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沖縄県で取り組まれている3つの重要な病害虫防除事業
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The three important pest control projects of Okinawa Prefecture.
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1.はじめに

沖縄における農業生産に好ましくない影響を与え

る外国からやって来た生物について述べます。

沖縄には明治以降100種を越える昆虫が侵入し定

着したものと考えられます。今回はこれらの内、特

に農業上重要な3つを紹介します。外来昆虫は害虫

を防除するために導入した天敵やセイヨウミツバチ、

施設野菜の受粉を媒介するセイヨウマルハナバチな

どごく一部を除き、人間が意図しないで侵入したも

のがほとんどです。侵入の経路としては輸入物資に

付着したり、生きた植物と共に侵入する他、飛来や

空中プランクトンとなって風で運ばれてくる例もあ

ります。沖縄は台湾や東南アジアに近く、南から運

ばれたと思われる害虫が多いのが特長で、害虫の南

の玄関口とも言えます。しかし、外来の害虫が沖縄

で定着し主要な害虫(大害虫)となる可能性は必ず

しも高くありません。侵入直後に一次的に大発生し

たものの、 3-4年後には全く消え失せてしまう種

も多く、十数年前に津堅島のニンジンで大発生した

ネッタイキクキンウワバがその例です(写真1)0

〒901-0336　沖縄県那覇市真地123

写真1.突然、津堅島のニンジンで大発生したネッ

タイキクキンウワバの幼虫

沖縄に侵入し、農作物(樹)に大きな被害を与え

た代表的な害虫としてはミバエ類(ウリミバエ、ミ

カンコミバエ、ナスミバエ)イモゾウムシ、アリモ

ドキゾウムシ、アフリカマイマイ、マメハモグリハ

エ、ミカンキイロアザミウマ、カンキツグリーニン

グ病(媒介昆虫:ミカンキジラミ)、ランツボミタ

マハエ、デイゴヒメコバチ、タイワンシロガシラ
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(鳥害)があります。これらの害虫は多くの場合天

敵を伴わずに侵入することや、沖縄県が島峡から成

り立っていることなどから、しばしば大発生します。

その場合、新たに侵入した害虫が加害する作物は壊

滅的な被害を被ることがあります。マメハモグリハ

エやミカンキイロアザミウマ、ランツボミタマハエ

そして最近話題のデイゴヒメコバチがその例です。

今回、沖縄県病害虫防除技術センターで主要な事業

として取り組んでいるミバエ類、サツマイモのゾウ

ムシ類、カンキツグリーニング病について詳しく述

べます。

2.ミバエ類

ミバエ類は、日本に侵入・定着する恐れのある害

虫の中で、最も警戒しなければならない害虫です。

ウリミバエBactrocea cucurbitae (写真2)、ミカ

写真2　ウリミバエ成虫

ンコミバエ種群B. dorsalis species complex、ナ

スミバエB. latifrons、チチュウカイミバエ

Ceratitis capitataは、大害虫として知られていま

す。これら大害虫の移動を防ぐため、発生地からの

果実の輸出入は、植物防疫法などによって厳しく制

限・禁止されています。農業上重要な害を及ぼすミ

バエの定着が確認されるとミバエの分布しない地域

への果実の移動が国の法律により制限されるため、

発生した地域で栽培していた移出用の果実は大きな

打撃を受けることになります。そのため、防除は根

絶を目的にした場合が多くなります。根絶防除は通

常の害虫防除と異なり、不妊虫放飼法を用いる等、

より高度な防除技術ときめ細かな調査が求められま

す。また、ミバエ類の多くは果実の中に卵を産みつ

け、幼虫は果実内で育つため、被害が外見からはほ

とんど判りません。そのため、海外に旅行した人が、

知らずに幼虫入りの果実を持ち込むことがたびたび

あります。実際、 2006年においては、旅行者が持ち

込んだ輸入禁止品の果実等から発見された害虫類34

8例中、ミバエ類がほとんどです。ミバエ類の多く

は熱帯原産ですが、温帯の果樹や果菜(ブドウ、ビ

ワ、カキ、モモ、ナス、ピーマン、トマト、キュウ

リ等)も好みます。さらに、飛粕力があるため、自

力で海外の発生地から飛んでくることもあります。

ミカンコミバエは以前、沖縄に生息していました。

主に果樹の害虫で熱帯果樹(グワバ等)の熟れた果

実が大好物です。ミカンコミバエを根絶するため、

「雄除去法」という方法が用いられました。これは、

雄を強力に誘引するメチルオイゲノール(Methyl

eugenol)という化学物質を殺虫剤に混ぜて雄成虫

を引き寄せ、殺す方法です。雄の数が減れば、雌は

雄と出会うチャンスが少なくなり、交尾が出来ず、

多くの雌が受精卵を産めなくなります。沖縄県では

1977年から約9年間、この方法によって防除を行い、

1986年に県全域のミカンコミバエを根絶しました。

ウリミバエは未熟なウリの果実が好物です。特に

ゴーヤーを好みます。寄生された果実は、熱してい

ないのにオレンジ色に変色し、腐ってしまいます。

ウリミバエが蔓延していた時はその被害で、収穫が

まったく無くなることもありました。ウリミバエに

対しては「不妊虫放飼法」という方法が用いられま

した。これは、飼育したウリミバエに放射線をあて

て不妊化(授精能力をなくす)したオス成虫(不妊

雄)をたくさん作り、それらを野外に放して野性の

メス成虫と交尾させるという方法です。不妊雄と交

尾した雌が卵を産んでも、ほとんどはふ化しません。

そのため、幼虫の数が少なくなります。これを繰り

返すことで、虫の数がどんどん減っていき根絶され

ます。不妊虫放飼法には多くの年月と人手、費用、

新たな研究開発が必要で、沖縄県からウリミバエを

根絶するのに、 20年以上の歳月が必要でした。

現在、ミカンコミバエとウリミバエは沖縄県には

分布しません。しかし、再侵入警戒のために設置し

たトラップには、ウリミバエは数年おき、ミカンコ

ミバエは毎年のように捕獲されています。そのため

侵入警戒調査や知らない内に侵入する虫に対する事

前防除、発生した場合を想定した防除体制の維持を

沖縄県病害虫防除技術センターを中心に行っており

ます。
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第3番目のミバエとして与那国島に生息するナス

ミバエも不妊虫放飼法による根絶事業が行われ、現

在、ほとんど被害が見られない程に被害は減少し、

根絶も間近だと考えられます。

3.甘藷のゾウムシ類

アリモドキゾウムシCylas formicarius (写真3)

とイモゾウムシEuscepes postfasciatus (写真4)

は、世界のサツマイモの栽培地域で最も重要な害虫

です。飢健を救うための対策として優れたサツマイ

モが、食糧難に苦しむ発展途上国でなかなか普及し

ないのは、アリモドキゾウムシとイモゾウゾウムシ

の被害によるところが大きいと思われます。どちら

のゾウムシも、成虫はサツマイモの葉、茎、芋(塊

樵)を食べます。雌成虫は、地際部に伸びる太い茎

や地下の芋の表皮に穴を開け、卵を産み込みます。

ふ化した幼虫は、芋や茎の内部を喰い進みます。収

穫する前に地際部の茎を注意深く観察すれば被害を

発見できますが、畑の様子から被害を発見すること

は困難です。被害イモはとても苦くて臭くなり、食

べられなくなります(写真5)0

写真3.アリモドキゾウムシ成虫

写真4.イモゾウムシ成虫

写真5.アリモドキゾウムシ被害芋

アリモドキゾウムシは、熱帯、亜熱帯を中心に世

界中のサツマイモ栽培地域に広く分布します1903

年に沖縄県で発生が確認され、当時すでにかなりの

被害がありました。沖縄県への侵入後、より北の地

域への侵入を繰り返しています1915年には奄美大

島(鹿児島県)で侵入・定着しました1965年には

薩南半島へ、 1997年には高知県、 2006年に指宿市

(鹿児島県)にも侵入しましたが、懸命な防除によ

り根絶しました。現在(2008年)では種子島以南～

沖縄県、小笠原諸島(東京都)で発生が確認されて

います。沖縄県の久米島と津堅島ではアリモドキゾ

ウムシの根絶事業が行なわれ、 2009年9月現在、久

米島ではほぼ根絶に近い状態、津堅島でも発生はご

く僅かとなっています。

一方、イモゾウムシは、西インド諸島を原産とし、

中南米や太平洋の島々、日本の南西諸島と小笠原諸

島に分布します。日本では1947年にうるま市(沖縄

輿)のサツマイモで発見されました。イモゾウムシ

は、太平洋戦争終了に伴い太平洋の島々に移民や仕

事で移住した人々が沖縄に引き揚げる際、食糧とし

て持ち込んだサツマイモに紛れていたと考えられて

います。イモゾウムシに関しても根絶への取り組み

がなされていますが、不妊虫放飼に先だって行われ

る、密度抑圧防除のための強力な誘引剤等がまだ見

つかっていないなど、技術的に多くの課題を抱えて

おり、まだ時間がかかりそうです。

なお、両ゾウムシは、サツマイモ以外にも、ノア

サガオ、グンバイヒルガオ、ハマヒルガオ等の野生

植物も利用します。これらのゾウムシに対する対策

として、発生源となる収穫後のクズ芋などを放置し

ない、連作を避ける、殺虫剤を散布するなどがあり

ます。
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4.カンキツグリー二ング病と媒介昆虫ミ

カンキジラミ

ミカンキジラミDiaphorina citri Kuwayama

(写真6)の寄主植物は、ミカン類(カンキツ類)です。

写真6.ミカンキジラミ成虫

ストローのような口を葉脈などに差し込み、汁を吸

います。ミカンキジラミそのものによる被害はほと

んどありませんが、カンキツグリーニング病(以下、

グリーニング病)という病気を媒介することが問題

となっています(写真7)。グリーニング病は、細菌

写真7.カンキツグリー二ング病に感染し枯死した木

の一種Candidatus Liberibacter asiaticusによっ

て引き起こされます。いったん発病すると、葉は黄

化・落葉(写真7)し、やがて、早い場合は2-3

年で完全に枯れてしまいます。また、果実が緑のま

まで色が悪くなったり、形も不揃いとなり、味も悪

くなります。グリーニング病は1988年に沖縄県の西

表島で最初に発見され、 2001年には沖縄県のカンキ

ツの産地である大宜味村や国頭村(沖縄本島北部)

でも発見されました　2002年には鹿児島県の与論島、

2003年には喜界島でも発生しました。

沖縄県でグリーニング病の被害を最も受けやすい

のはシークヮ-サーと呼ばれる、在来のカンキツで

す。シークヮ-サーにはノビレチンという抗ガン作

用のある物質を含むことから健康食品としても注目

され、近年、特に生産が盛んになっています。もと

もと、庭先や小さな果樹園などで栽培されることが

ほとんどで、殺虫斉田まあまり撒かれてこなかったこ

ともあり、ミカンキジラミがたくさん発生し、病気

が蔓延しました。これまで、果樹園のカンキツが全

滅したり、病気にかかった木が5割近くになる集落

もありました。沖縄県ではシークヮ-サーの産地で

ある大宜味村を特に重点的とし、全県下でグリーニ

ング病の防除に努め、一時期の大発生を何とか食い

止めています。近い将来、日本から根絶は出来ない

ものかと調査、研究を進めているところです。また、

ミカンキジラミはカンキツ類以外にゲッキツ(ミカ

ン科)という植物も好みます。ゲッキツは民家の生

け垣としてよく植えられています。頻繁に勇定され

るので、新芽を1年申出しています。ミカンキジラ

ミは新芽に卵を産みますので、ゲッキツが植えられ

ていれば年中発生できます。 2月下旬にはミカン類

の新芽も一気に芽吹きます。そこへ、ゲッキツで育っ

た雌成虫がやってきて、一斉に卵を産みます。雌成

虫がやってきた木が病気にかかっていれば、そこで、

幼虫が病原菌を体に取り込むことになります。幼虫

はやがて成虫になり、新しい産卵場所を求めて飛び

立っていきます。この時期(3　　月頃)が、病気

の拡大にとって最も危険な時期です。

グリーニング病の治療・延命技術はまだ実用化さ

れていません。そのため、現時点では、病気の拡が

りを防ぐために、病気の木の早期発見や除去、ミカ

ンキジラミの防除が懸命に行なわれています。ミカ

ンキジラミや病気の木の定期的な調査によって、そ

れらが病原菌をたくさん持っている時期などが明ら

かになってきています。最も危険な時期に集中的に

殺虫剤を散布できれば、少ない薬剤で効率よい防除

ができるようになるでしょう。

外来害虫はしばしば大発生を起こし、大きな被害

を生じさせます。これに対し最も有効で安上がりな

防除対策は植物検疫による水際での侵入阻止です。

また、事前に侵入の可能性のある害虫を把握し、そ

の被害予測や防除対策等をあらかじめ知っておくこ
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とは重要です。さらに害虫の侵入をいち早く察知す

るための定期的な調査や重要な害虫の侵入・発生を

確認した場合の防除体制の整備も不可欠です。

今後、地球温暖化が急速に進むと考えられていま

す。そうなると日本へは、これまで以上に南からやっ

て来る害虫が定着することになるでしょう。それら

の侵入パターンや生態的特性は様々であるため、対

する防除も様々です。そのため、南に住む害虫の玄

関口である沖縄はその研究には打って付けの場所だ

と言えます。
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