパンチトヅプ病の媒介虫として

重要視されているものである．

10．ＡＰ/zjsgDsSyPノノGroverワタアプラムシ

11.Ｍ'z"sPersjccZeSulzerモモアカアプラムシ

両種とも加害は前種と似るが，バナナでの個体数は少

ない．

12．Ｄｙs）"icocc"ｓ６γeUjPesCockerellパインコナカイ

ガラムシ

本種はパインアップルの重要害虫として知られている

がバナナでは果軸または果指に寄生し加害する．

13．Ｐ/α）zococc"ｓﾉﾉﾉαc"j"sCockerellタイワンコナカ

イガラムシ

各種の果樹を加害するが伊豆味（1966年10月１３日）で
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ので被害はあまりないようである．

23．DczczcsdoγsαﾉﾉsHendelミカンコミバエ

成熟バナナを加害するので前種と同様果樹園における

加害はあまりない．

Ｉパパイヤの害虫

１．Ｃﾉﾉﾉｏｒﾉﾉczsp.（/ｌａｚﾉesMzsFabricius?）ミドリヒメ

ヨコパイの一種

各地のパパイヤにふつうにみられる種類で被害も多い

が，本属の分類がむずかしく種名がはっきりしない．

2．Ｐαγαsajsseﾉﾉα〃ｊｇγczNitnerクロカタカイガラム

シ

葉柄，葉みや<の部分に寄生し加害する．

３．ｓα/SSC"αハ2〃slhaeγic"〃Targioniハンエンカ

タカイガラムシ

加害は前種と似るが発生個体数多く，被害も多い．

4．ＭｉｙＺ"ｓ′ｅｒｓ/CzzeSulzerモモアカアプラムシ

5．ＡＰﾙﾉsgDsSyPjjG1overワタアプラムシ

6．ｓｃｈ彫cﾊﾉe"dZz/ｊｓｓｐ・アブラムシの一種

首里（1967年４月22日)，石垣（1967年６月１５日）で

採集したが種名は不明である．

それらアブラムシ類の直接の被害はめだたない，しか

しパパイヤのウイルス病の媒介虫として恐れられてい

る．

７．Ｐαγαﾉﾙﾉｊａｃ脚γ[ﾉα/αLeechオキナワアシプトクチ

パ

宮古島（1963年６月１３日）でｶﾛ害中の本種を確認し

た．

８．Ｐａｒαﾙﾉﾉαノo"/α"zzStollナタモンアシプトクチパ

首里（1966年８月２日）で成熟パパイヤを加害中の本

種を観察した．前種とともにいわゆる吸蛾類であり，パ

パイヤは果実として利用されることも多く，そのため充

分成熟した後収穫されるので吸蛾類の種類，加害も多い

ものと思われる．

10.Ａ)７０)"αﾉαxα"/ﾉﾉoPに"γαＡｒｒｏｗＩノュウキュウド

ウガネ

成熟した果実に集まって果肉の部分を食害する（伊豆

味，1966年８月１２日）．

１１．Ａ"o"2αﾉαα/６０PﾉﾉｏｓａｙｃＭｊγｏｊＳａｗａｄａオキナワ

アオドウガネ

前種と同様加害する（首里，1966年７月１９日）．

１２．Ｄａｃ"ｓ‘oﾉ'sα/lisHendelミカンコミペエ

成熟パパイヤで幼虫がよく採集出来ろ．石垣島の野生

バナナを加害中の本種を採集した．しかし加害はまれの

ようである．

14．PSC"dococc"ｓｓｐ．（αﾉo"α/"mLinne?）コナカイ

ガラムシの－種

本種も個体数は多くないがたまたま採集されろ．

15．ＰａｒａｓａｊｓｓｅｊｊｚＺ〃ｊｇγαNietnerクロカタカイガラ

ムシ

葉柄，中Itljの部分に寄生し，加害するがバナナでの寄

生は多くない．

16．ＳａｊｓｓｃｊｊａノノewjsPhzzc7jc"wTargoniハンエンカ

タカイガラムシ

加害は前種と同様であるが個体数は多い．

17．Szzjsscﾉﾉαｏ〃αcBernerオリープカタカイガラム

シ

名護（1963年３月３日)，伊豆味（1966年９月14日)，

呉我山（1966年９月８日），石垣大川(1967年６月１６日）

で若干標本を採集した．発生個体数は多くない．

18．Ｈｂ”beγ/csiαノα/α"jczeSignoretヤシシロカイガ

ラムシ

伊豆味1966年10月１３日），首里（1967年６月22日）で

採集した．果指，葉身を加害する．

19．PSC"`α"JacaSPjscocAF2γcﾉﾉﾉCooleyアオキシロ

カイガラムシ

今回南大東島においてバナナを加害することが確認さ

れた（1967年８月１５日），葉裏から加害し，加害部位を

日にすかしてみろと黄色斑としてみられ，被害葉はしだ

いに黄色化して枯死する．南大東島では多数発生してい

た．

20．ＰＣﾉy/"ｓｍｅ化rborgjBohemanハシヨウコクゾ

ウ

次種の加害部分で採集されるが被害は少ない．

２１．CoswoPoJ/ねSSOγｄｊ"ｓＧｅｒｍｅｒパシヨウジウムシ

琉球における記録は1926年首里で採集されたことに初

まり（湯浅，1939)，現在では各地にふつうである．年

４回の世代を繰返すもののようで年中各態のものが見ら

れ，台湾における調査によると（素木・楚南，1937)，

成虫の生存期間は極めて長く６か月に及ぶという．成

虫，幼虫ともに地際の茎中を縦横に穿って食害する．こ

のため倒伏し易く，台風時には被害が多くなる．また加

害の著しい時は枯死する．

２２．Ｅ"ｗａｃｊ７ａｓｓα/α〃"iaFabriciusキマエコノハ

久手堅（1966年７月27日）で夜間採集時果実で吸汁中

の本種を観察したがバナナの収穫が黄蝋前に行なわれる
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種ではその被害も大きい． 果実の部分に寄生する．そのため果実は肥大が遅くな

り，奇形化したり，またかびの発生で果実が汚れ，商品

価値が著しくそこなわれろ．葉，茎にも寄生する．

13．Cer0PJas/esPse坏吻cer腕γ"ｓＧｒｅｅｎツノロウカイ

ガラムシ

各地でふつうの種であるがバンジロウでの寄生個体数

は多くない．

14．Parczsajsscr/α〃ｊｇγαNietnerクロカタカイガラ

ムシ

各地にふつうで茎葉，果実を加害する．

15．Ｓａｊｓｓｅｔｊａノノe棚ｓｐ"αe'jczcmTargioniハンエンカ

タカイガラムシ

前種と同じような加害様相で'個体数も多い．

16．Ｈｂ池ルノルｓｊｃｚノα/α"jaeSignoretヤシマルカイガ

ラムシ

首里（1967年８月１３日)，南大東島（1967年８月１６日

で加害を確認した．個体数はあまり多くない．

17．Ｐ”ﾉα/o'ｊａｃｎﾌﾞ"eﾉﾉｉａｅＣｏｍｓｔｏｃｋツパキヒメカイ

ガラムシ

那覇（1967年７月１５日）で若干採集したのみ，加害は

少ないようである．

18.Ｃかysoj"PMZcs／/c"ｓＡｓｈｅｍｄアカホシマルカイ

ガラムシ

アダン，フクギではふつうにみられるがバンジロウで

は辺土名（1967年４月１日）において一度採集したのみ

である．

19．Abcl〃０，ﾉｊｙｅｓａｒａ７ｚａＦｉｓｃｅｅｒｖｏｎＲｏslerstamm

コカクモンハマキ

もっともふつうに産する種類でバンジロウの新芽の部

分を巻いて葉身を加害する．

20.ｓｶﾉﾉ0"0ｔαγ"o伽aMeyrickフシツノハマキ

前種と同様新芽を巻いて加害するが個体数，被害とも

に多く，重要害虫の一つである．

21．〃"zej･ａｃｑﾉｱmcNietnerコーヒゴマフポクトウ

ガ

首里（1967年８月20日）で２頭茎中に食入している幼

虫を得た．個体数の少ない種類である．

22．ＣＪα"jazﾉzWgZZZaSnelleneオオミノガ

葉を食害する．久手堅（1967年９月１５日）で１株から

17頭の幼虫を採集した．

23.αα"ｉａｓｐ、ミノガの一種

前種に比し小形のミノガで各種の;植物を加害するがバ

ンジロウをもっとも好むようである．1967年７月首里で

、バンジロウの害虫

１．ｆﾙﾉﾉ０t"ｒｊＰｓﾉhae）"o〃ﾉtoi`α/ｊｓＢｏｕｃｋｅクロトンア

ザミウマ

各地にふつうにみられ，バンジロウでは新芽の部分に

群生して加害する．

２．Ｆyα"肱"/cﾉﾉαノノo"SaTrybonヒラズハナアザミ

ウマ

各地にふつうにみられ，石垣島（1967年６月１５日)，

宮古島（1965年６月30日)，首里（1965年５月１０日，同

５月22日）では花部を加害中の本虫を多数採集した．

3．ハルzαγαzﾉjγjdzcﾉａＬｉｎｎｅミナミアオカメムシ

石垣島の野生種で早期加害中の本種を多数採集した

（1957年８月31日）．

４．Ｐﾉα"ｊｉａｓｊα〃Scottチヤペ示アオカメムシ

首里（1967年８月１日）で加害を確認したがバンジロ

ウの加害は少ないようである．

5．〃zoaolwslw6γqﾉﾋＭα'"ｓFabriciusイチモンジ

カメムシ

首里（1966年９月１２日），名護（6966年９月29日）で

バンジロウ果より加害中のものを採集した．

6．ＡＰﾊﾉsgDsSyPjjG1overワテアプラムシ

首里（1967年４月21日，６月７日，７月30日)，南大

東島（1967年８月１５日）で新芽の加害を確認採集した．

７．ＣγCe"j`ｅａｓｐ．（/bγ'"Csα"αMaki?）アブラムシ

の一種

首里（1967年６月９日）で７頭採集したが種名は不明

である．

8．TbjroPjcrαα"γαz/ｊｊＢｏｙｅｒコミカンアブラムシ

伊豆味（1966年９月１４日）で若干採集した．

9．AZyzzcsP2γsjcaeSulzerボモモアカアブラムシ

久手聖（1967年９月１０日），南大東島（1967年８月１６

日）でバンジロウの新芽から多数採集した．

10．Ice”α〃γc〃czsjMaskellイセリヤカイガラムシ

各地にふつうでバンジロウをも加害し，多数寄崖した

時は生育が著しく劣えることがよく観察される．

11．Ｐﾉα"ococc"ｓｃｊｔγｊＲｉｓｓｏミカンコナカイガラムシ

パンジロウでの寄生は少ない．大宜味（1965年６月２６

日）で若干採集したのみである．

12．Ｐ/a7oCocc"ｓﾉﾉﾉczcj""sCockerellタイワンコナカ

イガラムシ

各地にふつうにみられバンジロウの結実期から果梗と
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<ない．重要害虫の一つである．は株当たり500頭以上の幼虫が加害し，枯死したバンジ

ロウがみられた．

２４．０，ygjaposfjcaﾉﾉｸﾞ〃cαWalkerコシロモンドク

ガ

サルスベリを好むが時に庭園に植え付けられたバンジ

ロウで著しい害をうけることがある．

25．Ｂｉゆγocfjs／α伽α"αShirakiタイワンキドクガ

雑食性の害虫でバンジロウの若い葉を食害する．

２６．０ｶﾙﾉ"sαノノγ〃ｃａＣｒａｍｅｒクロモンシタパ

幼虫は褐色大型で葉を食害し中助のみを残す．成虫は

いわゆる吸蛾類で夜間果実から吸汁中のものが観察され

ろ．

27．Ｓｃ〃o〔たＳｃα,"，α"αGuenee采ジロフトクチパ

28.Ａ"o〃sかMcmGueneeミヤコオオアカキリパ

29.Ａ"ｏｗｚｓｓｐ、オキナワオオアカキリパ

30．ＣａJPC〃""/ｊｃｏｒ"jsGueneeミナミエゲリパ

31．Ｐ/"sio`o"ｊａｃＭ１ｏ"o'αKollerキン:モンエゲリパ

32.Ｅ>'ｊＭａＰＣｒｆｅ"`e"ｓWalker■ウスムラサキクチパ

33.町ｉｃｅｊａｉ"α"gzｲﾙﾉczGueneeゴマフウスムラサキ

クチパ

34．〃icMα〃biaButlerシロホシモクメクチパ

35．Ｐαγαﾉﾙﾉﾉαｃ”DczｵａＬｅｅｃｈオキナワアシプトクチ

ノペ

36.ＨｚｿtzﾙﾉｶﾞαﾉＤＵｊα"αStollナタモンアシプトクチパ

37．Ezu”αe"αｓｓα〃〃"jczFabriciusキマエコノハ

以上（36～38）はいわゆる吸蛾類として確認されたも

ので夜間成熟した果実に口器を深く挿入して果汁を吸収

するため果実は奇形化したり，腐敗をおこして落果す

る．また挿入痕はショウジョウバエやハナムグリなどの

＝次的加害のきっかけとなる．

38.Dofaetjα""jsiJansonリュウキュウオオハナムグ

リ

39．Ｐ/ｏｒａｅｒｊａＰ）ｙｃ７ｊＪａｎｓｏｎリュウキュウツヤハナム

ゲリ

40．OjEycetj"ｚａノ"c""`αFaldermanコアオハナムケ

リ

以上３種のハナムグリは成熟した果実を食害する．特

にミカンコミパエや吸蛾類の産卵痕，食痕から食害し初

めることが多く，果肉全体を食いつくすことはまれでな

い．

41．DaczuscZo'sα〃sHendelミカンコミパエ

８月頃果実が成熟するともっとも好む果実として被害

が大きい．成熟果のほとんどが害を受けることも珍らし

１Ｖマンゴウの害虫

１．Ｆγα"んJ伽eノルノノo"ﾊﾟaTrybonヒラズハナアザミウ

マ

花部に生息しｶﾛ害中のもの（名護，1967年４月１４日）

を多数採集した．被害花は色つやが悪くなり，早く落花

するようである．

２．０．０"to/cγwesん１Ｗ００sα"脚sShirakiタイワンシロ

アリ

3．COPMeγmes／Ｍ"Csα"Z4sShirakiイエシロアリ

マンゴウが大木になるとそれらの加害が多くなる．石

垣大川（1967年６月１７日）では被害の多いものがあっ

た．

4．Lygo‘ｓｓｐ・メクラカメムシのＩ穏

前種と同様花部に生息し加害する．

5．ノdjoceγ"ｓｓｐズキンヨコパイの一種

５月頃葉裏によく生,息加害するが，種名ははっきりし

ない．

６．Ｍﾉz"sPercicacSalzerモモアカアプラムシ

石垣大川（1965年６月１６日）で加害のため芽の伸長が

悪くなっているのを観察した．

７．Ｇノゼc"ｊ`ｅａｓｐ，アブラムシの一種

名護（1965年５月１０日）で採集した．

8．TbjmP/eγαｓｐ・アブラムシの一種

石垣嵩田（1967年６月１７日）で若干採集したが種名が

不明である．新芽を加害する．

９．Gcjs/jα‘ｉｓﾉﾉ"cﾉﾉSSi"αWalkerアオパハゴロモ

枝または葉の裏面に群生して加害する．

10.Ｍ"｡"ｓｃｚｓ""d"saKirkaldyオキナワハゴロぞ

前種と同じような加害をするが個体数は少ない．

11．Ice'yα〃/c"αsiMuskellイセリヤカイガラムシ

ふつうに産しマンゴウをも加害する．

12．ＣｅｍＰ〃ｓｊｅｓノ泌舵"sMaskellルビーロウムシ

名護（1966年９月29日）でマンゴウから若干採集し

た．

13．Cer妙化stesPje"doceγjﾉﾋﾞｧ"ｓＧｒｅｅｎツノロウカ

イガラムシ

屋我地（1967年４月16日）で標本を得たが寄生個体数

は少なかった．

14．ＨＣ"zj6eγJesjaノα'α"jaeSignoretヤシマルカイガ

ラムシ
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石垣（1963年６月１２日）で確認したがマンゴウでは少

ないようである．

15．Psezcdzz"/αcaSPjscoc/beγCﾉﾉjCooley

アオキシロカイガラムシ

以前にＣ"ｊｏ"α”ｉｓｗｉｙａ肋e"sjs，Ｐ/ze"ααzSPjS

cOcﾉzeγc〃としていたものであるが，高木（未発表）に

従い改めた．南大東島（1967年８月１６日）で多数採集し

た．加害も多い．

16.Ｌ幼Ｍ０ｓａＰ"ｅｓｓｐ、ナガカキカイガラムシの－種

枝，葉に寄生するが種名はまだ不明である．

17.ｃｍ"jczsp・ミノガの－種

６月から８月にかけて発生多く，葉を加害する．

18.Ｃﾉtα/j0jdcssp・ミノガの一種

樹皮に穴を開け加害する（名護1967年４月１４日）

１９．０”gmPostjcaWalkerコシロモンドク力

葉を加害中のものが時々観察されろ（首里，1967年３

月26日，５月１２日）．

20.Ｅ”７０cﾉﾉsmwzos”zaShiakiタイワンキドクガ

若い葉を加害し６月から８月に多い．

21．Ｐｍｃね"iαノ伽、Fabriciusハスモンヨトウ

５月頃発生多くマンゴウも時折加害する（今帰仁，１９

６７年５月１１日)．

22．EzCwcze"αｓｓａ化〃"jaFabriciusキマエコノハ

23．ＣａﾉPC”""ｔｊｃｏγ"ｉｓＧｕｅｎｅｅキンモンエグリパ

24．ＥｒｃＭａ血bjaButlerシロホシモクメクチパ

２５．０Pﾉzj"saZj幼czcaCramerクロモンシタパ

それらは吸蛾類で果実に口器を挿入して吸汁加害す

る．

26．Dz4c"ｓｄＯ'sαﾉﾉｌｓＨｅｎｄｅｌミカンコミパエ

成熟するとほとんどの果実が加害される．本虫に

Mangoflyの別名があるようにマンゴウを好む．

Ｖ要約

今回はバナナ，パパイヤ，バンジロウおよびマンゴウ

の害虫の種類についてここ数年来の調査記録および標本

にもとづき目録を作成した．

取り扱った種類はバナナの害虫23種，パパイヤ12種，

バンジロウ41種，マンゴウ26種である．なお加害様相お

よび発生時期の判明した種類については簡単に説明を付

した．
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