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果樹アザミウマ類の生態と防除技術 
 

農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所・果樹害虫研究チーム 

望月雅俊 

 
１．はじめに 

果樹に発生するアザミウマ類は果樹の開花期に多くの種類が見られるが、果実に被害を

及ぼす難防除害虫として防除対象となる種類はチャノキイロアザミウマ、ミカンキイロア

ザミウマ、ネギアザミウマ、カキクダアザミウマ等に限られる。このうちチャノキイロア

ザミウマは古くから我が国の果樹害虫として、一方ミカンキイロアザミウマは侵入害虫で

あり、1990 年代に入りカンキツ、ブドウ、カキ等で果樹での被害が報告されている。ネギ

アザミウマはカキ、カンキツ、イチジクでの被害が問題となる。またカキクダアザミウマ

は 1975 年頃に岡山県での発生が確認されたカキの害虫である。本資料では果樹で問題にな

るアザミウマのうち特にチャノキイロアザミウマについて生態と防除技術を解説する。 

 

＜果樹を加害するアザミウマ類＞ 

種類 加害する樹種（果実被害） 備考 

チャノキイロアザミウマ 

Scirtothirps dorsalis 
ブドウ、カキ、カンキツ チャの重要害虫でもある 

ミカンキイロアザミウマ 

Frankliniella occidentalis 

カンキツ、カキ、ブドウ 

モモ、イチジク 

侵入害虫、1990 年に千葉、

埼玉県の花き類で初確認 

ネギアザミウマ 

Thrips tabaci 
カキ、カンキツ、イチジク

カキでは1997年頃から被害

が問題化、野菜の害虫 

ハナアザミウマ 

Thrips hawaiiensis 
イチジク、カンキツ 多くの植物に寄生する 

カキクダアザミウマ 

Ponticulothrips diospyrosi 
カキ 

1975 年に岡山県で発見、全

国に分布拡大 
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 チャノキイロアザミウマ    ミカンキイロアザミウマ      ネギアザミウマ 

（写真）果樹園内で観察されるアザミウマ類 

 

２．チャノキイロアザミウマの生態と防除 

チャノキイロアザミウマ（Scirtothirps dorsalis HOOD）はその和名が示すように、チ

ャの害虫として古くから知られている。果樹ではカキの果実面に生じる「えかき」と俗称

されていた被害が、本種によるものであることが福田ら（1954）により解明され、被害に

ついての認識が進んだ。ブドウでの被害も古くから知られ、カンキツでは、果頂部のケロ

イド状被害や果梗部のリング状被害が本種によることが明らかにされた。本来チャの害虫

であり，茶園に近いカンキツ園で被害が問題になっていた本種が，果実に外観上の大きな

被害を与える所謂「コズメティック害虫」として全国的に重要化したのには、チャからカ

ンキツ等への寄生性の変化が起きたためとの説もあるが確証はない。害虫としての地位が

高まった背景には、作れば売れる時代から外観を含め品質重視の時代に変遷する過程で、

本種の特徴的な被害が生産者や害虫防除研究者に急速に認知されていった事情もあると考

えられる。 

＜形態＞ 

雌：体長 0.8-1.0mm、雄：体長 0.7-0.8mm、アザミウマ類のなかでは小型な種類である。

体色は黄色、前翅は灰色である。 

 

＜寄主植物＞ 

寄主範囲は広く、木本性の植物での寄生が多い。日本産アザミウマ文献・寄主植物目録

（1988）によれば 100 種類以上の植物で寄生が確認されている。  

 

<生活史＞ 

被害や発生生態は寄主植物により異なる。種固有の生活史についてはこれまで茶園での

詳しい観察がある。発育段階は卵、１齢幼虫、２齢幼虫、第１蛹、第２蛹、成虫の発育ス

テージがある。１世代の期間は20℃で卵期間約12日、孵化から羽化まで約16日間である。

ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマと比較して卵期間が長い特徴がある。

静岡県での調査によれば越冬態は成虫であり11月から1月までに成虫になった個体は地表
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部の落葉下や土壌中で越冬する。年間の発生回数は暖地で７〜８回、寒冷地で５〜６回で

あるが、夏の７月から９月にかけて多発生し、各発育ステージが混在するようになる。１

雌あたりの平均産卵数は、チャやサンゴジュ葉で 27〜40、カンキツ葉では 1.7 と少なく、

カンキツは好適な寄主植物ではない（多々良，1995）。 

 

＜主要果樹における発生生態と被害（西野・小泊，1988 をもとに整理）＞ 

１）カキ 
越冬場所 
樹冠下の地表面、粗皮下、防風樹 
発生消長（西日本の産地） 

４〜５月：発芽時期に越冬雌成虫が新芽に産卵、５〜６月に花蕾や幼果実に寄生 

５〜６月：花蕾や幼果実に寄生。 

６〜７月：果実やへた（がく片）に寄生、展葉が終わり硬化した葉には寄生しない（発

育できない）。果実での被害は幼虫によるものが主体。 

８月以降：発生が減少する。 

 

被害の発生状況 

収穫果実の果実表面に花弁の付着痕跡、果実側面に褐色の波線状の班が発生する。 

被害の発現には品種間差異が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真） 被害状況の品種間差異（左より寺社、愛宕、富有） 

 

２）ブドウ 

越冬場所 

樹冠下の地表面、粗皮下、防風樹 

 

発生消長 

ブドウで栽培上、被害が問題化したのは福岡県のブドウ園で 1960 年代に入ってからと

されている。被害が確認された当初は茶園の周囲のブドウ園で被害が目立ち、チャが発生
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源になっている傾向があるとされた。ブドウは本種の増殖に適した植物であり、幼虫・成

虫の両方のステージが加害する。 

 

発生消長（西日本の産地） 

４〜５月：発芽時期に越冬雌成虫が新芽、新葉に産卵 

５〜６月：落花後の穂軸、果粒への加害、新梢での増殖 

６〜７月：穂軸、肥大する果粒への加害、新梢での増殖 

７〜８月：新梢での増殖、葉への加害 

９月以降：葉への加害 

 

被害の発生状況 

葉の被害：葉脈付近に被害が現れるが、最初はわかりにくい。成虫による被害が多く、

成長点が加害されると芽の伸長が阻害される。また葉の生育が阻害される結果、葉裏はコ

ルク状で褐色となり、形状が歪み奇形葉となる。 

穂梗、穂軸、果梗：最初は緑色が失われ薄い褐色になる。その後被害が進むと、被害部

位は褐色となりコルク化する。このようになると果粒は脱粒しやすくなり、商品価値が低

下する。 

果実：幼果では果粒の表面が雲紋状にザラザラになる。被害部位は褐色である。成熟果

では果粒の表面に褐色の雲紋状斑点が生じる。着色する品種では収穫時期には被害が目立

たなくなるが、緑色系品種では被害が目立ち商品価値を著しく損なう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真）ネオマスカット（緑色系品種）での激しい被害発生状況 
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３）カンキツ 
越冬場所 
樹冠下の地表面、防風樹 

 
発生消長（西日本の産地） 
３〜４月：越冬雌成虫が発生する。 
４〜５月：カンキツ以外の防風樹で発芽の早い植物で増殖（イヌマキ、チャなど） 
５〜６月：カンキツ類の新梢、幼果へ産卵し果実果梗部の被害が発生 
６〜７月：果実への産卵 
７〜８月：新梢での増殖、果実への産卵を繰り返す 
寄主植物としての新葉の量や果実の量は、カンキツは相対的に少なく、周辺の寄主植物

からの飛来個体も多い。 
被害の発生状況 
果実の被害は２つに分けられる 
a）果梗部のがく周辺に生じるリング状の被害 
がくと果皮の間に侵入した幼虫による被害→カキの被害発生経過と類似 

b）果頂部から果側部の被害 
前期の被害（果頂部のケロイド状被害） 
後期の被害（果頂部の雲形状被害） 

 
３．防除技術 

１）発生予察と化学的防除（農薬による防除） 

発生予察については、黄色粘着トラップへの誘殺数をもとに本種の発生消長が解明され、

それを利用した防除要否の決定がなされている。しかしわずかな密度でも被害が発生する

本種の特性上、予防的散布となりやすい問題点がある。カンキツでは園内のトラップ捕獲

数が週あたり４〜５頭に達した時点で防除すると被害が抑えられる 

 

２）物理的防除 

株元に光反射シートのマルチをすると被害が軽減する。アザミウマ類の飛翔行動がシー

トからの反射光に影響され正常な行動ができなくなることを利用した防除法である。カン

キツでは水管理など含めた栽培期間全般の管理手法として普及している。 

 

３）生物的防除 

土着天敵の種類としては主に捕食性カブリダニ類、ヒメハナカメムシ類が主要種である。

露地で、これらの天敵を活用して果樹アザミウマ類を防除することができれば、農薬散布

回数の削減が期待される。しかし土着天敵は害虫密度を後追いして増えるため、低密度条
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件下での害虫を制御することができず、被害が生じてしまう。そのため天敵に影響が少な

い薬剤と後述の耕種的手法等を組み合わせた防除体系が望まれる。 

 

チャノキイロアザミウマを捕食する土着カブリダニ類（多々良，1995；Shibao，2004） 

コウズケカブリダニ  Euseius sojaensis (Ehara) 

ニセラーゴカブリダニ Amblyseius eharai Amitai and Swirski 

キイカブリダニ       Gynaseius liturivorus (Ehara) 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）土着カブリダニ類とその生息環境 

 

４）耕種的防除 

本種の増殖は夏季７〜８月の新梢で活発になるので、この時期における新梢の発生量を

下げることが耕種的防除として重要である。特にブドウの場合は、夏季の摘心を行い、増

殖源を減らすことに園全体の密度低下をはかる。また採光や通風が悪くなると軟弱な葉や

新梢が増えてくるので、適度な剪定を行って通風をよくするなど栽培環境を整える。 
 
４．圃場実習 

１）アザミウマ類の観察と採集 

初夏から秋にかけて、ブドウ、アジサイ、チャ、サンゴジュの新梢を観察して幼虫・

成虫を採集、また黒色板を下に敷いてたたき落しを行って採集する。 

２）標本作製 

微小であるため肉眼では種類の同定は難しい。形態面での特徴を見るためには、採集

した個体を 70％アルコールに浸漬後、プレパラート標本を作製し、50〜100 倍程度の位相

差顕微鏡で観察する。 

３）分類 

検索表（工藤・芳賀，1988）等を参考して種類の同定を行う。粘着トラップに誘殺され

たアザミウマ類をそのまま実態顕微鏡下で観察し、体色などを特徴に簡易に同定する方法

も考案されている（千脇ら，1994） 
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果樹の微小害虫の遺伝子判別法 ～９種果樹アザミウマ類の種・系統判別～ 

 

      農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所・果樹害虫研究チーム 

 土`田 聡 

 

１．はじめに 

 近年の環境保全型農業に対する関心の高まりから，化学農薬の削減は我が国の農業が目

指すべき重要な方向性の一つとなっている。したがって，殺虫剤抵抗性を発達させた害虫

種および系統の正確な判別は，防除の要否の決定や使用する殺虫剤の選定における重要な

判断材料となる。しかし，微小害虫では形態による近縁種との識別が困難な場合が多い。

中でも幼虫などの発育ステージにおける識別は不可能なことの方が多い。そこで近年，形

態によらない種，系統判別法として，遺伝子診断技術を用いた手法が様々な微小害虫にお

いて開発され，利用されている。とりわけ PCR（Polymerase Chain Reaction）を用いた技術

はごく微量の DNA 試料により解析が可能であることから，微小害虫における種間および

種内多型検出の可能性を高めている。 

 アザミウマ類は果樹に深刻な被害をもたらす微小害虫の一つである。現在日本では侵入

種であるミカンキイロアザミウマおよびミナミキイロアザミウマを含む 11 種のアザミウ

マ類が果樹害虫として知られており，しばしば同所的に発生し被害を与えている。そこで，

果樹加害性アザミウマ類９種に関して，DNA 塩基配列を解析し，種間における遺伝的多型

を利用した，形態によらない種判別法を開発したので紹介する。 

 

２．遺伝子診断の概要 

 遺伝子診断が可能となった果樹アザミウマ９種の種名は以下の通りである。写真１はそ

の一部の種の幼虫である。なお，日本産果樹アザミウマとして，このほかにカキクダアザ

ミウマおよびクロトンアザミウマが挙げられるが，これらは幼成虫期を通して形態的に識

別が容易なため，今回紹介する判別技術からは除外した。 
 

 

  ① ミカンキイロアザミウマ Frankliniella occidentalis (Pergande) 
  ② ヒラズハナアザミウマ Frankliniella intonsa (Trybom) 
  ③ ハナアザミウマ Thrips hawaiiensis (Morgan) 
  ④ ビワハナアザミウマ Thrips corolatus Schmutz 
  ⑤ キイロハナアザミウマ Thrips flavus Schrank 
  ⑥ ネギアザミウマ Thrips tabaci Lindeman 
  ⑦ ミナミキイロアザミウマ Thrips palmi (Karny) 
  ⑧ ダイズウスイロアザミウマ Thrips setosus Moulton 
  ⑨ チャノキイロアザミウマ Scirtothrips dorsalis Hood 
 

- 9 - 
 



  

 写真１ 形態による識別

が困難なアザミウマ幼虫

（左：ハナアザミウマ，右

：ネギアザミウマ） 

      

 

 遺伝診断に用いる手法は PCR-RFLP 法である。本手法は PCR 増幅した遺伝子断片を制

限酵素により切断し，その断片長多型により生じるバンドパターンをもとに判別する方法

である。PCR に加え，制限酵素処理を行うため工程が多くなるという欠点はあるが，再現

性が高く，同時に多くの種類を判別できるという利点があり，遺伝子診断によく利用され

ている手法である。 

 PCR 増幅する遺伝子は ITS 遺伝子である。リボゾームを構成する３つのサブユニット

（18S，5.8S および 28S）をコードする遺伝子の間に挟まれたスペーサーと呼ばれる領域で

あり，非転写領域のため多型が生じやすく，遺伝子マーカーとしては有用な領域である。

昆虫類に広く適用可能なユニバーサルプライマーがいくつか報告されているが，いずれも

保存性の高いリボゾーム RNA サブユニット構造遺伝子上に設計されている。今回は，5.8S
および 28S サブユニット遺伝子に挟まれた ITS2 領域を用いることにした。 

 

３．診断手順 

 １）DNA 抽出 

  解析に用いるサンプルは，発生予察用の粘着版に付着した状態で数ヶ月経過して い

るものでも解析は可能であるが，新鮮なサンプル，あるいは新鮮な状態で 100% エタノ

ール液浸，冷凍保存しておいたサンプルの方が望ましい。 

  DNA 抽出の工程としては，まず虫体をエッペンチューブ等に入れ，磨砕液中で ホモ

ジナイズする。今回の実習においては 8 連の 0.2ml PCR チューブにサンプルと STE バッ

ファー(10mM Tris-HCl，1mM EDTA，100mM NaCl)(Noda et al.(1996)) および

proteinase K（10mg/ml）を入れ，ガラス棒を用いて磨砕する。 

  ホモジネートはサーマルサイクラーを用いて行い，65℃で 15 分，続いて 95℃で 10
分温度処理する。PCR の DNA テンプレートには抽出溶液の上清を用いる。なお， 処理

後の DNA 粗抽出液は-20℃で少なくとも数ヶ月は保存可能である。 

 

 ２）ITS2 領域増幅 

  PCR反応液の組成（20μl），プライマー配列およびPCR反応条件は以下の通り であ

る。ここではDNAポリメラーゼとしてABI社のAmpli-Taq Gold®を用いている が，他のポ

リメラーゼを使用しても差し支えない。ただし，ホットスタートタイプ ではないポリメ

ラーゼを使用する際は，反応条件の95℃9分を1～2分に短縮す る必要がある。

- 10 - 
 



 

 
 10× AmpliTaq Gold buffer               2 μl 
  MgCl2 (25mM)                              2 μl 
  dNTP Mixture (2mM each)                      2.5 μl 
  プライマー (sense, antisense)(20pmol)          各1 μl 
  滅菌蒸留水                                    10.9 μl 
  DNA（粗抽出液上清）                            0.5 μl 

  AmpliTaq Gold                                  0.1 μl (0.5U) 
 

    （プライマー配列） 
    sense：5'- TGT GAA CTG CAG GAC ACA TGA A -3' 
    antisense：5'- GGT AAT CTC ACC TGA ACT GAG GTC -3' 
    （反応条件） 

    95℃(9 分)→94℃(30 秒)→52℃(30 秒)→72℃(1 分)→72℃(7 分)→4℃(∞) 

 

 ３）制限酵素処理 

   PCR 反応液に 1 サンプルあたり制限酵素 RsaI（0.5μl(=5U)）および標準添付     
バッファー（1μl）を添加し，37℃で 1～2 時間加温する。 

 

 ４）結果判定 

   1.5～2.0%アガロースゲルを用い，電気泳動を行う。断片長多型をより明確に  識

別するため，可能な限り長く泳動することが望ましいが，Mupid のミニゲル程  度で十

分である。アガロースの種類は問わないが，アガロース X®（ニッポンジ  ーン社）のよ

うな分離の良いものを用いると判定が容易になる。 

   電気泳動後のゲルは臭化エチジウムで染色し，紫外線を照射してバンドパター  

ンを観察する。PCR 反応後，および制限酵素処理後の DNA 断片長ならびにそれ  らの

電気泳動像は表１および図１，２の通りである。 

 

表１ 9 種アザミウマの ITS2 増幅産物サイズおよび RsaI による制限酵素処理後断片長  

種名 (系統) ITS2増幅産物サイズ 制限酵素処理後断片長 
ミカンキイロアザミウマ       475 240, 166, 69 
ヒラズハナアザミウマ       478 167, 149, 98, 54, 10 
ハナアザミウマ ( I )       486 211, 208, 42, 25 
ハナアザミウマ( II )       483 205, 108, 102, 43, 25 
ビワハナアザミウマ       484 205, 156, 56, 42, 25 
キイロハナアザミウマ       522 179, 145, 119, 79 
ネギアザミウマ       521 315, 119, 87 
チャノキイロアザミウマ       532 356, 176 
ミナミキイロアザミウマ       588 371, 98, 61, 58 
ダイズウスイロアザミウマ       720 368, 352 
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１．ミカンキイロアザミウマ
２．ヒラズハナアザミウマ

３．ハナアザミウマ(I)

５．ビワハナアザミウマ
６．キイロハナアザミウマ

７．ネギアザミウマ
８．チャノキイロアザミウマ

９．ミナミキイロアザミウマ
10．ダイズウスイロアザミウマ

図１ PCR法により増幅された
ITS2遺伝子

図２ Rsa I 処理により

得られたパターン

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M

４．ハナアザミウマ(I)

Ｍ．ｐＨＹマーカー

４．おわりに 

 遺伝子診断は形態による分類同定が困難な昆虫分類群において，卵から成虫まで全ての

ステージを通じて診断可能である点，虫体の一部のようなごくわずかのサンプルからも解

析可能であるという点において極めて有用なツールであるといえる。また，近年のインタ

ーネットの普及により，国際的な遺伝子データベース（DDBJ，GenBank など）への塩基

配列データの登録および閲覧が容易となっている。これらのデータベースを利用すること

により，種固有の塩基配列部分を活用した判別法を独自に開発することが可能である。こ

れは国内に分布しない害虫種を対象とした場合特に有効であり，植物検疫の現場での利用

も検討されている。 

 今回遺伝子診断法を紹介したアザミウマ類は輸出入検疫において最も頻繁に検出される

極めて侵入リスクの高い害虫分類群である。日本においてもミナミキイロアザミウマなら

びにミカンキイロアザミウマが海外から侵入したが，ミナミキイロアザミウマはヨーロッ

パ諸国に侵入後，次第に勢力を拡大しており，その対応に苦慮している。さらには，西イ

ンド諸島での定着が確認されたチャノキイロアザミウマがアメリカ本土へ分布を拡大しつ

つあるという現状があり，アメリカ農務省動植物検疫局（USDA-APHIS）では検疫の最

重要種の一つと位置づけ，その進入に警戒を強めている。このような状況から，これらの

アザミウマ種の遺伝子診断を可能とした本判別技術は諸外国においても利用されている。 

 今後の課題は，同時診断可能なアザミウマ種を増やすとともに，診断技術のさらなる簡

略化と低コスト化を進め，実用レベルの技術として普及させることである。 

 

５．参考文献 

Noda, H. et al. (1996) Appl. Environ. Microbiol. 63: 3926-3932 
Toda, S. and S. Komazaki (2002) Bull. Entomol. Res. 92: 359-363 
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果樹のカイガラムシ類の防除技術（１） 

ナシマルカイガラムシ（サンホーゼカイガラムシ）の防除技術 

 

       農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所・省農薬リンゴ研究果樹サブチーム 

                                                                       新井朋徳 

 

１．はじめに 

 ナシマルカイガラムシ（サンホーゼカイガラムシ）Diaspidiotus perniciosus は中国

東北部原産の害虫と考えられ，現在ではほぼ世界各地に分布する（11）。日本では北海道

から九州まで分布し，カンキツ，リンゴ，ナシ，ビワなど多くの果樹の害虫となっている。

近年，リンゴなどの落葉果樹で複合交信攪乱剤を利用した減農薬栽培体系が普及しつつあ

るが，それに伴いナシマルカイガラムシの発生が報告されるようになってきた。本種が多

発すると果実への直接的な加害に加え，枝枯れや樹勢の低下などが引き起こされ，その被

害の影響は複数年に及ぶこともある。ナシマルカイガラムシに対する有効な天敵は報告さ

れておらず，天敵による密度抑制が期待できないことから（13），殺虫剤による密度抑制

が必要である。今回，ナシマルカイガラムシ調査法と防除，および防除時期決定の上で重

要な発生生態について解説する。 

 

２．ナシマルカイガラムシの生態 

 発育生態 

 ナシマルカイガラムシが属するマルカイガラムシ類は雌雄で発育形態が異なる。雌は１

齢幼虫（写真１，２），２齢幼虫（写真３）を経て雌成虫（写真４）となるが，雄は１齢

幼虫（写真１，２），２齢幼虫（写真５，６），前蛹（写真７），蛹（写真８）を経て有翅

の成虫（写真９）になる（11）。ナシマルカイガラムシを含めたマルカイガラムシ類は，

１齢幼虫のふ化直後の一時期（歩行幼虫，写真１）と雄成虫（写真９）以外のステージは

動くことができず，固着性である。また，マルカイガラムシ類の雄成虫は口器が退化して

おり，短命であることから，ナシマルカイ

ガラムシやアカマルカイガラムシのよう

に，雌を効率よく探すため雌が放出する性

フェロモンを利用する種もいる。 

 ナシマルカイガラムシの発育ステージ

は介殻の形状と大きさ，介殻裏に付着した

脱皮殻の状態から判別できる。発育順に示

すと，ふ化後間もない移動性のものは歩行

幼虫（写真１），定着し介殻裏に脱皮殻が

ない状態は１齢幼虫である（写真２）。 
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また，円形の介殻を形成し，介殻裏に直径約 0.2mm の黄褐色の脱皮殻があり（写真３），

介殻の直径が 0.6mm 以下で雌雄の区別が付かないものは２齢幼虫で（写真３）， 0.6mm よ

りも大きいものは２齢雌幼虫である（写真５）。また，短径約 0.6mm の長円形の介殻を形

成したものは２齢雄幼虫で（写真５、６），黒い一対の眼点，脚，触角が認められるもの

は前蛹（写真７），触角や脚がはっきりとし，尾端に突起が認められる状態のものは雄蛹

（写真８）である。また，介殻裏に直径約 0.4mm の脱皮殻があるものは雌成虫で（写真４），

介殻下に卵または歩行幼虫が認められるものは産子雌成虫である。 

 ナシマルカイガラムシの各発育態の発育日数に関する知見は少ないが，カボチャにおけ

る１，２齢幼虫の発育日数は表１のようになる（8）。 

 

表１ ナシマルカイガラムシ若齢幼虫の発育日数 

------------------------------------------------------------------------ 

  20℃  26℃ 

------------------------------------------------------------------------ 

 １齢  13.5 日 8.4 日 

 ２齢  9.5 日  5.6 日 

------------------------------------------------------------------------ 

ナシマルカイガラムシの発育零点と発育上限温度はそれぞれ 10.5，32.2℃で，ふ化から

産卵までに必要な有効積算温度は 583 日度となっている（8）。 

 

 発生生態 

 ナシマルカイガラムシの発生生態は和歌山県（12），徳島県（10），埼玉県（20）など関

東以西から主に報告されている。それらによると，歩行幼虫は年３回発生し，第１世代，

第２世代はいずれの地域でもおおよそ５月下旬～７月上旬，７月中旬～８月に発生する。

第３世代幼虫発生時期やピークは地域により異なり，早いところでは８月下旬から発生が

始まり，９月中旬ごろにピークとなる。また，千葉（16）でもナシマルカイガラムシ歩行

幼虫が５～６月，７月，９月に発生が認められると記載されている。上記４県の幼虫ふ化

時期は比較的一致していることから，関東以西では年３回の発生と考えられる。越冬は１

齢幼虫で行い，第３世代の１齢幼虫が越冬態となり翌年の発生源になるが，他の発育ステ

ージは翌年の発生源とならない（14）。このため，冬季にステージが均一化され，翌年幼

虫発生時期が比較的まとまるようになる。 

 一方，リンゴの主生産地である東北地方における発生は上記４県とは異なり，福島県の

ふ化盛期は６月中旬，８月上旬～中旬，10 月中下旬（福島県果樹試験場，1985，熊倉，

1986）であるが，岩手県では６月下旬～７月，８月下旬～９月（図１）（2）の年２回であ

り，地域によりナシマルカイガラムシの発生時期および世代が異なる。 
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３．ナシマルカイガラムシ調査法 

 両面テープを利用した歩行幼虫発生調査法 

 ナシマルカイガラムシの調査法として，両面テープを利用し，捕獲される歩行幼虫の発

生量からナシマルカイガラムシの発生生態を推測する方法が報告されている（3）。しかし

ながら日本では海外と異なり降雨量が多いことから，この方法で歩行幼虫の消長を解明で

きるのかどうか不明である。そこで，2004 年から 2006 年にかけて果樹研究所リンゴ研究

拠点内にある殺虫剤無散布リンゴ園内から調査樹 54～55 樹を選び，各樹から太さ１～４ 

cm の枝１本について７日間隔で幅 19mm の両面テープ（住友スリーエム株式会社製，

ScotchTM 666，幅 19 mm）を設置・回収し，テープに捕獲された歩行幼虫数を実体顕微鏡

下で調査した。両面テープ設置期間は 2004 年６月２日から 11 月５日，2005 年６月６日

から 10 月 31 日，2006 年５月 29 日から 11 月 30 日までとし，トラップに捕獲された歩行

幼虫個体数は，１日あたり１ｍあたりの個体数に変換した。 

 ナシマルカイガラムシの歩行幼虫の発生時期を図２に示した。2004 年の樹上における

歩行幼虫発生時期（図１）と両面テープに捕獲された歩行幼虫の消長との比較から，両面

テープに捕獲された歩行幼虫の消長は実際の発生消長を反映していると考えられた。３年

間の歩行幼虫捕獲消長から，歩行幼虫は６月下旬～７月下旬，８月下旬～10 月上旬にみ

られ，６月下旬～７月上旬，８月末～９月上旬にかけて発生ピークを形成し，10 月に発

生が終息した。この結果から，調査園におけるナシマルカイガラムシの発生回数は年２回
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であり，６月下旬から７月下旬に捕獲された幼虫は第１世代，８月下旬から 10 月上旬に

捕獲された幼虫は第２世代と考えられた。このように，両面テープを利用してナシマルカ

イガラムシ歩行幼虫発生生態の解明が可能と考えられた。 

 

 歩行幼虫発生時期と積算温度の関係 

 ナシマルカイガラムシの発育零点と発育上限温度をそれぞれ 10.5℃，32.2℃とし（8），

３月１日を起点として歩行幼虫発生時期の有効積算温度を算出した。有効積算温度を算出

するのに用いた気象データは，調査園より約３km 南にある東北農業研究センターで記録

された厨川地区気象データを利用した。なお，有効積算温度を求める方法は，カンキツの

コナカイガラムシ類の解析で用いた簡易化した三角法（1）を利用した。 

 ナシマルカイガラムシ歩行幼虫の発生時期と，３月１日を起点として算出した有効積算

温度との関係を表２に示した。いずれの年も，第１世代歩行幼虫は 330 日度を越えた頃か

ら発生し，380 日～450 日度あたりで発生ピークとなり，600 日度頃に終息した。また，

第２世代歩行幼虫は 1000 日度を越えた頃から発生し，1100～1200 日度頃に発生ピークと

なり，1500 日度頃に終息した。ナシマルカイガラムシの防除時期としては歩行幼虫の発

生ピークか，その少し後が最も効果的であることが示されている（18）。今回求められた

有効積算温度と歩行幼虫発生時期との間に一定の関係が認められたことから，気温から歩

行幼虫の発生時期を予測し，防除時期決定の一つの判断基準にできると考えられた。 
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表２ ３月１日を起点とした積算温度と歩行幼虫発生時期
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

日 度
----------------------------------------------------------------------------

2004年 2005年 2006年 平均±標準誤差
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第１世代歩行幼虫発生初期 307.6 372.7 320.7 333.7±19.9
第１世代歩行幼虫発生ピーク 382.8 447.4 456.3 428.8±23.2
第２世代歩行幼虫発生初期 977.3 1053.9 1008.0 1013.1±22.3
第２世代歩行幼虫発生ピーク 1156.6 1127.0 1181.7 1155.1±15.8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 フェロモントラップを利用した雄成虫発生調査法 

 ナシマルカイガラムシでは性フェロモンが解明されており，海外では性フェロモントラ

ップが販売され，雄成虫の発生消長を把握し防除時期を予測する方法が検討されている

（3）。海外で使用されているフェロモントラップは紙製であることから，降水量の多い日

本で雄成虫の捕獲消長を把握できるのかどうか不明であった。そこで，フェロモントラッ

プを利用して雄成虫の羽化消長の把握が可能かどうかを解明するため，2004 年から 2006

年にかけて調査園内のリンゴ４樹にナシマルカイガラムシのフェロモントラップ（Trece

社製 Pherocon V Kit）を地上から約 1.8m の位置に設置した。トラップ設置期間は 2004

年５月６日～11 月５日，2005 年５月９日～10 月 31 日，2006 年４月 28 日～11 月 30 日ま

でとし，７日間隔でトラップに捕獲された雄成虫数を実体顕微鏡下で調査した。なお，ト

ラップに捕獲された雄成虫数は１トラップあたり１日あたり虫数に変換した。 

 フェロモントラップに捕獲されたナシマルカイガラムシ雄成虫の消長を図３に示した。

2004 年の樹上における各ステージの消長（図１）とフェロモントラップに捕獲された雄

成虫の消長との比較から，雄成虫の捕獲時期は樹上で雄幼虫か蛹が認められた時期の少し

後であったことから，雄成虫の消長は実際の発生消長を反映していると考えられた。３年

間の捕獲消長から，雄成虫は５月下旬～６月上旬，７月下旬～８月中旬にかけて多く発生

し，年により９月下旬～10 月中旬にも発生した。ナシマルカイガラムシは１齢幼虫で越

冬することから（松浦・八田，1972），５月下旬～６月上旬に羽化した雄は越冬世代，７

月下旬～８月中旬の雄は第１世代，９月下旬から 10 月中旬の雄は第２世代と考えられた。

越冬世代雄成虫の羽化時期と，３月１日を起点として算出した有効積算温度との関係をみ

たところ，越冬世代雄成虫は 80 日度を越えた頃から発生が始まり，126 日度あたりで発

生ピークとなり，また第１世代雄成虫は 619 日度を越えた頃から発生が始まり，815 日度

頃に発生ピークとなり，羽化時期と有効積算温度との間にある一定の関係が認められた。 

 なお，３年間を通じてフェロモントラップは長雨の後の強風でとばされたことが１度あ

ったが，それ以外は特に調査の支障となることはなく，日本のような降雨の多い条件でも

利用できると考えられた。 
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 雄成虫発生時期と積算温度 

 ナシマルカイガラムシの発育零点と発育上限温度をそれぞれ 10.5℃，32.2℃とし（8），

越冬世代雄成虫の羽化ピークを起点として第１世代歩行幼虫発生時期の有効積算温度を，

また第１世代雄成虫の羽化ピークを起点として第２世代歩行幼虫発生時期の有効積算温

度を算出した。有効積算温度を算出するのに用いた気象データならびに，有効積算温度を

求める方法は，前述の方法を利用した。 

 雄成虫の羽化ピークを起点とした有効積算温度とナシマルカイガラムシ歩行幼虫の発

生時期との関係を表３に示した。第１世代歩行幼虫は越冬世代雄成虫の羽化ピークから

166 日度を越えた頃から発生し，303 日度あたりで発生ピークとなった。また，第２世代

歩行幼虫は第１世代雄成虫の羽化ピークから 150 日度を越えた頃から発生し，340 日度頃

に発生ピークとなった。今回求められた有効積算温度と歩行幼虫発生時期との間に一定の

関係が認められたことから，気温から歩行幼虫の発生時期を予測し，防除時期決定の一つ

の判断基準にできると考えられた。 
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３．防除 

 越冬期の防除 

 冬期から発芽前にハダニ類と同時防除で行われるマシン油乳剤の散布は本種に対して

も有効である。ただし，ハダニ類に対して登録がある濃度ではカイガラムシ類に対し効果

が劣ることがあるので，カイガラムシ類に対して登録がある濃度で使用する。 

  

 歩行幼虫に対する防除 

 ナシマルカイガラムシの防除には，歩行幼虫発生期間が比較的短い第１世代歩行幼虫発

生時期が適し，薬剤に弱い１齢幼虫が比較的そろう歩行幼虫発生ピークの少し後が適期に

なると考えられる（14）。西日本ではこの時期は６月中旬頃に当たり，実際に有機リン剤

を使用した防除では，この時期の防除が最も効果が高いことが示されている（17）。岩手

県盛岡における歩行幼虫発生ピークは６月下旬から７月上旬であることから，7 月上旬が

防除時期になると考えられる。また，第１世代歩行幼虫発生ピークと，ピークから 55.6，

111 日度経過した時にそれぞれ１回有機リン剤で防除したときの防除効果を調査したと

ころ，ピークから 55.6 日度（おおよそピークから５日）経過した時期が最も防除効果が

高いことが示されていることからも（18），歩行幼虫発生ピークの少し後が防除適期にな

ることが示されている。ただしこの試験では，ピーク時やピークから 111 日度経過したと

きでも防除効果が高いことが示されている（18）ことから，発生ピークから 111 日度経過
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するまでの間は防除適期になると考えられる。 

 ナシマルカイガラムシに対して登録のある薬剤は果樹の樹種により異なり，カンキツで

は比較的薬剤の選択肢が多い。カンキツで登録のある薬剤をあげると，夏期と冬期のマシ

ン油乳剤，フェニトロチオン乳剤，メチダチオン乳剤やブプロフェジン水和剤があり，さ

らにみかんで登録のある薬剤としてはフェントエート乳剤・水和剤，イソキサチオン乳剤

・水和剤がある。また，カンキツでカイガラムシ類に登録のある薬剤としてマラチオン乳

剤がある。これら薬剤のうち，フェントエート乳剤，フェニトロチオン乳剤はナシマルカ

イガラムシに対する防除効果が高いことが示されている（17）。また，ブプロフェジン水

和剤も歩行幼虫の定着を長期にわたり阻害する効果があり、防除効果が高い。 

 落葉果樹ではモモ以外ではナシマルカイガラムシに対し使用できる薬剤は少ない。モモ

では発芽前のマシン油乳剤，ブプロフェジン水和剤，シアノホス水和剤，ダイアジノン乳

剤，マラチオン乳剤がカイガラムシ類に登録があるため，比較的選択肢が広いが，他の果

樹ではカイガラムシ類に対して登録のある薬剤がマシン油乳剤だけ，もしくは他に１剤で

ある場合が多い。主要果樹であるリンゴ，ナシでもマシン油乳剤とマラチオン乳剤しかカ

イガラムシに登録がないことから，防除の際に使用薬剤に注意する。 

 ナシマルカイガラムシは今から約 100 年前に殺虫剤抵抗性が発達したことが報告され

（15），世界で最初に薬剤抵抗性が発達した害虫として知られているが，国内では現在に

至るまで，ナシマルカイガラムシの殺虫剤抵抗性に関して報告が認められないことから，

登録のある薬剤を使用することで防除が可能である。しかしながらカイガラムシ類では最

近薬剤抵抗性の発達が報告されるようになってきたことから(4)(6)(7)(19)(21)，ナシマ

ルカイガラムシについてもむやみに薬剤散布を行うと抵抗性の発達が起こる可能性もあ

る。このため，殺虫剤による防除を行うときには防除適期に薬剤を使用し，不必要な薬剤

散布を行わないよう，心がける。 
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果樹のカイガラムシ類の防除技術（２） 

カキ等を加害するフジコナカイガラムシの生態と防除 

 

島根県農業技術センター 

 奈良井祐隆・澤村信生 

１．はじめに 

カイガラムシ類はアブラムシ類とコナジラミ類，キジラミ類を含むカメムシ目ヨコ

バイ亜目腹吻群に属する昆虫（平嶋ら，1989）で，口器は外見上細長い口吻でその中

に細長い中空の刺針を収め，植物組織に深くさし込んで吸汁するのに適している。カ

イガラムシ類の最も顕著な特徴は成虫にみられる際立った雌雄異型である。雌は幼虫

期を経て成虫になるが，翅を欠いており，その痕跡すら認めることができない。また，

頭部，胸部，腹部の境界も不明瞭で，一般的に先行する幼虫時代の形態と大差がない。

一方，雄は幼虫期，前蛹・蛹期を経て，雌とは全く異型の有翅の成虫となる。雄成虫

は３対の脚とよく発達した触角，単眼をそなえ，口器を欠いている。そのため，雄成

虫の寿命は数時間から数日である。翅は翅脈の退化した前翅のみで，後翅は平均棍と

なり，一見ハエ目に似ている。我々が普通カイガラムシと呼んでいるのは雌成虫また

は寄主植物に寄生している幼虫期のもので，雄成虫はほとんど我々の眼に触れること

がない（河合，1980）。カイガラムシ類の農作物に対する被害は成・幼虫が寄主植物上

で吸汁加害することによる奇形果や裂果の発生，排泄した甘露へのすす病の併発によ

る植物体の汚損などの品質低下などである。また，最近，中野ら（2003）はクワコナ

カイガラムシがブドウ葉巻随伴ウイルス 3（GLRaV-3）とブドウ A ウイルス（GVA）

を伝搬することを明らかにしている。 
本稿では近年，果樹類，特にカキやブドウ，イチジク、カンキツ類等において発生

が多くなってきているフジコナカイガラムシ（以下フジコナ）について，その生態を

最近の知見を含めて述べると共に，最近明らかになった本種の性フェロモン （Sugie 
et al,2008）を利用した防除技術（主に発生予察技術）についても触れる。 

フジコナはコナカイガラムシ科の害虫で雌成虫の体長は 2.5～4mm，暗褐色～紫褐

色で全体が白色粉状のロウ物質で覆われている（図１）。寄主植物は上に記した果樹の

他，トベラ，ス

ズカケノキ，フ

ジなどきわめ

て多食性で，

枝，幹，果実に

寄生する。な

お，カイガラム

シ類の多くは

雌成虫が寄主

植物上で固着

性生活を行っ

ているため動

くことが出来

雌 卵のう →    1 齢→ 2 齢→ 3 齢  →  成虫   

雄 卵のう→1,2 齢 →前蛹   →   蛹    →    成虫 

図１ フジコナカイガラムシの発育経過
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ないが，コナカイガラムシ科は一般に脚および触角は発達しており，雌成虫は自由に

歩行できる（河合，1980）。本種の雌成虫も歩行できる。本種が増えてきた要因として

は果樹カメムシ類等の飛来生害虫に対する合成ピレスロイド剤の連続散布に伴うリサ

ージェンス現象（誘導多発生）によると指摘されている（大政、1990; 堤、1997; 森
下、2005b）。 

 

２．フジコナカイガラムシの被害と生態 

果樹類に対するフジコナの被害は成幼虫が枝や新梢，新芽，葉の重なった部分，果

実に寄生し，これらを吸汁加害し，排泄物にすす病が発生することである。また，カ

キでは加害により果実の着色異常や軟化を生じ（坂神・工藤，1994；森下，2006），

イチジクでは吸汁された果実は吸汁部分にくぼみを生じるとともに，表面の着色が抑

制される（柴尾・田中，2000）。カンキツでは果実の果梗部周辺を集中加害するため

この部分が異常肥大し（上野，1977），ブドウでは穂軸上に寄生した個体により出荷

が不能となる事もある（澤村・奈良井，2008）。 
本種の露地における発生生態は主にカキで調べられ，主として2齢幼虫が枝の粗皮の

隙間や芽の鱗片中で越冬する。年間の発生回数は3回で，越冬幼虫は4月に新梢へ移動

し，6月に成熟して卵のうを形成する。6月下旬に第1世代幼虫がふ化し，第2，3世代

幼虫はそれぞれ7～8月と9月に発生する（上野，1963；坂神・工藤，1994）。 
害虫における各発育段階（幼虫等）の温度反応などの発育生態は年間の世代数推定

や発生予察等を行う際に重要となる。本種における個体別の飼育による発育のパラメ

ータはウンシュウミカン切り葉（新井，1996）とソラマメ催芽種子で調べられている

（Narai & Murai, 2002;
 澤村，2008；澤村・奈良

井，2008）。ここではソラ

マメ催芽種子での結果を

載せる。本種の卵期間と幼

虫期間は16～28℃の範囲

では温度が高くなるにつ

れて短くなった。また，幼

虫期間では雌雄間の違い

はほとんど認められなか

った（図２，３）。これら

の結果を基に本種の発育

零点と有効積算温度（表

１）を算出したところ，卵

期間で10.7℃，112日度，

雌のふ化～羽化で12.2℃，

331日度，産卵前期間で8.
1℃，225日度となった。こ

れらを使ってJPP－NET
（日本植物防疫協会提供）

の有効積算温度シミュレ 

図２ フジコナカイガラムシにおける飼育
　　 温度と卵期間
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ーションで2006年島根

県出雲市の気象データを用

いて本種の発生予測を行う

と第１世代の卵のうの発生

は６月16日，第２世代の卵

のうの発生は８月５日，第

３世代は９月６日と予測さ

れた。現地調査において10

日間隔で調査を行ったとこ

ろ,卵のうは2006年は６月1
6日,8月16日に確認され,

予測値とほぼ一致している

と考えられた。 

表１ フジコナカイガラムシの発育零点および有効積算温度

  発育零点（℃） 有効積算温度（日度）

 卵期間 10.7 112 

雌

１齢 13.3 122 
２齢 12.0 90 
３齢 9.3 136 

ふ化～羽化 12.2 331 
産卵前期間 8.1 225 

雄

１齢 13.2 117 
２齢 13.0 83 
前蛹 12.4 36 
蛹 12.0 56 

ふ化～羽化 12.7 300 
 

図４ フジコナカイガラムシの産卵曲線
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表２ フジコナカイガラムシ 

の産卵数 

20℃ 453.1 
22℃ 506.3 
24℃ 526.2 
28℃ 121.4 

フジコナの各温度におけ

る総産卵数は24℃までは飼

育温度が高くなるに従い増

加し，24℃で526.2個と高く

なったが，28℃では24℃の1
/4以下の121.4個と大きく減

少した（表２）。また，産卵

曲線を図４に示した。産卵前期間は温度が高くなるにつれ短くなり，産卵期間も20℃
で29.1日，28℃で13.5日と温度が高くなるにつれ短くなった。日当たり産卵数は産卵

期間の前半に多く，産卵数のピークは産卵開始２～４日後に見られ，その後減少した。 
20℃，24℃，28℃での個体飼育の結

果から，これらの温度での純増殖率，平

均世代期間，内的自然増加率を算出し，

表３に示した。内的自然増加率は24℃の

0.117が最も高くなった。安定齢分布を

保っていた場合，これを用いて計算する

と１ヶ月後には，24℃で約27倍となる

ことから，増殖率の点からみても防除上

注意を要する害虫であると考えられた。 

表３ フジコナカイガラムシの個体群増殖 

のパラメータ 

温度

１世代の 

平均日数 
純増加率 

内的 

自然増加率 

Ｔc Ｒ０ ｒm 

20℃ 65.0  147.3  0.078  
24℃ 46.0  192.8  0.117  
28℃ 40.7  41.7  0.093  

 

３．性フェロモンを利用した発生予察 

野外において本種の発生消長を把握することは防除時期を決定するためにも重要で

あるが，密度の低い越冬世代や第1世代の正確な消長を掴むことは労力的にかなり難
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しい。そこで本種の性フェロモンを同定し（Sugie et al,2008），雄成虫の発生消長

から各世代の発生消長の推定を試みた。 
試作されたフジコナの性フェロモン0.1mgを含浸したルアーを誘引源に，粘着トラ

ップにより島根県の現地露地カキ圃場において本種雄成虫の発生消長を調査すると共

に，枝にバンドトラップを設置し，本種の幼虫，雄繭，雌の消長を調査した。その結

果，性フェロモントラップによる雄成虫のピークの直前にバンドトラップに幼虫や雄

繭が捕まり，性フェロモントラップが本種の各世代の発生消長を把握するために有効

であることが確かめられた。これは福岡県（手柴，私信）や広島県（望月，私信），

岐阜県（鈴木，私信）においても同様であった。 
 

４．防除 

薬剤による露地カキ圃場における本種の防除時期は従来，越冬世代幼虫が越冬場所

から動き始める4月中下旬や第1世代幼虫発生期の6月中下旬，第２世代幼虫発生期の

8月上中旬とされている（堤，1997；森下，2005a）。薬剤は一般的に卵にはほとん

ど効果はないが，1,2齢の若齢期に効果が高いので，圃場における発育ステージを把

表４ フジコナカイガラムシ成･幼虫（かつらぎ個体群：和歌山県）の各種殺
虫剤に対する感受性（森下，2006 から作表） 

殺虫剤 
1齢幼虫 2齢幼虫 3齢幼虫  雌成虫 

LC50,ppm 
(95%信頼区間)

LC50,ppm 
(95%信頼区間)

LC50,ppm 
(95%信頼区間) 

LC50,ppm 
(95%信頼区間)

シペルメトリンWPa(6%)b(30-60)c 
7.48 

(6.21-8.94)
55.4 

(49.1-61.8)
>240 

 

>240 

フルバリネートWP(20%)(50-100) 
15.3 

(10.4-20.1)
232 

(204-263)
- - 

プロチオホスWP(32%)(400) 
4.64 

(4.31-4.97)
7.61 

(6.59-8.84)
35.0 

(31.5-39.1) 
139 

(127-152)

メチダチオンWP(36%)(240) 
6.90 

(5.66-8.24)
11.3 

(9.2-13.6)
30.1 

(26.9-33.6) 
104 

(94-118) 

アセフェートWP(50%)(500) 
33.6 

(28.5-39.7)
52.7 

(44.7-61.7)
239 

(218-263) 
719 

(632-841)

ダイアジノンWP(34%)(340) 
50.6 

(45.3-57.0)
56.8 

(48.3-66.9)
- - 

アラニカルブWP(40%)(400) 
5.40 

(4.82-6.12)
15.1 

(13.0-17.4)
56.3 

(47.6-68.9) 
79.8 

(71.4-89.5)

アセタミプリドSP(20%)(50-100) 
0.542 

(0.297-0.795)

1.44 
(1.18-1.77)

1.52 
(1.05-2.03) 

1.30 
(1.04-1.60)

ジノテフランSP(20%)(100) 
0.771 

(0.691-0.868)

1.58 
(1.36-1.84)

- - 

チアメトキサムSP(10%)(50) 
3.05 

(2.54-3.63)
4.97 

(4.12-6.01)
- - 

クロチアニジンSP(16%)(40-80) 
2.87 

(2.18-3.60)
3.26 

(2.52-4.06)
- - 

aWP:水和剤，SP:水溶剤 
b製剤の成分濃度 
cカキに登録のある希釈倍数で希釈した時の濃度（ppm，2008 年 7 月末現在） 
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握しながら使用するのが重要である。また，寄生密度が高い場合，冬期の粗皮削りや

マシン油乳剤の散布は生育初期の密度を下げる意味からも重要である。 
フジコナカイガラムシの薬剤感受性については森下（2006）がカキに農薬登録のあ

る薬剤を中心に詳しく調査している。それによると，シペルメトリン水和剤とメチダ

チオン水和剤，アセタミプリド水溶剤の1齢幼虫の感受性を慣行防除園と無散布園か

ら採集した個体群で比較すると，慣行防除園で若干の感受性の低下は見られるものの，

抵抗性と考えられる個体群は確認されなかった。また，慣行防除園の個体群の1,2,3
齢幼虫と雌成虫について，11薬剤のLC50値を調査した結果（表４），シペルメトリ

ン水和剤とフルバリネート水和剤の合成ピレスロイド剤は1齢幼虫には効果があるも

のの，それ以降のステージには効果が低いこと，有機リン剤（プロチオホス水和剤，

メチダチオン水和剤，アセフェート水和財，ダイアジノン水和剤）とカーバメイト剤

のアラニカルブ水和剤ではフジコナのステージが進むにつれて，LC50値は上昇するが，

幼虫期は効果が高いこと，ネオニコチノイド剤であるアセタミプリド水溶剤のLC50

値は1齢幼虫では1ppm以下，それ以降のステージでも顕著な上昇は見られず，その他

のネオニコチノイド剤も概して感受性は高いことを明らかにした。同様なことは島根

県の個体群でも確認している（澤村，未発表）。近年のフジコナカイガラムシの多発

生は果樹カメムシ類等の飛来生害虫に対する合成ピレスロイド剤の連続散布に伴う

リサージェンス現象（誘導多発生）によると指摘されていた（大政、1990; 堤、1997; 
森下、2005b）。最近まで，カメムシ類に効果の高い薬剤は合成ピレスロイド剤だけ

であったが，カメムシ類とフジコナカイガラムシの両方に効果が高いジノテフラン水

溶剤等が上市されたのでこれらを合成ピレスロイド剤の代わりに利用する。また，プ

ロチオホス水和剤などの有機リン剤も本種の幼虫期には効果が高いのでこれらはカ

キの生育の前半に利用する。 
 

５．終わりに 

果樹のカイガラムシ類の防除技術としてカキのフジコナカイガラムシを材料に説

明してきた。現在の技術では果樹類の安定生産に薬剤は必要である。薬剤の散布回数

を必要最小限にするため－それは環境に対する薬剤の負荷を少なくすることだと考

えるのだが－薬剤の感受性が高い若齢幼虫の発生時期を把握することが必要となる。

そのために，我々はフジコナの発育のパラメータを明らかにし，性フェロモンの同定

にも関与した。本種の性フェロモンルアーはまだ市販されていないが，出来るだけ早

く市販されるように働きかけたい。また，この性フェロモンは直接防除へ利用できる

可能性もあり，研究を進めてゆきたい。 
手柴（2004）は福岡県において，カキを加害するフジコナの天敵相を調べ，多く採

集される天敵として2種の寄生蜂と1種のタマバエを明らかにした。その後，このうち

の1種の寄生蜂に対する数種薬剤の影響を調べている（手柴，2006）。これらのこと

は天敵と薬剤を利用した防除を考える上で重要になる。 
今回説明しなかったが，現在，カキのフジコナに対する薬剤の使用方法としてドリ

フトがほとんど生じない方法が検討されている。薬剤の環境に対する負荷を減らすこ

とは安心で安全な生産物を作ることにも通じるので，今後もこの方向で害虫防除を考

えていきたい。 
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カイガラムシ類が伝搬するブドウのウイルスとその診断法 

 
               農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所果樹病害研究チーム 

中畝良二 

 

１．はじめに 

 近年, ブドウではウイルス病の発生実態が明らかになってきている。これに伴って健全苗の利

用が推奨され, 果樹研においても育成品種等の健全化が実施されている。しかし, 健全苗を植え付

けても再汚染を防止しなければ意味がない。そこで, ここではブドウに感染するウイルスについ

て紹介するとともに, 虫媒伝染が明らかにされているものについて診断法と対策を概説する。 

 

２．国内のブドウに発生するウイルス病と検出されるウイルス 

ブドウでは葉の巻き込み（リーフロール）（図１）やモザイク, 葉の扇状化（ファンリーフ）, 

枝幹部の穿孔（ピッティング）（図２）, 粗皮の肥厚・コルク化（コーキーバーク）, 果皮組織の

壊死（えそ果病）など多くのウイルス病が知られている。国内で主に栽培されている「巨峰」や

「ピオーネ」等の生食用品種と「カベルネソービニヨン」等の醸造用品種ではウイルス病の発生

に違いが見られ, 生食用品種ではピッティングやコーキーバークが目立ち, 醸造用品種ではリー

フロールの発生が顕著である。被害の程度は様々で, 重度のピッティングによって樹全体が衰弱

したり, リーフロールによって果実品質が低下したりすることがある。ブドウには数種のウイル

スが混合感染していることも多く, その組み合わせによって症状や被害の程度が異なると思われ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ リーフロールの症状  図２ 巨峰に発生したステムピッティング

 

【ブドウ葉巻随伴ウイルス類】 

 ブドウの葉巻（リーフロール）症状に関連するウイルスとして現在のところ9種類のウイルス

が報告されており, これらはブドウ葉巻随伴ウイルス［Grapevine leafroll associated virus 
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(GLRaV)］1〜9 と名付けられている。従来, これらのウイルスは Closterovirus 属とされていた

が, 分類の見直しによってAmpelovirus属が新設され, GLRaV-2と-7を除きAmpelovirus属の所

属となった。GLRaV-2はClosterovirus属, GLRaV-7は所属未定である。国内の生食用ブドウから

GLRaV-1〜3が検出されているものの, 醸造用欧州種で見られるような顕著なリーフロールを発病

するものは少ない。1970年代に「味無果病」と呼ばれる症状が問題となり, リーフロールが原因

の一つとして疑われた。その後の主要品種に及ぼすウイルスの影響はほとんど調査されていない

ため, GLRaV-3 をはじめとしてブドウに感染するブドウ葉巻随伴ウイルス類が果実品質や樹体に

どう影響するのか明らかでない。しかし, 糖度の低下が問題となるような樹からは GLRaV-2 や

GLRaV-3が検出されることが多く, その関連は無視できない。 

 

【ルゴースウッド関連ウイルス類】 

 ステムピッティング, ステムグルービング, コーキーバークといった枝幹部異常をまとめてル

ゴースウッドコンプレックス（RWC）と呼んでいる。特に, 国内で栽培されている巨峰群品種に

RWCが多発している。以前からウイルス病として疑われ, Grapevine virus A（GVA)やGrapevine 

virus B（GVB）が原因と考えられていたものの, RWC 症状とウイルス保毒状況が一致しないこと

が多く, 他のウイルスが関与する可能性が示唆されていた。最近, 果樹研・岡山県・広島県によ

る合同調査の結果, 両県で栽培されているピオーネ・巨峰の RWC 発症樹のすべてから Rupestris 

stem pitting-associated virus (RSPaV)が検出され, RWC との関連が強く示唆された（Nakaune 

et al., 2008）。圃場を調査してみると樹齢８年前後から症状が目立ちはじめる。症状の程度は様

々であり, 栽培管理方法やRSPaVの系統, さらには重複感染するウイルスの種類によって異なる

と考えられる。特に GLRaV-2 との重複感染で重症化することが多いように思われる。RWC 症状が

重症の場合, 衰弱から枯死に至る事例を確認している。RSPaV は野生ブドウのひとつ V. 

rupestrisにステムピッティングを引き起こすウイルスとして90年代終わりに発見されたウイル

スで, 現在, 国内外のブドウにもっとも多く感染しているウイルスであると言ってもよい。RSPaV

は今のところ接ぎ木以外の伝染は確認されていない（種子伝染を報告する研究者有り）。国内には

様々な国から導入された台木や栽培品種が存在するが, これらの中にRSPaVに汚染されたものが

混在していて, 接ぎ木を通じて国内で育成された品種に広まったものと考えられる。RSPaV 診断

法が確立されたのはつい最近のことであり, RSPaVに関する現在の状況はやむを得ない。 

 

【その他のウイルス】 

 国内のブドウからはGrapevine fleck virus （GFkV）が比較的よく検出される。GFkVはGLRaV-3

との重複感染によって甲州の味無果を引き起こすとされたウイルスである。しかし, 巨峰系をは

じめ国内で育成されたブドウにおける症状や被害については不明である。また, 最近, GFkVの近

縁のGrapevine asteroid mosaic associated virus (GAMaV)が国内のブドウからはじめて検出さ

れたが（Nakaune et al., 2008）, 症状や被害についてはまったくわかっていない。巨峰系ブド

ウのえそ果の原因として同定されたブドウえそ果ウイルス（GINV）が発症しやすい巨峰系ブドウ
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から検出されることはほとんどなくなった。しかし, 潜在感染するデラウェアから検出されるこ

とがあり, 虫媒による伝染に引き続き注意していく必要がある。 

 

３．カイガラムシ類によるブドウウイルスの伝搬 

ウイルス カイガラムシ コナカイガラムシ 

Neopulvinaria innumnerabilis, 

Parthenolecanium corni 

Helicoccus bohemicus, Phenococcus aceris GLRaV-1 

GLRaV-2  Pseudococcus longispinus, Ps. affinis 

Pulvinaria vitis H. bohemicus, P. aceris, Ps. affinis, Ps. calcerolariae, Ps. 

comstocki, Ps. longispinus, Ps. maritimus, Ps. viberni, 

Planococcus ficus, Pl. kraunhiae, P. citri 

GLRaV-3 

 Ps. longispinus GLRaV-5 

 Ps. longispinus GLRaV-9 

N. innumnerabilis, P. corni H. bohemicus, Ps. affinis, Ps. comstocki, Ps. longispinus, Pl. 

ficus, Pl. kraunhiae 
GVA 

GVB  Ps. affinis, Ps. comstocki, Ps. longispinus, Pl. kraunhiae 

GVE  Ps. comstocki 

表１ ブドウウイルスを媒介するカイガラムシ・コナカイガラムシの種類（Gugerli, 2003を改変） 

下線は国内でウイルスを伝染することが確認されたものを示す。  

 以前から海外では表１に示すカイガラムシ類がブドウウイルスを伝染することが知られていた

が, わが国では明らかになっていなかった。これはウイルス検出法の開発を含めブドウウイルス

に関する研究があまり行われてこなかったことに加え, 国内の品種はウイルス病の病徴がわかり

づらいものが多かったことに原因していると考えられる。しかし, 最近, 国内のブドウに広く生

息するPseudococcus comstocki（クワコナカイガラムシ）によってGLRaV-3, GVA およびGVB が

伝染することが確認された（Nakano et al., 2003; 中野ら, 2005）。また, GLRaV-3 と GVA は

Planococcus kraunhiae（フジコナカイガラムシ）により伝染することも確認されている(中野ら, 

2006)。これらウイルスのうち, GLRaV-3は圃場で自然伝搬していることが確認されており, コナ

カイガラムシによる自然伝搬の可能性が示唆されている（那須ら, 2006）。また, 最近発見された

Vitivirus属の新ウイルス［Grapevine virus E（GVE）］もクワコナカイガラムシによって伝染す

ることが確認されている（中野ら, 2007）。  

 

中野らはコナカイガラムシによるブドウウイルスの伝染様式について以下の結果を得ている。 

１． GLRaV-3, GVA およびGVBのいずれも獲得吸汁1日, 接種吸汁1日でクワコナカイガラム

シにより伝搬され, 媒介率は25℃以上で安定していた。 

→今後の気候温暖化や施設栽培の増加で伝染のリスクが高まる。 

２． クワコナカイガラムシの伝染性保持期間は GLRaV-3 と GVA のいずれも 12 時間以上 24 時

間以内であると考えられた。 
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→伝染性の保持期間はそれほど長くなく, 虫が持つ伝搬能力は高くない。 

３． フジコナカイガラムシによるGLRaV-3とGVAの伝搬が確認された。GVBの伝搬は確認され

なかった。 

  →今後の試験で新たな媒介虫が確認される可能性がある。 

４． 苗暴露試験の結果, GLRaV-3 は 5月から10月まで伝搬され, 生息虫数とウイルス感染の

ピークは7月および9月にあると考えられた(図３)。 

→生息虫の発生消長に合わせた的確に防除が可能となる。 

５． クワコナカイガラムシによる新ウイルスGVEの伝搬が確認された。 

→新ウイルスのブドウに与える影響を調べる必要がある。 

 

 ウイルス病対策で最も重要なのは健全な苗木を植えることであり, ウイルスを伝染させないこ

とである。ここで述べたように国内のブドウに広く生息するコナカイガラムシによってウイルス

が伝染することが明らかになった以上, ウイルスの伝染を防止するためにコナカイガラムシ類の

防除をこれまで以上にしっかり行ってもらいたい。国内でも醸造用ブドウの栽培が多くなってき

ている。垣根仕立てによる密植栽培はウイルス伝染のリスクが高いうえ, 醸造用ブドウではリー

フロールによる果実品質の低下が顕著なのでウイルス病の拡大には気を遣わねばならない。生食

用品種でも施設栽培や短梢栽培などが行われ, 従来の棚栽培と比べるとウイルス伝染のリスクが

高くなっているように思える。具体的な対策は, 虫卵および越冬虫の除去のための粗皮剥ぎとコ

ナカイガラムシ生育期の薬剤防除である。中野らの試験によれば, ウイルス伝染のピークは７月

頃であるが（図３）, 農薬による果粉溶脱の危険性があることや他の作業との関係で薬剤防除の

設計が難しい時期であるので, ５月の幼虫発生ピーク（図３）にあわせて防除しておきたい。 
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図３ 苗暴露法によるGLRaV-3感染苗数と生息コナカイガラム数 
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＜参考＞ その他, 虫媒伝染が明らかにされているウイルスとして Grapevine berry inner 

necrosis virus (GINV)とGrapevine fanleaf virus (GFLV)が知られている。GINVはえそ果病の

病原として同定されたウイルスで, ブドウハモグリダニによって媒介されることが明らかにされ

ている。媒介虫が明らかになったことで防除が徹底され, 被害は急速に沈静化し, 現在ではほと

んど問題になっていない。GFLVはファンリーフの病原として海外では深刻な被害をもたらしてい

るが, 国内で栽培されているブドウ（遺伝資源保存品種を除く）から本ウイルスを検出したこと

はない。多種多様なブドウが栽培されているわが国においてファンリーフが発生していないのは

植物防疫所を中心とした検疫が機能しているためと思われる。本ウイルスは線虫（Xiphinema 

index及びX. italiae）によって媒介されることが明らかにされている。媒介線虫は日本国内に

は生息していないとされており, ウイルスとともに媒介線虫が国内に侵入しないよう今後一層注

意せねばならない。 

 

４．ブドウのウイルス診断法 

 ブドウのウイルス病の診断には大きく以下の３種の方法が用いられている。 

【生物検定法】病気の症状を出しやすい品種に接ぎ木するなどして症状の有無を観察する方法で, 

未知の病原であっても発見できるという長所がある。その反面, 症状が軽微な場合には見逃して

しまう恐れがある上, ウイルス病と症状が似ている生理障害をウイルス病と判定してしまう可能

性もある。また, 症状の観察に数ヶ月～数年と長期間を必要とする。 

【エライザ法】ウイルスに対する抗体を利用して, 血清学的に検出する方法で, 2～3日で多数の検

体を調べられるので利便性に優れている。現在では数種のウイルスについて抗体が市販されてい

る。しかし, ウイルスによっては検出感度が十分でないなどの問題も多い。 

【遺伝子診断法】ウイルスが持つ遺伝子を増幅してウイルスが存在することを確認する方法で, 

数時間から半日程度で高感度な診断が可能である。しかし, 専用器械や専門技術が必要な上,特異

性が高いがゆえの問題点もある。 

 どの方法にも一長一短があるので, 確実な診断のためには2種以上の診断法を組み合わせる必

要がある。これまでに50種以上のウイルスがブドウに感染するとして確認されている（Martelli, 

2003）。エライザ法やPCR法でその全てを診断しようというのは現実的ではない。筆者らは, それ

らのうち世界的に感染率が高く, リーフロールやピッティングなどの症状と関係が強く疑われる

10種程度についてPCR法を中心に生物検定法とエライザ法を組み合わせて診断している。以下に

著者らが実施しているRT-PCRによるブドウウイルス診断について説明する。 

 

試料の採取・準備 

 診断は専門の試験研究機関に依頼するとして, 試料をどう採取して送ったら良いのか？依頼先

の指示に従うことになると思うが, 診断（検定）を依頼する際に留意すべきポイントは（森田, 

2008）に詳しいので参考にして頂きたい。ここでは, 著者らがブドウウイルス診断の依頼を受け
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る際に必要と思う情報をあげてみたい。 

○ どんな症状か？ 

葉の症状（赤変・黄変・葉巻・奇形・モザイク）, 枝幹部の症状（コーキーバーク・ステムピ

ッティング）, 果実の症状（糖度低下・着色不良・えそ）について具体的に記録しておく。ま

た, 症状がはっきりわかるようにデジタルカメラで写真を撮り, E-メールに添付して送ってい

ただくと診断の役立つ。 

○ 品種は何か？ 

日本で育種された品種（特に巨峰系かどうか）・欧州系品種・米国系のいずれなのかによって

病徴に違いがある。 

○ 何年生か？ 

○ 周りに同じ症状は見られるか？ 

品種や来歴は同じか？ 

○ 毎年同じ症状が出ているか？ 

○ 周囲で農薬（特に除草剤）を使った

か？ 

薬害をウイルス病と間違えることが多

い。除草剤がドリフト等によって葉に

付着した場合, 重篤な葉の縮れや奇形

となることがある（図４）。前年に散布

した除草剤が影響することもあるので

注意が必要である。 

図４ 巨峰の葉における除草剤の影響 

除草剤の影響による奇形（上段３枚）。下段２枚は健全葉

○ ダニによる被害や要素欠乏による影

響は検討したか？ 

 

どこを採取したらよいか 

 ブドウの場合, 師部局在性のウイルスが多く, 葉柄を使えばほとんどのウイルスを検出するこ

とができる。葉を採取する時期については, 展開まもない未成熟葉よりは成熟葉の方が安定した

結果を得やすいように思われる。すなわち, ６月くらいから落葉前までが診断の適期である。採

取する部位については, 一本の樹の中でウイルスの局在が懸念されるため, 異なる枝から葉柄を

採取するように心がける。著者らは, 異なる３カ所から採取するようお願いしている。最近では

後述するサンドペーパー法を開発したこともあり, 休眠期の枝から診断することも多くなった。

枝の場合も葉柄と同じく異なる部位から数本採取していただきたい。同じ圃場内に同じ品種の健

全な樹があれば比較対照（コントロール）として採取し, 一緒に送付して頂きたい。コントロー

ルがなければ, ウイルスが検出されてもそれが原因かどうか判断できないからである。送付に際

してはクール便（冷蔵）の利用をお願いしている。 
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PCR法による遺伝子診断 

 ここでいう遺伝子診断とはウイルスが持つ遺伝子の一部（または全体）を検出して, 目的とす

るウイルスが存在するか否かを診断することをいう。遺伝子診断にはPCR法もしくは等温増幅法

（ICAN法・LAMP法）が用いられている。現在のところブドウのウイルス診断ではPCR法が主流で

ある。反応後の試料をゲル電気泳動によって可視化することでウイルスの感染を判定する。ウイ

ルスに感染したブドウから調製した試料にはウイルス由来の核酸（遺伝子）が含まれていて, 理

論的にはそのウイルスの遺伝子のみが増幅される。最近では目的遺伝子が増幅されているかどう

か反応中にモニターできるリアルタイムPCRという方法も開発されており, 反応後のアガロース

ゲル電気泳動が不要な上, 検出感度や精度の上昇が期待できる。著者らは一部のウイルス診断に

利用し始めているが, リアルタイムPCR専用の高額な機器を必要とするため利用の場面は限定さ

れると思われる。等温増幅法は近年開発された方法で, 短時間（１時間以内）で高感度な診断が

可能なうえ, PCR法のように専用機器を必要としないため今後の普及が期待される。 

 

１）診断用試料の調製 

【葉柄から試料を調製する場合】 

準備するもの（ピペット・チューブ・微量冷却遠心機等の実験用具は除く） 

・ 試料破砕機（TissueLyserなど）（ない場合は乳鉢・乳棒を使用） 

・ 乳鉢・乳棒（オートクレーブあるいは感熱で滅菌しておくことが望ましい） 

・ 磨砕液（50mM クエン酸ナトリウム pH8.3 をオートクレーブし, 1% (w/v) ポリビニルピロ

リドンK25 および 20mM ジエチルジチオカーバメートを加える。使用直前にジチオスレイト

ールを10mMとなるように加える。） 

・ カミソリの刃 

 

手順（細胞破砕機TssueLyserを使用する場合） 

１． 葉柄をカミソリの刃でスライスし, 約1mm幅で合計10枚程度を0.3mlの磨砕液を入れた

2.0ml遠心チューブに入れる。 

２． 直径5mmのタングステンボールを各チューブに一つずつ入れ, 機械にセットする。 

３． 25Hzで30秒間激しく振とうする。 

４． 各チューブに0.7mlの磨砕液を加え, 粗汁液を新たな遠心チューブに移した後, 遠心分離

する（4℃, 10,000回転/分, 5〜10分間）。 

５． 上清を新しいチューブに移し, RT-PCR による診断用試料とする。冷凍保存により数年間

の保存が可能。 

 

手順（乳鉢・乳棒を使用する場合） 

１． 葉柄をカミソリの刃でスライスし, 約1mm幅で合計10枚程度を乳鉢の中に入れる。 
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２． 1mlの磨砕液を加え, 乳棒で磨り潰す。 

３． 粗汁液をピペットで1.5mlの遠心チューブにとり, 遠心分離する（4℃, 10,000回転/分, 

５〜10分間）。 

 10,000回転/分, 

５〜10分間）。 

４． 上清を新しいチューブに移し, RT-PCRによる診断用試料とする。 ４． 上清を新しいチューブに移し, RT-PCRによる診断用試料とする。 

  

【枝から試料を調製する場合】 【枝から試料を調製する場合】 

準備するもの 準備するもの 

・ サンドペーパー（＃８０程度の布ヤスリ） ・ サンドペーパー（＃８０程度の布ヤスリ） 

・ カミソリの刃 ・ カミソリの刃 

・ 磨砕液 ・ 磨砕液 

  

手順 手順 

１． 枝（直径1cmくらいが使いやすい）の皮をカミソリの刃で薄くそぎ落とし, 緑色の師部組

織を露出させる（図５— １）。 

１． 枝（直径1cmくらいが使いやすい）の皮をカミソリの刃で薄くそぎ落とし, 緑色の師部組

織を露出させる（図５— １）。 

２． 適当な大きさ（5×5cm くらい）のサンドペーパー上に 0.2ml の磨砕液をのせ, その磨砕

液中で枝の師部組織を摺りおろす（図５− ２）。 

２． 適当な大きさ（5×5cm くらい）のサンドペーパー上に 0.2ml の磨砕液をのせ, その磨砕

液中で枝の師部組織を摺りおろす（図５− ２）。 

３． おろしわさび状のペースト（図５− ３）を遠心チューブに用意した1.0mlの磨砕液中に加

え, よく混合した後, 遠心分離する（4℃, 10,000回転/分, ５〜10分間） 

３． おろしわさび状のペースト（図５− ３）を遠心チューブに用意した1.0mlの磨砕液中に加

え, よく混合した後, 遠心分離する（4℃, 10,000回転/分, ５〜10分間） 

４． 上清を新しいチューブに移し（図５− ４）, RT-PCRによる診断用試料とする。 ４． 上清を新しいチューブに移し（図５− ４）, RT-PCRによる診断用試料とする。 

  

  

１  

  

  

  

  

  

  

  

４  ３

２ 

図５ サンドペーパ法による試料調製 

中畝（2007）植物防疫より 
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 ブドウウイルスの診断に関しては上記のような粗汁液を RT-PCR に用いる方法で十分な感度と

精度が確保されると考えているが, 分子生物学試薬メーカー各社から様々なRNA抽出キットが入

手可能であり, これらを利用してもかまわない。また, 磨砕液を変えることでELISA法による診

断用試料の調製にも応用できる。 

 

２）RT-PCRによるブドウウイルスの特異的検出 

 手順 

１． 診断用試料（4μl）と0.5% トリトンX100（16μl）を混合し, 75℃で5分間加熱処理す

る。処理後は直ちに以下のステップへ進む。 

２． 熱処理後試料（2μl）とRT試薬（18μl）を混合し, 25℃（10分）・42℃（20分）・99℃

（5分）の条件で反応させる。反応後は4℃以下（冷凍でもよい）で保存する。 

 

注意）筆者らの方法の特徴として, RT反応にランダムヘキサマーとオリゴdTプライマー

の両方を使用している。これによってその後のPCRの結果が安定する（Nakaune and Nakano, 

2006）。著者らはRT試薬としてRNA Gold PCR kit（アプライドバイオシステムズ）を使用

しているが, 試薬の調製法や反応条件は使用する酵素やキットによって異なるので, それ

ぞれの説明書を参照のこと。また, 熱処理後試料と RT 試薬の量は検出対象とするウイル

ス数に応じて加減できる。 

 

３． RT 反応済試料（1μl）と PCR 試薬（9μl）を混合し, 95℃（10 分）・［95℃（20 秒）・56

℃（20秒）・72℃（45秒）］×43の条件で反応させる。 

 

注意）著者らはPCR試薬としてAmpliTaq Gold （アプライドバイオシステムズ）を使用し

ている。試薬の調製法や反応条件は使用する酵素やキットによって異なるので, それぞれ

の説明書を参照のこと。 

 

４． PCR反応後の各試料（5μl）を1.5%アガロースゲル電気泳動にかけ, 臭化エチジウム染色

した後, UVイルミネーターで観察する（図６）。 

 

注意）著者らは臭化エチジウム（EtBr）

を使用しているが, EtBr は強い発ガン

性が疑われるため, その取り扱いには

手袋をするなど注意する。なお, EtBr
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矢印は検出されたRSPaV由来の断片を示す 

図６ RT-PCRによるRSPaVの検出 



より安全性が高い試薬（SYBR Green）を使ってもよい。 

 ここに紹介した方法の詳細（試薬調製やプライマー配列）については関連の論文（中畝, 2003; 

Nakaune and Nakano, 2006; Nakaune et al., 2008）を参照して頂きたい。 

 

３）ブドウ葉巻随伴ウイルス類およびルゴースウッド関連ウイルス類の同時検出 

 ウイルスは同じ種でありながら遺伝子の配列が 20%以上異なることも珍しくない。ある一つの

系統だけを遺伝子診断により検出することは難しくないが, 変異した様々な系統のすべてを検出

するためには少し工夫が必要である。すなわち, いかに変異の少ない遺伝子の領域を見つけ出せ

るかが遺伝子診断を成功させる重要なポイントとなる。ウイルスはゲノム（遺伝子の全情報）の

配列に見いだされる特徴等によって属や科という分類学的なグループに分けられる。つまり同じ

属や科に属するウイルス同士は遺伝子の配列も類似していることが多い。その配列を増幅するこ

とでウイルスの変異に影響されないことが期待できる。すでに葉巻随伴ウイルス類およびルゴー

スウッド関連ウイルス類を検出するGeneric nested RT-PCR法として開発されている（Dovas and 

Katis, 2003a, 2003b）。  

 ブドウの枝幹部異常を引き起こす原因とされるGVAやGVBを比較すると, 複製酵素遺伝子に非

常によく保存された配列を見いだすことができる。この配列はRSPaVやGINV, リンゴステムピッ

ティングウイルス（ASPV）, リンゴステムグルービングウイルス（ASGV）およびリンゴクロロテ

ィックリーフスポットウイルス（ACLSV）にもよく保存されている（図７）。一方, 葉巻随伴ウイ

ルス類（GLRaV-1〜9）の遺伝子がコードするアミノ酸配列を比較すると, ヒートショックタンパ

ク質（HSP70h）によく保存された配列を見いだすことができる。これらのよく保存されたアミノ

酸配列に基づいてディジェネレートプライマーを設計・合成する。試料の調製及びRT反応は前述

のウイルス特異的検出法と同じ手順で構わない。PCR で使用するプライマーを２組用意し, １組

目のプライマーセットでPCRを行った後, その増幅を鋳型として２組目のプライマーセットを用

いて２回目のPCR（nested PCR）をおこなう（図７）。 

      
GVA    AKAGQTIACFAH----SMMGTDSDYEAFDRSQD----GDLAVMRFSGEFGTFFFNTVC  
GVB    AKAGQTIACFCH----TLDGTDSDYEAFDRSQD----GSLAVMRFSGEFGTFFFNTIC  

 RSPaV  AKAGQTLACFQH----TGICTESDYEAFDASQD----GSFSIMRFTGEASTFLFNTMA 
GINV   AKAGQTLACFSH----GGFCIESDYEAFDVSQD----GNFAIMRFTGEFCTFLFNTFC  
ACLSV  AKAGQTLACFPH----GSMCVESDYTAFDVSQD----GGFAIMRFTGEFSTFLFNTLA 
ASPV   AKAGQTLACFQH----NGVCTESDYEAFDASQD----GNFAIMRFTGEASTFLFNTMA 

 

 

ASGV   AKAGQTLACFQH----DGFSIESDYTAFDSSQD----GSLAIMRFTGEFCTFLFNTFA  
       ******.*** *---- .. . ***.*** ***----* ...***.**. **.***..  
          
 1

 
回目 

2回目 

363bp 

200bp 
 

 
  

  
図７ 複製酵素に見られるアミノ酸保存配列とGeneric nested PCR 
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手順 

１． RT 反応済試料（1μl）と PCR 試薬（図７→プライマーセットを含む）（9μl）を

混合し, 95℃（10分）・［95℃（20秒）・43℃（20秒）・38℃（10秒）72℃（30秒）］×3

・［95℃（20秒）・43℃（20秒）・72℃（30秒）］×37の条件で反応させる。 

２． PCR反応後試料（1μl）とPCR試薬（図７→プライマーセットを含む）（9μl）を

混合し, 95℃（10 分）・［95℃（20 秒）・43℃（20 秒）・72℃（30 秒）］×3・［95℃（20

秒）・52℃（20秒）・72℃（30秒）］×40の条件で反応させる。 

３． PCR反応後の各試料（5μl）を1.5%アガロースゲル電気泳動にかけ, 臭化エチジ

ウム染色した後, UVイルミネーターで観察する。 

 

  Generic nested RT-PCR の詳細（試薬調

製やプライマー配列）については関連の論文

（Dovas and Katis, 2003a, 2003b）を参照

して頂きたい。本法は, ウイルス属間でよく

保存された領域をPCRの標的とするので, 個

々のウイルスの変異に影響されないだけで

なく, 異なる属のウイルスを同時に検出でき

る（図８）。この方法は感度および精度にお

いて極めて優れており, 著者らは各ウイルス

特異的遺伝子診断法とともに活用している。 

M 1 2 3 4 5 6 M 

1, ACLSV (Trichovirus 属); 2, ASPV (Foveavirus

属); 3, ASGV (Capilovirus属); 4, GVA (Vitivirus

属 ); 5, GINV (Torichovirus 属 ); 6, RSPaV 

(Foveavirus属); M, DNA分子量マーカー  

図８ Generic nested RT-PCRによる４属ウイルスの検

 

５．おわりに 

 繰り返しになるが, ウイルス病は薬剤による治療ができないため, ウイルス病による被害を未

然に防ぐためにはウイルス病に罹っていない苗木を植えることが最も重要である。さらにウイル

スの伝染に気をつけながら栽培しなければならない。本稿が今後のブドウ栽培におけるウイルス

病対策の一助となれば幸いである。 

 

６．引用文献 

Dovas CI, Katis NI (2003a) A spot nested RT-PCR method for the simultaneous detection 

of members of the Vitivirus and Foveavirus genera in grapevine. J Virol Meth 107:99-106 

Dovas CI, Katis NI (2003b) A spot multiplex nested RT-PCR for the simultaneous and generic 

detection of viruses involved in the aetiology of grapevine leafroll and rugose wood 

of grapevine. J Virol Meth 109: 217-226  

Gugerli P (2003) Grapevine leafroll and related viruses. Extended abstracts 14th Meeting 

of ICVG p25-31  

- 39 - 
 



- 40 - 
 

Martelli GP (2003) Grapevine virology highlights 2000-2003. Extended abstracts 14th Meeting 

of ICVG p3-10 

那須英夫・今田準・井上幸次・中畝良二・島根孝典・中野正明（2006）ブドウリーフロール病お

よびGrapevine leafroll-associated virus 3の自然伝搬 日本植物病理学会報73:143-145 

Nakano M, Nakaune R, Komazaki S (2003) Mealybug transmission of grapevine viruses in Japan. 

Extended abstracts 14th Meeting of ICVG p218 

Nakaune R, Nakano M (2006) Efficient methods for sample processing and cDNA synthesis 

by RT-PCR for the detection of grapevine viruses and viroids. J Virol Meth 134:244-249 

Nakaune R, Inoue K, Nasu H, Kakogawa K, Nitta H, Imada J, Nakano M (2008) Detection of 

viruses associated with rugose wood in Japanese grapevines and analysis of genomic 

variavility of Rupestris stem pitting-associated virus. J Gen Plant Path 74:156-163 

中畝良二（2003）我が国に発生する主要なブドウウイルスの遺伝子診断法 植物防疫57：548-551 

中畝良二（2007）サンドペーパーを用いた新たな植物磨砕試料調製法 植物防疫61：396-398 

中野正明・中畝良二・駒崎進吉（2005）クワコナカイガラムシによるブドウ B ウイルスの伝染 

日本植物病理学会報71:76 

中野正明・中畝良二・𡈽田 聡・望月雅俊（2006）フジコナカイガラムシによるブドウ葉巻随伴

ウイルス３およびブドウAウイルスの伝搬 日本植物病理学会報72:328 

中野正明・中畝良二・𡈽田 聡・望月雅俊（2007）クワコナカイガラムシにより伝搬される新た

なブドウウイルス 日本植物病理学会報73:225 

中野正明・中畝良二・望月雅俊・𡈽田 聡（2008）苗暴露法によるブドウ葉巻随伴ウイルス３の

感染時期の推定 平成20年度日本植物病理学会大会講演要旨予稿集p100 

森田康彰（2008）病害の診断を依頼するときに具備すべき条件 植物防疫62：343-345   

 

 

 

 


	テキスト表紙
	テキスト目次
	テキスト本文.pdf



