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　全国の農業生産現場では、化学農薬の使用に立脚した病害虫防除か
らの脱却と消費者への安全・安心に応える新しい生産技術の導入が試
みられています。
　「天敵を活用したイチゴの上手な病害虫防除」では、栽培環境づく
りとともに、各種天敵資材などを用いたＩＰＭ（総合的病害虫管理）
による防除法を提案いたします。
　それは病害虫防除に天敵昆虫（以下、天敵）や防虫ネット等を活用
して、化学農薬の使用量を必要最低限にすることを目標とします。多
くの生産現場では、それぞれ地域ごとに異なる作型、ハウス形状、病
害虫発生パターンを有しており、これら全てに対応するマニュアルは
ありません。それぞれの生産現場に適合した技術を確立していくこと
が求められています。
　このマニュアルは最も基本的な技術を説明しています。これを活用
して地域に適合した現場での技術確立を図ってください。
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1 ＩＰＭの概念

　英語の Integrated Pest Management の頭文
字をとって「アイ・ピー・エム」といい、日本語で「総
合的病害虫管理」を意味します。
　ＩＰＭは、病害虫の発生状況に基づき、耕種的防除、
物理的防除、生物的防除、化学的防除を適切に組み
合わせることで、化学農薬を低減しつつ、病害虫の
発生を抑制する管理技術です。
　例えば、イチゴでは①耕種的防除として高設栽培

を導入（土壌病害対策）し、②物理的防除として
防虫ネットをハウス周りに張って害虫の侵入を防ぎ、
有色粘着板をハウス内に設置してハウス内の害虫密
度を下げ、③生物的防除として天敵を放飼し、④化
学的防除として天敵に影響の少ない薬剤で天敵を助
けつつ病害虫防除をする。これらを実施すれば立派
なＩＰＭと言えます。他にも手段はありますので、
いろいろ組み合わせてみましょう。

ＩＰＭとは

栽培方法や作付体系の工夫、抵抗性品種の導入等により、病害虫の発生を抑制する方
法です。
●輪作、混作、間作の実施
●抵抗性品種や台木の導入
●圃場内外の衛生管理の徹底
●土壌病害対策としての高設栽培
（写真：ハウス周辺雑草を除草することで害虫の発生源を絶つ）

耕種的防除とは

防虫ネット等の物理的な遮断や、色、光、熱等の利用による病害虫防除の方法です。
●防虫ネットの設置
●黄色・緑色蛍光灯の設置
●有色粘着板の設置
●光反射シート、ＵＶカットフィルムの設置
●太陽熱消毒、ハウス蒸し込みの実施
（写真：有色粘着板をハウス内に設置し、害虫を誘引して捕殺）

物理的防除とは

天敵や微生物等の生物を利用した病害虫防除の方法です。
●天敵の放飼
　（天敵製剤、土着天敵）
●微生物農薬の散布
　（殺菌剤、殺虫剤）
（左写真：ハダニ類を捕食するミヤコカブリダニ）
（右写真：アザミウマ類に感染したボーベリア菌）

生物的防除とは

従来通りの化学農薬による病害虫防除の方法ですが、ＩＰＭでは天敵への影響を考慮
した薬剤（選択性殺虫剤）の選択や散布タイミングの検討が重要となります。
●殺虫剤の散布
●殺菌剤の散布
●除草剤の散布
（写真：薬剤散布の様子）

化学的防除とは
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①安全・安心な農産物の生産ができる
　「食の安全・安心」に対する消費者の関心が
高まる中、化学農薬の使用を極力減らした農
産物が求められています。ＩＰＭの導入により、
化学農薬の使用を削減した農産物を消費者の
元に届けることができます。また、環境負荷の
軽減に配慮した持続的な農業の推進や、農薬
危害リスクを減らし生産者や授粉昆虫にとって
の安全確保のための手段としても非常に有効で
す。

安全・安心に対するＩＰＭの解決策
●消費者が求める安全・安心な農産物が提供できる
⃝環境汚染を軽減し、環境にやさしい生産ができる
●農薬被曝を減らし、生産者や授粉昆虫にとって安

全な栽培ができる

②省力・軽労化が図れる
　全国でＩＰＭに取り組んでいる生産者の方々
の声を集めると、その多くがＩＰＭ技術に対し、

「省力的」であるという見解を持っています。従
来の薬剤散布は労働時間もかかり肉体的にも
負担が大きい作業ですが、天敵の放飼作業は
10a 当たり 20 ～ 30 分程度で終了し、作業

も非常に軽労的です。天敵は定着するとともに
増殖し、この効果は持続するため、別の作業に
時間を振り分けることができます。

省力・軽労化に対するＩＰＭの解決策
●薬剤散布に比べて労働負荷が軽減できる
●作業が重なる時期に他の作業を優先できる
●栽培管理に手間をかけることができる

③薬剤抵抗性害虫への対策ができる
　施設野菜の栽培において問題となる、アザミ
ウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、アブラムシ
類等の微小害虫は、世代交代が早く、薬剤抵抗
性が発達しやすいという特徴があります。これ
からは化学農薬のみに頼った防除体系ではなく、
様々な防除対策を総合的に組み合わせることで、
薬剤偏重による抵抗性発達や、環境負荷を軽
減するとともに、より持続的な病害虫防除を行
う「総合的病害虫管理」が必要とされています。

薬剤抵抗性害虫に対するＩＰＭの解決策
●抵抗性害虫に対しても効果が期待できる
●薬剤抵抗性の発達を遅らせることができる
●切り札としての化学農薬を温存できる

①完璧ではない
　従来の化学農薬を主体とした病害虫防除の
考え方は、病害虫の発生をゼロにすることを目
標に組み立てられてきました。ＩＰＭでは、あ
る程度の病害虫発生を許容し、経済的被害が
出ない程度のレベルに抑制することを目指して
防除プログラムの組み立てを行います。

②即効性はない
　化学農薬の散布においては、その効果は散
布後すぐに現れ、その効果を実感することが
容易です。一方、ＩＰＭによる病害虫防除では、
その効果が現れるまでに時間のかかることや、
効果が確認しにくいことを理解して利用する必
要があります。

③用途毎に問題が生じる
　例えば防虫ネットを導入するとハウス内の気
温や湿度が上昇する、天敵を導入すると使用可
能な薬剤が制限される、ＵＶカットフィルムを導
入すると生育に影響する等、導入したＩＰＭ技
術や作物・作型の組み合わせによっては、従来
の栽培では無かった問題が発生する場合があ
るので、栽培前にしっかりとした検討が必要と
なります。
　しかし、これらを上回る利点があるため、
ＩＰＭの普及が進んでいます。

2 ＩＰＭの利点と注意点

ＩＰＭの利点

ＩＰＭの注意点
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「ＩＰＭの概念」で紹介したＩＰＭ技術は、作型、
季節、気候、病害虫発生消長、経営等の状況に

応じて、適切に組み合わせ、地域や農家毎に最
適な防除プログラムを構築することが重要です。

図　害虫防除を例としたＩＰＭ技術の組み立てイメージ

イチゴ栽培で最も重要な害虫はハダニ類であ
りその対策にかなりの労力を注いでいると言っ
ても過言ではありません。ハダニ類対策は本圃
だけの問題ではありません。親株から子株を育
苗する期間でもハダニ類は途切れることなく発
生します。近年分かってきたことは、本圃で殺
ダニ剤が効きにくくなる理由は、育苗期から薬
剤の暴露に耐えてきたハダニ類が苗に付いたま
ま本圃に持ち込まれて増えるためということです。
従ってこれからの栽培では、育苗期間から天敵
を中心としたＩＰＭ体系を実践し、本圃も含めて
ハダニ類への対策を行うことが重要となります。

育苗期間では、炭疽病や萎黄病の予防に天
敵に影響のある殺菌剤を使用することが多く、
天敵カブリダニ類を放飼しても途中で定着しな
い場合があります。現在は、これらの薬剤の使
用時期を予め決め、それ以外の期間にカブリダ

ニ類によるハダニ類防除を実施するような防除
プログラムを構築しています。また春季のアザ
ミウマ類の増加も問題になります。この時期ハ
ダニ類防除用のカブリダニ類が働いているので、
アザミウマ類防除のために天敵に影響のある薬
剤の利用を躊躇することが多々あったと思いま
す。近年、リモニカスカブリダニを年内から本
圃に放飼して越冬アザミウマ類を駆除しつつ春
季は外部から侵入してくるアザミウマ類の増加
を抑える技術が確立されてきました。

イチゴ栽培では授粉昆虫として従来ミツバチ
が利用されてきましたが、近年特に厳寒期でマ
ルハナバチを併用することでより授粉効率が向
上しています。育苗期から本圃栽培まで重要害
虫をカブリダニ類主体のＩＰＭ体系で取り組み、
授粉昆虫にもやさしい効果的かつ省力的なイチ
ゴ栽培を目指しましょう。

3 イチゴ栽培におけるＩＰＭ体系の組み立て

ＩＰＭ体系組み立ての基本

天敵を基幹としたイチゴＩＰＭ体系の組み立て

による生物的防除

分散

よる生物的防除
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作型と天敵の放飼タイミング

促成栽培におけるＩＰＭ体系
本圃における９月頃からの定植に際してはで

きるだけハダニ類がいない苗を利用しましょう。
炭酸ガス処理でもハダニ密度を抑えられますが
十分でない場合もあるかと思います。定植後は
ハダニ類の発生に気を使い10 月下旬～11月
下旬頃に天敵のミヤコカブリダニとチリカブリ
ダニを同時放飼します。天敵放飼前にいくらハ
ダニ類を抑えても必ず取りこぼしがあり、それ
らが 12 月以降の厳寒期にも生き残って２月頃
に増加します。チリカブリダニを放飼すること
でこの生き残りを極めて低密度に抑えることが
できます。ハダニ類対策としては、できれば１
月中旬～２月下旬に予防的にチリカブリダニの
追加放飼をすると良いでしょう。

また、近年春に増加するアザミウマ類に対し
てリモニカスカブリダニを11月頃から放飼して
おく技術が確立されました。秋からハウス内に
侵入して越冬するアザミウマ類を本種が抑える
ことにより、春の極端な増加が防げます。

栽培期間中に増加してくるアブラムシ類（特に
ワタアブラムシ）に対しては天敵に影響の少な
い殺虫剤やバンカー植物で増やした寄生蜂の
利用も有効です。病害の面では本圃では灰色か
び病、うどんこ病が重要な病害といえます。こ
れらの対策には天敵に影響の少ない殺菌剤を
利用しましょう。

夏秋栽培におけるＩＰＭ体系
4 月～ 5 月頃に本圃で栽培が開始される夏

秋栽培の作型では、ハダニ類よりもアザミウマ
類の方が重要な害虫と言えるでしょう。またコ
ナジラミ類の増加も気になるところです。少な
くともハウスの側窓や出入口等の開口部には防
虫ネットの展張、青色の粘着板の設置を勧めま
す。ただ防虫ネットでは目合いが小さいほど温
度上昇に繋がるので地域に合わせた目合いの
ものを使用してください。赤色防虫ネットでは
通常のものよりもアザミウマ類やコナジラミ類
の侵入が抑制されるのでそれらの利用を推奨し
ます。

育苗期（施設栽培）におけるＩＰＭ体系
親株から子株を採苗し、本圃に定植するまで

が育苗期間となります。施設での育苗の場合に
は、一定期間集中して炭疽病に効果のある薬剤
で防除すれば、それ以外の期間は天敵を利用
できます。炭疽病以外ではやはりハダニ類が重
要病害虫となるため、カブリダニ類によるハダ
ニ類防除を実施します。現在 2 つのパターンで
ＩＰＭ体系が確立されています。

★親株栽培開始からミヤコカブリダニ、チリカ
ブリダニを放飼してハダニ類防除を行い、ラ
ンナー切り離し時期から炭疽病防除を開始す
るもの。

★親株栽培開始後しばらく炭疽病防除を集中し
て行い、6 月下旬～7 月頃にハダニ類防除で
ミヤコカブリダニ、チリカブリダニを放飼する。

前者では本圃での収穫作業と重複する時期
（或いはその他の農作業時期）にカブリダニ類
がハダニ類を防除するので省力化できると評価
されています。後者は炭疽病防除が終わった後
でカブリダニ類を生かしたまま本圃に定植でき
るのでカブリダニ類の有効活用といえます。も
ちろん天敵に影響の少ない炭疽病防除薬剤を
利用すれば天敵を利用しながら炭疽病を抑える
ことができますのでこのような防除体系の改良
は現在検討されているところです。

前述しましたが、育苗期に殺ダニ剤の利用が
少ないと本圃でのハダニ類に対する薬剤の効
果が高くなるということが分かってきています。
今後は育苗期から本圃まで通期で天敵利用す
ることがイチゴでの新たなＩＰＭ体系といえる
のではないでしょうか。
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主な天敵の特徴と上手な使い方

ミヤコカブリダニ（Neoseiulus californicus）
雌成虫の体長は約 0.3mm 内外で光沢があり卵形をしていますが、やや赤みを帯びて見

えることが多いです。本種も捕食対象として主にハダニ類を捕食しますが、チリカブリダニ
と異なり雑食性で花粉やホコリダニ類を餌にして増殖、定着することができます。従って餌
となるハダニ類が少ない時期から放飼しておくことが可能で、その後のハダニ類の密度低下
や低密度維持が期待できます。卵は白色直径約 0.15mmで、葉裏の毛茸の先端に産卵さ
れます。温度 30℃で卵から成虫までに約 5 日間を要します。餌となるハダニ類の密度が低

い場合は圃場で見つけにくいですが、代替餌を食べて生き残れる「待ち伏せ型」ですので、長期のハダニ類抑制が可能
です。

チリカブリダニ（Phytoseiulus persimilis）
雌成虫の体長は約 0.45mm、雄成虫は約 0.35mmで光沢があり、体色が赤橙色からオ

レンジ色に見えることが多いです。歩くのが早く葉裏を中心として活動しています。捕食対
象としてナミハダニやカンザワハダニ等のテトラニカス属の植物寄生性のダニしか捕食でき
ませんので、餌を探索するために活動範囲が広く、圃場内を歩き回っています。ハダニ類が
発生している葉裏で比較的高頻度で見つけることができます。

＜ミヤコカブリダニ・チリカブリダニの同時放飼＞
ミヤコカブリダニは、高い飢餓耐性を生かしそれぞれの陣地内に入ってくるハダニ類を待ち伏せし捕食するため、ディ

フェンス（守備）の役割と言えます。一方、チリカブリダニは、高い機動性を生かしハダニ類を探索し捕食するため、オフェ
ンス（攻撃）の役割と言えます。特徴の異なる２種類のカブリダニを同時に放飼することで走攻守揃った防除体系となり、
安定的にハダニ類の発生を抑制することができます。

コレマンアブラバチ（Aphidius colemani）
体長は1.7 ～ 2.2mm、体色は黒色で、活発に飛翔して働くのが特徴です。本種はワタア

ブラムシとモモアカアブラムシに特異的に寄生する寄生蜂として、マミー（寄生蛹）の形態
で市販されています。アブラムシ類が発生する時期になるべく早めに 10a 当り 500 頭を
７～10 日で数回放飼することでアブラムシ類を低密度に抑制します。放飼された雌は、１
頭当り 300 卵（20℃時）～ 400 卵（25℃時）をアブラムシ類に産み付けて寄生させます。
活動可能温度は、５～ 30℃で最適温度は15 ～ 25℃です。大麦等をバンカー植物として

育ててムギクビレアブラムシの増殖を促し、そこで本種の増殖を促すことのできる「アフィバンク」と併用することも上
手な使い方のひとつです。 

リモニカスカブリダニ（Amblydromalus limonicus）
雌成虫の体長は約 0.2 ～ 0.24mmであり，ミヤコカブリダニと形態的に類似します。体

色は乳白色で餌動物の摂食により体色が変化することもあります。捕食範囲はコナジラミ類
に対する捕食ステージとして、卵、1 齢、2 齢、さらに 3 齢、4 齢幼虫を捕食します。また
アザミウマ類に対しても、リモニカスカブリダニは1 齢～ 2 齢後半の幼虫を捕食します。ミ
ヤコカブリダニと同様に雑食性で、花粉やホコリダニ類を餌にして増殖、定着することがで
きるため、主要害虫が少ない時期から放飼することで害虫の密度低下や低密度維持が可能

です。イチゴでは秋放飼でしばらくは葉裏で見られることもありますが、主として春に花のがくの裏等を観察すると定
着が確認できます。卵は白色直径約 0.15mmで、葉裏の毛茸の先端に産卵されます。温度 26℃、湿度 70% 条件で
卵から成虫までに約 6 日間を要します。

イチゴ本圃でヒラズアザミウマ等のアザミウマ類は秋に侵入し12 月～１月に越冬した後２月頃から徐々に増え始め、
３月頃から顕著に被害が見られるのが通常のパターンです。リモニカスカブリダニをミヤコカブリダニやチリカブリダニ
放飼と同時期に放飼することで、秋に侵入したアザミウマ類の越冬密度を減らし、さらに春の急激な増殖を抑える働き
があります。10 月にミヤコカブリダニ等と同時に放飼する場合はリモニカスカブリダニを 25,000 頭 /10a、11月中
旬以降に放飼する場合には事前にベネビア OD を散布してアザミウマ密度を下げてから放飼すると良いでしょう。
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ランナー最盛期
（天敵追加）

定植前

苗養生期

採苗期

ランナー発生期
（天敵放飼）

スパイカルプラス（100パック／親株500株＊）または
スパイカルEX（250ml×１本／親株500株＊）に加え、
スパイデックス（100ml×１～３本／親株500株＊）を同時放飼

効果の高い薬剤でハダニ類と炭疽病を徹底防除

天敵への影響日数が短い殺ダニ剤（表１）でハダニ類防除

ハダニ類発生時は選択性殺ダニ剤（表２）を散布し、
スパイデックス（100ml×１～３本／親株500株＊）を追加放飼

親株生育期４月

５月

６月

７月

８月

９月

①天敵に影響がある化学農薬（トクチオン乳剤、アントラコール顆粒水和
剤、ジマンダイセン水和剤等）を使用し、ハダニ類と炭疽病を重点防除
②継続して天敵を利用する場合は、天敵に影響が少ない農薬でハダニ類防
除と炭疽病防除（表３）を行う

天敵放飼前に
徹底防除します

天敵放飼後１週間程度は
薬剤散布を控えます

ハダニ類がついていない
健全な苗を確保します

ランナー切り離し後は、
慣行化学農薬防除への
切り替えも可能です

天敵への影響がある薬剤も
使用できます

（影響日数に注意）

本圃へのハダニ類の侵入の多くは、育苗圃でハダニ類が寄生した苗の本圃への持ち込みが原因です。しかし、近年の
殺ダニ剤の感受性低下により、育苗圃でのハダニ類防除が困難になっています。本圃で天敵を上手に利用する人が増え、
効果的な防除方法を模索する中で、育苗圃からの天敵利用が注目され始めました。特に採苗前の親株の期間は天敵に
よる安定した防除効果が認められ、施設栽培の育苗圃が多い東日本を中心に天敵利用が広がっています。

〈
利
点
〉

○株数が少なく葉の枚数が少ないため、天敵が行き渡りやすい
○気温が高い時期のため、天敵の増殖が早くなり、防除効果の発現が早い
○本圃の収穫が忙しく親株に手が回らない時期であるが、天敵を放飼しておくことでハダニ類の増加を防ぐこと

ができる
○本圃で使用する殺ダニ剤を温存できるため、感受性低下の回避につながる

〈
欠
点
〉

×炭疽病や萎黄病の殺菌剤の一部が天敵に影響あるため、使用が制限される
×天敵の活躍期間が短く、コストが高く感じられる

＊苗床で使用する場合には、本圃面積相当の使用量を放飼してください。今回は10a 分の苗を確保する親株を 500 株として算出しています。

育苗圃（施設栽培）における天敵利用と防除スケジュール

育苗圃ではミヤコカブリダニのパック製剤（約 5000 頭（50 頭×100 パック）/ 親株 500 株）の利用が可能です。
餌ダニ入りのパックから徐々にカブリダニが放出されるため、代替餌となる花が咲いていない育苗圃でも天敵を定着さ
せることができます。直射日光を避けて、イチゴの葉に引っ掛けて設置してください。ミヤコカブリダニのボトル製剤（約
5000 頭×1 本 / 親株 500 株）、チリカブリダニのボトル製剤（約 2000 ～ 6000 頭 / 親株 500 株）の利用も可
能です。ボトル製剤は容器内に偏在しているため、放飼直前にゆっくり10 ～ 20 回転させて、天敵が均一になるように
してから放飼します。なるべく多くの株に振りかけてください。放飼後は、フタとボトルを株元に横向きに設置してくだ
さい。容器内に残ったカブリダニが歩いて外に出て行きます。

育苗圃における天敵の放飼方法と利用する製剤

表１　天敵放飼前に使える主な殺ダニ剤
製剤名 カブリダニ影響日数 授粉昆虫影響日数

気門封鎖剤（ムシラップ等）  約 1日  約 1日
ボタニガード ES  約 1日  約 1日
コロマイト水和剤  約 7日  約 1日
アファーム乳剤  約 7日  約 2日
コテツフロアブル 約14日 約 10日
� （平成 30年 9月現在）

表２　天敵放飼後に使える主な殺ダニ剤
製剤名 カブリダニ影響日数 授粉昆虫影響日数

スターマイトフロアブル 0日　 約 1日
ダニサラバフロアブル 0日　 約 1日
マイトコーネフロアブル 0日　 約 1日
カネマイトフロアブル 0日※ 約 1～2日
ダニコングフロアブル 0日　 —
※リモニカスカブリダニに対しては約 7日� （平成 30年 9月現在）
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➢ 天敵導入前にハダニを徹底防除：殺ダニ剤の効果低下により、ハダニ類発生後の対応が困難になっています。天敵へ
の影響日数が短い殺ダニ剤（表１）で徹底防除し、ハダニ類発生源を極力減らしましょう。

➢ 開花したら放飼適期：気温の高い時期に天敵を導入し、圃場で早く天敵を増やしましょう。ただし、ハダニ類の増殖
も早い時期のため、ハダニ類防除は必ず徹底してください。

➢ ２種類の天敵を圃場全体に放飼：天敵導入時期のハダニ類は局所的に少発生の状態ですので、発生箇所へ早く天敵を
到達させることがポイントです。そのためにミヤコカブリダニとチリカブリダニを圃場全体にむらなく同時放飼します。

➢ 天敵に影響のない薬剤の散布：天敵導入後は、天敵に影響のない薬剤を使います。また導入前も農薬散布履歴を確
認し、天敵への影響が残っていないかを確認しましょう。

➢ チリカブリダニを追加放飼：１～２月（年内発生時は12 月）に、選択性殺ダニ剤（表２）散布後にチリカブリダニを
追加放飼します。圃場全体の天敵密度を高めておくことで、３月以降のハダニ類急増期を抑えることができます。

全国的にハダニ類防除の根幹を担う技術として天敵利用が普及しています。全国の実証調査結果や成果事例によると、
近年における天敵利用の成功のポイントとして下記があげられます。

本圃における天敵利用と防除スケジュール

本圃では天敵をなるべく早く圃場全体に分散させる必要があるため、ボトル製剤が向いています。ミヤコカブリダニ
（約 5000 頭 /10a）とチリカブリダニ（約 2000 ～ 6000 頭 /10a）を組み合わせて同時に放飼します。育苗圃同様、
ゆっくり回転させて天敵を均一にしてから、圃場全体になるべく多くの株に振りかけてください。最初はゆっくり圃場全
体に振り、余った分を毎年ハダニが発生しやすい場所に重点的に放飼してください。追加放飼はチリカブリダニ（約
2000 ～ 6000 頭 /10a）を放飼します。３本放飼する場合、１本は発生箇所に集中的に放飼し、２本は圃場全体に
均等に放飼すると効果的です。

本圃における天敵の放飼方法と利用する製剤

天敵放飼

選択性殺虫
剤での防除

化学農薬防除

追加放飼

選択性殺虫
剤での防除

天敵導入前
の徹底防除

選択性殺ダニ剤（表２）を散布

慣行の化学農薬防除に切り替え

●ベリマークSCを灌注（50ml ／株）
定植９月

ハダニ類防除 その他害虫防除

10月

11月

12月

１～２月

３～４月

５月

＜１月中旬～２月下旬＞
スパイデックス（100ml×３本）を放飼
※天敵導入前に必ず選択性殺ダニ剤（表２）を散布
※ハダニ類多発生時はカネマイトフロアブル推奨（薬害注意）

●天敵への影響日数が短い殺ダニ剤（表１）を複数回散
　布し、ハダニを徹底防除
●ハダニ類多発生時は天敵導入直前にマイトコーネフロ
　アブルを散布

●アブラムシ類防除
　チェス顆粒水和剤散布後にアフィ
　バールを放飼（100ml×２本）
●コナジラミ類・アザミウマ類防除
　ベネビアOD散布後にリモニカ
　（１L×２本）を放飼
●ハスモンヨトウ防除
　プレバソンフロアブル５を散布

●対象害虫別の防除（p10～11参照）
　天敵に影響のない殺虫剤を散布

＜10月下旬～11月下旬＞
スパイカルEX（250ml×１本）+スパイデックス
（100ml×３本）を放飼

ハダニ類発生時は選択性殺ダニ剤（表２）を散布し、
スパイデックス（100ml×３本）を追加放飼

※天敵の使用量は 10a あたりの使用本数です

表３　天敵に影響が少ない殺菌剤（炭疽病）
製剤名 カブリダニ影響日数 授粉昆虫影響日数

アミスター20フロアブル ０日 約１日
オーソサイド水和剤 80＊ ０日 約１日
キノンドーフロアブル＊＊ ０日 約１日
コサイド 3000 ０日 約１日
シグナムWDG ０日 約１日
＊使用時期：収穫 30日前まで
＊＊使用時期：育苗期

 （平成 30年９月現在）

製剤名 カブリダニ影響日数 授粉昆虫影響日数
セイビアーフロアブル20 ０日 約１日
デランフロアブル＊＊ ０日 約１日
ドキリンフロアブル＊＊ ０日 約１日
ファンタジスタ顆粒水和剤 ０日 約１日
ベルクートフロアブル ０日 約１日
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ククメリスカブリダニ
　「ククメリスカブリダニ」（商品名：ククメリ
ス）雌成虫の体長は約 0.3mmで体は卵形で
ベッコウ色です。アザミウマ類の１齢幼虫を捕
食するほか、ホウレンソウケナガコナダニに
対しても登録を取得し
ています。主に促成栽
培イチゴの越冬アザミ
ウマ類を捕食させるた
めに、秋口から利用さ
れています。

コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク

ヒラズハナアザミウマとミカンキイロアザミウマの２種がイチゴに発
生する主要なアザミウマです。両種とも比較的体長が大きく、雌成虫は
ヒラズハナアザミウマが 1.3 ～1.7mm、ミカンキイロアザミウマが 1.4
～1.7mmです。

イチゴに発生する上記２種のアザミウマは、果実を加害するため、著
しく品質が低下し、年明け以降の出荷量の減少に直結するため、問題
となっています。熟した被害果は金粉果とも呼ばれ、金色の粉をふいて
いるように見えます。食味の著しい低下を引き起こします。

また、ミヤコカブリダニやチリカブリダニに対して影響の少ない薬剤で、これら２種のアザミウマに対して効果が高い
薬剤がほとんどないため、天敵利用が拡大する中で、対策が急務となっています。

現在、リモニカスカブリダニやククメリスカブリダニを用いた実証試験が各地で行われています。イチゴのアザミ
ウマ類に対してリモニカスカブリダニを利用する場合、年内の放飼を推奨します。リモニカスカブリダニだけでアザ
ミウマ類を防除することは非常に困難です。防虫ネットや青色粘着板等の物理的防除と組み合わせてください。

イチゴに発生するハダニ類のほとんどがナミハダニで、
雌成虫の体長は約 0.6mm で、雄成虫は雌よりやや小
型です。胴部の左右に黒っぽい斑点が計２個あるため、
似たような大きさのカブリダニ類と見わけがつきやすい
です。

被害は、葉裏を吸汁加害することで葉が褐変し、ひど
いときには落葉を引き起こします。増殖が非常に速いた
め、気づいたときには、葉の全体をクモの巣で覆うよう

にハダニ類が大量発生していることがあります。こうなってしまうと防除は手遅れで、薬
剤散布してもクモの巣に散布薬液が弾かれてしまい、ハダニ類まで到達しません。

初期の被害は、葉表に黄色い斑点が発生するため、注意深く観察して、初期被害を見つけることが重要ですが、品種
によっては葉が肉厚でハダニ類の被害に気づくのが遅くなるため、要注意です。

また、薬剤抵抗性が発達しやすい害虫であるため、各地で効果のある薬剤が少なくなってきており、問題となってい
ます。

促成栽培イチゴにおいては、基本的に、開花期以降にミヤコカブリダニとチリカブリダニを同時に放飼し、更に年明
けにチリカブリダニを追加放飼することで、４月以降のハダニ類の発生を抑制し、薬剤散布の労力軽減に貢献しています。
天敵放飼後に使える殺ダニ剤については、ｐ８表２を参照ください。

＜天敵放飼後に使える殺虫剤＞ （平成 30年 9月現在）

製剤名 カブリダニ影響日数 授粉昆虫影響日数
ファインセーブフロアブル 　 0日 —
ベネビアＯＤ 　 0日 約 1日
マッチ乳剤＊ 　 0日 約 1日
ボタニガードＥＳ 約1日 約 1日
スピノエース顆粒水和剤＊＊ 約 7日 約 3日
＊イチゴでの登録：ミカンキイロアザミウマ
＊＊カブリダニ類の十分な定着が確認されている場合に利用可能

アザミウマ類

ハダニ類

4 イチゴ栽培における対象病害虫別のＩＰＭ技術

被害果

初期の被害葉
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イチゴに発生するアブラムシ類は、ワタアブラムシが主体となります。ワタアブラム
シは有翅雌成虫が圃場に飛来して、次世代の無翅胎生雌虫が、卵ではなく、直接幼
虫を産むため、増殖が速く、気づくと多発していることがよくあります。そして、密度
が高くなると有翅成虫が発生し、分散していきます。
ワタアブラムシに関しては、コレマンアブラバチによるＩＰＭ防除技術が確立されて
います。アブラムシ類発生初期にコレマンアブラバチを10a 当たり１～２本放飼しま
す。多発生時は、チェス顆粒水和剤等を天敵放飼前に散布してアブラムシ類の密度を

下げます。７日間隔で２～３回放飼すると効果的です。また、アフィバンクを利用したバンカー法によりコレマンアブラ
バチの維持・増殖が可能です。
コレマンアブラバチに対する化学農薬の影響は、
概ねカブリダニ類への影響と同様です。天敵放飼後
は、左記の天敵に影響のない薬剤を使用してくださ
い。

アブラムシ類

イチゴのコナジラミ類は、一部の地域で多発しています。イチゴには、オンシツコナジ
ラミ、イチゴコナジラミ、タバココナジラミが発生します。被害は、成幼虫の分泌物が葉
や果実に落ちて、ここから「すす病」が発生することです。果実に付着した分泌物は洗い
流すのも困難なため、品質を低下させる要因となります。また、成虫が多発した状況で
葉に触れると、一斉に飛び立った成虫が鼻の中に入ってくることもあり、非常に不快です。
オンシツコナジラミとイチゴコナジラミは非常によく似ていますが、蛹の体背面の糸状
突起で見分けます。オンシツコナジラミは、蛹の外縁部以外にも糸状突起が見られますが、

イチゴコナジラミは外縁部にしか突起がありません。
コナジラミ類を防除する天敵として、リモニカスカブリダニがあります。コナジラミ類の発生初期にベネビアＯＤを

散布した後にリモニカを10a 当たり２本放飼します。コナジラミ常発地域では、黄色粘着板との併用を推奨します。天
敵放飼後に使える殺虫剤については、アブラムシ類の貢を参照ください。

コナジラミ類

アフィバンク
　栽培作物に害を及ぼさない種類の虫を天敵の餌としてその寄主植物（小麦等）とともにハ
ウス内に持ち込む方法をバンカー法といいます。アフィバンク（小麦に寄生したムギクビレア
ブラムシの市販品）はイネ科植物にのみ寄生するムギクビレアブラムシを小麦ごとハウスに
導入し、コレマンアブラバチの餌とします。コレマンアブラバチはアフィバンクのアブラムシ
類を餌として増えていき、作物に他の種類のアブラムシ類が発生したときに活躍します。まさ
に天敵銀行です。詳細は農研機構からアブラムシ対策用「バンカー法」技術マニュアルが発
刊されていますので参考にしてください。

コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク

＜天敵放飼後に使える殺虫剤＞� （平成 30年９月現在）

製剤名 カブリダニ影響日数 授粉昆虫影響日数
ウララＤＦ 0日 約 1日
チェス顆粒水和剤 0日 約 1日
ベネビアＯＤ 0日 約 1日

ハスモンヨトウは、秋口に発生するチョウ目害虫で、成虫が葉裏等に卵塊を産卵し、幼
虫が一斉に孵化してくるため、部分的に葉に穴が開く被害が生じます。食欲旺盛なため、
幼虫が小さいときに防除しないと、あっという間に葉がなくなることがあるため、要注意
です。
近年は、ハウス栽培のイチゴでも防虫ネットを利用するようになり、ハスモンヨトウの
成虫がハウス内に侵入することが少なくなってきました。
チョウ目害虫に対しては、選択的な殺虫剤が数種類あるため、ＩＰＭ防除体系の中で

も対処がしやすい害虫です。ジアミド系
殺虫剤、IGR 剤等は天敵類に影響が少な
く、チョウ目害虫に対して効果が高いの
で、ハスモンヨトウの発生を確認した場
合、左記の殺虫剤を利用してください。

ハスモンヨトウ

＜天敵放飼後に使える殺虫剤＞� （平成 30年９月現在）

製剤名 カブリダニ影響日数 授粉昆虫影響日数
フェニックス顆粒水和剤 0日 約 1日
プレオフロアブル 0日 約 1日
プレバソンフロアブル 5 0日 約 1日
ベネビアＯＤ 0日 約 1日
マッチ乳剤 0日 約 1日

写真提供：こうち農業ネット（アブラムシ類、コナジラミ類、ハスモンヨトウ）
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炭疽病
葉や葉柄、ランナーでは黒褐色の窪んだ病斑が形成され、多湿条件下ではサーモンピンク色の分生子塊を生じます。

また、クラウンでは内部に向かって褐変が生じ、症状が進むと株全体が萎ちょうして枯死します。本病は育苗期に多発
すると苗の不足を招きます。また、外見は正常に見えても菌に感染している潜在感染株が定植後に枯死し、大きな減収
を招くことがあります。

〈原因〉 本病は糸状菌の一種である Glomerella cingulata や複数の
Colletotrichum 属菌によって引き起こされます。主要な感染源は、
潜在感染した株や土壌中にある発病株の残さで、ここで作られた分
生子が風雨やかん水時のしぶき等により飛散し伝染します。

〈対策〉 本病は発病してからの防除は困難なため予防に重点をおく
ことが大切です。親株や本圃に植え付ける苗は菌に感染していない

健全株を用います。また、育苗培土は汚染されていないものを用い、前年に発病が見られた親株床や圃場では土壌消
毒を行います。かん水は丁寧に行い跳ね上がりによる感染を防ぐとともに、定期的に薬剤を散布します。育苗時の雨よ
け、高設栽培、点滴かん水、底面かん水等は本病の予防に有効です。発病が見られた場合は速やかに株を除去し、ビニー
ル袋に密閉する等して処分します。

〈カブリダニに影響の少ない殺菌剤〉 カブリダニ類やミツバチへの影響が少ない主な薬剤にはベルクートフロアブル、ア
ミスター 20 フロアブル、オーソサイド水和剤 80 等があります（平成 30 年９月現在）。

枯死した株 ランナーでの症状

初期は葉の裏に白いクモの糸状の菌糸や粉状の菌そうを生じ、その後、果実、葉柄、果こう、つぼみに症状が広がり
ます。つぼみが感染すると花弁が紫紅色になります。また多発時は葉がスプーン上に巻きます。激発時は大半の果実が
感染して商品価値を失い、経済的に大きな被害となることがあります。

〈原因〉 病原は糸状菌の一種である Podosphaere aphanis で、生きた
植物組織上でのみ生存する絶対寄生菌です。発病部位で形成された分
生子が飛散することで感染が広がります。

〈対策〉 本病の対策は感染した苗を本圃に持ち込まないようにする
ことが重要であるため、育苗期から予防に重点をおいて防除を徹
底します。薬剤防除時は、葉裏までていねいに散布を行うとともに、

うどんこ病

発病部位をすみやかに除去して他の株への感染拡大を防ぎます。株が軟弱に育つと感染しやすいため不要な下葉は掻
きとり、通風を確保します。本病は薬剤耐性菌の発生が問題となっているため、防除にあたっては系統の異なる薬剤に
よるローテーション防除を行います。

〈カブリダニに影響の少ない殺菌剤〉 カブリダニ類、ミツバチへの影響が少ない主な薬剤にはショウチノスケフロアブル、
パンチョＴＦ顆粒水和剤、フルピカフロアブル、プロパティフロアブル等があります（平成 30 年９月現在）。

果実での症状 葉での症状

果実で多発しますが、ほかに花弁、がく、果梗、葉、葉柄などでも発病します。感染部位では褐色の病斑をつくり、
その後急速に拡大するとともに、多湿条件下では表面に灰色のかびが密生します。

〈原因〉 糸状菌の一種である Botrytis cinerea によって引き起こさ
れ、20℃前後で多湿条件が継続すると多発します。主に傷口や枯
死した部位から菌が感染します。病斑部には多数の分生子を形成し、
これが飛散して感染が拡大します。本病原菌はイチゴ以外にも多く
の植物に寄生します。

〈対策〉 本病の対策は感染した苗を本圃に持ち込まないようにする

灰色かび病

ことが重要であるため、育苗期から予防に重点をおいて防除を徹底します。薬剤防除時は、葉裏までていねいに散布
を行うとともに、発病部位をすみやかに除去して他の株への感染拡大を防ぎます。株が軟弱に育つと感染しやすいため
不要な下葉は掻きとり、通風を確保します。本病は薬剤耐性菌の発生が問題となっているため、防除にあたっては系統
の異なる薬剤によるローテーション防除を行います。

〈カブリダニに影響の少ない殺菌剤〉 カブリダニ類、ミツバチへの影響が少ない主な薬剤にはセイビアーフロアブル 20、
フルピカフロアブル、カンタスドライフロアブル等があります（平成 30 年９月現在）。

果実での症状

写真提供：千葉県農林総合研究センター
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5 イチゴ栽培におけるＩＰＭ関連資材の活用

花を訪れ、花粉を雌しべに運ぶことで植物の授粉を手助けしてくれる昆虫を「授粉昆虫」と呼びます。イチゴ栽培に
おいては、授粉昆虫の代表とも言えるミツバチの存在が必須です。また、近年では施設栽培トマトの授粉での利用が多
いマルハナバチをミツバチと併用したり、ミツバチの代わりにマルハナバチだけで授粉する生産者も増えています。ミツ
バチやマルハナバチが圃場の中で活発に訪花活動するためには、天敵の利用と同じく、ハチに影響の少ない化学農薬と
の併用などの技術が必要となります。その意味では授粉昆虫を利用するためにはＩＰＭによる防除技術の導入は最適で
あると言えます。

〈ミツバチの生態〉
利用されているセイヨウミツバチはもともとアフリカ起源のハチです。そのため、低温に対する耐性よりも高温への

適応に優れます。活動半径は数キロにも及ぶため、閉鎖的な環境にはあまり適していない一面もあります。また、多く
の蜜などの食糧を貯める能力が高いため、悪天候時には活動しません。

〈マルハナバチの生態〉
マルハナバチの分布は温帯の北部域を中心に北極圏にまで達します。つまり冷涼な気候に適応しています。そのため、

少々の天候不順や低温条件でも訪花活動できる能力を持っています。また、行動半径は 800m 程度と狭く、ハウスの
ような閉鎖空間への適性は高いと言えます。

★化学農薬の影響日数の厳守  
ハチを導入している間はもちろん、導入する前から散布する化学農薬の影響日数には留意が必要です。薬散後に曇雨

天や低温になった場合には目安として影響日数を1.5 倍して考えましょう。また天敵の導入により化学農薬の散布頻度
が減少すれば、授粉昆虫の使用を控えなければならない日数が減り、授粉・着果の安定化につながります。
★巣箱を設置する場所の選び方 

巣箱を設置する場所は温度・湿度の変化が少ない場所を選ぶようにします。特に、
直射日光が巣箱に直接当たらないように日除け等の設置も重要です。また、ハチの
活動の様子の確認や管理が行いやすいように、人にもハチにも見えやすい場所に設
置してください。厳寒期に二酸化炭素を施用する場合には、濃度が高くなりやすい地
面の近くは避け、成人の腰の高さよりも上に設置できるように台座を用意します。
★ミツバチとマルハナバチを併用すれば収量増加

晴れた日には働き蜂の多いミツバチの授粉活動に勝るものはありませんが、曇雨天
や厳寒期の低温時にはミツバチの活性が低くなり、不着果、奇形果増加の原因になり
ます。そこで悪天候でも活動し、低温耐性のあるマルハナバチを併用すれば、収量が
15 ～ 30％程度増加することが報告されています。
★過剰訪花による奇形果の発生に関する注意点

マルハナバチの働き蜂は１巣箱当たりの個体数はミツバチと比べると少なく、100
匹程度です。巣外で活動する外勤バチも10 ～ 20 匹程度です。しかし、１匹毎の訪
花活動量は多く、１匹が１日に約 3,000 個の花を回ります。このことからマルハナバ
チ１巣箱だけでも 20a（6,000 ～ 8,000 株定植／ 10a）のイチゴを受粉すること
ができます。そのため、10a 以下の規模が小さな施設では、働き蜂がイチゴの花に
過剰に訪花して、奇形果が発生することがあります。その場合には、巣箱の出入り口
を調整して半日だけ、もしくは１日活動させた後数日は閉じ込めたままにして活動制
限をすることで、このような問題を軽減することができます。ミツバチと異なり、ハ
チを巣内に閉じ込めたまま飼育できることもマルハナバチの利便性の高い点になりま
す。この長所を利用して１つの巣箱を複数のハウスでローテーションして利用すること
も可能です。

イチゴ栽培における授粉昆虫の活用

上手な利用方法

巣箱設置の様子

イチゴの花に訪花するマルハナバチ

過剰訪花されたイチゴの花
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＜防虫ネット＞ 
　防虫ネットを展張することで害虫の外部からの侵入を抑制することができます。近年、新素材の開発とともに施設栽
培での防虫ネットの使用も増加してきました。これはやはりＩＰＭの意識が浸透してきたことによると思われます。ネッ
トの目合いが細かくなる程微小害虫の侵入は抑制されますが、それに反して風通しが悪くなったり、 栽培作物の生育不
良の原因にもなります。イチゴ栽培に適した目合いを選択することが重要です。目合いと侵入抑制可能な害虫の目安は、
以下の表のとおりです。例え大きな目合いであっても、なるべく防虫ネットを展張し、少しでも害虫の侵入を減らすよう
にすることが重要です。

　近年普及している赤色防虫ネット（サンサンネットｅ- レッド）は、特にアザミウマ類の侵入抑制に優れ、0.8mm 目
合いで、白色防虫ネット 0.4mm 目合いと同等の抑制効果が期待できます。さらに、たて糸にも赤糸を使用した赤色ネッ
ト（サンサンネットクロスレッド）では、防虫効果が向上します。
　また、光反射シート（タイベック）を利用した防虫ネット（スリムホワイト）は、害虫の侵入を抑制しつつ、通気性を確
保することができます。
＜有色粘着板＞
　主としてイチゴ栽培ではアザミウマ類対策として青色粘着板（ホリバーブルー等）を、コナジラミ類対策として黄色粘
着板（ホリバーイエロー等）を利用します。ハウス内に 10 ａ当たり100 ～ 400 枚を設置します。
　アザミウマ類は主として青色の波長に誘引されます。施設内に侵入してしまったり、施設内で増殖したアザミウマ類
成虫に対しては、青色粘着板の設置により成虫密度を下げることを推奨しています。一般にアザミマ雌成虫は生涯に
200 卵も産卵すると言われていますので、少しでも有色粘着板により成虫密度を下げることはＩＰＭの基本となります。
　コナジラミ類が黄色の波長に誘引されるという性質を利用して、黄色粘着板の設置を行い、リモニカスカブリダニが
捕食できない、コナジラミ類成虫を防除します。なお、ホリバーはミツバチやマルハナバチを誘引しないことが確認さ
れています。
＜循環扇＞
　循環扇（ボルナドファン等）の導入は、防虫ネット展張による夏場のハウス内温度上昇を抑制するだけでなく、ハウス
内温度を均一化し温度ムラをなくすことで、作物の生育がそろう、冬場の暖房代が節約できる等の効果もあります。また、
作物に風が当たることにより、表面の乾燥が促され、病害発生を抑制する効果も期待できます。
＜防草シート＞
　防草シート（アグリシート等）を敷設することで、害虫の発生源となる雑草の抑制をすることができます。また、育苗
床における泥跳ねを防ぐことで炭疽病等の病害抑制効果も期待できます。

物理資材の活用

ホリバーブルーを設置したイチゴ本圃 防草シートを敷設したイチゴ育苗圃 サンサンネットe-レッドを展張したイチゴ本圃

目合い 害虫の種類

2.0 ～ 4.0mm オオタバコガ、ハスモンヨトウなど大型チョウ目成虫
1.0mm ヨトウムシ類
0.8mm アブラムシ類
0.6mm ハモグリバエ類
0.4mm コナジラミ類、アザミウマ類
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スパイカルEX、スパイカルプラス

天敵製剤
＜商品のお問合せは…　アリスタ ライフサイエンス株式会社　☎03-3547-4415＞

６ イチゴ栽培におけるＩＰＭ関連資材紹介

スパイカルEXは250mlボトル（左図）に5000頭、または100mlボトルに2000頭のミヤコカブリ
ダニと、餌となるサヤアシニクダニ、ふすま等を含有する天敵製剤です。ミヤコカブリダニはハダニ類の天敵で、
活動温度は12～35℃と比較的幅が広く、相対湿度70%以上の条件を好みます。
ミヤコカブリダニも多くの作物の花粉や微小生物を食餌することができるため、待ち伏せ
型の放飼が可能です。しかしハダニ類は増殖のスピードが速いため、その密度が高まった後で
はスパイカルEXを放飼しても十分な防除効果をあげることができません。

スパイカルプラスはミヤコカブリダニ50頭が入った吊り下げ型パック（右図）100パッ
ク入りの製品で、カブリダニはパック表面に開けられた脱出口より数週間かけて作物上に放出
されます。徐放性ですので害虫発生前から予防的に放飼を行い、定着させます。

スパイデックス
スパイデックスは、100mlボトル（左図）に2000頭のチリカブリダニとおがくず等を含有する天敵製剤です。
チリカブリダニはハダニ類の天敵で、活動温度は12～30℃、活動湿度は50%とされております。チリ
カブリダニは、ミヤコカブリダニに比べ１日あたりの捕食量は多く、成虫は１日に約20頭のハダニ若虫、あ
るいは５頭のハダニ成虫を捕食します。ただし、Tetranychus属（ナミハダニやカンザワハダニなど）のハ
ダニ類しか捕食せず、花粉も餌とならないため飢餓耐性は強くありません。

スパイカルEXを同時放飼する（セット商品：『トリオ』※１）とより安定した防除効果が得られます。また、
ハダニのいるところに重点的に放飼すると高い防除効果が得られます。ハダニが確認された際の追加放飼剤と
しても適しております。
※セット商品名：トリオ　（セット内容：スパイカルEX１本、スパイデックス３本）

リモニカ
リモニカは、１Lボトル（左図）にリモニカスカブリダニ12,500頭と、餌となるサトウダニ、緩衝材とし
てふすま・粟殻等が含有されています。リモニカスカブリダニの活動可能温度は10～30℃であり、低温条
件でもご使用頂けます。花粉や微小生物も食餌する広食性の天敵であるため作物上での定着性が高く、使用環
境はミヤコカブリダニと同様です。

低温条件への耐性に加え、旺盛な捕食能力や捕食範囲も特長といえ、アザミウマ類の２齢幼虫、コナジラミ
類の３～４齢幼虫も捕食対象であることから、より多くの害虫を捕食します。また１日当たりの産卵数は３個
程度であり、高い増殖力も特長の１つです。

アフィパール
アフィパールは、100mlボトル（左図）にコレマンアブラバチ羽化成虫500頭と、緩衝材としておがくず
が含有されています。コレマンアブラバチの活動温度は広く５～30℃（最適温度：15～25℃）であり、比
較的低温でも活動します。成虫がアブラムシを探索し、ワタアブラムシ、モモアカアブラムシ等50種以上の
アブラムシの体内に産卵し内部寄生します。ただし、ナス、ピーマン等のナス科植物に寄生するイチゴケナガ
アブラムシやヒゲナガアブラムシ類には寄生しません。

アフィバンク（右図）は、コムギにイネ科植物のみに寄生するムギクビレアブラムシ
を接種した製品です。本製品を圃場に設置・移植するとコレマンアブラバチの寄生先と
なり、増殖を促します。この方法は、バンカー法と呼ばれ、農作物以外の植物（バンカー
植物）に農作物は加害せず天敵の餌となる生物（代替餌あるいは代替寄主）を寄生させ、
そこに天敵を放すことにより施設内で天敵を維持し、害虫発生に備えるとともに長期に
わたって害虫を防除する技術です。
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循環扇
＜商品のお問合せは…　株式会社　山本産業　☎0538-32-9211＞

ボルナドファン

ホリバーイエロー・ブルー　

７１２（２００Ｖ）７４０ＨＤ（１００Ｖ）

「循環扇　ボルナドファン」が全国の ＩＰＭ実証調査で使用されています。

ボルナドファンの特徴
他には真似のできない空力設計　国際特許取得《PatentNo.4927324》
耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用
エコを考える製品ならではの省電力設計
樹脂ボディにより軽量かつ静音、農薬等にも強い
取付がとても容易で床置きも可能

空気が循環するメリット
循環効果

仕様
型名 740HD型 712型

色 ブラック グレイ・ストーン

電圧 単相交流100V 3相交流200V

回転調節スイッチ ｵﾝ･ｵﾌ／高速／低速 ―

幅ｘ奥行ｘ高さ（cm） 41.5 × 38.3 × 41.5 41.5 ×38.3 × 41.5

羽根径 29cm 29cm

重量（kg） 4.5 4.5

電源コード
0.75㎟

×
2芯（2Pプラグ付）

2.4m

0.75㎟
×

4芯（プラグ無）
1.0m

周波数

回転速度

60Hz 50Hz 60Hz 50Hz

高 低 高 低 ̶ ̶

消費電力（W） 55 40 52 37 55 50

最大風速（m/s） 6.2 5.4 6.2 5.4

最大風量（m3/min） 81 73 81 73

回転数（r.p.m.）1,570 874 1,345 1,005 1,585 1,391

粘着板　
＜商品のお問合せは・・・　アリスタ ライフサイエンス株式会社　☎03-3547-4415＞ 

　昆虫の色に対する誘引反応を利用した有色粘着資材は、飛翔害虫の予察用資
材としてIPMプログラムの必須アイテムです。各種資材が市販されていますが、
誘引効果と粘着力の持続性が高く、ミツバチ、マルハナバチ等有用昆虫を誘殺
しないホリバーイエロー・ブルーを用いることをお薦めします。
　設置枚数を増やせば大量捕獲（物理的防除）が期待できますが、安定した防除
効果をあげるには、天敵または薬剤防除との併用が基本となります。

●アブラムシ類
●コナジラミ類
●ハモグリバエ類
●アザミウマ類

●アザミウマ類

黄　色 青　色
誘引される害虫

　定植後、10a当たり100～400枚程度のホリバーを作物の10～30cm上に吊
り下げます。飛翔害虫の成虫を誘殺することで産卵数を減少させ、次世代の発
生を抑制します。

２．　粘着板による大量捕獲（物理的防除）

　定植後、10a当たり10枚程度のホリバーを作物の10～30cm上に吊り下げま
す。（ハウスの出入口付近や暖房機の近く等、例年害虫の初期発生が確認され
る場所に設置すると効果的です。）こまめに観察を行い、対象害虫の付着状況か
ら天敵の放飼（または化学殺虫剤の散布）を判断します。

１．　粘着板による予察（モニタリング）

夏場の高温対策
　空気を循環させることにより温室内
の温度ムラを解消し、夏場の局所的な高
温状態を改善。
冬場の暖房の効率化
　温室上部にある暖かい空気を下の方
に循環させることにより、暖房の効率化
が図ることができる。
梅雨時・冬場における空気の淀みを解消
　閉めきった温室の空気の淀みを解消
し、病害を防ぐ。

微生物殺虫剤
＜商品のお問合せは・・・　アリスタ ライフサイエンス株式会社　☎03-3547-4415＞ 

　天敵放飼後のレスキュー（臨機）防除剤としては、天敵への影響が少ない微生物殺虫剤が効果的です。天敵に悪影響を与えないだ
けでなく、効果のある化学殺虫剤を「切り札剤」として温存することができますので、化学殺虫剤の連用による薬剤抵抗性の発現を
遅らせることにつながります。また、いずれの剤も使用回数制限がありませんので、栽培期間中は何度でも、収穫間際までお使いにな
れます。

ボタニガード水和剤 野菜類（施設栽培） 100～300 発生初期 散布1000

マイコタール 野菜類（施設栽培） 150～300 発生初期 散布コナジラミ類 1000

詳しい使用方法や他作物への適用は、お問合せください。

■適用病害虫と使用方法

ボタニガードES

作物名商品名 適用病害虫名 希釈倍数（倍） 使用液量（ℓ/10a） 使用時期 使用方法

野菜類 100～300 発生初期 散布

アザミウマ類 500～1000
アブラムシ類

1000
ハダニ類

コナジラミ類
アザミウマ類
アブラムシ類

コナジラミ類、コナガ 500

化学農薬　
＜商品のお問合せは…　デュポン株式会社　☎03-5521-8410＞

　殺虫剤・プレバソン®フロアブル５は、きゅうりの害虫であるウリノメイガ、ハモグリバエに高い効果を発揮し、安定した品質と収穫
をサポートします。また、本剤はスワルスキーカブリダニなどの天敵昆虫へ影響がないため、IPM実施圃場に適した殺虫剤です。

天敵・ハチに影響なく、IPMに適合

　定植前の育苗ポットへの灌注処理で、約4週間のあいだウリノ
メイガ、およびハモグリバエの防除効果が続きます。
　ハウス内での害虫防除回数が減らせる省力的な新技術です。

灌注処理･･･定植後、4週間の効果
　害虫を見つけてからの散布処理でも、すばやく効果を発揮し
作物を食害から守ります。果実に汚れがつきにくいフロアブル製
剤なので、収穫直前の散布でも汚れの心配がありません。

散布処理･･･生育期に即効的効果

プレバソンⓇ　フロアブル5

ボタニガードES
ボーベリア　バシアーナ乳剤

ボタニガード水和剤
ボーベリア　バシアーナ水和剤

マイコタール
バーティシリウム　レカニ水和剤
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化学農薬　

　ベリマーク®SC、ベネビア®ODは有効成分サイアジピル®（一般名：シアントラニリプロール）を含むジアミド系殺虫剤です（殺虫剤
分類28）。天敵、訪花昆虫への影響が少ない有効成分ですので、IPMの防除体系に適しています。灌注処理と散布処理のそれぞれに
適した製剤となっています。
　ベリマーク®SCは、いちごの害虫であるハスモンヨトウ、アブラムシ類に高い効果を発揮する、灌注処理専用の殺虫剤です。定植前
の育苗ポットへの灌注処理で、約３～４週間にわたって防除効果が持続します。製品1本（100mlボトル）で約2,000株分の処理が可能
です。
　ベネビア®ODは、ハスモンヨトウ、アザミウマ類等に高い防除効果を発揮する、散布専用の殺虫剤です。散布後約２週間の残効が期
待できます。特に幼虫に対する活性が高いので、ヒラズハナアザミウマ等の害虫密度が高くなる前に散布することで残効の長さを活
かすことができます。また、薬剤散布の翌日から、天敵やミツバチ等の巣箱の導入が可能です。

ベリマークⓇSC／ベネビアⓇOD

　ムシラップ®は、全国のいちご産地でハダニ防除に多くの使用実績がある気門封鎖剤です。抵抗性発
現のリスクが少ない、使用回数・収穫前日数の制限がない、などの優れた特長があります。

　天敵（ミヤコカブリダニ、チリカブリダニ）の導入に際しては、下図をご参照のうえ適切なタイミングで本剤をお役立てください。

ムシラップムシラップⓇ

＜商品のお問合せは…　エフエムシー・ケミカルズ株式会社　☎03-5208-1010＞

＜商品のお問合せは…　丸和バイオケミカル株式会社　☎03-5296-2314＞

使用上のポイント

ベネビアOD 100～
300L/10a 収穫前日まで

４回以内
（灌注は１回以内、
散布は３回以内）散布

2000倍

■適用内容（いちご抜粋）

ベリマークSC

商品名 適用害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の
使用回数

シアントラニリプロール
を含む農薬の総使用回数

使用
方法

50ｍｌ/株 １回

３回以内

育苗期後半
～定植当日 灌注

ハスモンヨトウ
1000倍

アブラムシ類
ハスモンヨトウ

アブラムシ類

コナジラミ類

アザミウマ類
2000～4000倍

　本剤は病害虫を被膜することにより効果を現しますので、むらなく散布することが重要です。
　特にハダニ類の防除を行う場合には、葉裏にたっぷりかかるように散布してください。

※品種により果実に薬害を生じるおそれがあるので、事前に使用品種における薬害の有無を確認してください。
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防虫ネット

サンサンネット ソフライト スリムホワイト

■サンサンネット　ソフライト　規格表 ■スリムホワイト　規格表

サンサンネット クロスレッド
（赤いサンサンネット）

■サンサンネット　クロスレッド　規格表

　強度に優れるポリエチレンの特殊な極細糸を使用することで大
幅な通気性アップを実現しました。
　また耐久性も非常に優れています。
　色々な目合いと豊富な規格巾を準備しておりますので、対象と
なる害虫に合わせて、また使用場面に合わせてお選び下さい。

　タイベック®を利用したスリムホワイトは、高い紫外線反
射率とともに乱反射による散乱光により、害虫の侵入を大
幅に減少させます。また通常の防虫ネットより目合いが大き
く、高い侵入防止効果を得ながら、通気性も確保されてい
ます。

＜商品のお問合せは…　日本ワイドクロス株式会社　☎072-971-5144＞

約30%
約 45%

2ｍ×100ｍ
2ｍ×100ｍ

1mm
0.8mm
0.6mm
0.4mm
0.3mm
0.2×0.4mm

100
100
100
100
100
100

0.9、1.35、1.5、1.8、2.1
0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7
0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7
0.75、0.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.3、2.7
0.9、1.35、1.5、1.8、2.1
0.9、1.35、1.5、1.8、2.1

品番
SL2200
SL2700
SL3200
SL4200
SL3303
SL6500

目合い 規格巾（ｍ） 長さ（ｍ）

　赤色の特殊糸を縦糸横糸ともに採用し(色彩効果により)防虫効
果をさらに向上させたネットです。既存のソフライ トの通気性・軽
さをそのままに、アザミウマ等微小害虫の侵入を軽減します。

※神奈川県農業技術センター・日本ワイドクロス ( 株 ) 共同開発商品

0.8mm 1000.9、1.35、1.5、1.8、2.1、2.7
品番

XR2700
目合い 規格巾（ｍ） 長さ（ｍ）

品番
スリムホワイト30
スリムホワイト45

遮光率 規格

サンサンネット ソフライト展張写真 スリムホワイト展張写真

どちらの商品ともご希望のサイズに加工承ります。

循環扇
＜商品のお問合せは…　株式会社　山本産業　☎0538-32-9211＞

ボルナドファン

７１２（２００Ｖ）７４０ＨＤ（１００Ｖ）

「循環扇　ボルナドファン」が全国の ＩＰＭ実証調査で使用されています。

ボルナドファンの特徴
他には真似のできない空力設計　国際特許取得《PatentNo.4927324》
耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用
エコを考える製品ならではの省電力設計
樹脂ボディにより軽量かつ静音、農薬等にも強い
取付がとても容易で床置きも可能

空気が循環するメリット
循環効果

仕様
型名 740HD型 712型

色 ブラック グレイ・ストーン

電圧 単相交流100V 3相交流200V

回転調節スイッチ ｵﾝ･ｵﾌ／高速／低速 ―

幅ｘ奥行ｘ高さ（cm） 41.5 × 38.3 × 41.5 41.5 ×38.3 × 41.5

羽根径 29cm 29cm

重量（kg） 4.5 4.5

電源コード
0.75㎟

×
2芯（2Pプラグ付）

2.4m

0.75㎟
×

4芯（プラグ無）
1.0m

周波数

回転速度

60Hz 50Hz 60Hz 50Hz

高 低 高 低 ̶ ̶

消費電力（W） 55 40 52 37 55 50

最大風速（m/s） 6.2 5.4 6.2 5.4

最大風量（m3/min） 81 73 81 73

回転数（r.p.m.）1,570 874 1,345 1,005 1,585 1,391

夏場の高温対策
　空気を循環させることにより温室内
の温度ムラを解消し、夏場の局所的な高
温状態を改善します。
冬場の暖房の効率化
　温室上部にある暖かい空気を下の方
に循環させることにより、暖房の効率化
が図ることができます。
梅雨時・冬場における空気の淀みを解消
　閉めきった温室の空気の淀みを解消
し、病害を防ぎます。

クロスレッド展張写真
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７ イチゴ栽培におけるＩＰＭ優良事例

　ハダニ類の防除を徹底した後、天敵を放飼する「ゼロ放飼」が重要である。これによって、必要最低限の殺虫剤で防
除することができ、ハダニ類の薬剤抵抗性の発達を防ぐことができると考えられる。ハダニ類がすでに多く発生してい
る場合は、ミヤコカブリダニだけでは捕食が追いつかないため、チリカブリダニの使用を考えることも重要である。

ポイント

　育苗期に天敵資材を利用することで、
本圃へのハダニ類の持ち込みを防ぐこ
とができ、全栽培期間において天敵
を利用する重要性を感じた。

　育苗圃において 4 月18 日にミヤコカブリダニ（スパイカルプラス）の放
飼を行った。なお、天敵放飼前に、ナミハダニがスポットで発生していたため、
コロマイト水和剤、マイトコーネフロアブル、ムシラップを使用し、密度を低
下させてから天敵の放飼を行った。天敵放飼後はナミハダニの発生は見られ
ず、定植直前まで殺ダニ剤を使用することなく防除することができた。

成果の概要 農家の声

千葉県 山武農業事務所の事例
促成イチゴ（育苗圃）

耕種概要

品　　種 チーバベリー、とちおとめ、やよいひめ、
章姫、紅ほっぺ、おいＣベリー等

施設および
IPM資材の
概要

施　　　設：パイプハウス
防草シート：ハウスサイドに敷設
防虫ネット：なし
循 環 扇：なし
天　　　敵：ミヤコカブリダニ：4月18日
	 （スパイカルプラス　1パック／3株）

栽培概要

栽培方式：高設プランター栽培
　　　　　（3親株／プランター）
親株定植：3月中旬
ランナー切り離し：7月13日～8月6日
定　　植：9月12日～

天敵・害虫の推移

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

8/19 8/298/97/307/207/106/306/206/105/315/215/115/1

4/18
スパイカルプラス

4/214/114/1

10
小
葉
当
た
り
寄
生
個
体
数

ナミハダニ雌成虫
ミヤコカブリダニ

薬剤の散布履歴
月 旬 殺虫剤 殺菌剤

4
上 コロマイト水和剤

ムシラップ
トップジンＭ水和剤
アントラコール顆粒水和剤

中
マイトコーネフロアブル
ムシラップ
スパイカルプラス

ベルクートフロアブル

5

上 キノンドーフロアブル

中 ファンタジスタ顆粒水和剤
デランフロアブル

下 ベルクートフロアブル
セイビアーフロアブル20

6

上 ファンタジスタ顆粒水和剤
ガッテン乳剤

中 サンリット水和剤
キノンドーフロアブル

下 プレバソンフロアブル5 ベルクートフロアブル
オーソサイド水和剤80

月 旬 殺虫剤 殺菌剤

7
中 チェス顆粒水和剤

サンリット水和剤
キノンドーフロアブル
フロンサイドＳＣ

下
アントラコール顆粒水和剤
ラリー乳剤
トップジンＭ水和剤

8

上 ムシラップ ジマンダイセン水和剤
サンリット水和剤

中 ムシラップ ゲッター水和剤
サンリット水和剤

下 ベルクートフロアブル

9
上 ムシラップ オーソサイド水和剤80

中 ムシラップ
ムシラップ

デランフロアブル
アミスター20フロアブル
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　育苗期間に天敵カブリダニ類を放飼してハダニ類の密度低下を図ることによって、育苗圃から本圃へのハダニ類の持ち
込みリスクを低減できる。これによって本圃でのカブリダニ類放飼によるハダニ類の防除効果も安定し、イチゴ全栽培期
間における化学合成農薬の使用回数を削減し、薬剤散布労力の低減、ハダニ類の薬剤抵抗性の発達抑制が可能となる。
　リモニカスカブリダニを秋に放飼して早期に増殖・定着させることで、被害の大きくなる春のアザミウマ類の密度を
抑制できる。今回はリモニカスカブリダニ放飼後にベネビアＯＤを散布したが、放飼前に散布することで防除効果がよ
り高くなると思われる。

ポイント

　育苗期に天敵を放飼した苗を定植したことで、定植時に苗による本圃
へのハダニ類の持ち込みを抑え、定植後から継続してハダニ類の発生を
低密度に抑えることができた。
　アザミウマ類対策として、11月17日にリモニカスカブリダニの放飼、
12月3日にベネビアＯＤの散布を行った。天敵放飼後はアザミウマ類
の発生が少なく、天敵によって抑制できたように思われる。4月中旬か
らハウス内のアザミウマ類が増加したが、被害果の発生は少ないまま栽
培は終了した。

　リモニカスカブリダニを秋に放飼する
ことで、春先のアザミウマ類対策として
十分な効果があると実感している。収
穫期にアザミウマ類の被害を気にせず、
収穫作業に集中できること、農薬散布
の手間が減った点等、値段以上の価値
を感じている。

成果の概要 農家の声

耕種概要

品　　種 やよいひめ、おいＣベリー、
とちおとめ、さちのか

施設および
IPM資材の
概要

施　　　　設：パイプハウス
温 度 管 理：日中25℃、夜温6℃
防草シート：なし
防虫ネット：なし
循　環　扇：なし
天　　　　敵：ミヤコカブリダニ：10月27日（スパイカルEX　250ml×1本／10a）
	 チリカブリダニ：10月27日（スパイデックス　100ml×3本／10a）
	 	 1月16日（スパイデックス　100ml×3本／10a）
	 リモニカスカブリダニ：11月17日（リモニカ　1L×2本／10a）
※育苗圃においても天敵（ミヤコカブリダニ）を利用

栽培概要

栽培方式：土耕栽培
栽植密度：6000 株／10a
定　　植：9月12日～
収穫期間：11月下旬～５月上旬

天敵・害虫の推移

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4/203/202/201/2012/20

10/27
スパイカル EX、
スパイデックス

1/16
スパイデックス

11/2010/209/20

10
小
葉
当
た
り
寄
生
個
体
数
（
頭
）

ナミハダ二雌成虫
ミヤコカブリダ二成虫
チリカブリダニ成虫

0

1

2

3

4

5

5

6

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

5/14/13/12/11/1

11/17
リモニカ

12/111/110/1

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類
の
寄
生
花
率
・
被
害
果
率
（
％
）

10
小
葉
当
た
り
リ
モ
ニ
カ
ス
カ
ブ
リ
ダ
ニ
寄
生
個
体
数

寄生花率（％）
被害果率（％）
リモニカスカブリダニ

千葉県 山武農業事務所の事例
促成イチゴ（本圃）

薬剤の散布履歴
月 旬 殺虫剤 殺菌剤
９ 下 アファーム乳剤

10

上
ムシラップ
トルネードエースＤＦ
ムシラップ

ハーモメイト水溶剤

中 ムシラップ ネクスターフロアブル
ハーモメイト水溶剤

下
ムシラップ
スパイカルEX
スパイデックス

ラリー乳剤

月 旬 殺虫剤 殺菌剤

11
上 フェニックス顆粒水和剤

プロパティフロアブル
フルピカフロアブル
ハーモメイト水溶剤

中 リモニカ
下 オルフィンフロアブル

12
上 ベネビアＯＤ
下 チェス顆粒水和剤

1 中 スパイデックス

4 上 モスピラン顆粒水溶剤 フルピカフロアブル
アフェットフロアブル
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　天敵放飼後、ハダニ類の個体数が増加したため、スターマイトフロアブルでレスキュー防除を実施したところ、以降は
ハダニ類が極めて少ない状態で推移した。ハダニ類の個体数が少ない、親株定植後の早い時期に天敵放飼をすること
が好ましい。天敵放飼前にハダニ類が増加した場合は防除を徹底し、ハダニ類の個体数を 0 頭に極力近づけることが
重要である。
　ランナー切り離し後は炭疽病対策に重点を置いた防除を行い、無理に天敵の温存を行わなかった。

ポイント

　チリカブリダニ、ミヤコカブリダニを利用した IPM
体系による育苗圃におけるハダニ類防除は、化学的防
除主体の慣行防除と同等の効果があった。慣行区では
殺ダニ剤と気門封鎖剤散布回数は１１回だったのに対し、
IPM 区では２回となり、大幅に削減することができた。

　ハダニ類の抵抗性発達が著しいため、育苗圃での化
学防除回数を減らすことで本圃における化学防除の効
果低下が抑制できるのではないかと期待している。天敵
の導入は農薬購入費の減少と散布労力を含めて考える
と、決して高くないと考えている。

成果の概要 農家の声

耕種概要

品　　種 紅ほっぺ

施設および
IPM資材の
概要

施　　　設：パイプハウス
防草シート：ハウス周囲にアグリシートを敷設
防虫ネット：サンサンネットｅ－レッド0.8mm目合いをハウスサイドに展張
循　環　扇：あり（ボルナドファン）
天　　　敵：ミヤコカブリダニ：5月12日
	 	 （スパイカルプラス　50パック／親株 210株）
	 チリカブリダニ：5月12日
	 	 （スパイデックス　100ml×0.5 本／親株 210株）

栽培概要

栽培方式：ポット栽培
親株定植：3月20日
ランナー切り離し：
	 7月23日～7月25日
定　　植：9月2日、9月16日
夜冷処理：8月8日～9月2日（一部）

天敵・害虫の推移
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5/12
スパイカルプラス、
スパイデックス

静岡県 東部農林事務所の事例
促成イチゴ（育苗圃）

薬剤の散布履歴

月 旬 殺虫剤 殺菌剤

５

上 サンヨール サンヨール

中 スパイカルプラス
スパイデックス

下 スターマイトフロアブル
チェス顆粒水和剤 ラリー水和剤

６
上 ウララＤＦ シグナムＷＤＧ
中 タフパール
下 カリグリーン

月 旬 殺虫剤 殺菌剤

７

上 パンチョＴＦ顆粒水和剤
カリグリーン

中 ゲッター水和剤
カリグリーン

下 ウララＤＦ ジマンダイセン水和剤80
カリグリーン

８
上

オーソサイド水和剤80
カリグリーン
セイビアーフロアブル20
カリグリーン

下 ダイアジノンSLゾル ゲッター水和剤
カリグリーン
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　育苗期から天敵を導入した苗を利用した IPM 体系に
よるハダニ類防除は、栽培中ほぼ全ての期間でハダニ類
の個体数が極めて少ない状態を維持した。リモニカスカ
ブリダニを利用したアザミウマ類の防除は、放飼前のベ
ネビアＯＤ散布や赤色防虫ネット等と組み合わせること
によって十分な防除効果を発揮した。コレマンアブラバ
チ放飼によりアブラムシ類の発生株率が減少し、密度が
低い状態で管理できた。

　天敵導入によってハダニ類、アザミウマ類の管理は非
常に容易になった。発生の管理も簡単な観察を続ける
程度で基本的に放置ができて楽である。天敵導入後の
殺ダニ剤費用はほぼ０円になった。アザミウマ類の発生
は、ひどい年は3月末から被害に悩まされるが、リモニ
カスカブリダニの導入により最終盤まで被害が少なく非
常にきれいなイチゴが収穫でき、とても満足している。

成果の概要 農家の声

耕種概要

品　　種 紅ほっぺ

施設および
IPM資材の
概要

施　　　設：鉄骨2連棟ハウス　20a
温 度 管 理：日中28℃、夜温13℃
防草シート：なし
防虫ネット：サンサンネットｅ－レッド0.8mm目合いをハウスサイドに展張
循　環　扇：あり
天　　　敵：チリカブリダニ：10月27日（スパイデックス　100ml×3本／10a）
	 ミヤコカブリダニ：10月27日（スパイカルEX　250ml×1本／10a）
	 リモニカスカブリダニ：10月27日（リモニカ　1L×2本／10a）
	 コレマンアブラバチ：11月14日（アフィパール　100ml×1本／10a）
※育苗圃においても天敵（ミヤコカブリダニ、チリカブリダニ）を利用

栽培概要

栽培方式：高設栽培
栽植密度：6000 株／10a
定　　植：9月2日、9月16日
収穫期間：11月20日（夜冷育苗）、
	 12月20日（小型ポット育苗）
	 ～5月17日

天敵・害虫の推移
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静岡県 東部農林事務所の事例
促成イチゴ（本圃）
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　ハダニ類対策は、本圃においても天敵放飼前の化学防除による「ゼロ放飼」を徹底することが重要。
　アザミウマ類対策は、天敵のみではなく他の IPM 資材も組み合わせた総合防除が必要。アザミウマ類による被害か
ら推測される金額を考慮すると、十分な費用対効果が得られると考えられる。
　気温低下によるコレマンアブラバチの産卵活動低下が原因と思われるマミー発生株率の低下が見られたため、厳冬期
になる前に十分防除効果を発揮できるよう放飼時期を早める必要がある。
　栽培期間の最終盤にアザミウマ類とアブラムシ類が急激に増加した理由は、側窓開放と施設外環境下での害虫の増
加によって施設内に飛び込む頭数が増加したためと推察される。

ポイント
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薬剤の散布履歴

月 旬 殺虫剤 殺菌剤

９
上 コテツフロアブル セイビアーフロアブル20

カリグリーン

中 エコピタ液剤
コルト顆粒水和剤

エコピタ液剤
カリグリーン

10

上 アファーム乳剤
エコピタ液剤 カリグリーン

中 コロマイト水和剤 タフパール

下
ベネビアＯＤ
スパイカルEX
スパイデックス
リモニカ

11
上 カリグリーン
中 アフィパール カリグリーン
下 ウララＤＦ カリグリーン

12

上 チェス顆粒水和剤 カリグリーン

中 カリグリーン
カリグリーン

下 カリグリーン

月 旬 殺虫剤 殺菌剤

1 中 カリグリーン
カリグリーン

3

上 カリグリーン
カリグリーン

中
カリグリーン
シグナムＷＤＧ
ベルクートフロアブル

下
カンタスドライフロアブル
ファンタジスタ顆粒水和剤
カリグリーン

４
上 エコピタ液剤 フルピカフロアブル
中 フェニックス顆粒水和剤 カリグリーン
下 マイトコーネフロアブル シグナムＷＤＧ

５ 中 ガッテン乳剤





「天敵を活用したイチゴの上手な病害虫防除」ご利用の際のご注意 

 

平成３１年２月 

 

                                     一般社団法人全国農業改良普及支援協会 

                                     （全国農業システム化研究会事務局） 

 

 

「天敵を活用したイチゴの上手な病害虫防除」ご利用の際には、下記の点にご注意ください。 

 

１．DMI 剤の使用について 

 ｐ１９優良事例の散布履歴に、DMI 剤「サンリット水和剤」を 4 回、「ラリー乳剤」を 1

回散布の記載があります。農薬使用基準上の問題はありませんが、耐性菌リスクの観点から

考えると望ましくない散布状況ですので、ご留意くださるようお願いします。なお、日本植

物病理学会殺菌剤耐性菌研究会の Web サイトに「耐性菌対策のための DMI 剤使用ガイド

ライン」が掲載されていますので、参考にしていただければと思います。 

●日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会 

http://www.taiseikin.jp/guidelines/ 

 

２．ガッテン乳剤について 

 ｐ１９優良事例の散布履歴に、「ガッテン乳剤」散布の記載があります。ガッテン乳剤は

現在メーカーからの販売は終了しておりますので、ご留意くださるようお願いいたします。 

 

以上 

 


