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１．わが国のリンゴ栽培における品種構成の動向と問題点 

  わが国におけるリンゴの栽培状況を過去 20 年間の結果樹面積でみると、平成元年の 49,900 ha
から年々減少する傾向が続いており、平成 17 年には平成元年の 82％（40,800 ha）になっている。

生産者の高齢化や担い手の減少などの現状から、今後も栽培面積の減少が予想される。栽培面積の

推移を品種別にみると、「国光」、「ゴールデンデリシャス」、デリシャス系など古くからの品種が昭

和年間に著しく減少し、平成年間になって「王林」、「ジョナゴールド」、「千秋」、「北斗」などの品

種が育成・栽培されるようになった。しかし、「千秋」、「北斗」は品質の優れた品種として発表当初

から期待され増植されたが、その後つる割れ、心かびの問題が明らかになり、現在の栽培面積は少

ない。 

 国内におけるリンゴ果実の総出荷量に占める各品種の割合をみると、大半の品種で出荷量の割合

が平成７年頃までをピークに減少している中で「ふじ」の出荷比率のみが増加傾向を続けており、

平成 17 年には全体の 55％を占めるなど特定品種の偏重が著しい。 

 このように、早生、中生品種の栽培・果実出荷が減少して「ふじ」に偏重した品種構成は、生産

面では労働力不足、販売面では出荷時期の集中による価格低迷、などの支障をきたすことになる。

特定品種への過度の偏重は霜害や台風など気象災害の影響も強く受けやすくなるため、早生・中生

品種の育成と新しい品種の積極的な導入等による品種構成の見直しはわが国のリンゴ産地で積極的

に取り組むべき重要課題である。 
 
２．日本におけるリンゴ育種への取り組みと育成品種 
 日本に西洋リンゴが公式に導入されたのは明治初期であり、北海道開拓使によってアメリカから

リンゴ苗木 75 種がもたらされた。わが国の気候風土に定着した数多くのアメリカ系の導入品種の

中の「国光」、「紅玉」によって昭和 30 年代までの長期間わが国のリンゴ生産が支えられてきた。

この間、国内での計画的な交雑育種が開始され、昭和 40 年代以降のリンゴ生産には、国内で育成

された品種が貢献するようになる。 
 わが国の計画的なリンゴ交雑育種は 1909 年、青森県の前田顕三氏による「君が袖」、「紅玉」、「国

光」間の交雑に始まる。1928 年には青森県で第 1 期育種試験が開始され、「つがる」、「陸奥」など

が育成された。1953 年から第 2 期育種試験、1970 年には第 3 期育種試験が始まり、第 3 期では「北

斗」が育成されている。 
 1939 年には果樹研究所で第 1 次リンゴ新品種育成試験が開始され、「ふじ」などが育成された。

第 2 次、第 3 次のリンゴ新品種育成試験は 1959 年、1969 年にそれぞれ開始され、第 3 次では「さ

んさ」が育成されている。 

 青森県のほかにも秋田県、北海道、岩手県、山形県、福島県、群馬県、長野県、石川県でリンゴ

の品種改良が行われてきた。これまでに秋田県では「千秋」が、北海道では「ハックナイン」が、

岩手県では「きおう」が、群馬県では「陽光」が、長野県では「シナノスイート」、「シナノゴール

ド」がそれぞれ育成されている。最近の育成品種としては岩手県の「黄香」、秋田県の「秋田紅あか

り」、山形県の「秋陽」、福島県の「緋のあづま」などがある。 



３．果樹研究所において近年育成された品種の特性 
 「ちなつ」 1998 年農林登録 2001 年品種登録 

「あかね」と「EarliBlaze」を交雑して育成した品種、育成地

での成熟期は８月中旬。果実の大きさは 200～250g、果皮は赤

色で着色程度はやや少、果肉は歯ざわり良く、甘味が少なめで

酸味をやや強く感じるが、既存の極早生品種と比べて食味良好。

主要品種とは交雑和合性。小果となりやすため摘花や早期摘果

につとめる。果梗が短く、収穫時に果実が傷つきやすいことに

も留意する。 
 
 

「さんたろう」 2001 年農林登録 2004 年品種登録 
「はつあき」と「スターキング」を交雑して育成した品種、

育成地での成熟期は９月下旬～10 月上旬。果実の大きさは

350g 前後と大果、果皮は濃赤色で外観良好。果肉は歯ざわり

良く多汁だが、甘味が少なく酸味が強い。三倍体のため授粉樹

としては利用できない。豊産性。収穫前落果がやや多い。未熟

果では酸味が強いため適期収穫につとめる必要がある。 
 
 
 

「きたろう」 1997 年農林登録 2000 年品種登録 
「ふじ」と「はつあき」を交雑して育成した品種、育成地での

成熟期は 10 月中旬。果実の大きさは 250～300g、果皮は黄色

で陽光面は淡紅に着色、さびの発生が多く、外観はやや劣る。

果肉がしっかりしており、甘酸適和で食味良好。果実の貯蔵性

に優れる。収穫前落果がやや多いため落果防止剤の散布が必要

である。年によっては梗あ部に裂果が生じやすい。 
 
 

 
「こうたろう」 1998 年農林登録 2001 年品種登録 

「ふじ」と「はつあき」を交雑して育成した品種、育成地での

成熟期は 10 月下旬。果実の大きさは 250g 前後、果皮は濃赤

色で着色良好、スカーフスキンが発生しやすい。肉質は中位、

甘酸適和で芳香があり、食味良好。収穫前落果は少なく、豊産

性である。温暖な産地でも着色・外観が比較的良好。やや小果

になりやすいため、摘果を早めに行って果実肥大を促進させる

必要がある。 
 
 
 



４．果樹研究所におけるリンゴ育種の今後の展望 
(１) 育種目標と対象形質 

 
 
1）果実品質・栽培特性の向上 

 わが国におけるリンゴの栽培品種構成をみると、早生では「つがる」、中生では早生ふじ品種群と

「ジョナゴールド」に片寄っている。また晩生では「ふじ」の生産比率がリンゴ全体の 50％を超え

ており、収穫労力・出荷の集中を招きやすい構造となっている。そのため、早生、中生、晩生それ

ぞれ特長のある高品質品種が望まれるところである。 

 果樹の品種育成で最も重視される形質は果実品質であり、リンゴの果実品質を左右する食味には

甘味、酸味、香り、肉質などが大きく影響している。リンゴの主要品種や近年の育成品種における

糖度、糖度と酸度の比率（糖酸比）をみると、一般に酸味を強く感じる品種では糖度の高低にかか

わらず糖酸比が 30 を下回り、酸味をほとんど感じない品種では糖酸比が 50 を上回る（図１）。今

後普及性の高い品種（消費者に受け入れられやすい品種）を育成する上で、極早生・早生品種では

糖度 13％以上・糖酸比 25～40、中晩生品種では糖度 14％以上・糖酸比 30～50 が目安になりそう

である。また、果汁の多少、肉質の良否は甘味や酸味と同等以上に重要な形質であるが、リンゴに

おける果汁の多さや肉質の数量的な評価手法は暗中模索の段階であり、評価者の食感に頼っている

のが現状である。従って、多汁で肉質のよい品種を育成する上では、果汁の多少、肉質を客観的か

つ簡易に評価可能な手法の確立が必要である。 

 一方、「千秋」、「北斗」などの例からもわかるとおり、果実の食味品質が優れていても欠点の大き

い品種では果実を連年安定的に生産することが困難であり、必ずしも十分に普及するには至らない。

そのため、品質面の優秀性とともに、高品質果実を安定して収穫できる栽培特性を併せもつ品種育

成が生産者側から強く求められている。したがって、今後のリンゴ育種では果実品質が良好である

とともに、裂果、心かびなどの障害が少なく商品果率の高い品種の育成が最も急がれる課題であろ

う。 

2）病害虫抵抗性の付与 

 近年『食の安全・安心』に関する消費者の関心が極めて高いこともあり、リンゴにおいても農薬

の散布量を減らした栽培体系の確立に向けた取り組みが盛んである。病害虫抵抗性を付与すること

　表１　今後のリンゴ品種育成で改良すべき形質

　【短期】
◎果実品質の向上

食味 肉質、多汁性、高糖度、甘酸のバランス
外観 着色、さび、果実の大きさ、形、

果実生理障害（裂果、斑点性障害）
日持ち性 粉質化の難易、軟化の難易

　【短～中期】
◎病害抵抗性の付与

病害抵抗性 斑点落葉病、黒星病に対する複合抵抗性
◎省力適性形質の付与

樹形 カラムナータイプ
◎品種の多様化

加工適性 料理用、ジュース用、など加工品としての適性
　【中～長期】

◎病害抵抗性の付与
病害抵抗性 褐斑病、腐らん病などに対する抵抗性

◎省力適性形質の付与
結実特性 自家摘果性、自家結実性（自家和合性）

◎品種の多様化
機能性 機能性成分含量



で農薬の使用量削減が可能なため、リンゴ品種育成の取り組みでも、病害虫抵抗性の付与が重要な

育種目標として位置づけられる（表２）。 

 主要病害のうち斑点落葉病については、経済品種の中に抵抗性を支配する主働遺伝子が存在する

ため、抵抗性育種が容易である。黒星病については、野生種に存在する黒星病抵抗性の主働遺伝子

が導入された抵抗性品種・系統、及び「あかね」、「さんさ」など圃場抵抗性品種などを母本とした

育種が進められている。近年の育成品種でも「あおり９」のように黒星病に対して圃場抵抗性を示

す品種が登録されており、今後さらに黒星病と斑点落葉病に対して複合抵抗性を示し、品質も優れ

た実用的品種の育成が期待される。 

3）省力適性形質の付与 

 リンゴ樹の剪定はかなりの熟練を要し、その作業には多くの労力を必要とするため、剪定の簡略

化が可能であれば、リンゴ生産上のコストを大幅に削減できる。「旭」の枝変わりである「Wijcik」
は側枝の発生が極めて少なく、剪定の省略化が可能である。現在カナダから導入した「Wijcik」の

後代系統とわが国の主要品種を交雑した個体群から優良系統が選抜されており、将来は剪定作業が

単純に行える実用的なカラムナー品種が育成されるであろう。 

 リンゴ栽培において収穫、剪定とともに労力の要する作業として摘果などの結実管理があげられ

る。「あかね」などの品種には自家摘果性（中心果を残して側果が自然に落ちやすい性質）が認めら

れており、この性質を主要な栽培品種に取り入れることで、摘果作業を削減できる省力適性品種の

育成も可能である。 

4）多様な特長の付与 

 リンゴの場合生産量の 20％前後が加工用に消費され、加工品消費の割合の比較的高い果物であり、

果汁、ジャム、シロップ漬、ネクターなど様々な加工品の原料としても利用される。種々の加工品

に対する適性は品種間で異なることが知られており、加工適性の高い品種の育成も視野に入れなが

ら育種を進める必要がある。 

 リンゴ果実には、健康維持増進に有効な機能性成分としてフラボノイド化合物やカテキン類とと

もに、食物繊維、カリウムなどのミネラル類などが含まれている。リンゴの種・品種間で機能性成

分含量、抗酸化能に差異のあることが明らかにされているので、中長期的な観点からは、有用成分

の高含有素材を利用することによって機能性成分含量の高い実用的品種の育成に取り組むことも重

要である。 

 

(２)リンゴ育種における個体選抜の効率化 

 交雑育種によるリンゴの品種育成を効率よく実施するためには、優良個体を早期に短期間で選抜

することが重要となる。育種目標として果実品質の優良性が重要であること、リンゴでは播種から

結実まで最低５年程度かかること、等を考慮すると、果実品質をいかに早期に正確に評価するかが

リンゴ品種育成を効率化するためのキーポイントといえる。 

 近年はリンゴのゲノム研究も進展しており、果実形質に連鎖する DNA マーカーとして、果皮の

赤色遺伝子や果実中のエチレン生成に関与する遺伝子に連鎖するマーカーがみいだされている。果

実の良食味形質の発現を支配する遺伝子に密接に連鎖する選抜マーカー、あるいは裂果や心かびな

どの不良形質発現を支配する遺伝子に連鎖する淘汰用マーカーが開発されれば、果実品質の良好な

個体の選抜、あるいは品質不良個体の淘汰が幼苗段階で可能となり、個体選抜の大幅な効率化が期

待できる。ただし、育種上重要な果実形質は量的形質である場合が多いことから、有効なマーカー

を取得するためには、育種目標となる果実形質の遺伝様式解明とゲノムマッピングの双方を実施し

た上で、QTL 解析を進める必要がある。 



最新のDNA品種判別実習

リンゴ研究チーム 研究員 森谷茂樹

はじめに

近年果樹の分野において、DNA を用いた品種判別技術が格段に進歩し、さまざまな樹

種で品種判別が行えるようになった。DNA マーカーを用いた品種判別に関わるステップ

を図１に示した。今回の実習では、迅速に実験操作が行えるプロトコールによって、リン

ゴを材料にして、実際に品種名未知のサンプルの品種同定を行うことを目的とする。また、

品種判別技術の仕組みについても解説したい。

図１ DNA マーカーを用いた品種判別の一連の流れ

１．DNAマーカーによる品種判別技術のあらまし

DNA は染色体に格納されている遺伝子の本体である。DNA には、A（アデニン）、G（グ

アニン）、T（チミン）、C（シトシン）の４種類の塩基があり、これらが並んでいる順番

（配列）によって、さまざまな遺伝情報が書き込まれている。DNA 塩基配列は、ごく一

部の例外を除いて一生のうちに変わることはない。また、「一人一人違う DNA 塩基配列

を持つ」とよく言われるように、同じ種の個体間でも、塩基配列にはわずかな違いが存在

する。これは、果樹を含む生物において普遍のことである。この塩基配列の違いを認識す

るための DNA の標識のことを DNA マーカーという。

果樹の品種は一般的に接ぎ木によって繁殖させるが、これはクローン増殖であるため、

世界中どのような場所で、どんな状態にあってもリンゴ「ふじ」はそれぞれ同じ DNA 塩

基配列を持っている。言い換えれば、全く同じ DNA 塩基配列を持つ「ふじ」でないリン

ゴは存在しない。他に同じ配列を持つリンゴはない、という性質を利用すれば、「ふじ」

に特有の配列を見つけ出すことで、葉でも、果実でも、加工品でもその種類によっては、

それが「ふじ」かどうかを調べることが可能である。

DNA マーカーを検出するためには、PCR 法を利用する。PCR 法は遺伝子を増幅する方

法で、目的とする部分をもともと存在した量の数千万倍にも増幅することができる。増幅

した DNA について、品種ごとに存在する塩基配列の違いを調べていくのが、DNA を用

いた品種判別の基本的な操作となる。

PCR によって増幅した DNA の塩基配列の違いは、以下の代表的な３種類の方法、SSR

品種標準データベース
との照合（パソコン操作、も
しくは手作業で確認）

目的サンプル
からのマーカー
検出（実験操作）

品種の同定

・D N Aの抽出

・マーカーの選択、PCR反応

・シーケンサーによる電気泳動

・標準データの蓄積

・データベースの作成

・自動化プログラムの開発

実

実

実

実

実

実 マークがある項目に関して、本実習で取り扱う



(Simple Sequence Repeat)法、CAPS(Cleaved Amplified Polymorphic Sequence)法、SNP(Single
Nucleotide Plymorphism)法によって調べる。ここでは、実習で実際に行なう SSR 法につい

て詳しく解説する。この他の方法については講義において補足したい。SSR 法は「マイ

クロサテライト」と呼ばれる、GAGAGAGAGA･････や、CGTCGTCGTCGT･････といっ

た数塩基単位の単純な繰り返し配列を利用して、PCR 法で増幅した DNA 断片の長さの差

異を検出する。品種の識別では 10 種類ほど、親子鑑定では 15 ～ 20 種類の SSR マーカー

を使うことで、正確な判定が可能である。現在、以下のような樹種で品種判別が可能とな

っている（表１）。

この品種判別技術により、果樹の品種名の確認や不当な表示の抑制、外国からの果実の

不正輸入の防止、品種登録や権利侵害でのトラブル解決が可能になった。また、この技術

に関連して、農林水産省のホームページに「DNA 分析によるおうとう品種の識別につい

て」というオウトウの品種識別マニュアル（http://www.hinsyu.maff.go.jp/DNAgaido/san9.pdf)
が公開されるなど、さまざまな成果が上がっている。

表１ DNA 鑑定が可能となった主な樹種と主要品種

樹種名 主要品種名

ナシ
1

幸水、豊水、二十世紀、新高、長十郎、あきづきなど約 100 品種

モモ
2

白鳳、あかつき、川中島白桃、日川白鳳、清水白桃など約 50 品種

リンゴ 3 ふじ、つがる、王林、ジョナゴールド、千秋、陸奥など約 80 品種

オウトウ 4 佐藤錦、ナポレオン、高砂、紅秀峰、紅さやかなど約 100 品種

スモモ
5

大石早生、ソルダム、太陽、サンタローザ約 120 品種

ウメ 6 南高、白加賀、豊後、小梅など約 40 品種

アンズ 信州大実、ハーコット、アーリーオレンジなど約 20 品種

ビワ
7

茂木、田中、長崎早生、楠、大房、房姫など約 30 品種

注）各樹種の品種識別は果樹研究所と以下の研究機関との共同研究で行った。
1
種苗管理センター、

2
福島果樹試、

3
岐阜大学、

4
山形農総研センター、

5
山梨果樹試、

6
和歌山農総技センター、

7
長崎果樹試および千葉農総研センター

２．DNAマーカー検出プロトコルの改良 -DNA調整の簡略化-

DNA の抽出操作は一般的に、クロロホルムなどによって多糖類、ポリフェノール、タ

ンパク質などを除く必要があり、廃液が出たり、操作が煩雑であったりという問題があっ

た。メーカーから販売されている各種キットを用いることで、煩雑な操作は回避できるが、

コストが高いという問題を生じる。このため、簡便、低コストな DNA 抽出が実現できれ

ば、DNA マーカーを用いた品種判別をより容易に行なうことができると考え、図 2 のよ

うなプロトコールを開発した。この方法を用いることで、面倒な操作を必要とせず、PCR
に用いることができる DNA の調整が可能になった。現在のところ、本法はサンプルの形

態が葉の場合は良好な結果が得られることがわかっているが、果実や加工品で用いた実績

はないため、今後の検討が必要である。なお、本プロトコールの確立にあたっては（株)

島津製作所から協力をいただいた。



図２ DNA マーカー検出プロトコール A.DNA の調整から PCR までの過程 B.調整した

DNA の電気泳動写真 M:λ/Hind Ⅲ 125ng 1:上清原液 2:上清原液のエタノール沈殿液

3:精製 DNA 注）2 × Ampdirect plus:（株）島津製作所製品

付記：SSRマーカーPCR増幅産物の検出結果の読み取りについて

SSR マーカーは通常、DNA シークエンサーを用いて検出を行なう。リンゴ２倍体品種で

はふつう２個の PCR 増幅断片が検出される。それらが示す波形を例示した（図）。図中の

横軸は増幅断片長(bp)、縦軸はシグナル強度である。

①品種A

マーカー遺伝子型

157bp/157bp の場合

②品種B

マーカー遺伝子型

155bp/155bp の場合

③品種C

マーカー遺伝子型

155bp/157bp の場合

－:増幅した PCR 産物、－:サイズスタンダード

参考

果樹研究所ホームページ：果樹の部屋「DNA マーカーによる果樹・果実の品種判別」

http://www.fruit.affrc.go.jp/kajunoheya/dna/DNA_marker.pdf
(株)島津製作所ホームページ：「あんぷな部屋」USER'S プロトコール

http://www.shimadzu-amp.jp/protocol/index.html
森谷茂樹・岩波宏・古藤田信博・阿部和幸 2007. リンゴ葉からの簡便 PCR による DNA

マーカー選抜育種 東北育種研究集会

リンゴ葉20mgをつぶし、
CTAB buffer200μlを加える

94℃, 10min.の
インキュベート

遠心分離
（1500×g,1min.） Genomic DNA

上清を一定量採取し、
9倍量の1/10TEを加える

Use for PCR

○CTAB buffer 組成
200mM Tris-HCl（pH8.0）

2M NaCl
50mM EDTA
0.2% CTAB
0.5% 2-Mercaptoethanol

（日持ち1ヶ月程度なので注意）

○PCR mixture(12μｌ系）

2×Ampdirect plus 6.0 μｌ

Primer F (10pmol/μl)  0.5  μｌ

Primer R (10pmol/μl) 0.5  μｌ

Taq polymerase (5U/μl) 0.05μｌ

SDW 4.45μｌ

DNA template 0.5 μl

Total 12.0μｌ

35 cycles

○PCRサイクル

94℃ 5min.

↓

94℃ 30sec.

52~60℃ 30sec.

72℃ 50sec.

↓

72℃ 7min

※用いるプライマー、
アンプリコンのサイズ
によって要検討

※○PCRサイクル

94℃ 5min.

↓

94℃ 30sec.

52~60℃ 30sec.

72℃ 50sec.

↓

72℃ 7min

※用いるプライマー、
アンプリコンのサイズ
によって要検討

※

増幅した対立遺伝子増幅した対立遺伝子

増幅した対立遺伝子増幅した対立遺伝子

増幅した対立遺伝子増幅した対立遺伝子
増幅した対立遺伝子増幅した対立遺伝子

BA



果樹研究所におけるリンゴ病害研究の現状と展望 
 

果樹研究所 果樹病害研究チーム 
                                 伊藤 伝 

 
１．はじめに 
我が国における果樹の生育期は概して高温多湿の気候条件であるため、欧米の主要果樹生産国

に比べると発生する病害の種類が多い。リンゴも例外ではなく日本植物病理学会編の「日本植物

病名目録」には 62 種類もの記載がある。リンゴ研究拠点においては、これまでも斑点落葉病、腐

らん病、高接病、さび果病等、リンゴ生産現場で特に大きな問題となった病害を研究課題として

採り上げ、数々の成果を上げてきたところであるが、ここでは最近得られた研究成果を中心に紹

介し、それらに関連した研究課題の進捗状況について述べたい。 
 

２．リンゴのウイルス性病害に関する研究成果 
 我が国のリンゴに発生するウイルス性病害として、高接病、モザイク病、奇形果病、輪状さび

果病、さび果（斑入果病）病、ゆず果病の６種類が知られている。これらのうち、後４者は商品

である果実に異常を起こす果実異常症である。リンゴ研究拠点では早くからウイルス性病害の研

究に取り組んでおり、1950 年代から 70 年代にかけて大きな被害が出た高接病については、柳瀬

ら（1974）により３種の病原ウイルスが明らかにされ、指標植物や ELISA による検定法が確立

されたことで現在ではその発生がまれとなっていることは周知の事実である。また、高接病に代

わっては果実異常症がウイルス性病害の中心となっているが、小金沢ら（1982）により、さび果

（斑入果）病の病原がウイロイド（リンゴさび果ウイロイド）であることが世界で初めて明らか

にされ、この発見が端緒となってナシ、核果類、ブドウなどの他の落葉果樹からも次々と新たな

ウイロイドが検出されたことは記憶に新しい。 
最近では、やはり果実異常症の一つであるゆず果病についても病原がウイロイドであることを

明らかにし、RT-PCR による遺伝子診断法を開発したので紹介する（別紙１）。ゆず果病は 1989
年に小金沢らにより報告された果実異常症で、熟果（幼果時は全く無病徴）の果面全体に多数の

細かな凹凸を生じるのが特徴である。特に‘王林’において症状が顕著で、果実はゆがみ、果肉

にも壊疽を生じる。一方、‘スタ－キング・デリシャス’においては果実は無病徴で２年生以上の

枝幹部にマンガン過剰症類似の年輪状の粗皮症状を呈する。なお、‘王林’、‘ふじ’等においては

リンゴさび果ウイロイド（ASSVｄ）によっても類似の症状が発現することがあるが、‘スタ－キ

ング・デリシャス’の病徴は全く異質のものであり、果面に全くさびを発現しないことと合わせ

て、さび果（斑入果）病とは明らかに区別できる。病原ウイロイドはリンゴゆず果ウイロイド

（AFCVｄ）で、大きさは約 370 塩基、ブドウで最初に検出された Australian grapevine viroid (AGVd)
と約 85%の塩基配列相同性を持っている。今回開発した RT-PCR による遺伝子診断は、本ウイロ

イド分子の保存性の高い領域にプライマー組を設計し、被検樹の樹皮または葉柄から抽出した全

RNA を鋳型に AFCVｄ全長に相当する特異断片を増幅して増幅産物の有無を確認するものである

が、AFCVｄのリンゴ樹体内濃度は ASSVｄに比べると概して低く、しかも組織中で偏在性が認め

られることから、より確実な診断のために１検体当たり樹皮２～３試料、葉柄なら３～５試料を

用いる必要がある。本法では２日以内に AFCVｄの診断が可能である。 
ゆず果病のような果実異常症の一般圃場における実際の発生の多くは散発的であり、広域に発

生して大きな打撃を与えるものではないが、商品である果実に発生してしかも治療法がない。従

って、１戸の農家の経営レベルで見た場合、その損害は馬鹿にならないものがあるし、一旦、保

毒穂木が流通ルートに紛れ込み、広域での発生を見た場合、その被害もさることながら、その根



絶に長い年月を要することになる。このため、このような病害の診断法開発も重要なものと考え

ている。 
リンゴ研究拠点においては、ASSVｄや高接病病原ウイルスの一つであるリンゴクロロティック

リ－フスポットウイルス（ACLSV）についても RT-PCR による遺伝子診断法を既に開発しており、

ACLSV については特許（特許番号:3459976）を取得した。現在、高接病病原ウイルスであるリン

ゴステムピッティングウイルス（ASPV）やリンゴステムグルービングウイルス（ASGV）の RT-PCR
による遺伝子診断を検討しているところであり、今後はオウトウのウイルスにも手を広げて行く

予定である。  
 
３．リンゴ褐斑病の発生生態に関する研究成果 
褐斑病は、防除薬剤の変遷等により、近年、発生が増加している落葉性の病害（病原菌：

Diplocarpon mali）で、現在では夏期以降に発生する病害としては斑点落葉病と肩を並べるほどの

重要病害となっている。本病はかつてマイナー病害扱いされていたこともあって、発生生態につ

いて詳細な検討がなされておらず、防除対策構築にあたっては、一次伝染源とされる罹病落葉か

らの子のう胞子飛散時期等の発病初期の生態解明が急務とされた。本病菌子のう胞子の飛散時期

に関しては、宮城県の小林ら（2001）による試験を嚆矢とし、青森、秋田、福島等でも実施され

ているが、ここではリンゴ研究拠点において 2001 年に行った試験で得られた成果を紹介する（別

紙２）。 
 第１次伝染源とされる前年の被害落葉からの褐斑病菌子のう胞子の飛散時期を、長野果樹試式

胞子採集器を用いて調べたところ、本病子のう胞子は５月７日に初めて補足され、飛散のピ－ク

は５月以降７月上旬まで数回現れ、７月中旬以降の飛散は確認されなかった。また、飛散のピ－

クはいずれも降雨時期と一致していた。以上のことから、岩手県北部においては、褐斑病菌子の

う胞子は５月上旬から７月上旬にかけて降雨の直後に飛散することが明らかとなった。また、子

のう胞子の飛散時期にあたる５月 14 日（開花直前）、５月 23 日（落花直後）、６月８日（落花 15
日後）に有効薬剤を散布し、その後は無散布区も含めて慣行防除（褐斑病対策として７月中旬に

トップジンＭも散布）を行ったところ、10 月 18 日の調査で散布区と無散布区の褐斑病発生量に

大きな差が認められた。このことから、子のう胞子飛散時期に本病に対して防除効果の高い薬剤

を散布することにより、以降の発生量増加を効果的に抑制できることがわかった。 
 以上のような結果は他県の試験においても確認されており、従来、褐斑病対策として実施され

てきた、２次感染により本病の発生量が増加し始める７月中旬または下旬のベンズイミダゾール

系薬剤の特別散布に加え、子のう胞子による１次感染防除を意識した防除体系が各生産県におい

て組まれるようになってきている。 
 褐斑病については、上記したような本病の発生生態解明が進み、有効薬剤のスクリーニング、

散布適期の検討等が行われた結果、現在ではある程度の発生抑制が可能となっているが、今なお

不明の点も多い。特に、１次伝染源としての子のう胞子の役割がいまひとつ明確でなく、雪田ら

（2003）により枝病斑上に形成された分生子の１次伝染源としての関与が指摘されるなど、本病

の初期感染動態はブラックボックスのままである。リンゴ研究拠点においては現在、１次伝染源

としての子のう胞子及び分生胞子の寄与率を明らかにするため、AFLP 法による褐斑病菌の個体

識別法（子のう胞子由来菌株か分生胞子由来菌株かを識別する）を開発し、褐斑病の初期感染動

態を解明しようと試みている。初期感染動態の解明により、より効果的な褐斑病防除が可能とな

ることが期待される。      
 

４．リンゴ根頭がんしゅ病に関する研究成果 
本課題（別紙３）については診断技術実習として別に研修時間が設けてあるので、ここでは割



愛させて頂く。 
 

５．菌類ウイルスを利用した果樹類紋羽病の生物防除に関する研究成果 
紋羽病には Helicobasidium mompa による紫紋羽病と Rosellinia necatrix による白紋羽病があり、

どちらも根を腐敗させて地上部を衰弱・枯死させる土壌伝染性病害である。両菌とも多犯性（紫

紋羽病菌は 45 科 104 種、白紋羽病菌は 81 科 106 種の植物に感染）で、充分な効果がある防除手

段が今のところないため、各種果樹類を始めとする永年性作物にとって重大な脅威となっている。

リンゴでは紫紋羽病が、ナシ及びブドウでは白紋羽病の発生が主である。 
 リンゴ研究拠点においては、この両難防除病害を、それぞれの菌種に対して病原性低下効果を

有する菌類ウイルスを利用して防除しようという環境に優しい試みを平成 10 年から開始してお

り、現在もなお推進中である。この試みのコンセプトは「紋羽病菌を病気にする」という言葉に

端的に表され、すなわち、菌類ウイルスに感染した弱病原力紋羽病菌（接種源）を、植物根部の

強病原力紋羽病菌（野生株）に接触させることによって野生株に菌類ウイルスを感染させ、野生

株を病気にして紋羽病治療をしようというものである。但し、両紋羽病菌の場合、ウイルスの伝

搬はウイルス保持株と非保持株の菌糸融合によってしか行われないため、遺伝的に同質な菌株同

士（MCG：菌糸融合群）でなければ菌糸融合は起こらず、ウイルス伝搬もない。両紋羽病菌とも

圃場が違うと生息する菌の MCG も異なる傾向があり、このため、生物防除資材となる有効菌類

ウイルスを治療対照圃場に導入するには、現在のところ、各圃場で優先している MCG に属する

菌株に人工的に菌類ウイルスを接種して圃場に戻す必要がある。このことは紋羽病防除に菌類ウ

イルスを利用するにあたっての大きな障壁となっている。 
本研究によりこれまでに得られた成果は別紙４のとおりで、紫紋羽病菌では、一核菌糸（モノ

カリオン）を用いることにより、MCG を異にする紫紋羽病菌株への菌類ウイルスの移行が可能

であり、この系を用いて弱病原力紫紋羽病菌由来の菌類ウイルスが強病原力紫紋羽病菌株の病原

力を低下させることが明らかとなった。また、白紋羽病菌では、プロトプラストによる形質転換

系を新たに開発し（紫紋羽病菌では未成功）、この系を用いて紫紋羽病菌同様に、白紋羽病菌由来

菌類ウイルスの病原力低下効果を明らかにした。今のところ、病原力低下効果が確認された菌類

ウイルスは、低下効果が不十分であったり、菌糸内での移行が遅く菌体から脱落しやすいなど生

物防除資材として用いるには大きな欠点を抱えており、実際に防除試験に使用できるまでには至

っていない。今後は同種菌類ウイルスのなかでも有望なウイルス株の選抜を行ったり、同定され

た複数の菌類ウイルスを混合感染させたりして病原力低下効果の改良を図っていく必要がある。 
この研究の副産物として、プロトプラスト感染系や感染性クローンによる人工接種により、菌

類ウイルスを強制的に原宿主菌とは異なる菌種に導入すると菌糸内において感染・増殖する事例

が認められた。さらに感染菌株の病原力も親株に比べて低下していた。このことから、紋羽病菌

で見出された菌類ウイルスを利用して、他の病原糸状菌による病害（特に腐らん病のような胴枯

性病害）に対しても同様の生物防除法を開発できる可能性があると考えている。 
 
 



RT-PCRによるリンゴゆず果病の診断
リンゴゆず果病はリンゴゆず果ウイロイド（Apple fruit crinkle viroid: AFCVd）によ

り引き起こされる接ぎ木伝染性病害で、本病の防除には予めAFCVdフリーと診断した穂木や
苗木を用いることが不可欠です。そこで、当研究室で解明したAFCVdの全塩基配列をもとに
ウイロイド分子の全長が増幅されるプライマー組（5’-CGACGACGAGTCACCAGGTG-3’と5’-

別紙１

ACGAAGGGTCCTCAGCAGAG-3’）を設計し、リンゴの樹皮または葉柄を用いたAFCVdのRT-PCRに

よる迅速な診断法を開発しました。

リンゴゆず果病の病徴
本病は主に、成熟果の表面にゆずの果実様の多数の凹凸を生じ、果実の商品価値を著しく低下させるのが特

徴です。ほとんどの品種において果実にしか病徴を現さないので結実まで感染に気付きません。

‘王林’：果面凹凸と果肉えそ ‘ふじ’：果面の凹凸

‘紅玉’：果面凹凸と斑入り ‘陸奥’：果面凹凸と斑入り

‘スタ－キング・デリシャス’：

枝幹表面の粗皮（２年生枝以上）
果実は無病徴

RT-PCRによる診断法

被検リンゴ樹の葉柄あるいは樹皮から全RNAを抽出後、設計したプライマー組を用いてRT-PCRを行い、増幅

産物を電気泳動することによりAFCVd全長に相当する特異断片（371bp）の増幅を確認します。分離株によっ
ては組織中におけるAFCVd濃度に局在性が認められるため、より確実な診断のためには１検体あたり樹皮２～
３試料、葉柄なら３～５試料を用いる必要があります。本法により２日以内にAFCVdの診断が可能です。
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子のう胞子飛散時期に基づくリンゴ褐斑病
防除適期の推定

別紙２

防除適期の推定

リンゴ褐斑病はカビの一種である褐斑病菌（Diplocarpon mali）が引き起こすリンゴ

の病害です。本病に感染したリンゴ樹は８月下旬頃から著しい落葉を引き起こすため、
果実の成熟が影響を受けると考えられています。本病は防除薬剤の変遷により、リン
ゴ栽培各県において、その被害が多くみられるようになってきました（図１）。

そこで本病防除を効率的に行うため 第一次伝染源である前年の被害落葉からの褐そこで本病防除を効率的に行うため、第 次伝染源である前年の被害落葉からの褐
斑病菌子のう胞子（図２）の飛散時期を胞子採集器を用いて調べ、これに基づいて防
除適期の推定を行いました。

調査の結果、褐斑病菌の子のう胞子は、５月上旬から７月上旬にかけ降雨の直後に
飛散（図３）し、この時期に本病に防除効果の高い薬剤を散布すると、その後、本病
の発生を抑制（図４）することが明らかになりました。今後、アメダスデータ等を活
用した本病の防除適期の予測および子のう胞子の飛散時期が重なる黒星病等との同時用した本病 防除適期 予測および子 う胞子 飛散時期が重なる黒星病等と 同時
防除が可能となり散布量の削減につながることが期待されます。

図１ 褐斑病による被害葉

図２ 褐斑病菌の子のう胞子（４００倍で検鏡）
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図４ ５～６月期の薬剤散布区と無散布区における
その後の発病葉率と落葉率の差異（2001年10月18日調査）
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図３ 褐斑病菌子のう胞子の飛散量変化（2001年）

矢印は薬剤を散布した日を示す。矢印は薬剤を散布した日を示す。
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コロニーPCR法によるリンゴ根頭がんしゅ病菌
の迅速診断技術の開発

別紙３

の迅速診断技術の開発

わい化栽培には大量のわい性苗木を必要としますが、苗木を増産する中でリンゴ根
頭がんしゅ病が多発するようになり、わい化栽培の普及を阻害する要因となっていま
す。リンゴ根頭がんしゅ病はバクテリアの一種である根頭がんしゅ病菌
（Agrobacterium tumefaciens）が引き起こす病害で、根あるいは接木部に「こぶ（がん

しゅ）」を形成し 樹を衰弱させる病気です（図１）しゅ）」を形成し、樹を衰弱させる病気です（図１）。

健全苗木生産のために、短時間で根頭がんしゅ病菌を検出する技術が必要とされて
いました。そこで、PCR(Polymerase Chain Reaction)法（図２）を利用したリンゴ根
頭がんしゅ病菌の迅速な診断技術を開発しました。

この技術では、DNAを抽出することなく反応液に直接バクテリア菌体を加えるだけで
（図３）根頭がんしゅ病菌に特異的な遺伝子を効率的に増やすことが可能なプライ

を設計し リンゴ樹や土壌から分離されたバクテリアが根頭がんし 病菌であるマーを設計し、リンゴ樹や土壌から分離されたバクテリアが根頭がんしゅ病菌である
かどうかの検定を１日以内で行えるようになりました（トマト幼苗等を用いた生物検
定では半月以上要する）（図４）。

プライマー

プライマー

DNA鎖

図２ PCR法

新たに合成されたDNA鎖のコピー

図１ リンゴ苗木の接木部に発生したがんしゅ
DNA二本鎖上で、「プライマー」とよばれる短いDNA分子で挟
まれた部位のコピーを短時間のうちに多量に合成する方法。
プライマーの塩基配列を変えることによって、DNA二本鎖上
の任意の部分を増やすことができる。

根頭がんしゅ
病菌

図４ コロニーPCR法による根頭がんしゅ病菌の識別図３ コロニーPCR法

抽出された
DNA

PCR反応

病原菌を直接
反応液に加え
る

根頭がんしゅ病菌に特異的な遺伝子を増やすプライマーを設計し、
病原菌と非病原菌の識別を試みた。１～14は病原菌、15～20は非
病原菌。病原菌からは矢印のように特異的な遺伝子が検出され
た。

病原菌からDNAを抽出するステップ（左図）を省
略し、PCR反応液に直接菌体を加えることによっ
て反応させる（右図）。
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菌類ウイルスを利用した

果樹類紋羽病の生物防除

別紙４

果樹類紋羽病 物防除

菌類ウイルスに感染した弱病原力紋羽菌（接種源）を強病原力紋羽菌（野性株）に接触
させることにより、野生株にウイルスを感染させ、病気を治療しようとするものです。
菌類ウイルスは自然界に普遍的に存在するもので、環境に優しい永続的な防除効果が
期待できます。

＊＊
＊

＊

＊
＊

＊
＊

＊ ＊

菌株間をウイルスが移動

強病原力株の菌糸

弱病原力株の菌糸

紋羽病罹病樹

菌類ウイルスを接種した
弱病原力紋羽病菌を
罹病樹株元に施用

強病原力株の弱病原化と
樹勢の回復

＊＊＊

＊＊

菌類ウイルスを利用した生物防除法の模式図

W370ウイルス
＋ － － ＋ ＋ ＋ ＋

ウイルスを感染させると紋
羽病菌の病原力が弱くなり

W370とRT37-1を接触させてウ
イルスを移行させた株

羽病菌の病原力が弱くなり
ます。

現在までの成果現在までの成果

１．紫紋羽病菌では、一核菌糸（ベクターモノカリオン）を用いることにより、いろいろな紫紋羽病菌株へ

菌類ウイルスの移行が可能なことを明らかにしました。この系を用いて弱病原力紫紋羽病菌由来の菌類

ウイルス保有、または非保有白紋羽病菌を接種したリンゴ実生苗

イルスを移行させた株

菌類ウイルスの移行が可能なことを明らかにしました。この系を用いて弱病原力紫紋羽病菌由来の菌類

ウイルスが、強病原力株の病原力を低下させることを明らかにしました。

２．白紋羽病菌では、プロトプラストによる形質転換系を新たに開発し、この系を用いて紫紋羽病菌と同様

に、白紋羽病菌由来菌類ウイルスの病原力低下効果を明らかにしました。
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性フェロモン剤利用による省農薬栽培の最新技術の紹介、虫害研究の現状と展望 
 
果樹研究所 省農薬リンゴ研究果樹サブチーム 

井原史雄・新井朋徳・豊島真吾 
 

１．リンゴ害虫について 
 リンゴでは 300 種類を越える昆虫が害虫として報

告されているが、このうちリンゴ栽培で問題となる害

虫は数十種、また国内のリンゴ生産地に広く分布し、

恒常的に被害を及ぼす主要害虫となると十数種程度

になる。そのうち、交信攪乱剤が利用できる害虫種は

モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、リンゴコカクモ

ンハマキ、リンゴモンハマキ、ミダレカクモンハマキ、

キンモンホソガの 6 種が対象である（交信攪乱対象

害虫）。これに対し、交信攪乱剤の有無にかかわらず

防除が必要な害虫としてカメムシ類、ハダニ類等があ

る。また、交信攪乱剤を利用した減農薬栽培において

発生が増加する害虫として、シャクガ類、カイガラムシ類、アブラムシ類等があり、これらを交

信攪乱対象外害虫としている。 
 
 シンクイムシ類：モモシンクイガはリンゴの果実内部を

加害する最重要害虫で、被害は果実に限られる。特に福島

県以北の東北地方や北海道で被害が多い。モモシンクイガ

成虫は体長 15mm ほどで、直径約 0.3mm の卵を果実の

萼くぼみに産卵する。卵の色は当初黄乳白色であるが、発

育すると鮮紅色から暗紅色になる。卵期間は 20℃で８～

10 日間、25℃で６～７日間である。ふ化した幼虫は果実

に食入して成長し、老熟幼虫になると果実から脱出し、土

の中で繭を形成する。東北地方北部では概ね、８月中旬以

前に脱出する幼虫は紡錘形の繭（夏繭）を形成し、その中で蛹化し、年内に成虫が羽化するが、

８月中旬以降に脱出する幼虫は休眠態となり、土の中で球形の冬繭を形成して幼虫態で越冬する。

越冬幼虫は翌年５～６月頃に冬繭から脱出し、夏繭を形成する。雌成虫は羽化翌日から産卵でき、

寿命は７～12 日である。 
 モモシンクイガ幼虫は果実内部にいること、

また夏繭、冬繭の間は土中にいることから、こ

れらステージでは通常の薬剤散布による防除

はできない。このため、成虫と卵が主たる防除

対象となる。モモシンクイガは年１～２世代と

発生回数は少ないが、幼虫の発育に大きなばら

つきがあることや、地域により１、２世代虫が

混在することなどから、成虫の発生が６月～９

月までの長期間、絶え間なく続く。このため、

薬剤による防除は成虫発生期間中 10 日間隔で行う必要があり、モモシンクイガを対象としただけ

でも年に６～７回の薬剤散布が必要となる。モモシンクイガは薬剤には弱いため、有機リン剤、

 モモシンクイガ成虫 

 モモシンクイガ被害果 



カーバメート系剤、ネオニコチノイド系剤、合成ピレスロイド剤など多くの系統の薬剤が有効で

あるが、特に合成ピレスロイド剤は残効が長く、効果が非常に高い。しかしながら合成ピレスロ

イド剤はハダニ類やリンゴワタムシのリサージェンスなどを引き起こすことが指摘されているこ

とから、使用する際には十分に注意する。 
 近年、リンゴで使用する農薬を削減する試みが行われるようになってきたが、単に殺虫剤を削

減するだけではモモシンクイガによる被害が発生する。このため、減農薬を行う場合には殺虫剤

に代わる、交信攪乱剤や線虫剤などの資材を利用する必要がある。 
 リンゴで果実内部を食害する害虫としては他にナシヒメシンクイがいるが、ナシヒメシンクイ

は東北地方北部における発生が少ない。また、果実の食害のしかたで両種に違いがあり、モモシ

ンクイガは種子がある果実中心部を食害し、果実外部で虫糞を見かけることが少ないに対し、ナ

シヒメシンクイは果実の果肉部を食害し、虫糞が果実外部に認められる。近年、長野県ではスモ

モヒメシンクイのリンゴへの加害が明らかになってきているが、青森県では今のところ、本種の

リンゴへの加害は報告されていない。 
 
 ハマキムシ類：リンゴで発生するハマキムシの中で、リンゴコカクモンハマキ、リンゴモンハ

マキ、ミダレカクモンハマキが重要種であり、一部地域ではトビハマキなども問題となる。リン

ゴコカクモンハマキの幼虫の体色は黄緑色で、頭部は黄色である。卵は葉上に卵塊で産卵され、

卵期間は 17℃で 12～15 日、20℃で９～11 日、26℃で約６日である。２～３齢幼虫態で越冬し、

越冬幼虫はリンゴの発芽の頃から発育を再開し、芽や葉を食害し、夏季には果実表面を加害し、

浅なめりを発生させる。年２～３回の発生で、北海道では６月下旬～７上旬と８月～９月上旬の

２回、秋田では６月、７下旬、８月中旬～９月の３回、長野では５月中旬～６月上旬、７月、８

月下旬～９月の３回成虫発生のピークが認められる。青森における発生生態は、かつて秋田のよ

うな３化型であったが、近年６月下旬～７月上旬、８月中旬～９月上旬に発生のピークとなる２

化型に変化した。 
 リンゴモンハマキの幼虫の

体色は緑色であるが、頭部と

胸部は濃茶褐色から黒色であ

る。２～３齢幼虫が越冬し、

樹皮などに粗繭を作って越冬

する。越冬虫は早春に花芽の

中に侵入し葉を巻いて食害し、

また幼果を加害することもあ

る。成虫発生期間は長い。成

虫は東北地方北部では６～７月、８月後半～９月の年２回、東北地方南部や長野では５月後半～

６月、７月後半～８月前半、９月の３回発生する。 
 ミダレカクモンハマキでは中齢幼虫までの体色は青みがかった濃灰色で、頭部・胸部は黒色で

あるが、終齢幼虫になると体色が灰青色で、頭部が茶褐色、胸部が褐色もしくは黒色となる。１

化性の種で卵越冬する。卵は 100 卵くらいがまとめて樹皮や枝に生み付けられる。卵のふ化は不

斉一で、リンゴの発芽 10 日から開花中にかけておこり、北海道では５月中旬、秋田では４月中下

旬におこる。幼虫は葉を巻いて食害し、また花の中に入って雌雄ずいを食害（花なめり）したり、

幼果を深くかじる等の被害を発生させる。成虫は北海道では６月下旬～７月、秋田では６月中旬

～７月上旬、青森では６月下旬～７月中旬、長野で６月中上旬に現れ、越冬卵を産卵する。 



 トビハマキの幼虫の体色は黄緑色で、終齢幼虫では灰

色を帯びてくる。頭部は緑～黄色である。粗皮下または

枝などに越冬繭を形成し、越冬する。リンゴ中生種の展

葉初期頃に新芽に侵入し、葉や幼果を食害する。年２回

の発生で、北海道では６月下旬～７月、８月中旬～９月、

青森では６月中旬～７月上旬、８月下旬～９月、秋田で

は６月中旬～７月上旬、８月中旬～９月に発生する。８

月以降肥大した果実表面も加害し、葉に接している果実

表面に丸い円形の被害を生じる。 
 ハマキムシ類の防除としては越冬幼虫が動き出す４

月下旬から５月上旬の薬剤散布が効果的であるが、防除時期と開花時期とが重なることがある。

開花時期に防除を行う必要がある場合には、受粉昆虫に影響の少ない IGR 剤や BT 剤を使用する。

また、開花期以降にハマキムシ類や他の害虫を同時防除する場合には有機リン剤など殺虫スペク

トラムの広い薬剤を使用する。７月以降に防除を行うときには、フェロモントラップに捕獲され

る成虫の発生消長などを参考にして防除時期を決める。トビハマキは交信攪乱対象外害虫である

ことから、トビハマキが優占する地域で交信攪乱剤を利用する場合にはその発生に注意する必要

がある。 
 
 キンモンホソガ：成虫は体長５ミリほどで、羽は

金色で銀白色の条紋がある。幼虫が葉に潜りこみ、

葉肉部分を食害する害虫で、北海道から九州まで分

布する。多数の個体に加害された葉は落葉すること

もある。北海道では年３世代、東北地方北部では４

世代、東北地方南部や長野では５世代、福岡では６

～７世代の発生と考えられる。潜葉性の害虫として

他にギンモンハモグリガがいるが、ギンモンハモグ

リガは展開中の新葉にしか寄生できず、また幼虫は

細長く蛇行状に葉肉組織を食べ進むのに対し、キンモンホソガは硬化した葉にも加害でき、また

幼虫は葉脈で区切られた比較的狭い範囲を食害する。越冬は蛹態で、落葉中や、樹上に残った枯

葉中で越冬する。越冬世代成虫の発生時期は地域により早晩が生じ、東北南部、長野では４月、

東北北部では４月下旬～５月に現れる。越冬世代成虫の多くが羽化する時期には産卵に適する葉

が少ないため、多くの虫が産卵できずに死亡すると考えられる。このため、第１世代前年度発生

量は前年秋の 0.001～0.02％程度となると考えられ、春先の被害は通常少ない。 
 キンモンホソガの防除基準としては、第１世代（岩手

で６月上中旬）が５匹／20 果叢を越える場合には第２世

代幼虫発生時（岩手で６月下旬）に防除する必要がある。

また、新梢の葉あたり年間総寄生数が３頭を越えると果

実品質に影響が生じるとも言われており、この密度以下

にするには最終世代の前世代（岩手で８月）密度を 0.1
匹／葉以下に抑える。防除剤としてはネオニコチノイド

系剤の効果的が高い。また、キンモンホソガに登録のあ

る交信攪乱剤（コンフューザＡ）でも防除を行えるが、

交信攪乱剤設置前に発生する第１世代の密度が高い場合

は、第２世代幼虫発生時期に補完防除を行う必要がある。交信攪乱剤を利用した場合に補完防除

 キンモンホソガ成虫 

 キンモンホソガ寄生葉 

 トビハマキ成虫 



が必要となる水準としては、地上部から２m より低い位置ある長さ 1.5ｍの側枝で、第１世代の

被害が 10 個体を超える場合とされている。 
 
 ハダニ類：リンゴにおいて発生するハダニ類としてはリンゴハダニとナミハダニが重要種であ

る。両種とも葉を加害するが果実を直接加害することはない。 
 リンゴハダニは、リンゴにおいて見かける

ハダニのうち赤い場合は多くが本種である。

雌成虫の大きさは 0.4mm ほどである。越冬

は卵態で、越冬卵は芽の際や分岐点などに産

卵される。越冬卵は８月頃から認められる。

越冬卵のふ化は展葉にあわせて始まり、開花

直前には終了する。ふ化時期は長野では４月

中下旬、青森で４月下旬～５月上旬である。

一般的に個体数は７月～８月にピークとな

り、時には９月にも再び増加することがある。

年間発生回数は、青森で７～８世代、北海道

では年４～５回ほどである。防除時期とは寄

生葉率 50％、もしくは葉あたり雌成虫が２頭の時である。 
 リンゴで発生するナミハダニの体色は淡黄～緑色である。雌成虫の大きさは 0.6mm ほどで、リ

ンゴハダニとは異なり、葉裏に多く加害する傾向がある。本種は寄主範囲が広く、リンゴ以外に

もナシ、モモ、野菜などの重要害虫でもあり、果樹園の下草にも生息する。越冬は休眠態の雌成

虫で行われ、休眠態の雌成虫の体色は鮮やかな赤橙色に変化する。越冬場所は枝、幹などの粗皮

下であるが、積雪しない地域では園内外の下草などでも行われる。休眠態の雌成虫は薬剤に対す

る感受性が低下するうえ、薬剤の到達しにくい越冬場所に移動する性質があるので、防除対象と

しては適さない。越冬虫は越冬後、越冬場所から下草などに移動し、そこで増殖した後に樹上に

移動してくるが、越冬量が多い場合には直接展葉した新葉を加害する。防除時期は寄生葉率 30％
または葉あたり雌成虫１頭である。 
 ハダニ類の防除には殺ダニ剤が必要であ

るが、薬剤抵抗性の発達が著しいことから、

殺ダニ剤のローテーション散布やマシン油

乳剤の活用、下草管理などの方法を利用して、

殺ダニ剤の使用回数をできるだけ少なくし、

抵抗性の発達を遅らせる必要がある。ローテ

ーション散布は同一作用機構を持つ薬剤の

使用を１シーズン１回とし、作用機構の異な

る薬剤を交互に使用することで、特定の薬剤

に対する抵抗性の発達を阻止することを目

的とする。マシン油乳剤と下草管理はハダニ

類の初期密度を低くして発生ピークを遅ら

せ、殺ダニ剤の使用回数を減らすことが目的である。ただし、マシン油乳剤は樹上で越冬するリ

ンゴハダニに対しては有効であるが、粗皮下や下草で越冬するナミハダニに対しては効果が劣る。

一方、下草管理では、除草時に殺ダニ活性のある除草剤を散布し、下草で生息するナミハダニの

初期密度を下げて樹上への移動時期を遅らせることを目的とするが、この方法は樹上にしか生息

しないリンゴハダニに対しては効果がない。このように、採用する方法によっては効果が出ない

  ナミハダニ雌成虫と卵 

 リンゴハダニ雌成虫と卵 



種がいることから、園内で発生しているハダニ類の種類を見極め、有効な対策を取ることが必要

である。 
 
２．交信攪乱剤 
 交信攪乱剤（コンフューザＡ、Ｒ）は、ガ類が雌

成虫の分泌する性フェロモンを頼りに雄成虫が雌の

位置を探し出し交尾する性質を利用している。即ち

合成した性フェロモンを高濃度で園内に充満させる

ことにより、雄成虫が雌成虫の位置を認識できなく

して交尾を阻害する。そのため園内の産卵数が減少

し、次世代の発生を抑制する方法である。交信攪乱

剤利用の利点としては、①対象害虫に対する殺虫剤

散布を削減できる、②その結果、果樹園に天敵類が

定着可能、等の利点がある。一方、①交信攪乱剤に

は殺虫効果がないため、外部から交尾した雌が飛来

すると産卵される、②果樹園内の対象害虫密度が高

いと、偶然に雌雄が出会い交尾できる可能性が高ま

り被害が発生する、等のことから、交信攪乱剤の効

果を補完する防除が必要である。また、近年増加傾

向にある放任園が近くにある場合、そこで発生する

モモシンクイガ等の対策を行う必要もある。 
 
３．省農薬栽培に有望な生物製剤 
 現在、リンゴの省農薬栽培を実現する害虫防除の中心技術は交信攪乱剤である。しかしながら

前途のように補完防除は必要である。また交信攪乱対象外害虫も多く存在する。そのため、交信

攪乱剤以外の省農薬栽培に資する技術の開発が必要である。現在市販されている利用可能な資材

として、マシン油やデンプン剤の気門封鎖型の資材、天敵製剤、微生物製剤（線虫、糸状菌、BT、
ウイルス）がある。 
 天敵で果樹に登録のあるのは、ハダニ類に対するミヤコカブリダニである（施設の果樹を除く）。

屋外で使用する場合、使用するタイミングや果樹園内に定着させることが現在のところ難しいが、

ハダニ類のダニ剤に対する抵抗性獲得の現状を考えると、今後普及すべき剤と思われる。ハダニ

捕食性の昆虫としてはハナカメムシ類も有望と考えられている。 
 線虫剤（バイオセーフ）は昆虫寄生性線虫の製剤で、リンゴではモモシンクイガの冬繭から夏

繭を形成する時に一時的に土壌中に出てくる越冬幼虫の防除のために利用される。線虫は気温が

15℃を下回る時には活動が鈍くなるので、最低気温が 15℃以上になる時期に使用する。また、線

虫は乾燥に弱いので、雨天時の散布や散布にあわせて灌水するなど、線虫の生存に適する土壌状

態にすることが必要である。本剤は単独で使用してもモモシンクイガの被害を抑えることは難し

いが、あわせて行う薬剤防除や交信攪乱剤などの効果を高めるための資材として有望である。線

虫剤はイチジクのキボシカミキリに対しても登録がある。 
 糸状菌製剤としては現在のところカミキリムシに対するバイオリサカミキリがある。本製剤は

カミキリムシの成虫が発生する頃に、幹にテープ状の本製剤を巻き付けておき、そこを歩行し糸

状菌の胞子（分生子）に接触・感染したカミキリムシが死亡するものである。糸状菌製剤は湿度

の制御などが比較的行いやすい施設野菜では種々の製剤が登録されている。 
 BT 剤はバチルス チューリンゲンシスという細菌が細胞内につくる結晶性のタンパク質で、昆

果樹に登録のある交信攪乱剤 



虫が摂食時に消化管に取り込まれたとき、消化液により分解されたペプチドが消化器官の一定の

タンパク質と結びつき消化管の細胞を破壊することで致死作用が生まれる。BT と昆虫のタンパク

質とは鍵と錠の関係のように特異性が高く、防除対象の昆虫類以外の昆虫に影響しない。果樹で

はハマキムシ類、ケムシ類等を対象に登録があり、開花期の訪花昆虫が活躍するときに使用可能

な剤として利用されている。 
ウイルス製剤はリンゴのリンゴコカクモンハマキに対する製剤が登録されている。本剤は昆虫

病原性ウイルスを使用したもので、経口的に体内に取り込まれて昆虫の細胞内で増殖し、致死作

用を示す。寄主特異性が非常に高く、他の害虫に感染しないばかりでなく、リンゴ害虫ではリン

ゴコカクモンハマキ以外のハマキムシ類でもほとんど病原性を示さないのが弱点でもある。 
 

 
参考：上記害虫を含め、リンゴ害虫種の画像はリンゴ害虫生態画像データベース

（http://www.fruit.affrc.go.jp/kajunoheya/apdb/index.htm）にて公開している。 

果樹に登録されている生物農薬（2007 年 7 月 30 日現在）



根頭がんしゅ病等病害の最新の診断技術根頭がんしゅ病等病害の最新の診断技術根頭がんしゅ病等病害の最新の診断技術根頭がんしゅ病等病害の最新の診断技術 果樹研究所 果樹病害研究チーム 

        須崎 浩一 

 はじめにはじめにはじめにはじめに  リンゴわい化栽培の普及にともないリンゴ苗木の増産が行われる中で、近年、リンゴ苗木における根頭がんしゅ病の発生が問題となっている。本病は病原菌の保有する
Ti プラスミドが宿主植物の染色体に組み込まれることによって発病することから、被害苗木を治療することはできない。また、本病に感染した無病徴の苗木によっても被害が拡大する可能性が指摘されていることから、本病を防ぐための方策として根頭がんしゅ病菌フリーの苗木を選抜して使用することが有効と考えられる。根頭がんしゅ病菌は既報の選択培地を用いることで土壌や植物組織から分離することが可能である。しかし、本病菌は培地上でのコロニー形態の特徴に乏しく、また選択培地も根頭がんしゅ病菌のみを分離することはできない。そこで、根頭がんしゅ病菌の保有する Ti プラスミドを簡易に検出することで根頭がんしゅ病菌を識別する技術を開発したので、今回の研修で紹介する。  詳細については http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2002/tohoku/to058.html を参照されたい。 

 原原原原    理理理理  Tiプラスミドは下図のような構造をもつ大きさ約 200,000塩基対の環状DNAである。根頭がんしゅ病菌が植物に感染すると、T-DNA と呼ばれる部位（下図で網掛けの部位）がプラスミドから切り出され、宿主植物の染色体に組み込まれる。T-DNA の組み込まれた植物細胞はホルモンの異常な産生を引き起こし細胞分裂が盛んになることによってがんしゅが形成される。T-DNA の組み込まれた植物は、根頭がんしゅ病菌を除去してもがんしゅを形成し続けるため、病原菌の検出目的で T-DNA を対象とするのは都合が悪い。  Sawada ら（1995）は、Ti プラスミド上の virC 遺伝子を検出するための PCR プライマーを報告している（Table 1、VCF および VCR）。これらの PCR プライマーは、根頭がんしゅ病菌から抽出された DNA を用いた場合には、効率的に Ti プラスミドを検出可能であったが、根頭がんしゅ病菌を直接 PCR の反応液に加えて Ti プラスミドの検出を試みた場合（コロニーPCR 法）には、検出できない場合もあった。そこで、コロニーPCR 法に適した virC 遺伝子を検出するためのプライマーを新たに設計した（Table 

1、VCF3 および VCR3）。本 PCR プライマーを用いることでコロニーPCR 法により菌体から DNA を抽出することなく Ti プラスミドを効率的に検出することが可能となった（Fig. 2）。また、virC 遺伝子は毛根病菌のもつ Ri プラスミド上にもあることから、



この方法によって毛根病菌も検出が可能である。 

  （日本植物病理学会編、「植物病理学事典」より） 

 

 

 

 

       （Suzaki et al. 2004） 



 

       （Suzaki et al. 2004） 

 

 実際の手法実際の手法実際の手法実際の手法 １．リンゴ苗木からの根頭がんしゅ病菌の分離 

 

D1M 選択培地（テブコナゾール添加）  セロビオース   5g  NH4Cl    1g  NaH2PO4   1g  K2HPO4   1g  MgSO4･7H2O   3g  マラカイトグリーン  10mg*  テブコナゾール  0.5～２ml**  寒 天   15g 各成分を１リットルの蒸溜水に溶解し、高圧滅菌。 

*１％水溶液を保存液として調製し、その１ml を１リットルの培地溶液に加える。 

**培地の温度が下がってから添加する。通常は 0.5～１ml で十分。糸状菌の混入が  激しい場合には２ml 添加する。 

 

 

 

 



がんしゅ（こぶ）、樹皮などの組織を採取  ↓ 

70％エタノール（１分）、0.1％次亜塩素酸ナトリウム（５分）で表面殺菌  ↓ 殺菌水で余分な消毒液を洗い流す  ↓ シャーレ内で固化させた D1M 培地上に表面殺菌した組織片を置床  ↓ ５～７日間、室温で培養  ↓ 組織片の周囲にバクテリアのコロニーが出現する 

 ２．コロニーPCR 反応液組成（20μl）  10× AmpliTaq Gold Buffer   ２μl  dNTPs (2.5mM each）    1.6  VCF3 (100μM）    0.5  VCR3 (100μM）    0.5  AmpliTaq Gold     0.25（1.25U）  滅菌蒸溜水     15.15 氷中でよく混合する。 

 操作手順 

PCR の反応液を調製し氷中に置く。  ↓ バクテリアのコロニーを爪楊枝等で採取し PCR の反応液中に懸濁（ごく微量でよい）  ↓ 

PCR装置中で反応  ↓ 反応液の５μを取り、アガロースゲル電気泳動で分析 

 反応条件 

95℃(10 分)→95℃(１分)→60℃(１分)→72℃(２分)→72℃(７分)→４℃（∞） 

  └──40 回繰り返す──┘ 



リンゴ栽培をめぐる新しい動き

（独）農研機構果樹研究所リンゴ研究チーム

別所英男

リンゴ栽培においては、長らく続く価格の低迷や担い手の高齢化などにより、厳しい経

営が余儀なくされている。さらに、消費者の食に対する安心・安全意識の高まりにより、

低コスト・高品質という目標に加えて、健康に良い安全な果実を生産することも重要な課

題となっている。また、高温による果実品質への悪影響など気候温暖化に対する対応も必

要となっている。このように多岐にわたる研究課題がある中で、現在、果樹研究所が取り

組んでいる研究課題について紹介する。

１．授粉専用品種の利用によるリンゴの単植化

１）背景

残留農薬のポジティブリスト制の導入により、今まで残留基準値がなかった農薬には厳

しい基準値が設定され、農薬のドリフト（飛散）による残留が懸念されている。ドリフト

は近接する他作物への影響もさることながら、リンゴ園地内での収穫時期の異なる品種間

でのドリフトも問題となる。このため、単一の品種を栽植し、異なる品種の混植を行わな

い「単植化」に対する生産者の要望が以前にも増して強まっている。一方、生産現場では

ふじの偏重や授粉に適さないジョナゴールドなど三倍体品種の増加による園地内の受粉環

境が悪化しており、効率的な授粉樹の導入による結実確保が重要な課題となっている。

２）授粉樹の条件

大きくて均整の取れた果形のりんごを生産するためには受粉がきちんと行われたくさん

の種子が入ることが重要である。受粉しても結実しないことを不和合と呼ぶが、不和合性

はＳ遺伝子（不和合性遺伝子）によって支配されており、授粉親の２種類の S 記号が種

子親と同一の場合、めしべ内の阻

害物質の働きによって花粉管の伸

長が止まってしまうため、結実し

ない。表１にリンゴのＳ遺伝子型

を示したが、ふじ(S1S9)の授粉樹

としてアルプス乙女(S1S9)は利用

できない。一方、ふじ(S1S9)の授

粉 樹 と し て 完 全 和 合 の つ が る

(S3S7)と半和合の祝(S1S20)を用

いた場合には、花粉を希釈しない

粗花粉の場合には問題はないが、

石松子で５倍以上に希釈すると、

半和合の祝では極端に結実率が低

下する傾向が認められた。結実を

確実に行うためにはＳ遺伝子型が

異なる完全和合の品種を選択する

必要がある。



その他の授粉樹の条件としては、花粉稔性が高い二倍体品種であること、栽培品種と開

花期が一致し、十分な花粉量があることも重要である。また、隔年結果性の強い品種は授

粉樹として適さない。また、訪花昆虫としてミツバチを使用する場合には、栽培リンゴと

同様な一重の白い花を持つ品種が良い。

３）授粉専用品種の利用

果樹研究所では約 200 種の観賞用品種や野生種について授粉樹としての開花特性やふじ

との交雑和合性について検討した。

表２に示すように、ふじの頂芽中心花と授粉専用品種の腋芽花が合う品種として、

M.baccata 79091 は腋芽花の着生が多く、適していると考えられた。ただし、開花の早い腋

芽花タイプを導入する場合には、開花期の数日遅い品種と組み合わせて導入する方が安全

である。ふじの頂芽花と授粉専用品種の頂芽から腋芽花が合う品種として、Sentinel Crab

は腋芽花の着生も多く、授粉樹として適している。Makamik Crab は生育が旺盛で開花量も

多いが、ふじと半和合である。ふじの頂芽花に対して授粉専用品種の頂芽花が合う品種と

して、M. turesii、Atrosanguiner があり、いずれも開花量は十分である。Red Bud Crab、Snowdrift

Crab については、毎年たくさんの花が咲いてくれるが、開花始めがふじ（わい台）と比

べて２日程度遅い点がやや問題である。しかし、マルバ台のふじではこれらの品種と開花

始めがほぼ同じになる可能性がある。

また、カラムナータイプはコンパクトな樹形をもち、節間が短いため、花の着生密度は

高い。メイポールはふじと交雑和合性があり、開花期もメイポールの腋芽花とふじの頂芽

花の開花期が一致することからふじの授粉樹としても利用できる。また、メイポールの果

実は赤い色素と強い酸味に特徴があり、加工原料としても注目されている。しかし、隔年

結果しやすいので、摘果を行う必要がある。

４）栽培上の注意点

園地へ導入する際には、苗木を混植する場合と既存樹に高接ぎを行う場合がある。高接

ぎで一挙更新した場合は３年程度で目標樹高に達するが、苗木の場合には５年程度はかか

る。授粉専用品種の中には ACLSV などのウイルスに対して感受性のものがあるので、高

接ぎ病に注意する必要がある。このため、園地への導入は、苗木で行うのが基本と考えら



れる。授粉樹の栽植距離は15ｍ程度の間隔が適当であり、４×２ｍ植では８本に１本程度

となる。台木については、樹勢が弱い品種には JM2 やマルバカイドウなどの半わい性～

きょう性台木を使用する。JM7 台を使用する場合には地上部台木長が短くなるように植栽

する。樹勢の強い品種には JM7 ～ JM2 程度のわい性～半わい性台木を用いる。リンゴの

単植化においては、ミツバチやマメコバチなどの訪花昆虫が十分な数を放飼されているこ

とが前提となる。

授粉専用品種には隔年結果性の強い品種が多くみられるため、摘果が必要である。摘花

剤や摘果剤は効果が不十分である。一方、アメリカでは摘果も兼ねて開花後剪定で対応し

ていることが多いが、腋芽花タイプの開花の早い品種を選ぶ必要がある。開花後剪定で刈

り込むことによって、ちょうどカラムナータイプのような丸い柱状の樹形となり、園地内

における授粉樹の使用面積を最小限に抑えることができる。

果樹研究所では今年の 2 月に今までの共同研究の成果をまとめてリンゴ単植化の手引き

を刊行した。詳しくは果樹研究所のホームページを参照されたい http://www.fruit.affrc.go.jp/。

２．日本型わい化栽培

最近のわい化栽培に関する研究成果としては、JM 系台木及び青台３の育成、M.9 ナガ

ノを利用したフェザー苗の利用技術などである。特に、JM 系台木は世界で初めて開発さ

れた挿し木繁殖性のあるわい性台木であり、JM7 を中心に普及が進んでいる。JM7 は苗木

生産における根頭がんしゅ病の発生、若木におけるネズミの食害、接ぎ木部直下の台木の

こぶや粗皮症状を伴う衰弱樹の発生など克服すべき課題もあるが、挿し木繁殖性、苗木の

生育のそろい、高品質、熟期の前進など長所が多い。なお、JM7 台使用樹の衰弱について、

ここ数年は新たな発症事例は報告されていないが、凍害等の面から発生原因の解析が行わ

れている。一方、M.9 ナガノの自根台木を利用したフェザー苗の利用技術については、長

野県で研究が進んでおり、従来の苗木に比べると初期収量が高く、樹冠も小型化するなど

の利点がある。今後はフェザーが多く発生した２年生苗の流通体制の確立が重要である。

仕立て方についてはスレンダースピンドルなどの主幹形が主流であるが、岩手県では高

野氏の考案した樹冠の下部に側枝を車枝上に置く下枝重視型の低樹高樹形に取り組む生産

者も多い。果樹研究所でも JM 台木を利用した低樹高栽培技術の開発を行っている（図１）。

欧米ではスーパースピンドル仕立てなど

750 本 /10a 程度の超密植栽培の例にみられ

るように、単位面積当たりの栽植本数が増

加する傾向にある。しかし、日本のリンゴ

栽培においては欧米とは気象条件や目標と

する果実の大きさや品質水準が異なる点か

ら過度の高密植栽培はかえって果実品質を

落とすことになりかねない。したがって

JM7 などの国産台木を上手に活用し、積雪

など各地の気象条件に応じた日本型わい化

栽培の技術を確立する必要がある。
図１ JM7 台を利用した低樹高樹形



３．温暖化対策の取り組み

温暖化に対するリンゴへの悪影響として、着色不良、花芽不足、果肉軟化、ビターピッ

トなどの生理障害、凍害、晩霜害、病害虫の発生などが懸念されている。一方、好影響と

しては、温度上昇によって果実肥大が促進されること、今まで温度不足によってリンゴ栽

培が困難であった地域でも栽培が可能になることなどが期待される。

温暖化で最も懸念されるのは着色の問題であり、色の悪いリンゴではお金にならない。

着色を向上させる技術として、葉摘み等の着色管理、整枝剪定、施肥の低減などがあるが、

栽培技術での改善には限界がある。根本的な解決策としては、着色良好な品種や優良な着

色系統に更新することである。果樹研究所では照明付き恒温器を用いた着色の簡易評価法

を開発した。一般に、リンゴの着色は 15 ～ 20

℃程度で促進され、高温になるにつれてアン

トシアニン色素の生成が阻害される。本実験

では、25 ℃程度でも着色の良好な品種が認め

られた。ふじを基準に考えた場合、収穫期の 25

℃条件で２倍以上の色素生成能が認められた

品種は、スターキング・デリシャス、秋映、

紅玉、さんたろうなどであった（図２）。

温暖化は一気に進行するものではないが、

今から品種更新や樹冠内の光環境の改善など

について取り組んでいく必要がある。

４．1-MCPの将来

リンゴの鮮度保持の革新技術として、1-MCP の登録が待たれるところである。1-MCP は

エチレンの働きを抑える化学物質で海外ではスマートフレッシュの名前で販売されてい

る。国内外の試験で 1-MCP の硬度保持、酸度保持、ヤケ防止などの効果は折り紙付きで

ある。また、収穫時期の異なるつがるに 1-MCP を処理して２週間後の品質について検討

した結果、1-MCP の処理によって油上がりが明らかに抑制された（図３）。また、最近の

研究で紅玉のゴム症の低減効果なども報告さ

れている。一方、ふじの蜜褐変については軽

減効果が見られないこと、処理果は香気成分

などの発生も抑えられることから風味の点で

劣る場合がある。いずれにしても品種や貯蔵

期間などによって 1-MCP の効果が異なるので、

1-MCP の有意性が明らかに認められる条件で

使用すべきである。1-MCP について使用の是

非に関する議論はあるが、登録後の判断は消

費者にゆだねられることになる。したがって、

1-MCP の特性について消費者に対して科学的

に正しい説明を行うことと、市場流通におい

てははっきりと 1-MCP 処理果であることを示

す表示が必要である。

図２ リンゴ品種の色素生成能

図３ つがるの常温貯蔵における

1-MCP による油上がりの抑制
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