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伝染環の遮断に重点をおいたトマト黄化葉巻病の総合防除対策 

 

野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域 
武田光能 

 
１．はじめに 
 タバココナジラミ Bemisia tabaci (Gennadius) は、形態的に区別できる特

徴が乏しいため、世界各地で様々な植物から採集された多くのコナジラミ個体

群が、単一の「タバココナジラミ」として整理された。このため、タバココナ

ジラミは世界中に分布し、多くの作物を加害する大害虫として扱われている。

しかし、タバココナジラミには寄主植物の異なるレースや形態以外の生物学的

特徴が異なる 20 種類以上のバイオタイプが知られている。 
 日本では、従来からスイカズラやサツマイモ等に生息するタバココナジラミ

（在来系統）が本州以西に分布することが知られている（宮武，1980）。また、

沖縄県などの南西諸島では、在来系統とは異なるタバココナジラミの分布が報

告されていた（大泰司・岡田，1996：Lee and De Barro, 2000）。これら在来

のタバココナジラミは農作物で多発することは少なく、重要害虫と認識されて

いなかった。 
 1989 年にタバココナジラミのバイオタイプ B（シルバーリーフコナジラミ）

が海外から侵入し、国内各地に分布を拡大して各種の野菜類や花き類を加害す 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ タバココナジラミバイオタイプ Q とトマト黄化葉巻病の分布拡大 

トマト黄化葉巻病発生報告

タバココナジラミ発生報告 

（トマト黄化葉巻病の発生は未報告）
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るようになった（松井，1993：1995）。バイオタイプ B は高密度で寄生すると

作物の生育を阻害し、すす病によって収穫物の品質を低下させ、トマトでは色

彩異常果を発生させることでも問題となった。1996 年に TYLCV が侵入し、ト

マト黄化葉巻病の発生が問題となると、本ウイルス病の媒介虫であるタバココ

ナジラミの防除が切実な問題となった。 
さらに、スペインを原産地とするタバココナジラミバイオタイプ Q の日本へ

の侵入が確認され（Ueda and Brown, 2006）、九州から東北地域までの広い地

域に分布を拡大した（41 都府県、図１）。Ueda et al. (2009) は、日本国内で

発生するタバココナジラミのバイオタイプについてミトコンドリア CO1 遺伝

子の塩基配列の解析を行い、本州以西でスイカズラ等に生息する在来系統をバ

イオタイプ JpL と命名した。また、南西諸島に分布する在来系統をバイオタイ

プ Nauru であることを明らかにした。このように、日本国内で発生しているバ

イオタイプには主に４種類のバイオタイプが含まれている。 
 

化学的防除技術 
 タバココナジラミバイオタイプ B は、オンシツコナジラミに有効であった多

くの有機リン剤、合成ピレスロイド剤に対して抵抗性を示したため、新たな有

効薬剤の探索が進められた（浜村，1999）。その結果、イミダクロプリド、ニ

テンピラムなどのネオニコチノイド系殺虫剤を中心とする薬剤がバイオタイプ

B の防除に利用されるようになった。 
 しかし、タバココナジラミバイオタイプ Q ではネオニコチノイド系殺虫剤に

対する高度の交差抵抗性が報告され、イスラエルではピリプロキシフェンに対

する高度の抵抗性が報告されている（Nauen et al., 2002: Horowittz et al., 
2003）。日本に侵入したバイオタイプ Q についてもピリプロキシフェンに対す

る感受性の低下がみられている。今後は、抵抗性の発達しにくい気門封鎖型殺

虫剤や天敵に影響の少ない選択性農薬の使用方法を検討する必要がある。 
 
生物的防除法 
タバココナジラミの天敵寄生蜂としてオンシツツヤコバチ（Encarsia formosa）

は1995年にトマトのコナジラミ類で登録されている。オンシツコナジラミとタ

バココナジラミの両種が同時に発生している場合にはオンシツコナジラミを選

好する傾向があるが、2種のコナジラミ類に対して十分量を放飼すれば両種を制

御することができる（松井，1995b）。また、2003年にサバクツヤコバチ

（Eretmocerus eremicus）がコナジラミ類を対象に、2007年にチチュウカイツヤ

コバチ（Eretmocerus mundus）がタバココナジラミを対象に登録されている。サ

バクツヤコバチはコナジラミ幼虫の２～３齢幼虫に寄生し、寄主体液摂取を行

う。チチュウカイツヤコバチはタバココナジラミ幼虫の２～３齢幼虫に寄生す

る。天敵寄生蜂はタバココナジラミの発生初期に放飼する必要があり、タバコ

コナジラミ成虫を効率的に捕獲する黄色粘着トラップ等で早期に発生を確認す

る。スワルスキーカブリダニ剤も施設栽培の野菜類でコナジラミ類に登録があ
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る。生物農薬の微生物製剤には、バーティシリウム・レカニ水和剤、ペキロマ

イセス・フモソロセウス水和剤、ペキロマイセス・テヌイペス乳剤、ボーベリ

ア・バシアーナ乳剤があり、いずれも感染に好適な温度・湿度条件下で処理す

る必要があり、散布は夕方に行い、翌朝まで施設を密閉して、感染に好適な条件（温度

18～28℃、相対湿度 80％以上）を維持する。 

 
物理的防除法 
 黄色粘着トラップは、タバココナジラミ成虫が施設へ侵入するのを防ぐほか、

発生をモニタリングすることにより、天敵寄生蜂や微生物製剤の放飼あるいは

散布のタイミングを知ることができる。 
 近紫外線カットフィルムの展張は、害虫の侵入を防ぎ、施設内の昆虫の活動

を抑制するが、昆虫の繁殖活動や寄生活動を完全に防げるものではなく、害虫

の発生しにくい環境を整える効果を示す。 
 光反射シート温室内および外縁部に光反射シートを設置するとタバココナジ

ラミの侵入や繁殖を抑制することができる。下からの光の反射によって飛翔行

動等が抑制されると考えられている。 
 防虫ネットは、タバココナジラミ成虫の侵入防止を行ううえで最も重要な防

除対策であり、トマト黄化葉巻病を媒介するタバココナジラミの侵入・通過を

80％以上阻止するためには0.4mm以下の目合いが必要であった（渡邊，2006）。
しかし、細かな目合いの防虫ネットの展張により、施設内の温度上昇による作

業環境の悪化やトマトの生育に及ぼす悪影響が問題となる。同じ目合いでも素

材によって空気の透過性が異なるため、資材の選択にあたってはタバココナジ

ラミ成虫の通過率に加えて、ネットの空隙率、耐久性、価格などを勘案する必

要がある。 
 
総合防除マニュアル 

 伝染環の遮断に重点をおいたトマト黄化葉巻病の総合防除対策は、保毒虫

の発生源である罹病した野良生えトマトを除去し、家庭菜園トマトでも適切な

防除を行って保毒虫を減らし、トマト栽培終了時にトマト株を抜根し、完全に

枯死するまで施設を密閉する蒸し込処理を行うことによって、保毒虫の施設外

への脱出を阻止すると同時に病原ウイルスの野外への放出を防止ることによっ

て、トマト黄化葉巻病の伝染環を遮断することに重点を置いている。 
そのためには、「入れない・増やさない・出さない」が根幹であり、施設開口

部への防虫ネットや近紫外線カットフィルムの使用、トマト定植時の粒剤に加

えて気門封鎖剤や微生物製剤、化学農薬等の使用による防除により施設内で増

やさない。さらに、栽培終了後の蒸し込によって保毒虫をださない体系が必要

であり、下記の野菜茶業研究所 HP にマニュアルが提示されている。 
なお、本テキストは平成 22 年度農政課題解決研修「野菜等の難防除病害虫の

防除技術（A コース）」における「タバココナジラミのバイオタイプ判定と保

3



毒虫の検出技術、総合防除の取組み」（北村・本多，2010）の「総合防除の取

組」に関する記述を元に、加筆・修正を行ったものである。 

 
http://vegetea.naro.affrc.go.jp/joho/manual/tomato_yellow_leaf_manual_h21
.5.pdf 
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DNA 多型によるタバココナジラミバイオタイプ識別技術 

 
野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域 

北村 登史雄 
 
１．はじめに 

近年、問題となっている害虫の多くは微小で肉眼ではもちろん顕微鏡下で

も熟練者でなければ、種の判別は難しい。また、タバココナジラミやチャノキ

イロアザミウマのバイオタイプなどは形態で区別できない。近年、様々な昆虫

種で DNA マーカーが作成され、これを利用した種の推定が可能になっている。

この識別法によると一定のトレーニングを積めば誰でも種の推定が可能となる。

本稿ではタバココナジラミのバイオタイプの判別を中心として微小昆虫の

DNA 多型による種の判別技術について解説する。 
 
２．DNA 多型によるバイオタイプの識別 

DNA 多型による昆虫種の識別は昆虫の採集、DNA の抽出、DNA の増幅、

塩基配列または増幅された DNA 断片の解析、種の推定のプロセスにより行う。

採集および採集された昆虫からの DNA の抽出は、種が異なってもほぼ同様の

手順で行うことが出来る。 
 
1) タバココナジラミの採集 

タバココナジラミのバイオタイプの DNA 多型による識別は、幼虫や成

虫から抽出した DNA による分析が可能である。野外からサンプリングす

る場合は、体サイズが大きく取扱いが簡単な、成虫もしくは老齢幼虫を採

集することが望ましい。採集方法は成虫の場合は吸虫管により植物体上に

寄生する個体を採取し、あらかじめ用意したアセトンまたはエタノール入

りの管瓶に保存する。幼虫の場合は寄生している葉ごと室内に持ち帰り、

虫針や面相筆を用いて植 剝物体より がし、成虫と同様にアセトンまたはエ

タノール入りの管瓶で保存する。アセトンに浸漬したタバココナジラミは

室温で 2 年程度の保存が可能であるが、長期間保存する場合はこれらの保

存液の揮発による乾燥に注意する必要がある。 
 

2)  DNA 抽出 
昆虫からDNAを抽出する方法には様々な方法があるが、それぞれ予算、

求める DNA の純度などにより、選定すると良い。もちろん DNA の純度が

高い方が、その後の操作における成功率は高くなるが、タバココナジラミ

のバイオタイプ判別であれば最も簡便なキレックス法で十分である。 
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ア) キレックス法（三浦、2010） 
マイクロチューブに分注した Chelex 100（BioRad 社）の 5％懸濁液

中でタバココナジラミ 1 頭を磨砕し、Proteinase K （20mg/ml）を加

え、56℃で 2 時間以上、99.9℃で 3 分処理する。56℃での処理は 24 時

間以上が好ましい。処理後は 5℃または－20℃で保存できる。上澄みを

DNA 溶液として PCR や LAMP 法に利用することが出来る。Chelex は

PCR などの酵素反応の阻害物質となる金属イオンなどを吸着し、

Proteinase K は細胞膜や酵素などのタンパク質を分解する。 
イ) 簡易法  

マイクロチューブに分注した抽出バッファー（100μg/ml Proteinase K，

10mM Tris-HCl , 1mM EDTA , 150mM NaCl，pH8 ）中でタバココナジ

ラミ1頭を磨砕し、55℃で1時間、100℃で10分間、インキュベートする。

遠心後、上澄みをテンプレートとして遺伝子解析に用いる。 

 

ウ) キットを用いる方法 

さらに純度が必要な場合は、各社から販売されている DNA 抽出キッ

トを用いる。キットには昆虫専用のものもあるが、動物細胞用のもので

十分である。筆者らはキアゲン社の DNeasy Blood and Tissue Kit を用いて

DNA の抽出を行っている。DNA 抽出の手順等はキットに添付されてい

るプロトコールを参考に行っていただきたい。 

 

 

写真 タバココナジラミ（左：成虫、右：4 齢幼虫） 

 

3) DNA 多型によるタバココナジラミバイオタイプの識別 

DNA 多型によるバイオタイプの識別には、塩基配列を解析する方法、制

限酵素断片長多型（PCR-RFLP 法）、マルチプレックス法、LAMP 法の 4
種類が行われている。それぞれ利点と欠点があるので、目的と求められる精

度により、使い分けると良い。 
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ア) 塩基配列解析 
特定の遺伝子領域の塩基配列を解析し、バイオタイプを判別する方法

である。最も確実な方法であり、未知のバイオタイプが出現したときにも

対応できるが、時間およびコストがかかる。用いられる遺伝子領域は 16S 
riBosomal suBunit (16S)（Frohlich et.al.，1999）、riBosomal intergenic 
transcriBed spacer I (ITS I) （ De Barro et.al., 2000 ）、 そ し て

mitochondrial cytochrome oxidase suBunit I (COI)（Frohlich et.al., 
1999）である。このうち、COI はデータの蓄積も多く、DNA バーコーデ

ィングプロジェクトでも使用されている。筆者らは COI 領域の特異的プ

ライマー（C1-J-2195、L2-N-3014）を用いて PCR 反応を行い、約 866Bp
の PCR 産物をダイレクトシーケンスに供し、得られた塩基配列をデータ

ベース上の配列と照合することにより、バイオタイプの識別を行ってい

る。 
 

 
 
 
イ) PCR-RFLP 

PCR-RFLP 法は最も失敗の少ない方法の一つで、遺伝子の特定の領域

を PCR により増幅させた後、それぞれのバイオタイプの PCR 産物を特

異的に認識する制限酵素により切断することによって識別する方法で

7



ある。上田（2006）の方法は COI 領域の特異的プライマー（C1-J-2195、
L2-N-3014）を用いて PCR 反応を行い、約 866Bp の PCR 産物に対し

てバイオタイプ B を特異的に切断する制限酵素（Stu I）、またはバイオ

タイプ Q を特異的に切断する制限酵素（EcoT14I （Sty I））を用いて酵

素反応を行い、得られた DNA 断片を電気泳動し、バンドパターンで識

別する。すなわち、バイオタイプ B では EcoT14I（Sty I）で 1 本、Stu 
I で 560Bp と 306Bp の 2 本、バイオタイプ Q では EcoT14I（Sty I）で

555Bp と 311Bp の 2 本、Stu I で 1 本のバンドが見られる。切断された

バンドのサイズが異なる、もしくは制限酵素で切断されない場合は PCR
産物である約 866BpのDNA断片をシーケンスに供することによりバイ

オタイプを識別することが出来る。 
 

ウ) マルチプレックス法 （三浦、2007） 
マルチプレックス法は一度の PCR 反応に複数のプライマーセットを

使用し、得られる PCR 産物を電気泳動し、バンドパターンにより識別

する方法である。三浦らは、本法によりタバココナジラミバイオタイプ

B、Q およびオンシツコナジラミを識別する方法を開発している。タバ

ココナジラミから抽出した DNA 溶液に対して各バイオタイプ共通また

はそれぞれのバイオタイプに特異的な 6 種類のプライマーを加えた

PCR 反応後、反応産物に電気泳動を行い、オンシツコナジラミおよびそ

れぞれのバイオタイプに特異的なバンドパターンにより識別する。この

場合、バイオタイプ B は約 600Bp と 530Bp に、バイオタイプ Q では

530Bp と 270Bp に、オンシツコナジラミでは 530Bp と 1000Bp にバン

ドが見られる。マルチプレックス法は PCR 反応と電気泳動だけでバイ

オタイプの識別が可能であるため、非常に簡便でしかも安価である。し

かし、反応系が複雑になるために、これ以上の種類のバイオタイプの識

別は出来ない。また、530Bp のバンドしか確認されない、あるいは未知

のバンドが見られた場合は識別出来ない。これらのバイオタイプを識別

するためにはゲル上の 530Bpのバンド中のDNAをシーケンス等に供す

る必要がある。 
 

エ) LAMP 法 
LAMP 法はニッポンジーンが発売している“タバココナジラミバイオ

タイプ Q 検出キット”を用いて行う。LAMP 法は PCR 反応と同様に

DNA を増幅させる方法の一つであるが、PCR と違い一定温度で反応が

進むため、サーマルサイクラーなどの専用の機器がいらないために簡便

に行うことが出来る。本キットでは添付の DNA 抽出液中で供試するタ

バココナジラミを磨砕し、撹拌後スピンダウン、得られた上澄みをテン

プレートとする。蛍光色素の入った LAMP 反応液にテンプレートを加

え、65℃で 1 時間反応し、バイオタイプ Q 由来の DNA のみが増幅され

8



る。反応後 80℃で 2 分間の加熱で反応を停止する。反応チューブに UV
を照射するとバイオタイプ Q であれば、蛍光を発する。LAMP 法では

DNA の抽出を含めても識別に要する時間は 3 時間程度であり、マルチ

プレックス法の約 7 時間程度、シーケンス法の 12 時間程度と比較して

非常に短時間で識別できる（安達ら、2010）。一方、LAMP 法では PCR
の様に反応産物のサイズにより目的となる DNA であるか確認できない

ため、目的外の生産物が増殖していても分からない。また、非常に感度

が高いために常にコンタミネーションが起きないように細心の注意を

払う必要がある。本キットでは供試したタバココナジラミがバイオタイ

プ Q であるか否かは識別出来るか、Q でなかった場合、B であるのか

JpL であるのか、またはオンシツコナジラミの混入であるのか判断する

ことは不可能である。 
 
3．おわりに 

タバココナジラミのバイオタイプを識別するためには種々の方法がある

が、それぞれ目的により選択する必要がある。未知のバイオタイプが発生して

いる可能性がある場合は塩基配列解析を行い、バイオタイプを確実に識別した

い場合は PCR-RFLP 法、多数個体のタバココナジラミのバイオタイプを識別

したい場合はマルチプレックス法、分子生物学的実験のあまり経験の無い者が

少数の識別をしたい場合は LAMP 法が良い(安達ら、2010)。また、サンプル当

たりのコストも重要であるが、塩基配列解析は試薬のみで 300 円程度（筆者ら

試算、この他にシーケンシング経費が必要）、PCR-RFLP 法は 170 円程度（筆

者ら試算）、マルチプレックス法が 60 円（三浦、2007）、LAMP 法は 1,720 円

（ニッポンジーン価格表より計算）である。このほか、DNA 多型による種の

推定が可能な農業上重要な昆虫種としてハモグリバエ類（Miura, 2004）、ヒメ

ハナカメムシ類（Hinomoto, 2004）などが報告されており、これらはどちらも

マルチプレックス法により種の推定が可能である。 
 
引用文献 
上田重文（2007）タバココナジラミバイオタイプ Q の簡易識別法−日本のバイ

オタイプ研究の幕開けとその背景−．植物防疫 61:309-314 
Miura K, Tagami Y, Ohtaishi M, Iwvasaki A.(2004) Application of molecular 

techniQues to distinguish Liriomyza trifolii from L. sativae (Diptera: 
Agromyzidae) on tomato cultivation in Japan. J Econ Entomol. 97(3):964-9 

三浦一芸（2007）タバココナジラミバイオタイプ Q の簡易識別法−マルチプレ

ックス PCR 法の利点−．植物防疫 61:315−318 
三浦一芸（2010）昆虫類やダニ類からの DNA 抽出と PCR の実践．植物防疫 

64:620−625 
安達 鉄矢, 梅澤 類, 山口 洋史, 北村 登史雄, 本多 健一郎, 柴尾 学, 那須 義

次, 田中 寛（2010）シークエンス法と LAMP 法を利用した大阪府におけ
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mitochondrial DNA markers. Mol. Ecol. 8: 1683-1691. 
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whitefly, Bemisia taBaci (Hemiptera: Aleyrodidae) in Australia. Bull. Entomol. 
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Hinomoto N., M. Muraji, T. Noda, T. Shimizu, K. Kawasaki (2004) Identification of 
five Orius  

species in Japan By multiplex polymerase chain reaction. Biological Control 31: 
276-279 

 
 
 
 

実習内容 

 

  今回の実習では実際にタバココナジラミのバイオタイプをマルチプレック

ス法により識別する。詳しいプロトコールは当日配布する。 
 

１）DNA の抽出 
各グループにエタノールに浸漬したタバココナジラミの入ったサンプ

ル瓶を 2 本配布する。それぞれから簡便法により DNA を抽出する 
２）マルチプレックス法によるバイオタイプの識別 

抽出した DNA をマルチプレックス用のプライマーセットにより PCR
反応を行う。 

３）電気泳動 
  増幅した DNA 断片を Multina（島津製作所）を用いて電気泳動する。 
４）結果の解析 

Multina によって得られたバンドパターンによりバイオタイプの識別

を行う。また、他の識別法における解析法についても紹介する。 
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野菜ウイルス(ウイロイド)病の診断技術

野菜茶業研究所

野菜 IPM 研究チーム

寺見文宏・大西 純

野菜に発生するウイルス(ウイロイド)病は多種多様であり、ウイルス(ウイロ

イド)病を的確に診断することは防除対策を考える上で重要である。ウイルス

(ウイロイド)病の診断においては、特定のウイルス(ウイロイド)による感染の

有無を明らかにする場合と、感染しているウイルス(ウイロイド)の種類を明ら

かにする場合とがある。後者の場合は、時として、未知ウイルス(ウイロイド)

の同定を必要とすることがあり、その同定には専門的な知識と技術を必要とす

る。一方、特定の病原ウイルスの診断技術については、市販の診断試薬が入手

できるものが多い。そこで本研修では、ウイルス(ウイロイド)の同定・診断の

流れを簡単に解説するとともに、ウイルス(ウイロイド)の検出・診断によく利

用されている技術を紹介する。

１．ウイルス(ウイロイド)同定の手順(図 1 参照)

病株からのウイルス粒子の検出がウイルス(ウイロイド)同定の第一歩と言え

る。ウイロイドは裸の核酸だ

けの病原なので、感染細胞の

超薄切片を電子顕微鏡で観察

してもウイルス粒子は観察さ

れない。ウイルス粒子が観察

されない場合は、感染植物か

ら低分子のウイロイド RNA

を抽出・精製して、その塩基

配列を解析することによりウ

イロイドを同定する。

ウイルスの場合、球形、棒

状、ひも状等のウイルス粒子

が観察され、粒子形態が同定

の手掛かりともなる。複数の

ウイルスが重複感染している

ことも多く、その場合、一つ

一つのウイルスが分離できる

宿主を見つけなければウイル

スの同定は行えない。分離ウ

イルスの生物学的特性(宿主

病 株

発生状況の確認 ( 問診 )
病徴の観察 ( 視診 )

ウイルス粒子 : 有り 無し

ウイルス・ウイロイド病の同定・診断の確定

ウイルスの分離・同定作業

・宿主範囲の検討

・粒子形態から科属を推定

・ウイルスの分離

・ウイルスの精製

・病原性の検定 ( 病徴と接種

ウイルスの確認 )

・ウイルス粒子の生化学的解析

・ゲノム核酸の塩基配列解析

ウイロイドの分離・同定作業

・病原性検定 ( 原病徴と接種

ウイロイドの確認 )

・塩基配列解析

・宿主範囲の検討

・ウイロイドRNAの分離・精製

電子顕微鏡観察 ( 汁液・感染組織 )

図1 ウイルスの同定・診断手順
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範囲、伝播様式等)、物理化学的特性(粒子・外被タンパク・核酸の種類・サイ

ズ等)、分子生物学的特性(ゲノム構造、分子系統進化解析)に基づき同定される。

２．ウイルスの検出・診断によく利用される技術

（１）血清学的手法によるウイルス検出

精製したウイルス粒子あるいは大腸菌で生産させたウイルス外被タンパ

ウイルス名 日本植物防疫協会 Agdia社 Neogen社

アイリスイエロースポットウイルス E E E, IC

アスパラガスウイルス2 E

アルフアルファモザイクウイルス E E

イチゴマイルドイエローエッジウイルス E

インパチエンスネクロティックスポットウイルス E E、IC E、IC

ウリ類退緑黄化ウイルス E

カブモザイクウイルス AS,E E

カボチャモザイクウイルス E E

カリフラワーモザイクウイルス E E

キク茎えそウイルス E

キュウリモザイクウイルス AS,E E, IC E, IC

キュウリ緑斑モザイクウイルス AS,E E E

ジャガイモウイルスX AS,E E E

ジャガイモウイルスY E E, IC E

スイカ灰色斑紋ウイルス E E E

スイカ緑斑モザイクウイルス AS,E E E, IC

スカッシュモザイクウイルス E E E

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス AS,E E, IC E

ソラマメウイルトウイルス E E E

タバコモザイクウイルス AS,E E, IC

タバコモザイクウイルスワサビ系
(アブラナモザイクウイルス?)

As, E

トウガラシ斑紋ウイルス AS,E E, IC E

トマトモザイクウイルス As, E E E、IC

トマト黄化えそウイルス E E, IC E, IC

トマト黄化葉巻ウイルス E

ネギ萎縮ウイルス E E

ミラフィオリレタスビッグベインウイルス E E

メロンえそ斑点ウイルス E E E

メロン黄化えそウイルス E

リーキイエローストライプウイルス E E

AS：抗血清、E：ELISAキット、IC：イムノクロマトキット

市販の主な植物ウイルス抗体
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クを抗原としてウサギ等に注

射すると、ウイルス粒子に特

異的に結合する抗体が得ら

れ、ウイルス検出の有用な試

薬として利用できる。日本植

物 防 疫 協 会 、 Agdia 社 、

Neogen 社などが販売してい

る主な野菜のウイルスの抗体

を表１に挙げた。

１）イムノクロマトグラフ

ィー

ろ紙片等に固着したウイル

ス抗体で、金コロイド等を標

識したウイルス抗体と反応し

たウイルスを捕捉して、ウイ

ルス感染の有無を赤色のバン

ドとして肉眼判定できる試験

方法である(図２)。イムノク

ロマト法の特徴は、特別な装

置を必要とせず、15 分程度で結果の判定ができる手軽な検出法である。問題は

コストで、海外メーカーの製品しかないため、1 サンプルの診断に 1500 円前後

を要する。通常のウイルス検出には問題のない感度であるが、感染初期の検定

や TYLCV のような濃度の低いウイルスでは、感染していてもバンドが現れない

ことがある。

２）ELISA

ELSA 法は、アルカリフォスファターゼという酵素を結合させたウイルス抗体

を用い、酵素反応で基質が発色する程度でウイルスの有無・濃度を調べる技術

である。ELISA 法には各種の手法があるが、ここでは市販キットの多くが採用

している直接二重抗体サンドイッチ ELISA(DAS-ELISA)法を紹介する。細かい

反応時間等は製品の説明書参照のこと。

【DAS-ELISA の手順】

①コーティング抗体のマイクロタイタープレートへの吸着

ウイルス抗体 pH10.0 前後のコーティング液で希釈して、マイクロ

タイタープレートのウェルに入れて、ウェル内壁に吸着させる。キット付属の

洗浄液でウェルを洗浄する。なお抗体コーティング済みのキットも多い。

②検定サンプルの希釈汁液を加え、抗体と反応させた後、洗浄する。

③酵素結合ウイルス抗体の添加

試料浸漬部位

金コロイドで標識

したウイルス抗体

固定化された

ウイルス抗体

試料浸漬

試料の移動

標識抗体を結合した

ウイルスが移動

標識抗体を結合した

ウイルスがトラップ

されて発色する

図２ イムノクロマトによるウイルス検出の原理
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希釈した酵素結合ウイルス抗体を加え、コーティング抗体で捕捉されている

ウイルスと反応させた後、洗浄する。

④基質液の添加

酵素の基質液(p-nitrophenyl phosphate が も一般的)を加える。

⑤結果の判定

基質液の着色の有無を調べる(p-nitrophenyl phosphate の場合黄色に発色する)。

吸光度を調べるときは波長を 405nm とし、通常 0.1 以上の値を陽性とする。

ELISA 法はイムノクロマト法よりも検出感度は高く、また 1/10 ～ 1/50 のコス

トで診断できる。日本植物防疫協会が販売する ELISA 法キットでは、1 サンプ

ル当たりのコストが 20 円以下と安価である。海外メーカの製品では 1 サンプル

当たりのコストが 200 ～ 300 円と高くなるが、それでもイムノクロマト法に比

べるとかなり安価である。海外製品の場合、ポジティブコントロールにウイル

スが添付されている製品があるので、この場合農林水産大臣の特別輸入許可が

必要となるので注意が必要である。ELISA 法の問題点は、結果の判定までに半

日から 2 日を要し、遠心機や吸光度計などの装置が必要な点である。

３）ティッシュプリント法

ティッシュプリント法は、元はウイルスの組織内の分布をニトロセルロース

メンブレンに写し取って、酵素結合抗体により肉眼で観察するために開発され

た技術である。ELISA 法用の酵素結合抗体がそのまま利用でき、ELISA 法より

も作業性が高いことからウイルス病診断でも

よく利用されている。特に TYLCV のような師

部細胞にしか存在しないウイルスでは、濃度

の高い師部組織でのウイルスの有無が判定可

能できる。

【ティッシュプリント法手順】

１）感染植物の葉・茎の切断面を、核酸ブロ

ッテイング用メンブレンに押しつける。

２）メンブレンを数千倍程度に希釈したウイ

ルス抗体に浸漬後、洗浄。

３）酵素標識した二次抗体液(数千倍希釈)に

1次抗体の吸着 ウイルス粒子を

捕捉

ウイルスに酵素

標識抗体を結合

酵素の基質液を

添加

基質が分解して

発色

図３ DAS-ELISAの手順

ウイルス

発色

基質分解

酵素標識二次抗体

ウイルス抗体

図4 ティッシュプリントの原理
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メンブレンを浸漬後、洗浄。

４）発色基質液に浸漬する。

４）免疫電顕

ウイルス粒子とウイルス抗体の反応を直接電子顕微鏡で観察する方法で、1 サ

ンプル当たり 5 分程度でウイルスの種別が判定できる高感度な検定方法である。

感染葉を数千倍に希釈したウイルス抗体液の中で軽く磨砕して得られた汁液

をリンタングステン酸等で染色後電子顕微鏡で観察する。

（２）遺伝子診断

分子生物学の分野で開発された各種の技術が、様々な応用領域で有用なツー

ルとして利用されている。遺伝子検出技術もその一つで、植物ウイルスの遺伝

子やウイロイド核酸を検出することでウイルス(ウイロイド)病を診断する遺伝

子診断も普及してきている。

遺伝子診断では超高感度のウイルス検出が可能である。しかし試薬が高価で

あり、遠心機やプロクラムインキュベーター等の機器が必要であるため、コス

トパフォーマーンスが も低い診断法でもある。超高感度な検出が必要な場面

かどうかを判断して利用していくことが望ましい。

遺伝子診断法としては、標識したウイルス(ウイロイド)核酸を用いるハイブ

リダイゼーション法と、標識核酸が不要な遺伝子増幅法がある。標識したウイ

ルス(ウイロイド)核酸は、市販されていないので、ハイブリダイゼーション法

は主として専門の研究者の手に委ねられている。遺伝子増幅法(PCR など)では、

反応に必要なウイルス特異的オリゴヌクレオチドは専門の業者に依頼して合成

することができ、核酸抽出や遺伝子増幅法用の試薬は各試薬メーカーが販売し

ているので、必要な機器がそろっていれば専門の研究者でなくとも実施できる。

本研修ではトマト黄化葉巻病の病原ウイルスの PCR による遺伝子診断を体験

する実習プログラムを予定している。

A B

図 5 ズッキーニ黄斑モザイクウイルス(ZYMV)の免疫電顕像

A: ZYMV 抗体でびっしりコーティングされている ZYMV のウイルス粒子

B: カボチャモザイクウイルス抗体がまばらに結合している ZYMV のウイルス粒子
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３．ウイロイド病の診断

平成 18 年にウイロイドによるトマトの病気が、広島県および千葉県の施設栽

培トマトで初めて発生しました。その病原体は、Tomato chlorotic dwarf viroid

(TCDVd)であることが確認され 4)、トマト退緑萎縮ウイロイドと命名されまし

た。塩基配列の解析により、本病原体はホスピウイロイド属に属し、「特定重要

病害虫」に指定されている同属のポテトスピンドルチューバーウイロイド

（Potato spindle tuber viroid: PSTVd）とは 85~89%の相同性を示す近縁種である

ことが明らかにされました。当初発生した TCDVd は、残渣の埋没・焼却処理、

消毒処理などの対応が実施され、いずれの地域においても平成 22 年までに終息

したものと判断されています。ウイロイドは感染性が高く、宿主植物において

収穫量の著しい減少などの被害を与えることから、今後とも侵入に対する警戒

が必要となります。ここでは、TCDVd と PSTVd の診断技術と TCDVd の防除対

策について紹介したい。なお、TCDVd の特徴や宿主範囲などの詳細情報は、松

下ら 7)の総説を参照されたい。

ウイロイドはその本体が外被タンパク質を持たない、低分子量の環状１本鎖

RNA から成る。遺伝情報としてのタンパク質をコードしておらず、ウイロイド

RNA の複製は宿主細胞の酵素・タンパク質等を利用していると考えられている。

タンパク質を持たないことにより、ウイルスのように血清学的な診断系はでき

ていない。したがって、ウイロイド病の診断ではハイブリダイセーション法や

RT-PCR 法、等温遺伝子増幅法（RT-LAMP 法や ICAN 法）などの遺伝子診断法

が用いられる。

【ウイロイドの診断技術】

１）RT-PCR 法による診断

ウイロイドは RNA より成ることにより、特異的なプライマーを用いた

RT-PCR 法により診断することができる。また、増幅された cDNA の塩基配列を

解析することにより、既知のウイロイドとの比較等が行える。表１に RT-PCR
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法による診断に用いられるプライマーを記載した 1-3)。

２）等温遺伝子増幅法（RT-LAMP 法・ICAN 法）

一定の温度で特定のウイロイド RNA の領域を増幅して検出することが可能

である。PCR 法で用いる酵素（DNA ポリメラーゼ）とは異なる、鎖置換型

DNA ポリメラーゼを使用する。ICAN 法については、TCDVd/PSTVd を検出する

診断キットが市販されている。

３）TCDVd の防除対策 3）

TCDVd は、管理作業中に汚染されたハサミやヒトの手を介して圃場内の健全

植物に伝染することが明らかとなっている。また、受粉作業に用いられるクロ

マルハナバチの訪花時の受粉行動によって、低率ながら媒介されることが実験

的に明らかとなっている 5)。対策技術としては、汚染器具類の消毒に有効塩素濃

度 0.5%以上の次亜鉛素酸ナトリウム溶液による浸漬（15 秒以上）が有効とされ

ている 6)。また、発病株は埋没処分・焼却処分し、隣接する株（病徴はなくても

感染している可能性がある）も、できるだけ同時に処分をすることが必要とさ

れている。マルハナバチを利用している場合は使用を中止して、他の受粉方法

（振動やホルモン処理など）に切り替える必要がある。

参考文献

1．Behjatnia et al. (1996) Phytopathology 86, 880-886.

2．Matsushita et al. (2010) Eur J Plant Pathol 128: 165-170.

3．トマト退緑萎縮病(TCDVd)総合対策マニュアル

4．Matsushita et al. (2008) J Gen Plant Pathol 74: 182-184.

5．Matsuura et al. (2010) Eur J Plant Pathol 126:111-115.

6．Matsuura et al. (2010) Crop Protection 29: 1157-1161

7．松下陽介ら (2010) 植物防疫 64: 27-30.

表１. ウイロイドの検出に用いるプライマー

用途 プライマー名 配列 (5`→3`) 増幅サイズ 文献

P3 CCGGATCCCTGAAGCGCTCCTCCGAGC 1

P4 TCGGATCCCCGGGGAAACCTGGAGCG

T1F ACAACTGAAGCTCCCGAGAA 2

T2R CTGTTTCGCCTTCCACAAG

PS+TCV-R TCAGGTGTGAACCACAGGAA 3

PSTVd-F TGGCAAAAGGCGCGGTG PSTVd = 281 bp

TCDVd-F CTTCCTTTGCGCGCCACT TCDVd = 191 bp

TCDVd, PSTVd
共通プライマー

TCDVdのみ検出

370 bp

241 bp

TCDVd, PSTVdの
multiplex検出
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【実 習】

－ PCR 法による TYLCV の遺伝子診断－

病原ウイルスを特定する確定診断には、ウイルスの遺伝情報を直接的に検出

する PCR 法が頻用されている。診断の確度はプライマーの特異性に依存するこ

とより、ウイルスゲノム配列の情報を基にプライマーを設計すれば、特定のウ

イルス属やその属中の系統を識別することが可能である。ここでは、TYLCV の

診断とウイルス系統の判別に用いられるプライマーについて紹介したい。表１に

TYLCV の検出に用いるプライマーを記載した。

TYLCV はジェミニウイルス科ベゴモウイルス属に属する DNA ウイルスで

ある。現在までに日本で確認されている TYLCV の系統としては、イスラエル系

統(IL)とマイルド系統(Mld)が知られている。検定に用いるプライマーを選択す

ることにより、次のような診断目的に対応できる。① TYLCV の検出（系統は判

別しない）、②ウイルス系統の判別、③ TYLCV を含むベゴモウイルス属の判別。

これらのプライマーを用いた遺伝子診断フローの一例を図１に示す（TYLCV の

検出を主目的とするが、必要に応じて系統判別を行う場合）。なお、ここで紹介

したプライマーは既存の TYLCV の配列情報を基にしているために、日本未発生

の系統や新規のウイルスの場合、PCR の結果（増幅産物のサイズや有無）が旧

来のものと異なる可能性があるので、注意が必要である。

実際の診断作業では、「検定サンプルから DNA を抽出」、「DNA を鋳型として

選択したプライマーを用いた PCR 反応」、「ゲル電気泳動等による PCR 産物の確

認」、の順に進めて 終的な診

断を下すことになる。DNA の

抽出については種々の方法が

あり、市販のキットを用いる

のが簡便である。野菜茶研で

行っている植物からの DNA

抽出法を付録資料として参考

とされたい。PCR 法では市販

されている耐熱性ポリメラー

表１. TYLCVの検出に用いるプライマー

用途 特色など プライマー名 配列 増幅サイズ アニーリング温度 文献

国内共通 TY v CTCGAAGGTTCGCCGAAGG 55℃ 1

TY c TTGAAAAATTGG(A/G)CTCTCAA

国内共通 OuterF GCCCGTGACTATGTCGAAGCGACCA 58℃ 4

OuterR ATTTCCTCATCACTTGAAACCTATCCCGC

IL系統検出 NTG v CTCAAAGCTCTATGGCAATC 58℃ 1

NTG c GACTTCATTGATTTTGGAGT

Mld系統検出 STG v TGACCAAGATTTTTACACTTA 58℃ 1

STG c AAACACCGTCGACTGGGGTGA

multiplex検出 TYLCV-1840F GGTCTACGTCATCAATGAC 55℃ 3

Mld-2354R AGGGAGCTAAATCCAGTT Mld = 514 bp

IL-2642R ACACCGATTCATTTCAAC IL = 802 bp

ユニバーサル BM-V KSGGGTCGACGTCATCAATGACGTTRTAC 50℃ 2

BM-C AARGAATTCATKGGGGCCCARARRGACTGGC

TYLCV検出

系統判別

系統判別

ベゴモウイルス属
検出

2.8-3.0 kbp

1.3 kbp

561 bp

2.4 kbp

2.4 kbp

1次検定： 陰性反応：
TYLCV検出用プライマー 必要に応じて、ベゴモウイルス属用

プライマーで検定

陽性反応
必要に応じて下記を検討

2次検定：

系統判別用プライマー

図１．各種プライマーを用いた遺伝子診断（PCR法）のフロー例
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ゼを利用するが、反応組成や反応条件は使用する酵素の種類により異なるので、

推奨されている 適な条件（通常は酵素の添付説明書などに記載されている）

を確かめてから使用する。

参考文献

1. 大貫ら.(2004) 九州沖縄農業研究センター報告 44: 55-77.

2. Briddon, R.W. and P.G. Markham (1994) Mol Biotechnol 1: 202-5

3. Lefeuvre et al. (2007) J Virol Methods 144: 165-8.

4. Ohnishi et al. (2009) J Gen Plant Pathol 75: 131-9.
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付録資料

植物サンプルからの DNA 抽出

＜試薬・消耗品・備品など＞

◆ DNA 抽出用緩衝液

(500 mM NaCl, 50 mM EDTA, 0.1%メルカプトエタノール, pH の調整は必要な

い)

◆ 10% SDS

◆ 5 Ｍ 酢酸カリウム

◆ 1.5 mL チューブ

◆ピペットマン(200 μ L、1000 μ L)同等品

◆イソプロパノール

◆ 70% エタノール

◆滅菌蒸留水

◆ボルテックスミキサー同等品

◆ホモジナイザー

◆ 65 ℃の恒温機

◆微量高速遠心機

＜手順＞

1 1.5 mLチューブに、葉片入れる*1 *１ チューブのふたでピンチしても可。

2 DNA抽出用緩衝液500μLを入れる*２ ふたの内側は素手で触らないこと。

3 10%SDSを50μL加え、よく混ぜる
（ボルテックスなど）

葉片の大きさは、チューブの口径くらい(～0.5
cm2) が適しているが、～３cm2までOK。

4 スピンダウンして、ふた内側についた液を
チューブ底に落す

*２ ビーズを使用する場合は各チューブとも、ほぼ
同数入れること。

5 葉片を破砕する*３

6 65℃で10分間反応 *３ ホモジナイザーまたは、乳鉢で葉を破砕しても
よい

7 5Ｍ酢酸カリウムを160μL加え、よく混ぜる
（ボルテックスなど）

8 クロロフォルムを10～20μL加える *４ この時点で、白く濁ってくることを確認する。

9 氷上に5分間程度静置*４ 濁らない場合は⇒

10 10,000 x g、10分間遠心、４℃*５ ＊酢酸カリウム添加後の混合が足りない。

11 上澄み約450～500μLをピペットマンを使って、
新しいチューブに移す

＊氷上での静置時間を延ばす。

12 同量(450～500μL)のイソプロパノールを入れ、
よく混ぜる

13 10,000 x g、5分間遠心 *５ 冷却しながらの方が、沈殿がよくパックされる。

14 上澄みを捨て、沈殿に500μLの70%エタノール
を加え、軽く混ぜる

15 10,000 x g、5分間遠心 *６ 減圧乾燥または、37～50℃程度で加熱乾燥

16 上澄みを捨て、沈殿を乾燥させる
*６

17 50-200μLの滅菌蒸留水に溶解
*７ *７ 加熱しながら１～２時間程度溶解、または４℃

でover nightでも可。

18 -20℃で保存
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有機物を利用した野菜の養液栽培と病害防除（平成 23 年度版） 

 
        野菜茶業研究所 

         篠原 信 
 

はじめに・・・有機質肥料活用型養液栽培について  

有機質肥料活用型養液栽培は、有機質肥料のみで養液栽培を行うことができ

る世界で初めての実用的な技術です。 
この栽培が実現した 大の理由は、水中での硝化を成功させた点にあります。 
作物にとって も重要な肥料成分は窒素です。しかし窒素であればなんでも

よいというわけではありません。硝酸態と呼ばれる形態の窒素でないと、作物

はうまく育つことができません（特に野菜作物は多くが好硝酸性植物に分類さ

れ、硝酸態窒素以外だとうまく育ちません）。それ以外の窒素成分、たとえば有

機態窒素ばかりでは根が傷害を受けますし、アンモニア態窒素だけではアンモ

ニア過剰障害が発生します。窒素ガスになるともはや通常の植物は利用するこ

とができません。野菜をうまく育てるには、効率よく硝酸態窒素を供給してや

る必要があります。 
本栽培技術では、水中の微生物が有機質肥料を分解して効率よく硝酸態窒素

を生成します。そのような水中微生物を培養するには、栽培前の工程として「耕

水工程」（水づくり）を行う必要があります。それには、次の三つの手順を踏み

ます。 
１．微生物源として、土壌を少量加える（5g/L 程度）。 
 ＃培養液が 100L を超える場合は 1g/L 程度。 
２．有機質肥料を毎日、少量ずつ加える（0.1～1g/L/day 程度）。 
 ＃硝酸態窒素が検出されたら添加を中断。 
３．2 週間以上曝気する。 
 ＃アンモニウムイオン、亜硝酸イオンが検出されなくなるまで曝気する。 
この三つの注意点を守ると、必要な微生物を水中で培養することができます。

その培養液を栽培に用いると、有機質肥料で養液栽培することができるように

なります。 
本栽培の大きなメリットは、根部病害の抑止効果です。フザリウム病や青枯

病の病原菌を接種しても、根部病害の発生を抑えることができます。これに対

して従来の養液栽培では、根部病害がしばしば発生し、大きな被害をもたらし

てきました。本栽培技術の根部病害抑制効果は、養液栽培にとって大きなメリ

ットです。 
このほか、本栽培技術は培養液を循環利用するため、廃棄による環境負荷が

なく、環境に優しい栽培技術となっています。 
本研修では、初級コース、中級コース、上級コースに分類して、有機質肥料

活用型養液栽培の栽培技術を紹介します。 
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初級コース・・・小規模、単純な方法 

初級者コースでは、できるだけ簡単な方法で栽培を成功させることを目的に

しています。コマツナ、サラダナ、ミズナなどの軟弱野菜を育てるには、この

方法で充分です。まずは軟弱野菜でこの栽培の成功体験を積んで下さい。トマ

トの場合は施肥量を増やすとともに、カリウムを補強します。 
＜注意！＞初めてこの栽培を試す人はかならず初級コースから始めて、成功

体験を積んで下さい。成功体験なしにいきなりスケールアップした栽培をした

り、違う方法を試したりすると、失敗しても何が原因なのか分からなくなりま

す。2011 年現在、使用可能であることを確認済みの資材で説明します。他のメ

ーカーの資材で代替可能かどうかは、自身で初級コースの方法を一部だけ変更

（たとえば、土壌を他のメーカーのものに変更して、他の資材はそのまま）し、

検討して下さい。 
 

＜材料＞ 
プランター（15 リットル程度、50×25×20 センチ程度）  
発泡スチロールの板（2 センチ厚、プランターにすっぽり収まるように成形。苗

を植える穴（直径 2 センチ程度）を開けておく）  
ウレタンマット（苗穴に植えるときに苗を包むもの） 
土壌（微生物が豊富で、硝化菌が生息するもの、例：「苗一番」や「サンヨーバ

ーク」）  
ソリュブル（窒素 6％含有のもの、例：枕崎産の鰹ソリブル、焼津産のソリュブ

ル）  
粒状有機石灰（ホタテ石灰、カキガラ石灰などの有機石灰を廃糖蜜で粒状化し

たもの、NPK 以外の微量要素を補う目的で使用）  
生ゴミ袋（和紙タイプの目の細かいもの）  
タコ糸  
エアーポンプ（金魚のブクブク。チューブとエアーストーンがセットのもの） 
天然有機カリ 
 

資材例と入手先 
苗一番：青山種苗株式会社（〒483-8341 愛知県江南市前飛保町栄 220、

TEL:0587-53-2198 FAX:0587-54-3380） 
http://www.rakuten.co.jp/mebuki/1815556/1841669/ 
e-mail: feuillage_a2z@ybb.ne.jp 

サンヨーバーク：山陽チップ工業株式会社（〒751-0816 山口県下関市椋
野町１丁目 21-32､TEL:0832-31-0323､FAX:0832-31-8193） 

http://www.nihonbark.jp/menber/0419.html 
http://item.rakuten.co.jp/moridozou/10000000/ 
e-mail：sanyo_bark@sanyochip.com 

枕崎産ソリュブル（鰹ソリブル）：枕崎水産加工業協同組合（鹿児島県枕崎
市松之尾町 71 番地、TEL: 0993-72-0229、FAX:0993-72-7994）
注文の 低単位は一斗缶(20kg)  

焼津産ソリュブル（魚煮汁）：協同組合 焼津水産加工センター（〒425-0065 
静岡県焼津市惣右ェ門 1280 番地の 2、TEL:054(624)2111(代)、
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FAX:054(623)3834）注文の 低単位は一斗缶(20kg)  
e-mail: info@yaizufpc.or.jp 

粒状セルカ（カキガラ石灰）：JA で販売。「セルカ」は別物なので注意。 
ネオライム（ホタテ石灰）：研農（愛媛県西予市野村町野村 5-111、

TEL:0894-72-1500、FAX:0894-72-3119）20kg 単位で販売。 
天然有機カリ（パームヤシ灰）：マドラウイング株式会社（【本社】茨城県水

戸市鯉淵町 4212-60、TEL:029-259-7491、FAX:029-259-7492、
【北海道営業所】北海道河西郡芽室町坂の上 9 線 8 号、TEL: 
0155-65-2160 FAX: 0155-61-5895） 

http://www.madurawing.net/index.html 
e-mail: info@madurawing.net 

ウレタンマット：M 式水耕研究所（〒490-1414 愛知県弥富市坂中地 1-37、
TEL:0567-52-2401、FAX:0567-52-0597） 

http://www.gfm.co.jp/Netshop/6.html 
 
＜方法＞ 
 有機質肥料活用型養液栽培は、栽培前の工程（耕水工程）と栽培の工程の二
段階に分かれます。 
 
栽培前工程 
１．プランターに水を張り（約 15 L）、生ゴミ袋に土壌 50ｇを入れてタコ糸で

口を縛り、紅茶のティーバッグのようにして水に浸す。  
２．エアーポンプで水を曝気する。  
３．ソリュブル 10 g（大さじ 1 杯弱）を水の中に溶かす。  
４．発泡スチロールのフタをして、黒ビニールなどで光が入らないように被覆

し放置する。 
５．硝酸イオンが検出されたら土袋を培養液から除去する。 
６．硝酸イオンの濃度がピークアウトして 150～170 mg/L 程度で安定し、アン

モニウムイオンが 10 mg/L 以下になれば、この工程は終了。遮光すれば培養液

を長期間保存できる（1 年以上）。 
 
（注 1）数日間は臭います。その後、ニオイが消えます。 
（注 2）使用する土壌は、肥沃な畑土壌であればどれでも使えますが、しばら

く栽培していない土壌や化学肥料が主体で栽培していた畑土壌は微生物

の活動が弱く、上述の量のソリュブルを添加すると硝化菌が死滅してしま

い、硝化に失敗する恐れがあります。微生物の活動が弱い土壌の場合は、

ソリュブルの添加量を 10 分の 1（上記のサイズのプランターの場合、1 g）
に減らして下さい。培養液が河川水や井水のような自然水の場合、土壌を

添加しなくても耕水工程を行うことができますが、この場合も、ソリュブ

ルの添加を 0.1 g/L 以下としてください。ソリュブルの添加量を増やすに

は、肥沃な土壌を微生物源に使用して下さい。 
（注 3）水中のアンモニア、亜硝酸イオン、硝酸イオンを毎日測定します。リ

フレクトクァント（メルク社）という試験紙が安価で正確に測定すること

ができます。 
（注 4）水温は 20～37℃の範囲が望ましく、温度が高いほど硝化が早く進み
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ます。耕水工程は水温 25℃で 2～3 週間かかります。 
（注 5）ソリュブルは 初だけの添加より、毎日少しずつ添加した方が濃い培

養液を作成することができます。7.5 g（培養液 1L あたり 0.5 g に相当）

を 5 日間、毎日添加すると、合計 37.5 g の添加となり、初期添加のみより

約 4 倍程度高い濃度の培養液（600 mg/L 程度の硝酸イオン）にすること

ができます。ただし、硝酸イオンが検出されはじめたら（5 mg/L 程度）、

添加を停止して下さい。 
（注 6）アンモニウムイオンが 10 mg/L 以上残存した状態で栽培を始めると、

作物が傷害を受けることがあります。 
（注 7）硝化がなかなか進まず、アンモニウムイオン、亜硝酸イオンの濃度が

高い状態が続くことがあります。この場合、培養液を水で 2 倍に希釈する

と 3 日ほどで一気に硝化を進めることができます（希釈の結果、培養液の

硝酸イオン濃度は半分になります）。 
（注 8）土袋の除去は栽培開始前に必ず行って下さい。土袋を浸漬したままだ

と脱窒の原因となり、硝酸イオンが失われたり作物の生育が悪化したりし

ます。 
 
栽培・・・定植  
１．耕水工程開始から 2～3 週間すると、栽培が可能になる。培養液中のアンモ

ニア濃度が 10 mg/L 以下となり、硝酸濃度が 100-400 mg/L 程度あれば栽培に

適当。  
２．有機石灰（粒状セルカ 135 g、ネオライム 15 g）を培養液に添加し、よく混

合する。  
３．発泡スチロールの板に苗を植える。コマツナ（あるいはサラダナなど）の

苗を脱脂綿で優しく包み、植え穴に差し込む。発泡スチロール板をプランター

に置いたとき、根が水に浸るように。この場合、1 プランターに 12 株定植。 
 
栽培・・・施肥管理 
１．苗を定植して 4 日後に 0.4 g のソリュブルを培養

液に添加する（1 株あたり 2 mgN）。以後は毎日、同

量のソリュブルを添加する。  
２．苗の葉の長さが 3～4 センチに伸びたらソリュブ

ル 0.8 g（1 株あたり 4 mgN）を毎日添加する。  
４．水が減ってきたら、随時補給する。  
５．定植して 1 ヶ月ほどしたら収穫。 

（注 1）栽培期間中、鉄欠乏の症状（新しい葉の

色が黄色い）が出たら、培養液を底からかき

混ぜ、有機石灰を攪拌してください。葉色が

葉脈から回復します。 
（注 2）肥料の種類を途中で変更すると、微生物
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生態系が壊れ、作物の生育が急速に悪化します。耕水工程で使用した有

機質肥料と同じものを使用して下さい。 
 
収穫後、そのまま栽培を継続したい場合  
１．プランター壁面の微生物をブラシなどで

擦り、培養液とよく混合して、その混合液の

5分の1程度（3 L）を別の容器に取っておき、

残りは全部廃棄する。  
２．分けておいた 3 L をプランターに戻し、

水を足して満たす（計 15 L）。  
３．新たに有機石灰（粒状セルカ 135 g とネ

オライム 15 g）を添加して培養液とよく混合

する。  
４．苗を定植して、以後、既述のようにソリュブルを添加する。 
 
コマツナ以外の作物を栽培したいとき  
１．葉菜（サラダナ、チンゲンサイ、ミズナなど）の場合 

コマツナの時と操作は同じです。  
２．トマトの場合  
 変更点が二つあります。ソリュブルの添加量を増やすこと（１株あたり 30～
60 mgN/day）とカリウムを補強してやることです。 
・1 つのプランターに本葉の出た苗（播種後約 2 週間）を 1 株だけ植える。  
・苗が小さい間は 0.5 g のソリュブル（30 

mgN）を培養液に毎日添加する。 
・第一果房の果実が直径 3 センチ程度になっ

たら、ソリュブルを毎日 0.75 g 添加する。 
・第二果房の果実が直径 3 センチ程度になっ

たら、ソリュブルを毎日 1 g 添加する。 
・ソリュブル添加と同時に、天然有機カリを

添加する。ソリュブル 1 g あたり 57 mg
の天然有機カリの比率。あらかじめ天然

有機カリの懸濁液（57 g/L）を作成し、そ

の上清を 1 ml ずつ添加すると操作が楽に

行える。 
 
 

中級コース・・・実用的栽培規模、施肥バランスの改良 

 中級コースでは、実用的な栽培規模で栽培を試みます。初級コースと比べ、

施肥バランスを整えるなど、変更点がいくつかあります。 
耕水工程・・・魚粉を耕水工程の段階から添加します。ただし、魚粉を大量に
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添加すると脱窒菌という好ましくない微生物が繁殖しやすくなるので、この

工程では「魚粉を分解する微生物を培養する」ことを主目的とし、魚粉の添

加量を 小限とします。ソリュブル：魚粉＝９：１の重量比でソリュブルと

魚粉を同時に添加し、ソリュブルと魚粉を分解する微生物を培養します。（※

魚粉はもっと少ない量でも構いません。） 
栽培装置・・・栽培装置は、NFT（薄層水耕）が適しています。有機質肥料活

用型養液栽培では溶存酸素の要求量が大きく（根が要求する以外に、微生物

の呼吸分も必要なため）、DFT（湛液水耕）だと酸素不足になるからです。 
配管・・・栽培装置の配管は、内径 13 mm の塩ビ管より細い流路がないように

注意します。バイオフィルム（微生物群集構造）が形成されるため、細い流

路があると目詰まりする恐れがあります。 
施肥バランスを整える・・・栽培を開始したら、リン、カリウムをそれぞれ魚

粉（N:P2O5:K2O =8.6:9.0:0.5）、天然有機カリ（35% K2O）で補強します。

NPK（窒素、リン酸、カリウム）のバランスは園試処方（N:P2O5:K2O=5:2:8）
と呼ばれる養液栽培の施肥基準に準拠します。ソリュブル、魚粉、天然有機

カリ懸濁液（100 g/L)をそれぞれ 0.7 g、0.19 g、0.5 ml の比率で混合すると、

60 mg N、24 mg P2O5、96 mg K2O を加えることになり、NPK のバランス

が整います（以下、1 単位＝0.7 g ソリュブル＋0.19 g 魚粉＋0.5 ml 天然有機

カリ懸濁液（100 g/L)）。栽培初期は魚粉の分解が進みにくいため、半腐敗液

を作成しておくと効果的です。培養液の一部をバケツなどに採取して魚粉と

混合し、2,3 日放置した半腐敗液を培養液に添加します。この操作を約 2 週間

続けると、培養液に魚粉を直接添加しても問題なく速やかに分解されるよう

になります。 
有機石灰の添加方法・・・初級コースのように有機石灰を培養液に直接添加す

ると沈殿が配管の目詰まりの原因になるので、添加方法を工夫します。有機

石灰の懸濁液を作成し、その上清を添加します。 
  有機石灰の懸濁液は有機石灰の 2 倍容の水に懸濁し、一晩静置したものを

使用します。上清の全量を毎日、培養液に添加します。残りの有機石灰の沈

殿には新しく水を添加して 2 倍容とし、よく懸濁して一日静置し、翌日、上

清全量を培養液に添加する、という操作を繰り返します。 
  葉菜とトマトでは、有機石灰の添加量が違います。葉菜では、栽培装置の

培養液 1L あたり 10 g の有機石灰（粒状セルカ 9 g、ネオライム 1 g）を計り

取り（栽培装置の培養液総量が 200 L の場合、2 kg）、2 倍容の水に懸濁しま

す。トマトの場合、苗 1 株あたり 100 g の有機石灰を計り取り、2 倍容の水

に懸濁します。 
  有機石灰の更新は、沈殿に貝殻の破片が目立つようになり、懸濁液上清の

褐色が薄くなったときに行います。あるいは成長点の葉色が薄くなってきた

場合などにも更新して下さい。 
  なお、有機石灰は NPK 以外の微量要素（Ca,Mg,Zn,Mn,B,MoFe）を補う

目的で添加するもので、NPK の供給を目的とする有機質肥料（ソリュブルや
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魚粉）とは区別して施肥します。 
  有機石灰の添加は有機質肥料（ソリュブルや魚粉）添加の前に行って下さ

い。添加作業が有機質肥料添加の後になると、微量要素が有機質肥料と反応

して水に溶けなくなり、要素欠乏症が出る恐れがあります。 
施肥管理・・・量的管理（作物が 1 日に吸い切る量の肥料を毎日添加する方法）

を行います。従来の養液栽培で主流の濃度管理（培養液中のイオン濃度を一

定に保つ方法）は行えませんので、注意して下さい（栽培開始して約 2 週間

経つと、培養液から硝酸イオンなどは検出されなくなります。以後、肥料を

どれだけ大量に添加しても硝酸イオンなどは検出されなくなります）。 
  施肥量は生育ステージによって変えます。 
  葉菜の場合、葉長が 3cm 以下の時は 30 株あたり 1 単位、葉長が 3cm 以上

になれば倍の 2 単位を毎日与えます。 
  トマトの場合、栽培初期は 1 株あたり 0.5 単位、第一果房の果実が 3cm 大

になったら 0.75 単位、第二果房の果実が 3cm 大になったら 1 単位を毎日与

えます。ソリュブル、魚粉、天然有機カリ浸漬液の添加量は上述のバランス

を保つように注意します。 
  施肥量の管理は培養液の濁度で行います。肥料添加直前の培養液の濁度

（600 nm）を分光光度計で測定し、吸光度 0.05 以下であれば問題ありませ

ん。0.05 を超えるときは施肥量が過剰ですので、翌日の施肥量を減らして下

さい。 
（注 1）耕水工程では有機石灰や天然有機カリを加えないようにして下さい。

アルカリ性が強くなり、硝化がうまく進まなくなる恐れがあります。有

機石灰や天然有機カリの添加は栽培を開始してから行います。 
（注 2）培養液の濁度は肥料添加後、大きく変動します。添加後 1～3 時間

で濁度はピークを迎え、その後、徐々に濁度が低下し、培養液は透明に

戻ります。施肥量が植物の要求量以上であった場合、肥料添加直前の濁

度は前日よりも高くなります。施肥量が植物の吸収できる量以下であれ

ば、肥料添加直前の濁度は 0.05 以下のほぼ一定の値を示します。 
（注 3）培養液の濁度が 0.1 を超える異常値を示す場合は、次のいずれかの

問題が生じている可能性があります。 
  １．施肥量が多すぎる（気温が低くて作物の肥料の要求量が低下してい

るなど） 
  ２．曝気量が低下している（水流ポンプの停止や、栽培装置のどこかに

淀みが生じて局部的に酸素不足になるなど） 
   問題を解決し、濁度が 0.1 以下に低下するのを確かめて下さい。 
（注 4）培養液タンクのサイズは小さくて構いません（100 L 程度）。施肥

管理が量的管理に基づくためです（培養液タンクが大きくなるのは濃度

管理の場合ですが、有機質肥料活用型養液栽培では濃度管理は不適切）。 
（注 5）培養液は必ず循環させて下さい。かけ流し式だと微生物が失われて

しまい、有機質肥料が分解できなくなります。 
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（注 6）水流ポンプを間欠運転（1 時間に 10 分程度しか流水しないなど）

にする場合は、培養液タンクにエアーポンプを設置し、培養液を曝気し

て下さい。 
（注 7）栽培を長期間連続して行う場合、培養液は 1 ヶ月に一回半分量を廃

棄し、新しい水を添加して希釈して下さい。ソリュブルや魚粉にわずか

に含まれる塩分（ナトリウムと塩素）を除去するためです。廃棄する培

養液には肥料成分（硝酸イオンやリン酸イオン）はほとんど含まれない

ので、環境に負荷を与える心配はありません。 
（注 8）魚粉のかわりにコーンスティープリカー(CSL)（N:P2O5:K2O =3:3:2）

を用いることができます。ソリュブル 0.614 g＋CSL 0.772 g＋天然有

機カリ（100 g/L）2.13 mLで混合すると、1単位（60 mg N、24 mg P2O5、

96 mg K2O）に相当します。 
 
上級コース・・・固形肥料での栽培 

 上級コースでは、菜種油粕などの固形肥料を使った栽培を行います。固形肥

料はソリュブルや CSL のような液肥とは違い、難易度が高いので、初級、中級

で十分に経験を積んでから試して下さい。 
 固形肥料の使用が難しい理由は、「脱窒」が発生しやすいためです。脱窒とは、

硝酸態窒素が脱窒菌という微生物の作用で窒素ガスに変換される反応のことを

指します。脱窒は、2 つの条件が同時にそろうと発生しやすくなります。高濃度

の硝酸態窒素と、微生物の栄養源になる有機物の存在です。固形肥料の場合、

この 2 つの条件がそろいやすくなり、脱窒を招く可能性が高くなります。分解

が進んで硝酸態窒素が水中に現れるようになっても未分解の有機成分が残存し、

それを脱窒菌がエネルギー源にして脱窒を始めてしまうためです。ソリュブル

のような液肥は分解が早いため、硝酸態窒素が発生する頃には脱窒菌の栄養源

となるような有機成分は失われているため、脱窒は起こりにくいのです（ソリ

ュブルの添加を、硝酸態窒素の発生前に停止するのはそのためです）。しかし、

固形肥料だと分解の遅い有機成分がたくさん含まれるので、脱窒菌が活動する

条件がそろいやすくなるのです。固形肥料での有機質肥料活用型養液栽培が難

しいのは、このためです。 
 そこで固形肥料を用いる際は、耕水工程をソリュブルとブレンドして行うこ

とで、脱窒を回避します。ソリュブルと固形肥料とのブレンド比を 19:1 程度に

し、ソリュブルを主体にして耕水工程を行うことで、脱窒を回避しつつ、固形

肥料を分解する微生物を培養します。 
 栽培を開始してから 3 日後、固形肥料とソリュブルとのブレンド比を少しず

つ変えていき、やがて固形肥料だけを添加して栽培します（ 初の 5 日間はソ

リュブル：固形肥料＝9：1、次の 5 日間は 8：2、次の 5 日間は 5：5）。固形肥

料は直接培養液に添加するのではなく、一部バケツなどに採取した培養液に 2
日間浸漬した半腐敗液として添加します。2 週間ほど続けると、分解が早くなり

ます（培養液内の微生物が活発になり、バケツの中での分解も早まる）。その状
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態になったら、固形肥料を粉末のまま培養液に直接添加しても大丈夫です。 
  （注 1）脱窒すると硝酸態窒素の濃度が急激に低下します（2～3 日でほぼ

硝酸イオンが消滅）。いったん脱窒が起きてしまった培養液では、もは

や栽培ができなくなります。 
     培養液タンク、あるいは栽培装置内で脱窒が発生した場合は、培養

液を全て廃棄し、培養液タンク、栽培装置をよく乾かして下さい。脱窒

菌の活動を抑えるには、乾燥が効果的です（メカニズムは不明です）。 
     培養液は耕水工程からやり直したものをお使い下さい。 
  （注 2）ソリュブルとブレンドせず、固形肥料だけで耕水工程を行う方法が

あります。硝酸態窒素がわずかでも検出されたら、固液分離（ろ過）を

行う方法です。 
     ソリュブルのかわりに固形肥料だけを添加し、亜硝酸イオンあるい

は硝酸イオンが検出されたら和紙状の目の細かい生ゴミ袋で培養液を

ろ過しながら、別容器に移します（土袋は新しい容器には移さないよう

にして下さい）。これにより、未分解の有機物を除去し、脱窒を回避し

ながら硝化を進めることができます。 
（注 3）固形肥料はなるべく窒素含量の高いものを使用します。C/N 比で 9

以上の窒素含量の低いものは脱窒が発生しやすく、使用が困難になりま

す。C/N 比が 11 以上の有機質肥料は、それ以下の有機質肥料とブレン

ドしない限り使用できません。 
（注 4）植物残渣を肥料として栽培することが可能です。ただし、使用でき

るのは窒素含量の高いトマト腋芽などに限定されます。窒素がやや不足

することがあるので、ソリュブルとブレンドすることが望ましいです。 
   トマト腋芽で栽培する場合は、有機石灰の添加を減らします。トマ

ト腋芽は微量要素が多く含まれるためです。有機石灰を従来通りの量で

添加すると、微量要素の過剰害が発生します（トマト果実が苦くなるな

ど）。 
 
 
発展コース・・・アクアポニックス（水

耕栽培と養魚の組み合わせ） 

 本栽培技術を応用すると、培養液中で

魚を飼いながら野菜を栽培するアクア

ポニックスが可能です。この場合、肥料

は魚の飼料だけとなります。 
 耕水工程は初級コースと同様です。た

だし添加量は水 10 Lあたり 0.1 g程度の

ごく少量にとどめます。水温 25℃の場合、

約 2 週間で野菜の定植を行えます。 
 飼養する魚は肉食のもの、あるいは植
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物の根を傷めない種類を選びます。ウナギ、ドジョウ、ネオンテトラなどが適

しています。コイ・フナ・金魚は植物の根を食べますので、これらを飼う場合

は根と空間を隔てる必要があります。 
 ドジョウを飼うと壁面の微生物を摂食するので、透明な培養槽に入れて窓際

の明るい場所に設置しても藻が発生しにくくなります。野菜が培養液内の様々

な成分を吸収するので、水質悪化を抑えながら魚の養殖が可能になります。 
 タニシやシジミなどの貝類を入れると野菜に鉄分欠乏が生じるため、貝類は

入れないようにして下さい。 
 今後、魚種や野菜作物の選定などを工夫すれば、水質汚染を回避しながら淡

水魚の養殖が可能になると考えられます。大規模に試験する場合は、まだまだ

条件検討が必要です。 
  
 
本栽培技術の参考資料 

 初心者向けのプランター栽培の方法は、動画でも紹介しています。「初心者」

「有機養液栽培」の二つのキーワードでネット検索してみて下さい。 
 この栽培技術の詳しい説明は、「農業および園芸」2006 年 7 月号に掲載され

ています。 
 短いですが、 も分かりやすい文章は「化学と生物」2008 年 4 月号に掲載さ

れています。 
 根部病害抑制効果についての詳しい説明は、「植物防疫」2007 年 1 月号に掲

載されています。 
篠原信（2006）有機肥料の養液栽培、農業および園芸、81(7), 753-764 
篠原信（2007）養液栽培における有機物を活用した根部病害抑止技術、植

物防疫、61(1), 17-20 
篠原信（2008）有機肥料で養液栽培・・・可視化する「根」、化学と生物、

46(4),230-232 
篠原信（2009）根面の活性化、「微生物と植物の相互作用」ソフトサイエ

ンス社、288-294 
M. Shinohara, C. Aoyama, K. Fujiwara, A. Watanabe, H. Ohmori, Y. Uehara and 

M. Takano (2011) Microbial mineralization of organic nitrogen into nitrate to 

allow the use of organic fertilizer in hydroponics. Soil Sci. Plant Nutr. 57, 

190-203. 
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光を利用したイチゴうどんこ病の予防・防除技術 

 

                    兵庫県立農林水産技術総合センター 

                     農業技術センター環境・病害虫部 

                                神頭
かんとう

 武嗣
た け し

 

 

 

       図１ 高設栽培イチゴハウスにおける植物病害防除照明装置の設置例 

はじめに 

我が国でイチゴといえば、大半が施設（ハウス）栽培で生産されたイチゴであり、その

ほとんどの品種がうどんこ病というかびによって引き起こされる病気に罹りやすい。 

うどんこ病はまさしく名前のとおりうどん粉（小麦粉）をまぶしたように真っ白になる

症状を示す。イチゴうどんこ病菌(Sphaerotheca aphanis var. aphanis)はほぼイチゴにのみ寄

生し、葉だけでなく、果実、果梗、花弁など、イチゴの地上部すべてを侵す。いったん発

病すると農薬による防除でも抑えることが難しい病害である。 

農薬による防除以外では耕種的対策として、液体ケイ酸カリウム肥料の水溶液を土壌か

ん注あるいは葉面散布する方法などもある(神頭、2006)が、イチゴの栽培様式や品種の多

様化に伴い、希釈方法、濃度等それぞれの栽培様式・品種に適用することが難しくなった。 

そこで、省力的でかつ栽培様式を問わずに導入できる技術を模索していた折に、松下電

工株式会社(現パナソニック電工株式会社)から、「光を使って植物病害防除ができないか」

というご相談を受けた。施設イチゴでもっとも問題となるうどんこ病に対して、発病を抑

制できる技術の開発に共同で取り組んだ。 

 

植物病害防除システム（商品名：「タフナレイ」、図１）の開発とその発病抑制機構 

 当初、どのような波長の光がうどんこ病を抑えるか、全く見当もつかなかったが、国内

外の文献等を調査し、試行錯誤の実験を重ねた。その結果、可視光よりも短い波長の光が

効果的であることが判明し、さらに、照射強度や照射時間など様々な条件を検討し、つい

に、イチゴうどんこ病の発病を抑制することができた。この発病抑制機構について、解明

できた内容を解説する。 
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 植物は、動物のように移動することができないことから、外敵から自身を守るために、

様々な防御応答反応を示す。たとえば、病原菌のような外敵が植物に侵入しようとした（あ

るいは既に侵入した）場合、植物はこの外敵を排除しようと、活性酸素を発生させて菌も

ろとも自身の細胞も殺してしまう（過敏感反応）、また抗菌的な二次代謝産物（ファイトア

レキシンなど）や、感染特異的タンパク質（PR-タンパク質）を産生する。しかし、活性

酸素を発生させ過ぎれば、自身の細胞の犠牲も増える。さらに、実際に菌の侵入した後で

あれば、これら抗菌的な物質が産生されてもすでに遅く、感染し、発病してしまう。 

 それに対し、事前に適度な刺激（ここでは光）をイチゴに与えることによって、人為的

に防御応答反応（いわゆる植物免疫）を引き起こし、病原菌の侵入を防ぐシステムが植物

病害防除システム「タフナレイ」である。「タフナレイ」の特殊な波長（主にUV-B）の光

を照射するとイチゴに防御応答反応が誘導され、「病害抵抗性関連遺伝子」といわれる

HMGR(3 -ヒドロキシ- 3 -メチルグルタリル-CoA 還元酵素；テルペノイドなど抗菌性物

質を産生するための酵素)、PAL(フェニルアラニンアンモニアリアーゼ；サリチル酸合成や

フェニルプロパノイド合成など病害抵抗反応の鍵酵素)、CHS(カルコン合成酵素；フラボ

ノイドなど抗菌活性あるいは抗酸化作用をもつ物質を産生するための酵素)などの遺伝子

が発現する。また、β-1,3 グルカナーゼ、オスモチン様タンパク質といった感染特異的タ

ンパク質の遺伝子も発現することが確認されている。 

 さらに、イチゴ葉からメタノールで粗抽出した溶液を、イチゴ萎凋病菌を混和させたプ

ラスチックシャーレに入れ、阻止円の形成を確認したところ、紫外光（UV-B）を照射した

葉由来の抽出液では、阻止円形成が見られ、抗菌活性があったが、照射していない葉由来

の粗抽出液では阻止円が形成されず、抗菌活性がなかったことから、紫外光（UV-B）照射

によって、イチゴ体内で何らかの抗菌活性を持つ物質（ファイトアレキシン様物質）が産

生されたと考えられる。 

紫外光（UV-B）を照射しても、うどんこ病菌が死滅しないこと、及びうどんこ病菌の分

生子の発芽が抑制されないことなどから植物病害防除システム「タフナレイ」の照射はう

どんこ病菌に直接作用するのではなく、イチゴに防御応答反応を引き起こすことで、うど

んこ病の発病を抑制しているものと考えられる。 

 

植物病害防除システム「タフナレイ」によるイチゴうどんこ病防除効果 

イチゴうどんこ病は、春と秋を中心に、盛夏期以外はほぼ年中、育苗ほでも、本ぽでも

発生する。 

 近年、イチゴ炭疽病にも罹病性の品種が増えたことから、育苗を雨よけ・底面給水で行

う産地が増え、それに伴い、育苗期からうどんこ病やハダニの発生が多くなっている。 

 当初、この病害防除システムは本ぽでのうどんこ病予防に開発されたが、育苗期のうど

んこ病対策にも使用できるようになった。 

本ぽにおける防除効果 

1 土耕栽培 

兵庫県立農林水産技術総合センター内ビニルハウスにおいて‘とよのか’、‘章姫’、

‘さちのか’、‘紅ほっぺ’ を用いて発病前から紫外光（UV-B）を照射し、 

その後のうどんこ病の発病状況を経時的に調査した。 
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10 月中旬にイチゴ苗を定植し、ハウスの天井面よりイチゴに対し直下で約2 m の距離

から紫外光（UV-B）20 W 型蛍光灯を日中10 時間毎日照射した。UV-B 照射期間は翌年5 月

（栽培終了時）までとした。UV-B 照射量はハウス内のイチゴの株により異なるが，約1.6 ～ 

6.4 KJ/m2（1 日当たり平均4.4 KJ/m2）であった。各品種各処理ごとに50 株を定期的に調査

した。年内は主に葉を、果実収穫が本格化した翌年1 月以降は主に果実を調査した。照射

区非照射区はハウス内をビニルシートで仕切り、非照射区ではUV-B が影響しないようにUV 

― B の紫外線放射照度計で確認のうえ、試験を実施した。その結果、いずれの品種につい

ても発病抑制効果が認められた。代表例として‘とよのか’ における発病状況の推移を記

す。年内は発病が認められなかったため、翌年1 月以降の発病果率を調査した。非照射区

で2 月と5 月に発病果率でそれぞれ44.9%、43.9%と発病のピークがあった。一方、これら

の時期のUV-B照射区では発病果率1.4%、3.8%とたいへん低く抑えられた。この試験では調

査全期間を通じて農薬散布をせず、光照射のみで高い防除効果が得られた。 

2 高設栽培 

兵庫県立農林水産技術総合センター農業大学校内ビニルハウスにおいて試験を実施し

た。9 月中旬にイチゴ苗を定植し、10 月下旬よりUV ― B の照射を開始した。高設栽培で

あるため、天井からイチゴまでの距離は、直下で約1.5 m、照射時間は毎日日中4 ～ 6 時

間（日焼け防止のため12 月中旬より時間短縮）、0.2 ～ 6.5 KJ/m2/日とした。うどんこ

病薬剤防除は、計6 回、照射区非照射区とも散布した。農薬との併用ではあるが、照射区

においては翌年2 月上旬まで発病をほぼ完璧に抑制した。一方、非照射区では農薬散布を

実施していたが、2 月上旬には5.5％の発病果率となった。最終調査の3 月11 日には非照

射区では発病果率が59％と甚発生となったのに対し、照射区では13％に抑制することがで

きた。 

育苗ほにおける防除効果 

兵庫県立農林水産技術総合センター内ビニルハウスにおいて試験を実施した。６月中旬

に既にイチゴランナーにうどんこ病が発生していたため、殺菌剤を散布後、紫外光（UV-B）

を照射（毎日６時間）し、途中２回の殺菌剤散布を経て９月下旬までうどんこ病の発病状

況を調査した。その結果、８月は気温が高く、照射区非照射区とも発病が抑えられたが、

９月に入り、非照射区では発病葉が増加し、最終的に発病度として41.7となったのに対し、

照射区では6.0とたいへん低く抑えられた。 

 

うどんこ病以外の病害に対する防除効果 

 植物病害防除用照明装置の作用機構が病害抵抗性誘導であることから、他の病害に対し

ても一定の防除効果が期待される。 

 イチゴ灰色かび病に対しても、防除効果試験を確認したが、発病抑制効果は判然としな

かった。ただし、同じ灰色かび病菌でも、大阪府が実施したナス灰色かび病については、

生物農薬との併用で、防除効果が高かった事例もある。 

 イチゴ炭疽病については、予防的な照射で、人工接種による発病で、無処理区（非照射

区）でクラウン褐変度が42.8の多発生条件下で防除価70.8であった（神頭ら、2010）。 

 ナスすすかび病に対しても防除効果はあり、自然発病条件で防除価67であった（岡ら、

2011）。また、PALやβ-1,3グルカナーゼの酵素活性も照射開始5～７日後からUV-B照射区で
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高まることが確認され、ナスにおいても紫外光（UV-B）によって病害抵抗性が誘導されて

いることが明らかとなった。 

 

植物病害防除システム「タフナレイ」の普及に当たって 

実際のイチゴハウスにおいては、20W 蛍光灯を 10a 当たり 30 台取り付け、日中の６時

間、イチゴに照射することで、防御応答反応を引き起こし、うどんこ病の発病を抑制する

システムである（図-2、図-3）。また、このシステムにより、イチゴの果実色素である「ア

ントシアニン」が副次的に増加し、着色向上効果が見られる場合もある。前述の PAL 遺伝

子やCHS 遺伝子がはたらくことで、フェニルプロパノイド系化合物であるイチゴ果実のア

ントシアニン色素も増加するものと考えられる。また、その機構は明らかでないが、果実

の糖度（主にショ糖）上昇の傾向が見られることもある。筆者らはこれまで、「とよのか」

「章姫」「紅ほっぺ」「さちのか」「さがほのか」の５品種で効果を確認している。 

ただし、ここで留意すべき事項として、イチゴに病気に対する抵抗力を付ける、ヒトで

いえば、インフルエンザの予防接種を受ける、といったはたらきであるので、いったんう

どんこ病に罹ってしまってから「タフナレイ」を照射してもなかなか発病を抑制すること

は難しい。筆者らの実験でも人為的にうどんこ病を発病したイチゴに、「タフナレイ」を照

射して、どの程度防除効果が得られるか、確認したところ、農薬（殺菌剤）との併用でも、

予防的照射時の約半分の防除効果しかあげることができなかった。 

 このようなことから、植物病害防除システム（商品名：「タフナレイ」）は、IPM(総合的

病害虫・雑草管理技術)の一つの技術であり、減農薬のための技術であること、予防的な照

射が大切であることを周知徹底の上、使用上の注意を遵守して普及していくことが求めら

れる。 

 植物病害防除システムは、イチゴを丈夫にし、うどんこ病に罹りにくくするが、うどん

こ病菌を殺菌するわけではないので、一旦発病が始まると、抑えきれない場合がある。そ

こで、場合によっては農薬との併用も重要で、いざというときに農薬が十分に効くように、

普段から、うどんこ病菌の殺菌剤に対する薬剤感受性のモニタリング、イチゴの葉裏など

薬剤が罹りにくい部位でも十分に薬剤が付着する散布方法の確認などに努めておく必要

がある。 

 なお、この植物病害防除システム「タフナレイ」を使用しても、受粉のためのミツバチ

の行動に異常は認められていない（数年間の試験場内及び現場での試験で）。 

 また、施設内ではハダニ類の発生がしばしば問題となるが、我々の場内試験（土耕栽培）

においては、11 月初旬頃にミヤコカブリダニ製剤を散布しておくと、４月初め頃までハダ

ニの発生が抑えられた経験が複数年ある。 

 このことからも、この植物病害防除システム「タフナレイ」が他の害虫防除技術などと

も併用できることがわかる。 

全国のイチゴ産地でうどんこ病防除のために「タフナレイ」がお役に立つことを願って

いる。今後は、さらに照射方法の検討を行って蛍光灯の耐用年数を長くする等コストダウ

ンにつながる研究を進めるとともに他作物・他病害に対しても適用を拡げていく予定であ

る。 
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 植物病害防除システム「タフナレイ」について、実際の導入に当たっては、以下のホー

ムページで確認してほしい。 

 

http://denko.panasonic.biz/Ebox/tafna-ray/index.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

 植物病害防除システム「タフナレイ」の商品化は、パナソニック電工株式会社の方々の

ご尽力で、また、「タフナレイ」の作用機構の解明に関しては千葉大学大学院園芸学研究科

の雨宮教授、宇佐見助教のご助力の賜物であることを記すとともに、謝意を表したい。 

 これら研究の一部は農林水産省の競争的研究資金「新たな農林水産政策を推進する実用

技術開発事業」により、実施した。 

 

図3 点灯時間 

6m

5m 5m 5m 5 5m 5m 5m 5m 5m 

商用100V入力 

専用電源盤 

6m

6m消灯スイッチ 

タフナレイ20形 

点灯期間： 10月～5月 

年間点灯時間： 1,440時間 

光源交換時期： 2年に1回 
（光源寿命：   3,000時間） 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

タイムスイッチで タイムスイッチで 

１日の点灯時間： ６時間 

図2 植物病害防除装置設置方法、取付高さ（畝面～器具取付部）： ２ｍ，  

   ・取付ピッチ： ５ｍ，  

・取付方向： 畝に並行 
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アザミウマ類の同定と発生予察技術 

 

（独）農研機構・東北農業研究センター 

生産環境研究領域（病害虫グループ） 

櫻井民人   

 

はじめに 

 害虫アザミウマ類は体長が１mm程度の種が多く種の判別および発生個体数の確

認が困難であり、直接の食害に加えて植物ウイルスの媒介者ともなるため生産現

場で大きな問題となっている。野菜類に発生するアザミウマ種は国内で多く確認

されているが、これまでに問題となってきた種数は限られている。したがって、

主要な種の判別法および個体数把握のためのモニタリング法を身に付けることに

よって、現場への対応がよりスムーズになることが期待される。そこで、本研修

では野菜類の主要アザミウマ種の同定技術と発生予察技術についてその概要を紹

介する。 

 

１．アザミウマ類の生物学的特徴 

 野菜類で発生するアザミウマ類を効果的に防除するためには、対象種をよく知

ることがまずは肝要である。ここでは、主要害虫アザミウマ 4種を中心にそれら

の生物学的特徴を記した。 

＜ミカンキイロアザミウマ＞ 

 1895 年に米国カリフォルニア州ではじめて発見

された後、1980 年代から 1990 年代にかけて世界

中に分布域を拡大した。国内では1990年に埼玉県

と千葉県で初確認され、1996 年にはほぼ全国に分

布域を広げた侵入害虫である。キク科、ナス科、

マメ科等 200 種以上にわたる広い寄主範囲、高い

増殖能力と環境適応性に加えて、高度に発達した

薬剤抵抗性を有する。体長は雌で 1.4〜1.7mm、雄

で約 1.0〜1.2mm と極めて小さい。雌の体色は季節

によって変化し、夏は黄色、冬は茶褐色となるが、

雄は黄色のまま変化しない。5〜6月、9〜10 月の

発生が多い。成虫は花を好み、花粉を食べると爆

発的に増殖する。休眠性はない。 

 

ミカンキイロアザミウマ（雌）  

ヒラズハナアザミウマ   
（左：雌、右：雄）   
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＜ヒラズハナアザミウマ＞ 

 ナス科やイチゴなど果菜類に寄生し、トマトの白ぶくれ症などの経済的被害を

与える。作物以外にもシロツメクサなどの雑草で多く認められる。雌は暗褐色で

体長 1.3〜1.7mm、雄は黄色で 1.0〜1.2mm。日本全域に分布する在来種で、5〜6

月、9〜10 月の発生が多い。成虫は各種の花を好み、花粉を食べると増殖力が大

きく向上する。短日条件下では雌成虫が生殖休眠するため、冬期の幼虫発生はな

い。 

＜ネギアザミウマ＞ 

 ネギ、タマネギ、アスパラガスなどのユリ科で

の被害が大きいが、ナス科、キク科、マメ科など

にも寄生する。雌は体長 1.1〜1.6mm でミカンキイ

ロアザミウマやヒラズハナアザミウマよりやや小

さい。体色は夏に黄褐色、冬には黒褐色となる。

日本全域に分布する在来種で、6〜9月の発生が多

い。以前は雌のみが国内で確認されていたが、最

近では雄が含まれる系統が各地で出現している。休眠性はない。 

＜ミナミキイロアザミウマ＞ 

 国内への侵入時期は特定されていないが、1978

年に宮崎県の施設栽培ピーマンで初確認された侵

入害虫である。北東北以北を除いた日本各地に分

布している。ナス科やウリ科などの野菜類で大き

な被害を起こす。雌は黄色で体長 1.2〜1.4mm、雄

は淡黄色で約 0.9〜1.0mm。7〜8 月の発生が多い。

休眠性はない。 

＜他のアザミウマ種＞ 

・在来種：ダイズウスイロアザミウマは全国に分布しており、おもにナス、トマ

ト、キュウリ等の露地野菜で 4〜10 月にかけて発生するが、問題になることは近

年少ない。チャノキイロアザミウマは本州から沖縄にかけて分布しており、おも

に果樹での発生が多い。ただし、一部の地域ではピーマン等に被害を与える新系

統が確認されている。 

・侵入種：クリバネアザミウマは本州で発生が確認されており、トマト、キャベ

ツ、ネギ等の施設野菜で問題になっている地域もあることから、今後被害が広が

る可能性もある。2002年に国内初確認されたウスグロアザミウマは北米でラッカ

セイ、ワタ、タバコ等の大害虫として知られているが、国内では今のところ目立

った被害は報告されていない。 

ネギアザミウマ（雌）   

ミナミキイロアザミウマ（雌）  
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２．植物ウイルス媒介者としてのアザミウマ類 

 野菜類を加害する主要な

アザミウマ種は、直接の食

害に加えて植物ウイルスを

媒介するものが多い。その

ため、生産現場ではアザミ

ウマの発生が少なくてもウ

イルス病害がまん延する可

能性があり、問題がより深

刻になってしまう。したがって、問題の根本的な

解決のためには、アザミウマ類のウイルス媒介特

性を含めた理解が必要である。アザミウマが媒介

するウイルスはトスポウイルス属の仲間であり、

約 100科 1,000 種の植物に感染する。 

 アザミウマ類によるトスポウイルスの媒介様式

は独特であり、孵化直後の幼虫期に限定されて体

内に獲得されたウイルスは、アザミウマの発育に

伴って複製・増殖しながら組織を渡り歩き、成虫

になるときに唾液腺に移行して、アザミウマが死

ぬまでそこで増殖しながら植物に感染する機会を

伺っている。そして、アザミウマが摂食するとき

に唾液とともに植物へ送り込まれ感染が成立する。

また、トマト黄化えそウイルス（TSWV）に感染し

た植物には健全植物に比べて多くのミカンキイロ

アザミウマが観察されることが知られていおり、

これは雌成虫が感染植物を好んで飛来しているためであることが明らかになって

いる。筆者もアザミウマの放飼試験を行ったところ、雌成虫の密度以上に孵化幼

虫の密度が感染植物で高く、強い産卵選好性があることが分かった。ウイルスの

獲得は幼虫期に限られているため，感染植物への産卵選好性は次世代の保毒虫の

増加に直結する。このことは，感染植物が少数あるだけで保毒虫が大量生産され

ることを意味しており，農業生産の現場ではまさに脅威となる。 

 

３．アザミウマ類の同定技術 

 微小害虫であるアザミウマ類は肉眼での種の判別が困難であり、正確に見分け

るためには適切な方法にしたがった技術の習得が必須である。ここでは、アザミ

トスポウイルス粒子の模式図  

トマト黄化えそウイルスに   
感染したトマト葉   

媒介ウイルス（略称）

ミカンキイロアザミウマ TSWV,   INSV,   CSNV

ヒラズハナアザミウマ TSWV,   INSV

ウスグロアザミウマ TSWV

ネギアザミウマ TSWV,   IYSV

ダイズウスイロアザミウマ TSWV

ミナミキイロアザミウマ MYSV,   WSMoV

アザミウマ類が媒介するトスポウイルス（国内発生）

アザミウマ種
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ウマ類の同定技術について、先述した主要 4種を中心に簡単に紹介する。 

＜標本採集＞ 

 白色の紙やプラスティック製トレイの上で花や葉をたたいてアザミウマを落と

す。湿らせた小筆などでアザミウマを取り上げ、エタノールなどの保存液に浸漬

し、研究室に持ち帰る。 

＜アザミウマの観察＞ 

・プレパラート標本：正確な種の同定のためにはプレパラートの作成が不可欠で

ある。採集した雌成虫を AGA 液（99％エタノール：蒸留水：グリセリン：氷酢酸

=8：5：1：1）または 50〜60％エタノールに保存し、バルサムなどの封入液でプ

レパラート標本を作成する。封入剤の乾燥後、実体顕微鏡下で観察する。 

・アルコール標本：50〜60％エタノールに保存した採集個体をそのまま実体顕微

鏡下で観察する。 

・粘着トラップ誘殺個体：粘着トラップに誘殺されたアザミウマ類の簡易同定も

可能である。調査終了後、粘着面を透明なラップでしわにならないように覆って

持ち帰り、そのまま実体顕微鏡下で観察する。 

＜形態による見分け方＞ 

・Frankiliniella 属と Thrips 属：野菜類を加害するアザミウマ類は主に

Frankiliniella 属と Thrips 属に分類される。両者の見分け方のポイントは、第

一単眼刺毛の有無、前胸背板上の長い前

縁刺毛の有無、腹部第 8背板の気門と微

櫛歯の位置関係、前翅の前脈刺毛の配列

の 4点である。特に、前胸背板上の長い

前縁刺毛の有無は見分けが容易である。 

・アザミウマ主要 4種：ミカンキイロア

ザミウマとヒラズハナアザミウマは

Frankiliniella 属のアザミウマである

が、前者は複眼下に長い刺毛が一対ある

一方、後者は短く目立たない。ネギアザ

ミウマとミナミキイロアザミウマは

Thrips 属に属し、前者の前胸背板の後縁

刺毛は背板長の 1/2 程度で長いが、後者

は 1/2 より短い。また、ミナミキイロア

ザミウマの翅の刺毛は黒く目立つ特徴を

持つ。また、触角の配色で見分けること

も可能である。その他、いくつかのチャ

前胸背板前縁刺毛   

長い   短い   

Frankliniella属   Thrips属   

ミカンキイロアザミウマ   ヒラズハナアザミウマ  

複眼下刺毛   

長い   短い   

前胸背板後縁刺毛   

長い   短い   

ミナミキイロアザミウマ   ネギアザミウマ   
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ックポイントがある（参考文献参照）。 

＜他の見分け方＞ 

・遺伝子診断：形態によるアザミウマ類の同定は熟練者を除き困難を伴う場合が

多い。それを補う方法として、遺伝子の多型を利用した診断法が有用な技術とし

て開発されている。遺伝子増幅装置等の機器や試薬などが必要であるが、野菜類

で問題となる国内生息のアザミウマ類の判別が可能となっており、今後さらに普

及することが期待される。 

・野菜類の種類および被害症状：被害を受けている野菜類の種類やその症状を観

察することで、発生しているアザミウマ種の見当を付けることが可能である。先

述したように、ミカンキイロアザミウマやヒラズハナアザミウマはピーマン等ナ

ス科の野菜類やイチゴに被害を与えることが多く、ネギアザミウマはネギ類の主

要害虫である。また、ミナミキイロアザミウマはキュウリ等のウリ科やナス、ピ

ーマンなどで多発生する。同じ野菜でも、種によって被害症状が異なる場合が多

い。例えば、ピーマンでは、ミカンキイロアザミウマまたはヒラズハナアザミウ

マが加害すると果実のへたや果梗にかすり状の褐変やしみ状の黒変が生じる。一

方、ミナミキイロアザミウマは新芽を加害し葉を奇形にするとともに、果面に縦

の筋状の被害痕を生じさせる。 

・薬剤感受性：野菜類のアザミウマ類では薬剤感受性の低下が現場で問題となっ

ているが、その程度はアザミウマの種や薬剤によって大きく異なる。大阪府で採

集された個体群を用いた試験では、ミカンキイロアザミウマは合成ピレスロイド

剤とネオニコチノイド剤に対する感受性が極めて低く、ヒラズハナアザミウマも

ミカンキイロアザミウマよりは感受性が高いものの同様の傾向を示した。一方、

ミナミキイロアザミウマは有機リン剤や合成ピレスロイド剤での感受性が極めて

低下していることが報告されている。 

 

４．アザミウマ類の発生予察技術 

 アザミウマ類防除の基本は、発生予察技術を身に付けて対象種の発生時期と発

生量を正確に把握することである。ここでは、アザミウマ類のモニタリングに簡

便に使える方法を紹介する。 

＜発生消長の把握＞ 

・見取り法：植物体の特定部位について、寄生しているアザミウマの数を直接計

測する。この際、発生しているアザミウマの種類や寄主植物によって寄生部位が

異なる場合があることに注意が必要である。ミカンキイロアザミウマは花に寄生

する傾向があるが、ミナミキイロアザミウマはキュウリでは展開直後の成葉、ピ

ーマンでは開花盛期の花、キクでは新芽が最適調査部位とされている。 
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・植物採取法：アザミウマが寄生する植物体の一部を採取し、研究室に持ち帰っ

た後に虫数を計測する。ほ場で直接虫を数えるよりも正確に発生量を知ることが

できるという利点がある。 

・粘着トラップ誘殺法：アザミウマ類が特定の

色に誘引される習性を利用し、色の付いた粘着

板を一定期間ほ場に設置し（作物の 10〜30cm

上部）、捕殺される虫数を調べることによって発

生時期や発生量を把握する。ミカンキイロアザ

ミウマ、ヒラズハナアザミウマ、ミナミキイロ

アザミウマは青色、ネギアザミウマは黄色の粘

着トラップに誘引される。見取り法に比べて少

ない労力で済むものの、生息密度の影響を受ける、幼虫の発生状況が確認できな

いなどの短所もあることに注意が必要である。 

・たたき落とし法：寄生部位を所定回数たたくことによってアザミウマを落とし、

研究室に持ち帰って虫数を計測する方法。柴尾（2009）は、チャック付ポリ袋を

ナスの花に被せてアザミウマをたたき落とした後、50％エタノール溶液でポリ袋

内のアザミウマを洗い出し、実体顕微鏡下で発生種および虫数を調べる方法を考

案した。また、山梨県職員の國友義博氏は、紙コップの底に穴を開けてその上部

を粘着トラップに接着した装置を考案し、この中に虫をたたき落とすことにより、

効率的に害虫類や天敵類のモニタリングを行っている。 

＜防除要否の判断＞ 

 上記の方法でアザミウマの発生状況を確認した後、防除要否を判断する。例え

ば、見取り調査では、イチゴでのアザミウマ類寄生花率 10％（香川県）、キュウ

リでのミナミキイロアザミウマ 4頭／葉（兵庫県）、タマネギでのネギアザミウマ

50頭／株（兵庫県、山口県）などを各都道府県が要防除水準として設定している。

しかしながら、作物の種類や作型、気象条件、アザミウマの種類によって発生消

長や量は露地や施設ほ場で大きく異なってくるため、判断基準の設定は困難を伴

う。薬剤防除、天敵防除ともにアザミウマの密度が低い発生初期をたたくことが、

被害を効果的に低減するためには有効である。ただし、アザミウマ類が媒介する

ウイルス病が広がる恐れがある場合には、害虫発生を確認次第直ちに防除を実施

する必要がある。 

 

おわりに 

 本稿では、野菜類で問題となるアザミウマ類について同定や発生予察の一助と

なるようにその概要を記したが、さらなる詳細については後述する参考文献を参

粘着トラップの設置   

42



 

 

照されたい。それらを基に自身の技術を向上させるとともに、現場に何度も足を

運んで実体験を積み、気象条件や地域特性も踏まえた上で害虫類の発生消長を直

感的につかめるようにして欲しい。同時に、発生予察に使えるモニタリング法な

どを独自に工夫し現場で用いるとともに、普及を目指す努力もして欲しい。 

 最後に簡単に防除について触れておきたい。発生するアザミウマ類を薬剤によ

り防除する場合、効果低減を防ぐためローテーション散布を行うことが重要であ

る。物理的防除資材として、防虫ネット（目合い 1mm以下）、光反射シート、近紫

外線除去フィルム、粘着トラップなどがあり、他の方法との併用が効果的である。

施設栽培では栽培終了後にハウスを密閉して蒸し込むとよい。雑草や余計な花な

どは増殖源となるのでできるだけ除去する。ヒメハナカメムシ類などの天敵の利

用も有効である。ほ場外周にソルゴーなどの障壁作物を配置することも密度低減

に効果があることが知られている。 
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野菜等の難防除病害虫の同定・診断・防除技術Ａ[Ｃ１５-Ａ] 

野菜類の脱臭化メチル栽培技術 

 
      （独）農研機構・中央農業総合研究センター 

       病害虫研究領域 上席研究員 

           津 田 新 哉 
 

 

 

 はじめに 

 園芸作物の持続的安定生産に，土壌消毒は欠かせない。単一作物の周年栽培

では，土壌病害虫による連作障害が発生するためだ。それら土壌伝染性病害虫

の発生を防ぐために，生産現場では多くの消毒剤が使われている。その中で

も効果的な薬剤に臭化メチル剤がある。 

 臭化メチル剤は，土壌病害虫のみならず，雑草被害の防除にまで効果を示す

卓越した土壌くん蒸剤として農業現場で普遍的に使用されてきた。しかし，1992

年に「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」第４回締約国

会合において，本剤はオゾン層破壊関連物質に指定され，1995 年以降は検疫用

途を除きその製造・使用が国際的に規制された。日本を含む先進諸国では，同

締約国会合で承認された特別の用途（検疫用途，緊急用途，不可欠用途）を除

き 2005 年に原則廃止が決定された。我が国では，その廃止期限以降，技術的・

経済的代替技術が皆無であるキュウリ，メロン，トウガラシ類，ショウガおよ

びスイカの特定の土壌伝染病害を対象に，2002 年から都道府県を通じて不可欠

用途申請の手続きを開始した。その結果，全国の約 1/3 の地方自治体から不可

欠用途として本剤の継続使用の要望が寄せられ，農林水産省消費・安全局植物

防疫課では 2006 年 1 月に「不可欠用途臭化メチル国家管理戦略」を制定すると

共に，地方自治体から提出される同剤の使用要求量を年度ごとに取りまとめ国

連環境計画オゾン事務局に申請してきた。 

 そのような状況の中， 2007 年に開催された第 27 回モントリオール議定書公

開作業部会で，オゾン事務局内の評価委員会のひとつで，臭化メチルに関する

技術評価を担当する「臭化メチル技術選択肢委員会（MBTOC）」により，日本の

当該作物に発生する土壌病害は代替技術の導入等により対処可能であると判断

され，2009 年申請分の不可欠用途用本剤は約 30％の減量査定で決議されてしま

った。さらに MBTOC は，追い討ちをかけるように，先と同様の理由を堅持しな

がら我が国の土壌くん蒸用臭化メチルの申請は2011年以降認めないと一方的に

勧告してきた。 

 我が国農業の持続的発展と国際的環境保護政策との狭間で，不可欠用途用臭

化メチル剤対象作物の栽培・生産技術開発で新たな展開が求められている。 
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I オゾン層を取り巻く国際情勢 

 オゾンは自然界の大気中に存在するガスで酸素原子の三量体である。大気中

のオゾン密度の濃い領域はオゾン層と呼ばれ，地上から約11km上空までの対流

圏と11kmから50kmまでの成層圏にそれぞれ10％と90％の割合で存在している。

それらの内，成層圏のオゾン層は，太陽から地球に降り注ぐ生物にとって有害

な紫外線（320nm以下の波長）を吸収する。この成層圏のオゾン層が減少すると，

地上に到達する宇宙からの紫外線が増加し，微生物から高等動植物に至るすべ

ての生物種で，遺伝情報が蓄積されている物質（DNA）に致命的な損傷が生じる。

さしずめ，人間であれば多くの皮膚ガンが発症すると予測されている。従って，

成層圏に存在するオゾン層は，地球上の全ての生命の生存に極めて重要な役割

を果たしている（Fahey, 2006）。 

 ところが，1982年，南極に駐在する日本観測隊が昭和基地上空のオゾン濃度を

調査していたところ，南半球では真冬にあたる８月中旬から初春の12月上旬に

かけてそのガス濃度が著しく低下している現象を世界に先駆けて発見した

（Chubachi, 1984）。さらに観測隊は，データを取り始めた1979年まで時間を

遡り，南極上空のオゾンガス濃度が年々減少していることを明らかにした。し

かし残念なことに，この発見は世界的に殆ど注目されなかった。日本観測隊の

活動とほぼ同時期に，イギリスの南極観測隊も同様の現象を発見していた。フ

ァーマンらは，イギリス観測隊が調査を開始した1958年まで遡ってデータを解

析し，南極上空のオゾンガス濃度が

1970年代後半から徐々に減少して

いること，更にそのガス濃度と大気

中のフロンガス濃度との間に逆相

関が認められることを示した

（Farman et al.,1985）。また，ア

メリカ国立航空宇宙局（NASA）では，

気象観測人工衛生「ニンバス７号」

による解析映像を公開し南極上空

のオゾンガスが希薄になっている

部分を視覚的に表現した

（Stolarski et al.,1986）。これ

が，世に言う「オゾンホール」であ

る。これらの発表を契機として，成

層圏のオゾン層保護意識が国際的

に一気に高まった。因みに，NASAの

図-１ 南極上空に出現したオゾンホール

（2006 年 9 月 24 日の観測図、NASA 提供）
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ウェイブサイト「Ozone hole watch」< http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/>で

は，1979年以降のオゾンホールの変遷を動画および静止画の両方で閲覧するこ

とができる（図-1）。 

 地球上の生物にとって危機的とも言える上記の結果を受け，世界主要各国は，

1985 年にオゾン層保護のための国際的対策の枠組みを定めた「オゾン層の保護

のためのウィーン条約」（1988 年発効）を，さらに 1987 年にその条約に基づく

オゾン層の破壊物質の指定，それら物質の製造，消費および貿易を規制する「オ

ゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」を採択し，その事務局

を国際連合環境計画（UNEP，本部：ケニア・ナイロビ）に設置した。ウィーン

条約の締約国は，2007 年 11 月現在，190 か国および EU 諸国である。我が国で

は，オゾン層の破壊物質を国内で適切に取り扱うことを目的として1988年に「特

定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」を制定してこれら一連の

国際条約に批准するとともに，先進国の一員として地球環境問題に積極的に取

り組む姿勢を示した。 

 

II 臭化メチルを取り巻く国際情勢 

 冒頭にも記したが，臭化メチルは1992年にオゾン層破壊関連物質に指定され，

先進国では 2005 年に原則廃止された。しかしながら，農業用の収穫物くん蒸剤

並びに土壌消毒剤としての使用目的において，技術的・経済的に実行可能な代

替技術が皆無の場合，当該国は不可欠用途用本剤を使用予定年の二年前から申

請することができる。その際，国連環境計画オゾン事務局は MBTOC の査定を参

考に各国から提出された申請量の妥当性を審議し，翌年のモントリオール議定

書締約国会合で申請国の本剤の製造・使用量を決議してきた。廃止期限の 2005

年以降に本剤の不可欠用途使用を申請した先進国は，オーストラリア，カナダ，

EU 諸国，イスラエル，日本，ニュージーランド，スイス，そしてアメリカ合衆

国の合計 45 ヶ国であった。それらの内，スイスは 2007 年以降，ニュージーラ

ンドは 2008 年以降，EU 諸国は 2009 年以降の申請を取り止めた。また、イスラ

エルは 2011 年度分の申請を 後に、不可欠用途用臭化メチルの申請を取りやめ

ると宣言した。残された４カ国の内，オーストラリアとカナダは収穫物くん蒸

用とイチゴの苗育成（土壌）用として申請しているが，それらは４カ国の全申

請量のそれぞれ数％程度と少量である（表-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-１ 全廃期限（2005 年）以降の不可欠用途用臭化メチルの決議量（トン） 

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

オーストラリア 147 75 49 48 38 36 35 36

カナダ 62 54 53 42 34 35 21 16

EU 4,393 3,537 689 245 0 0 0 0

イスラエル 1,089 880 966 861 717 291 225 0

日本 748 741 636 444 305 267 240 220

アメリカ合衆国 9,553 8,082 6,749 5,356 4,262 3,235 2,055 913

合   計 15,992 13,369 9,142 6,996 5,356 3,573 2,576 1,185
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 一方，アメリカ合衆国は，2011年度の決議量では全不可欠用途用本剤の約80％

を占める。対象農作物は，ウリ類，樹木等苗育成，花き類，ナス，トウガラシ

類，トマト，ジャガイモ，サツマイモ，イチゴ苗等多岐に渡る。この国は，開

発国・発展途上国が 2015 年に臭化メチル剤の原則廃止期限を迎えるにも関わら

ず，あくまでも強硬路線を突っ走っている。MBTOC の査定に対して一歩も引けを

取らず，独自の判断基準で算出した要求量を主張しながら同議定書公開作業部

会等の国際会議で対決姿勢を示している。 

 

III 臭化メチルに関する我が国の対応 

 我が国の 2011 年度分の不可欠用途用臭化メチル剤の決議量は，各国から申請

された全要求量の約 9.3％である（239.746 トン）。我が国が申請する対象作物

とそれぞれの決議量は，クリの収穫物くん蒸用として 5.35 トン，土壌消毒用と

してキュウリの 27.621 トン，メロンの 73.548 トン，スイカの 13.05 トン，ト

ウガラシ類の 65.691 トン，そしてショウガの 54.486 トン（露地・施設の合計）

である。 

 臭化メチルがオゾン層破壊物質に指定された 1992 年以降の我が国では，モン

トリオール議定書の取り決めに従い，1991 年の臭化メチル剤消費数量（6,107

トン）を基準として 1995 年の生産量・消費量を凍結し，1996 年から基準年に対

して毎年 5％ずつ削減してきた。さらに，1999 年以降は同議定書が定めた削減

スケジュールに従ってその使用量を極端に減らし，検疫用途，不可欠用途を除

いて 2005 年に原則廃止した。原則廃止期限以降の始めの二カ年（2005 年，06

年）は，我が国が要求する不可欠用途での申請量がほぼ全量認められていたが，

2007 年では約 86％，2008 年以降は，事前協議なしに， 大削減率となる約 30％

減の決議を毎年突き付けられる状況となった（図-2）。 も憂慮すべきは，2009

年分の申請量を審議した 2007 年の第 27 回モントリオール議定書公開作業部会

である。農水省植物防疫課では，地域農政局・地方自治体を通じて生産者の要

求実態を詳細に集計し，さら

に MBTOC が指導する環境へ

の同剤放出抑制技術の生産

現場への導入実績も示しな

がら，綿密な積算基礎の基に

申請書を仕上げオゾン事務

局に提出した。それにも関わ

らず，MBTOC は 2009 年分の

勧告量について，申請書の内

容を全く吟味せずに，前年度

分決議量の約 30％減と一刀

両断に切り捨てた。さらに追

い討ちをかけるように，日本

が申請する土壌用不可欠用

図-2 日本の全廃期限（2005 年）以降における不可欠

用途用臭化メチルの申請量と決議量の変遷 

2012 年の決議量は勧告量である（未決）。 
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途臭化メチルは 2011 年で全廃とする一方的な勧告を突き付けてきた。これは，

本剤の使用を申請している各産地の現状を完全に無視した暴挙であると言わざ

るを得ない。その主たる理由は，「日本は代替技術開発の能力があり，それら開

発する技術を産地へ普及させることにより当該病害の対処は可能である」との

事であった。 

 日本国政府は，そのような一方的な全廃期限の設定は本剤申請産地に混乱を

招くと判断し強く抗議した。その結果，日本の全廃期限は，代替技術の開発状

況とその普及の可能性等を踏まえながら我が国自らが主体的に策定することで

合意が得られ，MBTOC が示した 2011 年を全廃期限とする勧告案は撤回された。

これを受け，農水省植物防疫課は独立行政法人研究機関および都道府県の病害

虫防除技術の専門家による「不可欠用途用臭化メチル技術検討会」において代

替技術開発の進展程度を見越した削減計画案を策定し，それをもって土壌用の

不可欠用途用臭化メチル剤を使用している地方自治体，生産者，産地関係者，

さらに農薬関連団体と協議を重ねた。その結果，2008 年 3 月に行政部局や関係

団体で構成される「臭化メチル削減対策会議」において土壌消毒用本剤の完全

撤廃期限を 2012 年末日と定めた我が国独自の削減計画「不可欠用途臭化メチル

国家管理戦略」改訂版を確定し，同年 4月に国連オゾン事務局に提出した。 

 ところが，不運はさらに続いた。先述の通り，土壌消毒用本剤の全廃期限を

2012 年末日と定めた我が国独自の削減計画を提示したにも関わらず，MBTOC は

2010 年度分申請についても，前年度と同様に 2009 年度分決議量の約 30％減を

勧告してきた。MBTOC での査定は，当該年度の申請内容の十分な精査により実施

されることになっているが，我が国に対する 2008 年からの三年間の審査結果を

見る限り，前年度決議量に対して機械的に 30％減を被せているようにしか思え

なかった。そこで 2008 年 7 月に開催された第 28 回モントリオール議定書公開

作業部会では，筆者も含めた日本政府代表団を組織し，MBTOC と直接交渉する二

者会合を開催した。 

 二者会合では，(1)我が国の土壌用臭化メチル剤対象作物は単一周年栽培で，

生産，流通さらに市販まで特化されたシステムにより形成されていることから

他作物への転作あるいは輪作は困難であること，(2)現段階で実行可能な代替技

術は既に導入されていること，(3)各産地の社会的・地理的理由により本剤しか

利用できないこと，(4)我が国では，2012 年末日を全廃期限とする改訂「不可欠

用途臭化メチル国家管理戦略」を提出し，それまでの期間で計画的に代替技術

体系の開発を実施する予定であること，の 4 つを理由に交渉した。その結果，

日本の産地が抱える特殊事情や代替技術の進捗状況の詳細が MBTOC 側に理解さ

れ，2008 年 8 月下旬までに 2012 年末日全廃に向けた削減計画を示し，再協議す

ることで合意に至った。その結果，2010年度分の臭化メチル剤は申請量の約7.5%

減の 276 トンが認められることになった。 

 

IV 今後の我が国の歩むべき道 

 我が国の土壌用臭化メチル剤の使用期限は，産地，関係者との合意の基で我
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が国独自の方針として 2012 年末日に設定された。既に，賽は投げられた。我が

国では，これまでに農水省所管独立行政法人研究機関並びに地方自治体農業試

験研究機関等を中心として，不可欠用途臭化メチル剤対象の土壌病害防除技術

を少なからず開発してきた。それらは，(1)発病の原因となる前作物の除去と発

病個体の速やかな撤去などの圃場衛生管理，(2)種子管理の徹底による病原ウイ

ルス持込の排除，(3)抵抗性品種の導入，(4)蒸気消毒等の物理的防除技術の導

入，(5)苗のジフィーポット等への植付けによる根の汚染土壌への接触防止と定

植時の根からの病原ウイルス感染防止，(6)土を使わず，籾殻，ヤシガラ，樹皮，

ロックウールなどを用いる簡易基質栽培や隔離床栽培，(7)代替化学薬剤の利用

等，である。これら個々の技術は，単独では不十分な効果，あるいは経済的に

実効性を伴わない技術であり，現在の生産現場では必ずしも即戦力として利用

されてはいない。しかしこれらは，複数の個別技術の体系化，あるいは経費削

減のための新たな改良を施すことにより，実行可能な技術に仕上げられる可能

性を秘めている。 

 このような国際的背景，社会的情勢を受けて，2008 年度から開始した農林水

産省の「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」において，筆者の

研究機関を中心にその他 15 研究機関が参画する「臭化メチル剤から完全に脱却

した産地適合型栽培マニュアルの開発」の研究プロジェクトが 5 年計画で動い

ている。この研究プロジェクトでは，現在の生産地で慣行となっている臭化メ

チル剤を利用した栽培歴に取って代わり，上記の個別技術の体系化，あるいは

新規個別技術の開発に取り組みながら2013年以降に実効性ある脱臭化メチル栽

培マニュアルを新規に開発することを目的としている。先述したとおり，我が

国に対して臨戦態勢をとっている MBTOC は，この研究プロジェクトの進捗状況

如何によっては 2013 年を待たずして厳しい裁定を下すかも知れない。我々にと

っては極めて責任の重い研究プロジェクトである。我が国が思い描く 2013 年以

降の脱臭化メチルの完全撤廃構想を見事にソフトランディングさせるためにも，

本プロジェクトに参画する研究者は 大限の努力を払う必要があろう。 

 

おわりに 

 近年の地球環境保護意識の高まりは全世界的である。国連環境計画に事務局

を置く種々の国際条約の中で，オゾン層を保護するウィーン条約さらにオゾン

層破壊物質の規制方針を定めたモントリオール議定書は も成功している国際

条約のひとつである。温室効果ガスを規制する京都議定書は，各国の足並みが

揃わず，同ガスの減少どころか逆に増加が指摘される始末である。そのことか

らも，モントリオール議定書の確実な進展程度の高さが伺える。しかし一方，

オゾン層破壊物質のひとつである臭化メチル剤に大きく依存してきた我が国の

5作目産地においては，ただならぬ事態に陥っていることも事実である。農家の

不安を解消し，地球環境保護に貢献するためにも先に紹介した新規研究プロジ

ェクトの果たす役割は大きい。その研究プロジェクトで開発される 5 作目の新

規栽培マニュアルは何れも臭化メチル無き後の当該作物生産を支える栽培マニ
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ュアルの骨格となる。不可欠用途用臭化メチル剤を利用している地域の生産者，

農業関係機関，行政・普及部局さらに試験研究機関の間で交わされる真剣な議

論が，当該作目産地の今後の歩むべき道を創っていくであろう。 
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