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平成１９年資料

問題となっている病害虫の考察

今年の資料として、このところ問題になっております病害虫について考察しました。病気として「うどんこ病」、

害虫では「コナジラミ」・「ヨトウ虫類」・「ハモグリガ」についてです。

食の安全性などが騒がれ農薬に対する風当たりが厳しくなっていますが、より効率よい農薬使用を実践しよりよい

収穫を得るための一つの参考にしてください。

１． 「うどんこ病」について
１）概 要

うどんこ病は、最もよく知られしかも薬剤耐性が強くなった植

物病害の一つです。9,800 種以上もの植物で発生することが知られ

ている病気で、庭のバラや道端のコスモスなど身近な植物の上で

簡単に見つけることができます。主に葉に発生する病気ですがイ

チゴなどでは果実に激しく発生することもあります。普通下葉か

ら発病し急速に枯れてきます。病原菌は糸状菌である絶対寄生菌

であり、生きた植物体にのみ寄生します。植物の葉や茎に白色粉

状のカビを発生し、光合成能力を低下させ生育不良や、収量減を

招きます。また花弁や果実に発生して品質を著しく損なうことも

あります。一般に乾燥状態が続くと発生しますが、日照不足や肥

料切れにより樹勢が低下すると発生しやすくなります。うどんこ

病菌と一口に言ってもその種類は 14属 199種に上ると言われてい

て植物によってそれを侵すことができるうどんこ病菌の種も決ま

っています。

うどんこ病菌は植物病原菌としては非常に変わった行動を取る

病原菌です。他の病原菌は植物の体内に入って菌糸を伸ばしなが

ら植物を侵害しますが、うどんこ病菌は付着した胞子が植物体の

表面で菌糸を伸ばして新たな分生胞子を作り、ところどころで表

皮を貫通して植物細胞内に作った吸器官で栄養分を摂取します。

うどんこ病の特徴となっている白い粉状に見えるものは病原菌の

菌糸や胞子そのものなのです。もう一つの特徴は比較的乾燥した

条件でも発生するということです。他の病気菌と同じ様に胞子が

発芽するには水分を必要としますが、うどんこ病菌の分生胞子は

細胞壁の厚さが薄く空気中からでも容易に水分を取り込むことが

できるため、植物体表面に水滴がない湿度 40-90%という条件下で

も発芽し発病させてしまいます。

伝染方法は、胞子が風などによって周辺へ飛散して病気が拡が

るのと、葉などに表生した菌糸体が冷涼な気象条件で形成され、越冬

があります。伝染は、施設栽培やトンネル栽培など直接雨の当たらな

なります。胞子の発芽は、20 度前後が適温であり、高湿度や水滴に

２）防除法・薬剤

＊ 防除剤で耐性菌の発生があるので作用特性の異なる薬剤を輪番

を丁寧に行う（前ページの表参照）

＊ うどんこ病に強い品種を選択

＊ 第一次伝染源となる被害茎葉の丁寧な処分撤去を行ない、過繁茂

などの栽培上の配慮に心がける

２． 「コナジラミ」について
１）概 要

2005 年に宮崎県で発見されて以来、各地で薬剤が効きにくい「タバ

害虫が発生しており、問題となっています。2006 年、県内でも半促

形態が異なりタバココナジラミと考えられるコナジラミ類の発生がみ

タバココナジラミは、国内では従来系統（バイオタイプ不明）の他

コナジラミ）、バイオタイプＱの２系統が確認されています。

バイオタイプとは、日本語に訳すと「同遺伝子型個体群」となりま
●うどんこ病防除薬剤

して伝染源となり発病苗で拡がる方法

い条件で飛散しやすく、被害も大きく

は弱い傾向があります。

散布し、初期防除と予防的散布

を避け空気の流通を良くする

ココナジラミバイオタイプＱ」という

成トマトにてオンシツコナジラミとは

られました。

に、バイオタイプＢ（シルバ－リ－フ

す。生物を分類する場合、通常外見上

薬剤系統 薬剤名

銅剤 サンヨール

無機硫黄 イオウフロアブル

有機硫黄 パルノックス

ベンダイミダゾール系

トップジン M

ベンレート

ゲッター

ジカルボキシイミド系
ロブラール

スミレックス

EBI 剤

バイレトン

バイコラール

インダー

アンビル

スコア

トリフミン

パンチョ TF

サプロール

サルバトーレ ME

オーシャイン

オンリーワン

メトキシアクリレート系
アミスター

ストロビー

アニリノピリミジン系
フルピカ

スイッチ

キノキサリン系 モレスタン

グアニジン系
ポリベリン

ベルクート

ヒビドリキシアニリド系 パスワード

抗生物質 ポリオキシン AL

生物由来殺菌剤

ボトキラー

インプレッション

バイオトラスト
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●シルバーリーフに対する薬剤効果

の違いで個体群を分類します。ところが、外見上は同じように見える生物でも、遺伝子的に違いがあること

により性質が異なる場合があります。そのような場合は、遺伝子的な特徴で個体群を系統に分類します。今

回のタバココナジラミの場合、外見上は従来のタバココナジラミなので、生物学的には単にタバココナジラ

ミとなりますが、遺伝子的な違いがあるため、さらに細かく分類していくとバイオタイプがＱ系統だったと

いうことです。タバココナジラミの場合、世界中に約 40 種のバイオタイプが存在すると言われ、そのうち

24 の系統にはアルファベットがつけられ、バイオタイプ A、バイオタイプ B といったように呼ばれていま

す。日本国内では在来系統（バイオタイプ不明）、シルバーリーフコナジラミ（バイオタイプＢ）、バイオタ

イプＱが確認されています。

２）生態・被害状況

コナジラミは温度があれば繰り返し発生し、約 28日周期で卵→幼虫→蛹→成虫と完全変態します。完全

変態する他の虫に比べ、幼虫の移動が少ないため、成虫は幼虫が養分を吸いやすいように柔らかい新葉の葉

裏に産卵します。そのため、寄生植物を見ると、新葉には成虫と卵、次葉には幼虫、次々葉には蛹がいると

いうように順序よく寄生しています。成虫は

2mm 程度の白いハエのような虫で、被害植物に

触れると白い虫が飛び交うため、簡単に他の虫

と区別できます。シルバーリーフコナジラミと

オンシツコナジラミとの比較を右表のように掲

載しました。

被害としては一般的に、直接的な被害と間接

的な被害に分けられます。直接的な被害として

は葉裏に寄生して汁を吸われるため、葉緑素が

抜け白いカスリ状になります。生育が悪くなり、

発生量が多くて被害が進行すると、草花や野菜

では枯死することもあります。また、シルバー

リーフコナジラミ（バイオタイプＢ）と同様に、トマト・ミニトマトに葉巻、萎縮などの害を及ぼし、トマ

トなどの果実の色がまだらになるなど着色異常果が発生したりします（TYLCV の媒介）。間接的な被害として

は、寄生植物の葉裏に寄生した成虫・幼虫の排泄物により「すす病」を併発し、葉・果実の汚れを起こし、

多発時には吸汁害による褐色も見られます。

３）防除法・薬剤

防除のポイント

＊ 植物がないところでは 3 日間で死ぬので、施設内から植物を完全に除去（施設内外の除草）

＊ オンシツコナジラミとシルバーリーフとでは感受性の異なる薬剤

があるため、発生種を正確に判別することが重要である

＊ 寄生していない苗を定植するなど育苗期の防除を徹底する

＊ 葉裏に寄生するためノズルを上向きにして下方から散布するなど、

薬液が葉裏にかかるようにする

＊ 多発生してからの防除が困難であるため初期防除を徹底する

＊ 同系統の薬剤を連用すると薬剤抵抗性の発達をもたらすので、異な

る系統の薬剤でローテーションを組む

＊ 天敵製剤（寄生蜂）は、コナジラミ類の密度が極めて低いうちに処

理する天敵製剤（寄生蜂）は、コナジラミ類の密度が極めて低いうちに処理する

３． オオタバコガについて

オオタバコガはもともと日本にいた虫で、1994 年に西日本を中心に多くの作物で大発生し、それ以降重要

害虫の座に居座り続けています。本種は東南アジアではワタの害虫として有名で、飛翔能力も高いことから、

海外から大量に飛来した可能性も考えられます。有機リン剤、カーバメート剤、合成ピレスロイド剤など既

存の殺虫剤の効果は低く、大発生した当初は防除薬剤も無く、大きな被害を出しました。最近は登録薬剤も

増え、各種防除法も検討されて発生は落ち着いてきましたが、重要害虫であることに変わりありません。

シルバーリーフコナジラミ オンシツコナジラミ

淡黄色で長さ 0.8～1mm、幅

0.6～0.8mm で楕円形をして

おり背面がやや隆起。背面に

わずかに刺毛が生えている

だけで体の周囲に分泌突起

はない

幼虫・蛹 淡黄色の幼虫で、蛹は周りが

厚く盛り上がり円柱状。体の

周囲と背面に長い毛のよう

な分泌突起がある

約 0.8mm 淡黄色で白色の翅

を持つ

成虫の体調 1～2mm で白色粉状

休眠せず、温室や室内など温

度がなければ越冬できない

越冬 寒さに弱が、関東以西では露

地でも越冬する

翅先が重ならない 葉に静止し

ているとき

翅先が重なっている

処理薬剤名 希釈倍数 効果

アルバリン 3000 ○

ダントツ 4000 △

ベストガード 2000 ○

モスピラン 2000 ◎

ハチハチ 2000 ○

サンマイト FL 1500 ◎

コロマイト 1500 ◎

アプロード 2000 ×
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☆被害作物と生態的特徴

オオタバコガ《番茄（トマト）夜蛾》は多く

の植物を餌にできる広食性の害虫です。野菜で

はトマト、ナス、キュウリ、ピーマン、レタス、

イチゴ、ウリ類など、花きではキク、バラ、カ

ーネーション、トルコギキョウなどで被害が出

ています。羽化後 3～5日で産卵し始める。ヨ

トウガ類と違って卵は 1個ずつ産み、一晩に 1

頭の雌が 200～300 卵も産みます（0.4mm の球形

淡黄色）。従って、雌 1頭がハウスに入っただ

けでも大きな被害になることもあります。2～3

日で孵化し弱齢幼虫は葉の表皮を食害するが中齢幼虫になり植物体内に潜る性質が

強く、花蕾や茎・果実内に食入し、中を空にすると次々と移動して加害するので、幼

虫数が少ない割に被害が大きくなりがちです。老齢幼虫は 35～40mmになり緑色から

淡赤色まで異変が大きく地中に浅く潜って蛹となる。25℃では卵期間は 3日、幼虫期

間約 2週間、蛹期間も約 2週間で、約 1ヶ月で成熟します。9月中以降に蛹化したの

は休眠蛹となり土中で越冬する。春の発生密度は低く、夏から秋にかけて発生密度が

高くなります。年間世代数は 3～4世代と考えられます。

☆防除対策

IGR 剤、BT 剤、その他の新規薬剤などで登録が進み、各作物で薬剤による防除が可能になってきました。

しかしながら、本種の幼虫は植物体内に潜入するため薬剤のかかりが悪いことや抵抗性発達の心配もあるの

で、できるだけ薬剤以外の防除法も取り入れていきたいものです。施設内であれば 0.4mm 以下の網目の防虫

ネットをきちっと張ることで、かなりの防除効果が上ります。露地の作物ではフェロモン剤も利用できます。

ほ場をフェロモンで満たし、新成虫

の交尾を阻止することで、次世代の

幼虫を発生させない方法です。また、

光の影響を受けない作物では、黄色

灯の利用も進められています。明る

くするとガの活動性が低下し、交尾

や産卵を抑制したり、他所からの飛

来を忌避する効果などが考えられ

ます。

４． ヨトウガ類について

☆被害と生態的特徴

ヨトウガ

写

真

オオタバコガの幼虫 オオタバコガの卵
オオタバコガとタバコガの違い

タバコガはタバコやナス科を好み食害する古くからの害虫でしたの
で、オオタバコガは新参者の近縁種ということになり多くの作物に食害
を与えます。成虫の上羽の横線模様がはっきりしているのがタバコガで、
はっきりしないのがオオタバコガです。幼虫での識別は難しい。一ヶ所
に両種のフェロモントラップを置くと絶対に間違うことなく、それぞれ
のトラップに誘引されます。しかしトラップにオオタバコガとタバコガ
の両方がたくさん誘引されたにも関わらず、圃場の幼虫を採集し羽化さ
せたところ、オオタバコガばかりであったという報告がいくつかの県か
らありました。このなぞは解けていません。
ハスモンヨトウガ シロイチモジヨトウガ

http://www.syngenta.co.jp/support/gaichu/
http://www.syngenta.co.jp/support/gaichu/


4 / 6

卵 1齢 2齢 3齢 4齢 合計 39日
（幼虫 19 日）

孵化 蛹 6 齢 5 齢

4 2.8

2.82 14 3.2

34

3.2

ハスモンヨトウの生育ステージ期間

被
害
の
様
子
・
生
態

＊孵化幼虫、2～3齢幼虫は群がって集団で

加害し、被害葉は食害部だけ表皮を残し

白色のかすり状になる。

＊3 齢になると、表皮を残さず、網目状に

不規則な穴をあけて、葉は食い破られた

ようになる。さらに成長すると、主脈だ

けを残して暴食する。

＊5 齢まではキャベツ、ハクサイ、ダイコ

ンなどの葉上で生活を続ける

＊6 齢になると昼間は地際の土中やキャベ

ツの結球内に潜入してかくれ住み、夜間

現れて食害する。虫糞で汚して食用にで

きなくなる。結球する前のものは、中心

部まで残らず食べられることもある。ダ

イコンやカブの場合は、葉心を残すだけ

のボウズにするので発育が著しく遅れ、

収量が激減する。

＊暴食された株の根元周辺を掘ると老熟

幼虫がごろごろ出てくることがある。

＊孵化幼虫は集団で葉肉を食べるため葉

の表皮のみが残る丸坊主になり、黄白色

から褐変枯死する葉が現れる

＊南方系の害虫で温帯の冬に耐える休眠

性をもたない

＊野外での越冬は困難で、ビニールハウス

や施設等が重要な越冬場所となる

＊雑食性で野菜・畑作物・花木・果樹にま

で被害が及び、普通は 8～10月頃の被害

がおおきい

＊被害作物もネギ、エンドウ、キャベツ、

ダイコン、ハクサイ、スイカ、キュウリ、

アスパラガス、ホウレンソウ、バレイシ

ョ、ピーマン、ヤマノイモなどの野菜類

や花木類でも被害が生じている

＊葉、果皮、花蕾、花弁を食害

＊狭い隙間に潜り込んだり、狭い場所がな

い場合は自ら葉をつづり合わせてその

内部から食害

＊若齢幼虫は群生して食害するため、卵塊

のあった葉を中心に白化葉となり、その

後は分散し、葉の表裏を問わず食害する

＊特に夏期高温時に多発する

＊一般的に、施設栽培地帯では5～10月に、

露地栽培地帯では 8～9月に発生が多い

成

虫

＊ヨトウガは甜菜夜蛾

＊成虫は年 2回発生する

＊第 1世代の成虫は、暖地では 4月上旬～

5月下旬に発生

＊第2回の成虫は9月上旬～10月下旬に発

生

＊成虫の寿命は数日で、土中で蛹化した状

態で越冬

＊成虫は長さ 15～20mm で前翅に斜めに交

差して走る数条の淡褐色の縞模様が目

立つ

＊ハスモンヨトウは和名；斜紋夜盗

＊成虫は体長約 12mm、開張約 28mm の暗灰

褐色で小型の蛾

＊成虫は、昼間は作物の葉裏や雑草に潜ん

でおり、夜間に活動する

＊暖地では厳寒期に老齢幼虫のみが発見

され、さらに降雪時にもネギの加害が観

察されていることから、露地での越冬形

態は老齢幼虫ないし蛹と考えられてい

る

＊本種は非休眠性であるため、施設内で温

度条件がよい場合は冬でも増殖

卵

＊卵は必ず葉裏に産み付けられる

＊数十個から数百個の平面卵塊で、１つ１

つはマンジュウ型

＊直径 0.6mm、側面に放射状の線がある

＊雌蛾は夜間に活動し植物の葉に数百個

の卵塊として産卵しその卵塊は成虫の

鱗粉で覆われている

＊植物の葉裏などに卵を卵塊で産み付け

る

＊地上 10cm 以下の低部位や若い生育ステ

ージの作物に好んで産卵する習性

＊卵は黄褐色で約0.5mmのまんじゅう型を

しており、表面は灰褐色の鱗毛で覆われ

ている

幼

虫
・
蛹

＊孵化幼虫は淡緑色でほぼ透明

＊2～3齢幼虫は淡い黄褐色

＊4 齢になると頭部は黄褐色で、胴部は淡

褐色や灰黄色や灰黒色と変異が多いが、

全面に灰黄色の細かい点が密に散らば

り、体側に黄色～橙黄色の線がみられる

＊5～6齢幼虫になると食葉量が多くなり、

また昼間は土中に潜伏する

＊幼虫は 5～6月に発生し、1ヶ月あまりで

老熟して土中で蛹化し、一部羽化するも

のを除いて夏眠する

＊孵化幼虫は頭部が黒褐色、体色が緑色

で、分散せずに葉裏から集団で食害する

＊6齢を経過し成長幼虫は 40mm になり、灰

緑暗色、暗褐色などいろいろで変異に富

んでいる

＊幼虫の体色は多様で、緑色から黒紺色ま

で個体差が大きい

＊老熟すると体長約 30mm となる

＊ハスモンヨトウと同属で食害状況も類

似しているが、ハスモンヨトウよりひと

まわり小さい

＊蛹は赤褐色で体長約 15mm

＊幼虫は孵化後しばらくは集団で生息す

るが、齢が進むにつれて次第に分散

生育ステージの期間をハスモンヨトウを例として示しました。他のヨトウ虫もほぼ同様と見てよいでしょ

う。気温によっても日数が変わります。高くなると日数が減少します。更に「月の満ち欠け」に関係するこ

とも言われております（満月のあたりが交尾）。
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☆防除対策

 定植前後からフェロモントラップ（交信かく乱用性フェロモン）を設置

 卵塊や、卵からふ化したばかりで集団になっている幼虫を見つけたら取り除く

 若齢幼虫は葉裏を加害するので、葉裏に十分薬液または粉剤が付着するよう散布する。また、若齢幼

虫は、わずかの刺激でも体をまるめて落下するので、薬剤散布前にほ場を歩き回らない

 薬剤の防除効果は孵化幼虫がもっとも高く発育が進むにしたがって薬剤感受性が低下するので

若齢幼虫のうちに防除する【5日～10日間隔での薬剤散布】

 老熟幼虫（5～6齢幼虫）になると昼間は株元に潜んでいることが多く、株元にも薬剤がかかるように

散布する

 発生は春より秋の方が多いので、秋期の発生には特に注意する

 薬剤の散布は、加害の初期(葉面にカスリ状の食痕が現れ始めたとき)に 1回目、その 7～10 日後に 2

回目を散布する

 施設では、成虫の侵入を防止するため、開口部に 4mm目程度の寒冷紗を張ることが有効です

 施設では、夜間に黄色蛍光灯などを点灯することで忌避効果がある

５． コナガについて

漢字では菜っ葉を食べる小さな蛾ということで「小菜蛾」と書き、英名では背面にひし形（ダイアモンド

形）の淡黄白色紋を有することから「Diamondback moth」とよばれています。

この害虫はアブラナ科の植物を加害する世界的な大害虫として知られています。わが国では、１９６０年

代以降から重要な害虫となりましたがそれ以前は、その被害が話題になるようなことはありませんでした。

しかし１９６５年頃からキャベツを中心に恒常的に大発生する重要害虫となっています。その原因について

は、キャベツの栽培面積の増加や温室などの施設栽培作物での越冬量の増加などがあげられていますが、は

っきりしたことはわかっていません。

原産地は西アジアとされ、世界中どこにでも分布していますが、現在その発生が問題となっている地域は

東南アジア、北米、中南米地域が中心です。コナガの防除は１９７０年頃まで、有機リン剤が用いられてい

ましたが、１９７０年後半から抵抗性個体が出現し、その後合成ピレスロイド、ＢＴ剤（微生物製剤）、ＩＧ

Ｒ剤（昆虫生育制御剤）などにも相次いで抵抗性個体が確認され、野菜害虫の中で防除の困難な重要害虫と

位置づけられています。

－被害と発生生態－

アブラナ科野菜のキャベツ、白菜、

ダイコン、カブ、ワサビ、チンゲン

サイ（写真１）、クレソン、ブロッ

コリーなどを加害しますが、アブラ

ナ科であれば雑草にも寄生します。

成虫は体長６ｍｍ位の微小な蛾

です（写真２）。卵は約 0.5ｍｍで

楕円形（写真３）をしており、主に

葉に産み付けられ、卵から孵化した

幼虫は葉にもぐり、葉肉内の組織を

内側から食べています。２令になる

と、葉肉内から出て、主に葉裏から

葉脈を残して食害するようになり

ます（写真４）。幼虫は孵化直後は

淡黄色ですが発育が進むと緑色に変化します。食害痕は不規則な白斑となり、ひどい場合は葉脈のみが残る

ようになります（写真５，６）。

幼虫は約１０ｍｍまで発育し、葉裏に粗い繭をつくりそこで蛹となります（写真７）。

卵から成虫までの発育所要日数は２５℃で約１６日間と短く、年間の発生回数は、関東地域で１０世代、九

州地域では１２世代と推定されています。年間の発生消長は春から初夏にかけてと秋に発生のピークが見ら

れるのが一般的です。

－防除薬剤とその特性－

コナガは薬剤感受性の低下がこれまで使用してきた薬剤に対し進んでおり、これまで有力だった有機リン

剤や合成ピレスロイド剤がほとんど効かない状況になり、ＩＧＲ剤も効果の低下が問題とされるようになっ

ています。
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●青虫・コガナ用殺虫剤の系統別分類

６． 「ハモグリガ」について

１）被害の様子

初期は孵化幼虫が葉の内部に渦巻き状の坑道をつくり、その部分が褐色に変色して脱落する。その様子は

せん孔細菌病に似ている。その後幼虫は葉の周辺を波状に食害する。多発時は落葉を引き起こし、ひいては

果実の肥大を抑制する。収穫後の秋期に発生することが多い。

２）形態

成虫：体長約 3mm。開帳約 8mm。前翅は夏型で銀白色、冬型は暗褐色で先端近くに黒い紋がある。

卵 ：径 0.2mm くらいで乳白色円形。葉肉中に産み付けられる。

幼虫：老熟幼虫は体長約 6mm、扁平で両端が細い。全体は淡緑色で胸脚は黒

色で短い。

蛹 ：被害葉の裏側等に四方から糸を張り、その中央に約 5mm の細長い白色

の薄いまゆを作り蛹化している。蛹の色は淡緑色。

３）生態

年に約６～7 世代発生する【4 月中⇒5 月中⇒6 月中⇒7 月中⇒8 月上⇒8 月下

⇒9 月中～10 月】。越冬は成虫の形で、建物の壁、樹幹の粗皮間隙や落葉付近の雑草で行う。越冬成虫は 4

月中旬頃から現れ、葉の展開とともに葉に産卵する。孵化幼虫は葉組織内を食害しながら発育する。老熟幼

虫は表皮を破って外にでて糸をはいて移転し葉裏、枝幹、落葉などでまゆを作る。

成虫は 4～7 日間生存し 20～130 個を産卵する。卵は 2～7 日で孵化し幼虫は 7～16 日間して蛹となる。

蛹の期間は 3～9 日である。一世代は

約 30 日間であるが気温が高くなると

短くなる。

４）防除対策

第 1世代はよほど多発しないと発

生に気付きにくいが、第 1世代幼虫に

対する防除の善し悪しがその後の世

代の発生量を大きく左右する。収穫期

に近づくと防除しにくいので、春先か

ら発生した場合は早い世代の内に対

処する。フェロモントラップを設置す

ることは、発生の有無を調べるのに有

効である。

有機リン系

トクチオン

ＤＤＶＰ

オルトラン

カーバメート系

オンコル

ラービン

オリオン

ランネート

ミクロデナポン

ネオニコチノイド系

モスピラン

アクタラ

アルバリン

アドマイヤー

ダントツ

ベストガード

ＢＴ剤（生物由来）

チューリサイド

デルフィン

ゼンターリ

エスマルク

有機塩素系
マリックス

エイカロール

IGR(昆虫成長製剤)

マッチ

カスケード

マトリック

ファルコン

ネライストキシン系 パダンＳＧ

合成ピセスロイド系

アグロスリン

アディオン

スカウトＦＬ

トレボンＥＷ

ロディー

ピロール系 コテツフロアブル

オキサダイアジン系 トルネードＦＬ

マクロライド系 アファーム

ビリジンアゾメチン チェス

トルフェンピラド ハチハチ

スピノサイド スピノエース

●桃のハモグリガに対する主な防除薬剤

有機リン系 スプラサイド水和剤 1500 倍 21 日／4 回

合成ピレスロイド系

スカウトＦＬ

テルスター水和剤

アーデント水和剤

アディオン乳剤

3000

1000

1000

2000

前／5

14／2

前／3

7／6

ネオニコチノイド系

アドマイヤー水和剤

アドマイヤーＦＬ

モスピラン水溶剤

バリアード顆粒水和剤

アルバリン顆粒水和剤

ダントツ顆粒水溶剤

2000

5000

4000

4000

2000

4000

3／2

3／2

前／3

7／3

前／3

7／3

ＩＧＲ
カスケード乳剤

マトリックＦＬ

4000

1000

14／2

前／3

ピロール系 コテツＦＬ 2000 前／2

スピノサイド スピノエースＦＬ 6000 3／3

トルフェンピラド ハチハチＦＬ 2000 前／2


