
促成キュウリにおけるスワルバンカー®の上手な使い方

使用上の留意点

スワルバンカーの導入時期

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

育苗 定植 収穫開始 収穫終了

スワルバンカー設置（２月中旬～３月上旬）

スワルバンカーの設置方法
◇ ２月中旬～３月上旬にスワルバンカーを設置する

・ スワルスキーカブリダニは低温に弱いため、夜温１５℃
以上での設置が望ましい。
・ ５株ごとに１個（10aあたり200個）程度を設置するため、
未設置の株への分散・定着にやや時間がかかる。そのた
め、設置前の害虫密度はゼロであることが理想的。
・ 害虫が見られた場合は、スワルスキーカブリダニに影響
の小さい農薬を散布後に設置する。
・ 直射日光が当たらないように、なるべく葉などの陰に設
置する。また、株の下段に設置すると野ネズミの被害を受
けやすいので、中段あたりに設置するのが良い。

◇ 天敵に影響の小さい選択性農薬を使用する
• スワルバンカー設置後に農薬を使用する場合は、影響の小さい農薬を使用
する。天敵密度が比較的高い場合（１葉に５頭以上）には影響のある農薬
（（影響日数７日程度の農薬）を使用できるが、それらを連続して使用しないこ
と（一度使用したら１４日以上は間隔をあける）。
• 設置前も、長期間（１ヶ月以上）影響のある合成ピレスロイド剤や有機リン剤
は使用しないようにする。

◇ 防虫ネットを展張して害虫の侵入を防止する
• ハウスの換気部（側窓や天窓など）や出入口には防虫ネットを展張し、害虫
の侵入防止に努める。防虫ネットは、害虫の大きさや施設内温度の上昇等を
考慮しながら選定する。
• 本天敵はアザミウマ類・コナジラミ類・チャノホコリダニを捕食するが、野外
からの害虫侵入が多いと防除効果が低下する場合がある。

■農薬に対する保護効果

（注1）▼はジマンダイセン（500倍液）の散布を示す
（注2）天敵放飼は６月17日、放飼量は10aあたり5万頭

天敵に影響の大きいジマンダイセンを３回散布しても、
パック製剤よりも天敵数を多く維持できる

群馬県農業技術センター
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天敵に影響の小さい選択性農薬
バンカーシートを利用した促成／抑制栽培キュウ
リでの防除例（IPMプログラム）を参照

注１） 2月12日にバンカーシートを設置し（各5万頭/10a換算）、約２週
間ごとの花粉散布、または花粉無散布の試験区を設けた。

注２） 比較対象として、パック製剤で同程度の天敵を放飼し、花粉を
散布しない試験区を設けた。
注３） 設置約3ヶ月後（97日後）のキュウリ葉上におけるスワルスキー
カブリダニ密度を示す。

バンカーシート
（花粉あり）

バンカーシート
（花粉なし）

パック製剤
（花粉なし）

8.0頭／葉 4.4頭／葉 3.1頭／葉

■花粉処理による増殖効果

天敵の代替餌となる『NutrimiteTM』を散布処理す
ることで、天敵数をさらに多く維持できる
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使用上の留意点

抑制キュウリにおけるスワルバンカー®の上手な使い方

群馬県農業技術センタースワルバンカーの導入時期

７月 ８月 ９月 10月 11月

育苗 定植 収穫開始 収穫終了

スワルバンカー
設置（定植５～７日前）

スワルバンカーの設置方法

◇ 天敵に影響の小さい農薬を使用する
• スワルバンカー設置後に農薬を使用する場合は、影響の小さい農薬を使用する。天敵密度が比較的高い場合（１葉に５頭以上）には影響
日数７日程度の農薬を使用できるが、それらを連続して使用しないこと（一度使用したら14日以上は間隔をあける）。
• 育苗期も含めて天敵に長期間（１ヶ月以上）影響のある合成ピレスロイド剤、有機リン剤、カーバメート系剤は使用しないようにする。

◇ 育苗期に設置できない場合には、定植時の組み合わせ放飼で対応する
• 育苗期の苗にスワルバンカーを設置できない場合は、定植時にボトル製剤（全株の生長点に放飼）を併用する。試験例として、9月18日の
定植時に組み合わせの天敵放飼（スワルバンカーとボトル製剤の併用、合計で10a当たり5万頭換算）を行った結果、天敵に影響のある薬剤
散布体系下（ジマンダイセン、トップジンＭ、マイトコーネ）においても、10月下旬頃まで葉当たり1頭前後の天敵定着が認められた。
• ただし、天敵に長期間（１ヶ月以上）影響のある合成ピレスロイド剤、有機リン剤、カーバメート系剤は使用しないようにする。

◇ 防虫ネットを展張して害虫の侵入を防止する
• ハウスの換気部（側窓や天窓など）や出入口には防虫ネットを展張し、害虫の侵入防止に努める。防虫ネットは、害虫の大きさや施設内温
度の上昇等を考慮しながら選定する。
• 本天敵はアザミウマ類・コナジラミ類・チャノホコリダニを捕食するが、野外からの害虫侵入が多いと防除効果が低下する場合がある。

本圃へ
持ち込み

スワルバンカー10aあたり１00個と、
ボトル製剤10aあたり2万5千頭を併用

育苗期の苗に
設置できない場合

◇ 育苗期の苗にスワルバンカーを設置する
・ 抑制栽培では害虫の発生量が多く、増殖速度も速いため、
天敵の早期定着を目的に育苗期の苗に設置する（写真①）。
・ 定植３～７日前に設置することで、定植時には全ての苗に
天敵が定着する（葉当たり３〜４頭）。ただし、設置環境に
よっては定着の程度に差が生じる場合がある。

◇ 本圃へスワルバンカーを持ち込む
・ 育苗期の苗に設置したスワルバンカーは、定植時に苗と
ともに本圃へ持ち込む。
・ 定植から株を誘引（吊上げ）するまで（定植７～10日）は、
５～10株あたり１個の間隔で、株近く（接しているのが望まし
い）にスワルバンカーを立てるようにして設置する。風などで
飛ばされたり、倒れたりする場合があるので、ピンなどで固
定した方が良い（写真②）。
・ 株に吊下げる場合は、中段あたりに直射日光を避けるよ
うに設置する（写真③）。

■育苗期の苗への設置による定着

（注1）8月9日に10苗あたり１個（250頭）の割合
でスワルバンカーを設置した。
（注2）写真は3日後の8月12日における天敵密
度イメージ（葉当たり約3頭）

育苗期の苗にスワルバンカーを設置すると（上記写真①）、
３～６日後には、１葉当たり３～４頭程度定着する

■スワルバンカーの上手な組み立て方

• バンカーシート内にパック製剤と黒
色フェルトを最初に入れ、次に湿度
調節用の吸水性ポリマーを入れる。

• 逆の順番で入れると、設置後にポリ
マーがパック製剤に接触してしま
い、パック製剤に悪影響が生じる（浸
水、カビの発生など）ことが多くなる

写真右： 正しい順序で入れた場合
の様子。カビは生えず、内部のふす
まに影響はない。
写真左： 逆の順序で入れた場合。
パック製剤にカビが生え、内部のふ
すまも固まっている。

②

①

③
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11月 12月 1月 3月 4月 5月 6月

育苗
（播種・接ぎ木）

定植

害虫防除

うどんこ病

べと病

褐斑病

農薬を使用する際は、ラベルに記載されている使用基準や注意事項を遵守する。なお、表 中に記載の農薬は平成29年○月○日現在の農薬登 録情報に基づき作成している

主要病害

導入後は天敵に影響の小さい農薬で
★害虫が見られた場合は、天敵に影響の小さい農薬を散布して天敵を維持
★影響ある農薬（影響日数７日以内）を使用する場合は、天敵数が葉あたり５頭以上となって
  からとし、連用はしないこと（一度散布したら14日以上は間隔をあける）。

注意事項

バンカーシートは、天敵のパック製剤を包括する構造のため、設置株から他株への分散に は時間を要する

ハウスの換気部（側窓や天窓など）や出入口には、防虫ネットを展張し、害虫の侵入を防 止する。害虫の大きさ、施設内温度の上昇等を考慮しながら、防虫ネットの選定を行う

病害虫の発生が抑制できない等、防除困難となった場合には、リセット防除も考慮する

褐斑病が発生しやすい施設では、耐病性品種の導入が望ましい

天敵に強い影響ある農薬は使用しない！
★カブリダニに長期間（1ヶ月以上）影響のある
　合成ピレスロイド剤、有機リン剤は使用しない
★それ以外の農薬については、天敵放飼予定日
　および天敵に影響の残る日数を考慮して使用
　する

アミスター20フロアブル、オーソサイド水和剤80、カンタスドライフロ アブル、スミブレンド水和剤、セイビアーフロアブル20、ダイパワー水和剤、ダコニール1000、
ドーシャスフロアブル、ブリザード水和剤、フルピカフロアブル、プロ ポーズ顆粒水和剤、ベルクート水和剤など

『バンカーシート 』を利用した促成栽培キュウリの防除例

アフェットフロアブル、アミスター20フロアブル、ガッテン乳剤、スコア 顆粒水和剤、ダイマジン水和剤、ダコニール1000、ドーシャスフロアブル、トリフミン水和剤、
パンチョTF顆粒水和剤、ブリザード水和剤、フルピカフロアブル、プ ロパティフロアブル、プロポーズ顆粒水和剤、ベルクート水和剤、ラリー水和剤など

アミスター20フロアブル、オーソサイド水和剤80、キノンドーフロアブ ル、ジャストフィットフロアブル、ダコニール1000、ドーシャスフロアブル、フェスティバル水和剤、
ブリザード水和剤、プロポーズ顆粒水和剤、ホライズンドライフロア ブル、ライメイフロアブル、ランマンフロアブルなど

収穫

2月

天敵導入 時はゼロ放飼を極力目指す！

★ゼロ放 飼の徹底！！　バンカーシート導入時は、害虫（アザミウマ、コナジラミ）密度ゼロが理想的
★害虫が 見られた場合は、天敵に影響の小さい農薬を散布後、バンカーシート設置

天敵利用の
ポイント

育苗中

殺虫粒剤

または

灌注処理剤

を使用する

例）
・アドマイヤー 粒剤

・ｱﾙﾊﾞﾘﾝ／ｽﾀｰｸﾙ粒剤

・ダントツ粒剤

・ベストガード粒剤

・ベリマーク

定植時

殺虫粒剤

または

灌注処理剤

を使用する

例）
・アクタラ粒剤５

・アドマイヤー１粒剤

・ｱﾙﾊﾞﾘﾝ／ｽﾀｰｸﾙ粒剤

・ダントツ粒剤

・ベストガード粒剤

・モスピラン粒剤

・ベリマーク

影響 の小さい農薬例
■主 要害虫

ア ザミウマ：アルバリン／スタークル顆粒水溶剤、プレオフロアブル、ベストガード水溶剤、

ボタニガード水和剤（※２）

コ ナジラミ：アルバリン／スタークル顆粒水溶剤、ウララＤＦ、チェス顆粒水和剤、ベストガード水溶剤、

ボタニガード水和剤（※２）、昆虫気門封鎖剤スポット散布（※３）

■そ の他害虫

ア ブラムシ：アルバリン／スタークル顆粒水溶剤、ウララＤＦ、チェス顆粒水和剤、ベストガード水溶剤、

昆虫気門封鎖剤スポット散布（※３）

ハ ダニ：カネマイトフロアブル、ダニサラバフロアブル、ニッソラン水和剤、昆虫気門封鎖剤スポット散布（※３）

ハ モグリバエ：プレオフロアブル

チ ョウ目：フェニックス顆粒水和剤、プレバソンフロアブル５、ＢＴ剤

※ ２ ボタニガードＥＳは天敵に影響があるので使用を控える
※ ３ 昆虫気門封鎖剤はカブリダニ類に影響するので、全面散布を避け、害虫の発生が認められるポイントへの散布とする

影響の小さい農薬を使用

するのが望ましいが、

以下の農薬を影響日数を

考慮して使用できる

アザミウマ：
ｱﾌｧｰﾑ乳剤、ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｽﾋﾟﾉ

ｴｰｽ顆粒水和剤、ダントツ水溶剤

コナジラミ：
ｱﾌﾟﾛｰﾄﾞ水和剤、ｺﾙﾄ顆粒水和剤、

ｺﾛﾏｲﾄ乳剤、ダントツ水溶剤

アブラムシ：
ｺﾙﾄ顆粒水和剤、ﾀﾞﾝﾄﾂ水溶剤

ハダニ：
ﾏｲﾄｺｰﾈﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ

天敵への影響残日数について

は、別紙「カブリダニ類への

殺虫剤の影響」を参照

２月中旬 ～３月上旬

バ ン カ ーシート設置（※１）

２００個 ／10a

※１
株の中段あたりに設置すると野鼠の

被害を受けにくくなる。また、直射日光
が当たらないように、なるべく葉などの
陰に設置する。
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７月 ９月 10月 11月

育苗
（播種・接ぎ木）

定植

害虫防除

うどんこ病

べと病

褐斑病

バンカーシートは、天敵のパック製剤を包括する構造のため、設置株から他株への分散に は時間を要する

褐斑病が発生しやすい施設では、耐病性品種の導入が望ましい

農薬を使用する際は、ラベルに記載されている使用基準や注意事項を遵守する。なお、表 中に記載の農薬は平成29年○月○日現在の農薬登録情報に基づき作成している

病害虫の発生が抑制できない等、防除困難となった場合には、リセット防除も考慮する

主要病害

アフェットフロアブル、アミスター20フロアブル、ガッテン乳剤、スコ ア顆粒水和剤、ダイマジン水和剤、ダコニール1000、ドーシャスフロアブル、トリフミン水和剤、
パンチョTF顆粒水和剤、ブリザード水和剤、フルピカフロアブル、 プロパティフロアブル、プロポーズ顆粒水和剤、ベルクート水和剤、ラリー水和剤など

アミスター20フロアブル、オーソサイド水和剤80、キノンドーフロア ブル、ジャストフィットフロアブル、ダコニール1000、ドーシャスフロアブル、フェスティバル水和
剤、ブリザード水和剤、プロポーズ顆粒水和剤、ホライズンドライフ ロアブル、ライメイフロアブル、ランマンフロアブルなど

アミスター20フロアブル、オーソサイド水和剤80、カンタスドライフロ アブル、スミブレンド水和剤、セイビアーフロアブル20、ダイパワー水和剤、ダコニール1000、
ドーシャスフロアブル、ブリザード水和剤、フルピカフロアブル、プロ ポーズ顆粒水和剤、ベルクート水和剤など

ハウスの換気部（側窓や天窓など）や出入口には、防虫ネットを展張し、害虫の侵入を防止する。 害虫の大きさ、施設内温度の上昇等を考慮しながら、防虫ネットの選定を行う

注意事項

『バンカーシート 』を利用した抑制栽培キュウリの防除例

８月

収穫

天敵利用の
ポイント

天敵に強い影響ある農薬は使用しない！
★カブリダニに長期間（1ヶ月以上）影響のある合成ピレスロイド系、有機リン系、カーバメ ート系は 使用しない
天敵導入時はゼロ放飼を極力目指す！
★ゼロ放飼の徹底！！バンカーシート導入時は、害虫（アザミウマ、コナジラミ）密度ゼロ が理想的
★害虫が見られた場合は、天敵に影響の小さい薬剤を散布後、バンカーシート設置

導入後（本圃定植後）は天敵に影響の小さい農薬で
★害虫が見られた場合は、天敵に影響の小さい農薬を散布して天 敵を維持
★影響ある農薬（影響日数７日以内）を使用する場合は、天敵数 が葉あたり５頭以上となってからとし、連用はしないこと（一度散布したら14日以上は間隔をあける）。

育苗中

殺虫粒剤

または

灌注処理剤

を使用する

例）

・アドマイヤー 粒剤
・ｱﾙﾊﾞﾘﾝ／ｽﾀｰｸﾙ粒剤

・ダントツ粒剤

・ベストガード粒剤

・ベリマーク

定植時

殺虫粒剤

または

灌注処理剤

を使用する

例）
・アクタラ粒剤５
・アドマイヤー１粒剤
・ｱﾙﾊﾞﾘﾝ／ｽﾀｰｸﾙ粒剤
・ダントツ粒剤
・ベストガード粒剤
・モスピラン粒剤
・ベリマーク

育苗期（定植5～7日前）
バンカーシート設置

１個／５～10苗

定植～収穫

育苗で使用したバンカーシートをそのまま本圃へ持ち 込む

1個／５～10株定植時は株が小さいので株の近くに設 置する

７～10日後に株が大きくなったら株に設 置する（※１）

影響の小さい農薬例
■主要害虫

アザミウマ：アルバリン／スタークル 顆粒水溶剤、プレオフロアブル、ベストガード水溶剤、ボタニガード水和剤（※２）

コナジラミ：アルバリン／スタークル顆 粒水溶剤、ウララＤＦ、チェス顆粒水和剤、ベストガード水溶剤、ボタニガード水和剤（※２）、

昆虫気門封鎖剤スポット 散布（※３）

■その他害虫
アブラムシ：アルバリン／スタークル 顆粒水溶剤、ウララＤＦ、チェス顆粒水和剤、ベストガード水溶剤、昆虫気門封鎖剤スポット散布（※３）

ハダニ：カネマイトフロアブル、ダニサ ラバフロアブル、ニッソラン水和剤、昆虫気門封鎖剤スポット散布（※３）

ハモグリバエ：プレオフロアブル

チョウ目：フェニックス顆粒水和剤、プ レバソンフロアブル５、ＢＴ剤

※２ボタニガードＥＳは天敵に影響が あるので使用を控える

※３昆虫気門封鎖剤はカブリダニ類に 影響するので、全面散布を避け、害虫の発生が認められるポイントへの散布とする

定植～収穫

育苗期にバンカーシートを設置できない場合は、ボトル 剤を併用する

バンカーシート1個／10株＋ボトル剤25,000頭／ 10a

※１

直射日光が当たらないように、

なるべく葉などの陰に設置する。
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・ ナスの施設栽培で問題となっているミナミキイロアザミウマやチャノホコリダニは
育苗期間中から発生する。

・ このため、バンカーシートを使ってスワルスキーカブリダニを苗に放飼し、育苗期
から定着させる（図１：Ⅰ）。

・ その結果、農薬の使用を最小限に控えても、ミナミキイロアザミウマの発生を抑
えた苗（図1：Ⅱ）が生産でき、本圃に定植後も初期発生を抑えられる（図1：Ⅲ）。
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Ⅰ：苗におけるスワルス
キーカブリダニの定着程度

Ⅱ：苗におけるミナミキイロ
アザミウマの発生程度

Ⅲ：定植7日後のミナミキイ
ロアザミウマの発生程度

図１ バンカーシート利用によるスワルスキーカブリダニの定着とミナミキイロアザミウマの発生程度

注１） BS:バンカーシート内に吸水性ポリマーを投入し、9日後にパック剤を装着。その後苗に設置。
注２） BSとパックは、9月3日に1資材／12株を設置、ボトルは同量を葉上に放飼。

・ミナミキイロアザミウマのみならず、チャノホコリダニにも高い効果がある（図２）。

図２ 育苗中のバンカーシート設置（写真左）によるチャノホコリダニ被害（写真右）の抑制効果

徳島県立農林水産総合技術支援センター

育苗期設置のポイント

スワルバンカーの導入時期

促成ナスでのスワルバンカー®の上手な使い方

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

播種 育苗 定植 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 栽培
終了

スワルバンカー設置
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●育苗用施設内において（生産者から防除を委託された育苗専門者が実施）
１） 定植１～２週間前の苗にバンカーシートを利用して、スワルスキーカブリダニを放飼す

る（シート内にパック剤を装着する２～３日前に吸水性ポリマーを投入すると、設置後の
カブリダニの放出が早くなる）。

２） バンカーシートの下部に竹串、あるいは割り箸等を突き刺して（図６）、ポット苗に設置
する（図７）。放飼量は１資材（パック入りバンカーシート）／10～12株とする。

３） 灌水は通常どおりとする。
４） 苗を生産現場に搬送する前に、ガマ花粉（NutrimiteTM）を処理する。

５） 搬送用ダンボール箱の中には、苗とともに使用した資材（パック入りバンカーシート）も
静置し、同送する。

●本圃において（生産者が実施）
６） カブリダニの付いた苗をそのまま定植する。また、上記で利用した資材（パック入りバ

ンカーシート）は株元に設置する（図８）。
７） なお、カブリダニの付いていない通常の苗を購入した場合は、納品後、2～3日間は上

記1）を実施した後に定植する。

※ 本技術は、キュウリやピーマン等にも応用可能。

✔ アブラムシ類、ハダニ類とハスモンヨトウ等のチョウ目害虫には効果がない
ので、以下の薬剤を選択し処理する。

VSアブラムシ類
定植時：ベリマークSC（灌注）、プリロッソ粒剤、スタークル（アルバリン）粒剤等
定植後：ウララDF、チェス顆粒水和剤

VSハダニ類
定植後：スターマイトフロアブル、カネマイトフロアブル、ダニサラバフロアブル

VSハスモンヨトウ
定植時：プレバソンフロアブル5（灌注）
定植後：プレバソンフロアブル5、フェニックス顆粒水和剤、プレオフロアブル等

✔ 11月以降には、低温によりスワルスキーカブリダニ密度は低下するので、あ
らかじめタバコカスミカメを併用するための準備を行う。

図８ 定植後、株元に設置図６ 竹串等を突き刺して利用 図７ 苗に設置した様子

使用上の留意点

実施の手順
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　スワルスキーカブリダニの利用を基幹とした促成ナスのIPMプログラム案

８月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

育苗 定植

ミナミキイロアザミウマ

コナジラミ類

チャノホコリダニ

アブラムシ類

ハダニ類

ハスモンヨトウ
オオタバコガ

主要病害

８～９月

収穫

アブラムシ類密度が増加した場合には、以下の薬剤で防除を実施

・チェス水和剤 倍 回まで

・ウララＤＦ 倍～ 倍 回まで

・コルト顆粒水和剤 倍 回まで

ハダニ類密度が増加した場合には、以下の薬剤で防除を実施

・スターマイトフロアブル 倍 回まで

・カネマイトフロアブル 倍～ 倍 回まで

・ダニサラバフロアブル 倍 回まで

チャノホコリダニの被害 症状を確認した場合には、以下の薬剤で防除を実施

・スターマイトフロアブル 倍 回まで

・カネマイトフロアブル 倍～ 倍 回まで

・アプロード水和剤 倍 回まで

ハスモンヨトウ等を確認 した場合には、以下の薬剤で防除を実施

・プレバソンフロアブル５ 倍 回まで

・フェニックス顆粒水 和剤 倍～ 倍 回まで

・プレオフロアブル 倍 回まで

ゴマを利用してタバコ カスミカメを放飼（ゴマまわし）

ベリマーク の
灌注 または、
プリロッソ粒剤
の株元散布（育
苗期後半～定
植当日処理）

ベリマーク の灌注

または、プリロッソ粒

剤の株元散布（育苗

期後半～定植当日処

スワルスキーカ
ブリダニをバン
カーシートを利
用して放飼

以下の薬剤で予防的に 防除を実施
うどんこ病：ダコニ ール 、ベルクートフロアブル、ガッテン乳剤、パンチョ 顆粒水和剤等
すすかび病：ダコニ ール 、ベルクートフロアブル、アフェットフロアブル、カンタスドライフロアブル等
灰色かび病：ダコニ ール 、セイビアーフロアブル、ゲッター水和剤、フルピカフロアブル等

加温開
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スワルバンカーの導入時期

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

播種 播種 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫
終了

スワルバンカー設置

スワルバンカーの設置方法

■サヤインゲン現地実証試験（鹿児島県垂水市）

（注）播種10月23日、天敵放飼日11月6日、放飼量は約50,000頭/10a

天敵への影響

大 中 小

殺虫剤

アディオン、アグロ
スリン、アファーム、
エルサン、コテツ、コ
ルト、コロマイト、ス
ミチオン、ダニトロン、
ダブルフェース、トレ
ボン、マラソン

アクタラ、アドマイ
ヤー、アルバリン、
カスケード、スターク
ル、モスピラン

ニッソラン、フェニッ
クス、プレバソン、各
種ＢＴ、プレオ、

殺菌剤
イオウ ベンレート アフェット、アミス

ター、カンタス、スク
レア、セイビアー

■サヤインゲンで使われる主な農薬

（注）天敵への影響 大：影響日数14日以上 中：1日～7日、小：0日

◇ 生育初期にスワルバンカーを設置する

• 生育初期にアファーム乳剤等でリセット防除を行う。

• リセット防除に用いた薬剤が、スワルスキーカブリダニ

に影響がない時期を見計らいながら、支柱や誘引ひも

を利用し、バンカーシートを等間隔に吊り下げる。

害虫であるコナジラミの特徴

• 雑草、トマトなど各種植物からハウス内
へ侵入してくる。

• 増殖力が高く、薬剤が効きにくい。
• 多発すると莢の白化症（白化莢）が発生

する。
• 被害が拡大しやすく、収量・品質に大き

な影響が出る。

促成サヤインゲンでのスワルバンカー®の上手な使い方

鹿児島県農業開発総合センター

白化莢 正常莢
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①バンカーシートの組立て
＊100セット作成に１時間程度が必要。

②バンカーシートの設置
＊規定設置数を等間隔に支柱や誘引ヒモなどを利
用して吊り下げる。

③代替餌として花粉（NutrimiteTM
）

を２週間間隔で散布します
＊手動式やバッテリー式の散粉器具を用いる。

注１） 2015年11月24日にバンカーシート（5万頭/10a換算）を
設置し、約7日ごとの花粉散布または花粉無散布の試験区を
設けた。
注２） 設置後14〜22日後のサヤインゲン葉上におけるスワ
ルスキーカブリダニ密度を示す。

表 ガマ花粉の散布効果

• サヤインゲンではタバココナジラミ、アザミウマ類、チャノホコリダニへの効果が確認されてい

る。

• 代替餌が乏しいサヤインゲンでは、ガマ花粉（NutrimiteTM）を定期的に散布すると天敵定着数

が高まる。
• 暖房機を15℃に設定すると、スワルスキーカブリダニが活動しやすい。

Ⓡ• バンカーシート による天敵放飼は、株間の分散がボトル剤より遅いので、一番花開花期など

早めに設置する。
• 防除効果が期待できるスワルスキーカブリダニの密度は複葉当たり２頭以上が目安となる。

• UVカットフィルムの展帳は，カブリダニの嫌う紫外線を低減するとともにコナジラミへの侵入防

止効果が期待できる。
• 放飼前にはリセット防除を行い，使用薬剤の影響期間を参考に放飼時期を決める。

• リセット防除後に野外からの新たなコナジラミの侵入防止のため，施設のサイドと谷部には防

虫ネットを設置する。
• 黄色粘着トラップの設置は発生時期・量のモニタリングや捕殺に有効であり，バンカーシートと

同時に利用する。

サヤインゲンにおけるバンカーシートの設置手順

花粉あり 花粉なし

4.8頭／葉 1.5頭／葉
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餌

餌

バンカーシート

＋スワルスキーカブリダニ

＋

リセット

防除でゼ

ロ放飼

・アファー
ム乳剤

粒剤の播種
時土壌混和
処理で初期害
虫の防除

・アドマイヤー
１粒剤

【バンカーシート設置の様子】

バンカーシ ート＋スワルスキー体系

慣行防除体 系

慣行防除体 系の白化莢発生

図 防除が異なるサヤインゲンにおけるタバココナジラミの発生パターンのイメージ

【花粉散布の様子】
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