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野菜の難防除病害に対する IPM 技術

野菜茶業研究所野菜病害・品質研究領域

上席研究員 寺見文宏

はじめに

野菜病害の IPM 防除というと、何か新

しい防除技術のように思えるが、総合的

な対策で病害の発生の回避を図ることは、

従来から取り組まれてきた病害防除の基

本的な考え方であるといえる。病害の発

生には、宿主植物を侵す病原体(主因)の

存在、宿主植物の感受性あるいは抵抗性

の程度(素因)、および環境条件(誘引)が

大きく関与している。これらの主因・素因・誘引を適切に制御することで、難防除病害で

あっても一定レベルまでは効果的に防除することが可能である(図 1)。本講においては、

それぞれの発病要因の制御方法について、最新の情報を紹介しながら、野菜の病害防除の

現状と課題を解説したい。

１．病原の制御

主因である病原体が存在しなければ、病気は発生することはないので、3 要因の中でも

病原体の制御は特に重要である。

１）健全種子の使用

野菜に発生する病害の中で種子を

介して伝染する病害は少なくない。

一言で種子伝染といってもその伝染

方法は様々であり、単に種子の表面

に病原体が付着しているだけのもの

もあれば、胚、胚乳などの種皮内組

織に病原体が存在するものがある。

種子伝染病害は、当該病害、レース

の未発生地への病害の持ち込み、苗

品質の低下などの観点から重要であ

る。特に、近年、種子生産コストの

削減等を目的として海外で生産され

た種子の輸入が増加しており、国内未発生の病害やレース等が種子を介して国内に

持ち込まれる危険性が増大している。また、セル苗育苗等の集約的な育苗方法の普

及に伴い、育苗時の広範囲な第二次伝染の危険性が高まっている。これらのことか

ら、種子伝染病の重要性は今後ますます高くなると考えられる。

種子伝染病を防ぐには病原体を持たない健全な種子を使用することが重要であ

る。これは、無発病地での採種栽培が根本的に重要であるが、採種済みの種子に対

図1 発病要因の制御による病害防除

       表1. 野菜の主な種子伝染病害

　野　菜　名     病　　名

　アブラナ科類 黒腐病、根朽病

　ウリ類 炭そ病、つる割病

　キュウリ 褐斑病、斑点細菌病、緑斑モザイク病

　カボチャ 立枯病

　スイカ 果実汚斑細菌病

　タマネギ 乾腐病

　トウガラシ 斑点細菌、モザイク病

　トマト

青枯病、萎凋病、かいよう病、 茎えそ細菌

病、

根腐萎凋病、斑点細菌病、モザイク病

　ホウレンソウ 萎凋病、べと病

　ニンジン 黒葉枯病、黒斑病、斑点細菌病

　メロン えそ斑点病

　レタス 斑点細菌病

　各種作物 バーティシリウム病
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する種子消毒が有効である。現在、種子消毒法として日本で用いられている方法に

は、温湯消毒や乾熱処理に代表される加熱処理と農薬を用いた化学的処理がある。

ａ）温湯浸漬法

種子組織と病原体との耐熱性の違いを利用した方法である。一般的には、50

～ 60 ℃に設定した温湯に 10 ～ 30 分間の比較的短時間浸漬して処理する。変

法として次亜塩素酸溶液等の薬液を併用した方法も報告されている。温湯浸漬法

では処理温度と処理時間は、発芽率の低下や奇形の発生などの発芽障害の出現率

と消毒効果に大きく影響するので、個々の野菜種と病原体との組み合わせにおい

て厳密に設定する必要がある。本法は小規模であれば一般の農家でも適用できる

が、条件によっては発芽障害が発生しやすいので設定温度と処理時間を厳密に守

らなければならない。

ｂ）乾熱消毒

温湯浸漬法と同様に種子組織と病原体間の耐熱性の違いを利用した方法であ

り、一般的には乾燥種子を 70 ～ 80 ℃で１～数日間処理する。本法では、種皮表

面だけでなく、胚や胚乳などの種皮内部に存在する病原体をも不活化することが

できる。処理に先立って 40 ℃程度で 1 ～数日間予備乾燥を行い、乾熱処理によ

る発芽障害を軽減する措置も併用される。

本法は、装置の大きさによっては大量に処理することも可能だが、特殊な装置

あるいは施設を必要とするので農家段階での実施は困難である。ウリ科野菜のつ

る割病、緑斑モザイク病等の病害では、種苗会社で処理している事例もある。乾

熱消毒後の種子では種子の種類や新旧によっては貯蔵性が低下する事例も報告さ

れており、注意が必要である。

ｃ）化学的処理

野菜における防除薬剤を使用した種子消毒では、薬剤液への浸漬処理、粉衣処

理、ペレット処理、皮膜処理などの処理法が知られている。種子消毒に用いる薬

剤として、イネでは種々の病害に対して多くの薬剤が種子消毒剤として登録され

ているが、野菜病害ではチウラム・ベノミル剤、チウラム・チオファネートメチ

ル剤、チウラム剤、キャプタン剤、イプロジオン剤、イミノクタジンアルベンシ

ル酸塩剤等が一部の種子伝染性病害に対して登録されているに過ぎない。細菌病

の防除を目的とした種子消毒剤はこれまで登録がなかったが、平成 18 年 7 月

に野菜類種子消毒用ドイツボルドーＡが登録された。これらの登録農薬を用いて

重要な野菜の種子伝染性病害に対して種苗会社で殺菌剤処理を行った種子が販売

されていることが多い。これとは別に、無処理種子について生産地・農家などで

個別に殺菌剤による種子消毒を行う場合、薬剤液への浸漬処理または粉衣処理を

行うことになるが、薬剤の選択には最新の農薬登録情報を参照されたい。

最近、野菜苗の専門業者による大量生産と国内流通が盛んになっている。また、

上述したようにセル育苗等の高密度育苗が普及しており、トマト、キュウリ等の

果菜類でもセル苗が流通している。そのため、これら野菜苗による病害の国内拡

散と思われる事例が頻発しており、今後も危惧される。これを防ぐには育苗業者
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は消毒済みの種子、育苗資材の使用を厳守し、育苗時には病害の発生に注意し、

発生を認めたら発病株および発病株と一緒に管理していた苗を廃棄し、その他の

苗には予防的な薬剤散布を行う。果菜類では、接ぎ木時に第二次伝染の危険性が

高いので、一定本数毎に接ぎ木に使用するナイフなどの道具や手指を消毒するな

ど、第二次伝染予防策を徹底する。販売にあたっては商品としての苗の栽培履歴

などを明示するなどの方策も今後、必要と考える。苗を購入する野菜生産農家で

は、購入苗の育苗履歴と発病などの異常の有無を詳細に確認することが重要であ

る。

２）伝染源の除去

野菜に発生する植物病原体は、上述の種子の他に、発病残渣、土壌、農業資材の

表面、塊茎等の貯蔵器官、中間宿主としての雑草、媒介昆虫などで生残して次作の

伝染源となる。そのため、栽培終了後あるいは栽培開始前には、これらの伝染源を

確実に除去することが重要である。また、病害を圃場内、施設内に持ち込まないた

めには、圃場衛生につとめることが重要である。

ａ）植物残渣対策

発病した植物組織内で生存して伝染源となる。ウイルスと細菌はそのままで、

糸状菌は厚膜胞子、卵胞子、菌核などの耐久体として生残することが多い。一般

的に、病原体は乾燥した植物残渣で長期間生残することが多い。そのため、作付

け終了後は、発病植物を中心として植物残渣は根ごと抜き取って圃場外に持ち出

して適切に処理することが必要である。特に施設では植物残渣の持ち出しは重要

である。大規模露地栽培など、作業性等のやむを得ない理由により、植物残渣を

圃場外に持ち出せない場合は、作付け終了後直ちに残渣を土壌中にすき込んで植

物残渣の腐敗を促す。ただし、土壌病害の場合は、発病植物のすき込みは、翌年

の被害を助長することになるので注意が必要である。

施設栽培では、夏季等の高温時に栽培終了後に施設を締め切って蒸し込むこと

も有効である。

ｂ）土壌消毒

土壌消毒法

として表２に

示した方法が

主にとられて

いる。これら

の方法の選択

にあたっては、

土壌の質、処

理面積、処理

コスト、初期

投資金額、周

辺地域への影

技術名 方法 長所 短所

土壌くん蒸剤

土壌中に薬剤を注入し

くん蒸する.

効果が高い.初期投資

が小さい.

薬害に注意.クロロピクリン

等の揮発性物質を使用す

る場合は、周辺地域への

配慮が必須.

太陽熱消毒

土壌をビニルフィルムで

覆って土壌温度を１ヶ月

以上高く保つ

非威嚇的簡単に実施

できる.露地でも実施可

能.初期投資が小さい.

実施する季節が夏季等の

高温期に限定される.

土壌還元消毒

土壌に大量の有機物(1

～2t/10a)と水を施用し

てビニルフィルムに覆っ

て高温に保つ.

太陽熱消毒よりも低温

で実施可能.初期投資

が小さい.

実施後の施肥管理に注

意、実施時期が高温期に

限定される.

蒸気消毒

蒸気による熱によって

消毒する.

効果が高い.メロン等の

隔離されたベッドでは

非常に有効

専用の消毒器が必要.

大規模面積の処理には不

向き？

熱水消毒

土壌に大量の熱水を注

入して加熱所処理する.

効果が非常に高い.施

設土耕栽培で有効

専用の消毒機、近くに給

水施設が必要.

大量の燃料を必要とする.

　　表 2 主な土壌消毒法の種類と特徴
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響などを勘案する。

一般的に透水性が高い土壌で消毒効果が高く、粘土質土壌で十分な効果が得ら

れない場合が多い。そのため、十分な消毒効果が得られない圃場では、有機物や

砂質土の投与などによって土質を改善することも重要である。

ｃ）農業資材の消毒

園芸用支柱やポット、ビニルなどの農業資材に生残する病原体は、次亜塩素酸

カルシウム剤等で表面消毒する。養液栽培で使用する発砲スチロール等でできて

いるパネル（支持体）は、発泡スチロール内にまで病原体が入り込んでいる可能

性が高いので、蒸気消毒などにより消毒する。

３）作業による第二次伝染防止

収穫などに多大が手間をかける野菜栽培では、管理作業によって病原体が第二次

伝染することも少なくない。

育苗時の第二次伝染を防ぐには、一定本数を１つの単位とし、単位間には一定の

間隔を開けて、単位間で苗を混ぜることなく単位毎の管理に努める。また、１つの

単位の管理から他の単位の管理に移るときは、手や使用する道具を次亜塩素酸カル

シウム剤や消毒用アルコールなどで消毒する。また、上からの潅水は、飛沫による

第二次伝染の原因となるので、可能ならば底面潅水とする。

果菜類の摘芽、摘心、摘果などの作業を行う場合は、単位本数、畝を１つの管理

単位として、違う管理単位に移るときは、手や使用する道具を消毒し、汁液伝染す

る病害の第二次伝染を抑制する。

４）媒介昆虫の防除による第二次伝染の制御

ウイルス病の一部やファイトプラズマ病では、ダニ類、アザミウマ類、コナジラ

ミ類、アブラムシ類、ヨコバイ類等の生物が病原体を媒介する。これらのダニ・昆

虫類によって伝染する病害を防除するには、伝染源となる発病植物を発見したら直

ちに除去することは他の伝染方法による病害と同様であるが、媒介生物の防除が防

除の中心となる。つまり、開口部への防虫ネットの展張、紫外線あるいは近紫外線

除去フィルムによる施設の被覆、黄色粘着板・黄色粘着テープや光反射材の設置等

の予防措置、野外での病原ウイルスの宿主となるような野良ばえ作物・雑草の除去

による伝染源の除去、農薬散布や天敵昆虫の利用による積極的な防除が有効である。

また、施設栽培では、栽培終了後に施設全体を閉め切って太陽熱を利用した蒸し込

みにより媒介生物を死滅させることも防除の上では重要である。

５）圃場における化学農薬による防除

化学農薬は殺菌力が強く、治療効果だけではなく予防効果も高いものが多いため、

従来の病害防除は化学農薬に依存する傾向が強かった。化学合成殺菌剤の使用量を

減らすために導入された IPM においは、病気の初発生を逃さずに化学農薬を散布

するとともに、漫然とした予防散布は行わず、発生の危険性が高まった場合にのみ

予防散布は実施する。また耐性菌の出現を防ぐため、同じ系統の薬剤を繰り返して
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散布しない。

６）生物防除

１）菌食性生物・菌寄生菌の可能性

アメーバー、線虫、ダニ、昆虫の中には菌類を摂食する種類がいることは古くか

ら知られているが、病原菌の駆除への利用は遅れている。数少ない成功例として、

野菜ではないが、ブドウうどんこ病を菌食性ダニで防除できることが海外で報告さ

れている。トビムシが土壌病原菌を、またキイロテントウムシがうどんこ病菌を摂

食することは、国内でも確認されており、今後の研究が期待される。

病原菌に寄生する菌についての研究も進んできてはいるが、生物農薬にまで開発

されているのは、キャベツ・レタスの菌核病防除に利用できるコニオチリウム ミ

ニタンス菌のみである。今後の研究開発が期待される。

２）登録農薬が増えつつある拮抗菌

拮抗菌の研究は、土

壌病害についての発病

抑止型土壌をきっかけ

に研究が進められ、現

在では、表 3 に示した

ような拮抗菌が生物農

薬として登録されてい

る。近年では、灰色か

び病やうどんこ病のな

どの地上部病害に対す

る拮抗菌剤も開発され

ている。

生物農薬を利用する

上での留意点として、化学農薬のような即効性はないので、発病してからの治療散

布よりも、発病予防を目的としての散布が望ましい。

３）弱毒ウイルスによるウイルス病の防除

ウイルス病は治療することができないので、感染の予防が重要である。病原性を

失ったウイルスを植物に予め接種しておくと、同じ種類の病原性の強いウイルスに

は感染しなくなるという現象を利用すれば、病原ウイルスの感染が 100%予防でき

る。しかし病原性を失った、あるいは病原性が著しく低下した弱毒ウイルスを作出

することは容易ではなく、野菜のウイルス病については、表４に挙げた 13 種のウ

イルスに対する弱毒ウイルスが開発されているのみである。

弱毒ウイルスは、公的研究機関により開発されることが多く、農薬として市販さ

れることがほとんど無い。また地方行政の枠内で開発された弱毒ウイルスは、その

枠を超えた普及が認められないことが多く、各都道府県は独自の弱毒ウイルスを開

発せざるを得ないことになる。京都府が開発したズッキーニモザイクウイルスの弱

毒ウイルスが生物農薬として市販されているが、これから弱毒ウイルスが生物農薬

としてどんどん出てくることは、余り期待できない。一方、デルモンテは、弱毒ウ

表３　国内で登録されている野菜病害防除用の微生物農薬

生物農薬種類 防除対象

コニオチリウム

        ミニタンス水和剤

キャベツ・レタスの菌核病、ニンニク黒腐菌核病

非病原性エルビニア

        カルトボーラ水和剤

野菜類の軟腐病

シュードモナス

        フルオレッセンス水和剤

キャベツ・ハクサイブロッコリーの黒腐病、

ブロッコリーの花蕾腐敗病、レタス腐敗病

バチルス ズブチリス水和剤

野菜類の灰色かび病・うどんこ病、トマト葉かび病、

ピーマン黒枯病、ナスすすかび病、ニラ白斑葉枯病、

セルリー・しそ斑点病

タラロマイセス フラバス水和剤

野菜類のうどんこ病、ナスすすかび病、

いちご炭そ病、トマトの葉かび病・灰色カビ病

バリオボラックス

         パラドクス水和剤

キャベツ・ハクサイ根こぶ病

トリコデルマ

         アトロビリデ水和剤

アスパラガス紫紋羽病

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス

(ZYMV)弱毒株水溶剤

ZYMVによるウリ類モザイク病
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イルスを接種して付加価

値を高めたトマト苗の販

売を行っているが、この

場合は農薬や特定農薬の

規定に該当しないので、

接種苗が弱毒ウイルス普

及の鍵となってくるかも

知れない。

２．作物制御による発病予防

１）抵抗性品種

野生植物が改良・育種さ

れる過程で、病害抵抗性が

著しく低下していることが

多い。そのため病害抵抗性

遺伝子を持つ遺伝資源を探

索し、栽培品種に導入する

育種によって抵抗性品種が

育成されている。病害抵抗

性遺伝子が特定出来ている

野菜病害は、多くはないも

のの表５に挙げた野菜病害

の抵抗性育種が進んでいる。

抵抗性品種を栽培する場

合に留意しなければならな

い点として、抵抗性品種を

侵すことができる病原体の

レースの出現である。これ

まで抵抗性品種の栽培が普

及すると数年で、新レース

が出現してきている。抵抗

性品種を導入する際、発生しているレースを考慮する必要のある主な野菜病害を表６

にまとめた。

２）誘導抵抗性の利用

植物は、外来微生物の侵入・感染を排除するため、自然免疫と呼ばれる防御システ

ムを備えていることが、近年の研究で明らかとなってきた。病原菌は、この自然免疫

を抑えたり、自然免疫の監視の目をかいくぐる等して、自然免疫が活性化する前に感

染・侵害するので、病気が発生する。病原菌が侵入する前から自然免疫が活性化して

いれば、病原菌といえどもそう簡単に感染することはできない。自然免疫は、通常、

傷害や微生物との接触で活性化される。この自然免疫が注目されるようになったのは、

ウイルスの種類 対象野菜 開発主体

国 (1992)

沖縄県 (1994)

キュウリ 京都府 (1993)

ユウガオ 栃木県 (1994)

国 (1986)

京都府 (2002)

デルモンテ (2005)

高知県 (1996)

大分県 (1993)

デルモンテ (2002)

メロン 山形県 (1992)

メロン 静岡県 (1994)

ユウガオ 栃木県 (1994)

大分県 (1993)

熊本県 (2003)

キュウリ 京都府 (1993)

カボチャ 沖縄県 (1994)

国 (1984)

農研機構(2010)

千葉県 (1987)

茨城県 (1995)

大分県 (1995)

トマトモザイクウイルス トマト 国(1978)

トマト黄化えそウイルス トマト デルモンテ(2007)

ネギ萎縮ウイルス ニンニク 青森県 (2002)

パパイヤ輪点ウイルス カボチャ 沖縄県 (1995)

メロン黄化えそウイルス キュウリ・メロン 高知県 (2010)

秋田県 (2000)

山口県　(2003)

ヤマノイモえそモザイクウイルス ヤマノイモ 青森県 (2004)

リークイエローストライプウイルス ニンニク 青森県 (2002)

ヤマノイモヤマノイモモザイクウイルス

表４ 野菜用弱毒ウイルスの開発事例

スイカ

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス

トウガラシモットルウイルス トウガラシ・ピーマン

スイカ緑斑モザイクウイルス

カボチャ

カボチャモザイクウイルス

キュウリモザイクウイルス

トマト

ピーマン・トウガラシ
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殺菌剤として登録されていた

プロベナゾールの防除効果が、

自然免疫の活性化によること

が明らかとなってからである。

自然免疫活性化剤(抵抗性誘導

剤)の探索が活発に行われ、野

菜に使用できる自然免疫活性

化剤としては、プロベナゾー

ルの外、ホセチル、バリダマ

イシン A も農薬として登録さ

れている。また農薬としては

登録されていないが、亜リン

酸やケイ酸カルシウムを肥料

として葉面散布しても自然免

疫が活性化される。

植物の根域に生息する細菌

や糸状菌の中から、植物の生

育を旺盛にすると共に、自然

免疫を活生かするものが明ら

かとなってきている。植物生

育促進性根圈細菌(PGPR)あ

るいは植物生育促進性糸状菌

(PGPF)と呼ばれるこれらの微

生物を利用した病害防除研究

も積極的に進められている。

植物は、光や温度などの強い物理的ストレスを受けた場合にも、自然免疫が活性化

することが、近年、明らかとなってきており、環境を制御することにより作物の抵抗

性を制御できる防除技術も開発されてきている。

３．環境制御による発病予防

１）地上部環境の制御

・作付時期の移動

病原菌の活動が活発な時期を避けて播種。定植する。

・栽植密度の適正化と摘葉

株間を広くしたり、古い葉、余分な葉を摘葉することにより圃場内の風通しを良

くし、局所的な高湿度状態を回避する。

・雨よけ栽培とトンネル被覆

作物に直接、雨滴があたることを避け、植物体が濡れている時間を短くすると共

に雨滴による第二次伝染を防ぐ。

・換気、かん水等による施設内の湿度調節

表５ 抵抗性育種が進んでいる主な野菜病害

作物 病害

トマト

青枯病、萎凋病、根腐萎凋病、葉かび病 半身萎凋

病、

モザイク病(TMV, ToMV)、黄化葉巻病

ナス 青枯病、萎凋病、半身萎凋病

ピーマン 青枯病、疫病、モザイク病(PMMoV)

キュウリ

うどんこ病、褐斑病、つる割病、灰色かび病、

斑点細菌病、べと病、モザイク病(ZYMV)

メロン えそ斑点病、うどんこ病、つる枯病、つる割病

スイカ 炭疽病、つる割病

アブラナ科野菜 萎黄病、軟腐病、根こぶ病、べと病

レタス 根腐病、ビッグベイン病、べと病

ホウレンソウ 立枯病、べと病

イチゴ うどんこ病、炭疽病

作物名 病名(レース)

トマト 

葉かび病(0、2、4、2,.4、 2,.9、 4.9、4.11、2.4.11、 4.9.11)

萎凋病(1、2、3)

半身萎凋病(1、2)

メロン つる割病(0、1、2、1,2y、1,2w)

アブラナ科野菜

べと病(ダイコン系、ハクサイ・株系、キャベツ・ブロッコリ

系)

根こぶ病(1、2、3、4)

ホウレンソウ べと病(1、2、3、4、5、6、7、8)

レタス 根腐病(1、2、3)

セルリー 萎黄病(レース1、2)

イチゴ

うどんこ病(0、1)

根腐病(J1、J2、J3、J4、J5、J6、A1、A2、A3、A4、A5、

　　表６ 病原体のレース分化が知られている主な野菜病害
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排吸気ファンや側窓などの開閉による換気によって高湿度状態の発生を回避す

る。また、過度のかん水を避けることでも施設内の高湿度状態の発生を防ぐことが

できる。

夜間は外気温の低下に伴って施設内温度も低下して高湿度・飽和湿度となりやす

いが、暖房機の運転によって高湿度状態の発生を回避することができる。

・小型循環扇の設置等による局所的な高湿度状態の回避

小型循環扇を設置して施設内の空気を循環させることで局所的な高湿度環境の発

生を防ぐ。また、暖房機のダクトホースを畦間に配置して送風することも有効であ

る。

・紫外線カットフィルム等による光質の制御

UV カットフィルムによる施設の被覆により、灰色かび病、菌核病などの胞子形

成が阻害され、病害の発生が大きく減少する。

・特定波長の補光

紫外線(UV-B)を照射して、イチゴの病害抵抗性を高めて、うどんこ病の発生を少

なくする技術も開発されている。赤色光や緑色光の補光についても研究がすすめら

れている。

２）土壌環境の制御

・土壌 pH の矯正

各種の白絹病、アブラナ科野菜に発生する根こぶ病は酸性土壌で、ジャガイモそ

うか病はアルカリ性土壌で発生が多くなる。これら土壌病害の発生地では、土壌 pH

の矯正を行う。

・マルチの利用とその種類

マルチの利用により、土壌中に存在する病原体の地上部への跳ね上がりを防止す

る。また、マルチの材質等を選択することによって土壌温度のある程度の制御が可

能となり、土壌病害の発生を緩和することも可能。

・排水性の改善

堆肥などの有機質施用、砂質土投入などの措置によって土壌の排水性を改善する

ことで、疫病、根こぶ病、軟腐病、青枯病などの好湿的な土壌病害の発生を予防す

る。

・高畝栽培

低湿地や水はけの悪い圃場では、高畝栽培とすることで好湿的な土壌病害の発生を

予防する。

・湛水

湛水下、線虫や微生物が病原菌の胞子や菌核を摂食して、土壌病害の発生が減少す

る。

・肥培管理

窒素などの過不足がトマトの疫病と葉かび病、各種野菜のべと病、灰色かび、

Alternaria 属菌による病害、軟腐病の発生に影響する。そのため、施肥は過不足な

く適正に行う。栽培期間が長くなる作物では、肥料切れしないように注意する。ま

た、カルシウムの施用が発病抑制に有効との報告もある。
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野菜の難防除病害に見られる薬剤耐性のメカニズム 

 

        野菜茶業研究所 

        野菜生産技術研究領域 

         窪田昌春 

 

１．耐性菌の定義 

    「圃場において薬剤の効果の減退が観察され、病斑部から当該病原菌が分離でき、しか

も分離菌株の薬剤耐性が薬剤添加培地上で認められ、さらに分離菌株の宿主植物に対する

接種によって、薬剤の効力低下が再現される」（日本植物病理学会 殺菌剤耐性菌研究会、

2009a）場合の菌株。 

    

２．野菜の糸状菌病原菌における殺菌剤耐性菌の発生 

 一般的に多くの代謝に関与する殺菌剤に対しては病原菌が耐性になりにくい。この多作

用点殺菌剤としては、有機無機の銅、金属イオンを有効成分とする無機、有機硫黄、有機

リン系の剤があげられる（表１）。 

一方、作用点が特定の酵素や生化学物質の作用を阻害することによる、特定の代謝過程

に限られる剤に対しては、耐性菌が発生しやすい。これらの薬剤はその化学構造によりグ

ループ分けされ、グループごとに特定の作用点を持つ。そのため同一グループ内の薬剤に

対しては、各菌株が同様の耐性を獲得することが多く、交差耐性と呼ばれる。作用点特異

的な剤のグループとして、メラニン合成阻害、ベンゾイミダゾール系、フェニルカーバメ

ート系、ジカルボキシイミド系、酸アミド系、ステロール合成阻害、ストロビルリン系、

アニリノピリジン系があげられる。また、これらのグループに分類されず、「その他」と分

類される薬剤や抗生物質由来の剤にも耐性菌が現れているものがある。表１は日本植物防

疫協会「農薬ハンドブック」による分類であるが、殺菌剤耐性菌の問題に国際的に取り組

んでいる Fungicide Resistance Action Committee（FRAC）による分類表もあり、殺菌剤

耐性菌対策委員会（FRAC の日本支部）のホームページで国内事情に合わせて抜粋・和訳

されている。この分類は非常に細分化されて複雑であるため、ここでは表１のグループ分

けに従って記述する。 

 

表１ 作用機作による殺菌剤（対糸状菌病原菌）のグループ分け 

農薬グループ 作用機作 一般名（主な商品名） 

銅 タンパク質 SH 基阻害→多作用点 省略 

無機 代謝異常 省略 

有機硫黄 タンパク質 SH 基阻害→多作用点 省略 

有機リン系 リン脂質合成阻害→膜異常 省略 

メラニン合成阻害（MBI） 形態形成異常 省略（登録：イネいもち病のみ） 

ベンゾイミダゾール系 チューブリンタンパク質結合→細

胞分裂阻害 

チオファネートメチル（トップジン）、ベ

ノミル（ベンレート） 
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フェニルカーバメート系 チューブリンタンパク質結合→細

胞分裂阻害 

ジエトフェンカルブ（パウミル） 

ジカルボキシイミド系 浸透圧シグナル系伝達→膜異常 イプロジオン（ロブラール）、プロシミド

ン（スミレックス） 

酸アミド系（SDHI） ミトコンドリア電子伝達系Ⅱコハ

ク酸脱水素酵素阻害→呼吸阻害 

メプロニル（バシタック）、フルトラニル

（モンカット）、ボスカリド（カンタス）、

ペンチオピラド（アフェット） 

（フェニルアマイド系） リボゾーム結合→RNA、タンパク

質合成阻害 

メタラキシル（リドミル） 

 ？ フェンキサミド（パスワード）、マンジプ

ロパミド（レーバス） 

ステロール生合成阻害

（DMI、EBI、SBI） 

細胞壁合成阻害 トリフルミゾール（トリフミン）、プロク

ラズ（スポルタック）、トリアジメホン（バ

イレトン）、ビテルタノール（バイコラー

ル）、ミクロブタニル（ラリー）、ジフェ

ノコナゾール（スコア）、イミベンコナゾ

ール（マネージ）、シプロコナゾール（ア

ルト）、テトラコナゾール（サルバトー

レ）、シメコナゾール（サンリット、モン

ガリット）、フェナリモル（ルビゲン）、

トリホリン（サプロール） 

ストロビルリン系 ミトコンドリア電子伝達系Ⅲチト

クローム bc 阻害→呼吸阻害 

アゾキシストロビン（アミスター）、クレ

ソキシムメチル（ストロビー）、トリフロ

キシストロビン（フリント）、ピラクロス

トロビン（カルビオ）、ファモキサドン（ホ

ライズン）、フェンアミドン（ビトリーン） 

アニリノピリジン系 細胞膜阻害 メパニピリム（フルピカ） 

その他 （耐性菌報告が

あるもののみ） 

浸透圧シグナル伝達系阻害→膜阻

害 

フルジオキソニル（セイビアー） 

 膜機能・脂質合成阻害 イミノクタジンアルベシル酸塩（ベルク

ート） 

抗生物質 （耐性菌報告

があるもののみ） 

キチン合成阻害→細胞壁合成阻害 ポリオキシン 

生物農薬  省略 

土壌消毒剤  省略 

主に、日本植物防疫協会「農薬ハンドブック 2011 年版」による 

 

 これまでに国内で報告があった野菜の糸状菌病原菌の殺菌剤耐性菌は表 2 の通りである。

ベンゾイミダゾール、ジカルボキシイミド系では 1970 年代後半、ステロール合成阻害と卵
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菌類に効果が高かったフェニルアマイド系では 1990 年代、ストロビルリン系では 2000 年

代、酸アミド系のボスカリドでは近年に耐性菌の発生が認められている。いずれも、各剤

が使用されて数年後のことと思われる。このうち、近年ではストロビルリン系に対する様々

な病原菌種の耐性菌の発生が大きな問題となっている。また、ボスカリドに対するキュウ

リ褐斑病菌の耐性菌は、それほど使用回数の多くないキュウリ圃場においても発生し、ま

た、同じ作物に寄生するものの、登録対象ではないキュウリうどんこ病菌でも耐性が認め

られている（石井、2012）。 

 病原菌種としては、多犯性の灰色かび病菌で古くから様々な殺菌剤に対する耐性が認め

られ、研究の場においても取り扱いが先行している。うどんこ病菌でも古くから殺菌剤耐

性菌が認められているが絶対寄生菌であり、取り扱いにくい。ベンゾイミダゾール系とス

トロビルリン系では分類学的に広範囲の植物病原菌で耐性菌が発生しているが、フェニル

アマイド系では卵菌類、その他の剤では胞子形成量が多い、分生子果を作らない菌種が主

である。発生報告のリストは、ストロビルリン系とボスカリドについては石井（2012）が

とりまとめ、他については日本植物病理学会 殺菌剤耐性菌研究会（2009）「植物病原菌の

薬剤感受性検定マニュアル I、Ⅱ」の文献リストから検索できる。 

 

表 2 国内で発生している野菜の糸状菌病原菌殺菌剤耐性菌 

農薬グループ 病原菌学名 作物病名（初報告年） 

ベンゾイミダゾール系 Botrytis cinerea 灰色かび（1976 イチゴ）（トマト、ナス） 

 
Botrytis alli タマネギ灰色腐敗（2001） 

 
Colletotrichum gloeosporioides イチゴ炭疽 

 
Passalora fulva トマト葉かび 

 

Corynespora cassiicola キュウリ褐斑（1983）、トウガラシ黒枯、

ハス褐斑 

 
Fusarium oxysporum ラッキョウ乾腐（1980）、ネギ萎凋 

 
Cercospora capsici ピーマン斑点（1987） 

 
Cercospora chrysanthemi シュンギク葉枯（1994） 

 
Sclerotinia sclerotiorum キュウリ菌核（2002） 

 
Colletotrichum orbiculare ウリ類炭疽（1989 スイカ） 

 
Didymella bryoniae ウリ類つる枯（1979 スイカ） 

 
Podosphaera xanthii ウリ類うどんこ（1974 キュウリ） 

フェニルカーバメート Botrytis cinerea 灰色かび（1984 ナス）（トマト、ナス） 

 
Corynespora cassiicola キュウリ褐斑 

ジカルボキシイミド系 Botrytis cinerea 灰色かび（1979）（トマト、ナス） 

酸アミド系（ボスカリ

ド（カンタス）） 

Corynespora cassiicola キュウリ褐斑（宮本ら、2008） 

Podosphaera xanthii キュウリうどんこ（宮本ら、2009） 

 
Botrytis cinerea イチゴ灰色かび（鈴木ら、2012） 

 
Mycovellosiella nattrassii ナスすすかび（岡田ら、2012） 

フェニルアマイド系 Pseudoperonospora cubensis キュウリべと（1990） 
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Phytophthora capsici カボチャ疫（1996） 

 
Bremis lactucae レタスべと（2007） 

 
Pythium myriotylum ショウガ根茎腐敗（2005） 

ステロール生合成阻害 Podosphaera xanthii キュウリうどんこ（1988） 

 
Sphaerotheca aphanis イチゴうどんこ（1992） 

 
Passalora fulva トマト葉かび 

 
Mycovellosiella nattrassii ナスすすかび（1998） 

ストロビルリン系 Podosphaera xanthii ウリ類うどんこ（天野、2000） 

 
Pseudoperonospora cubensis キュウリべと（石井、2000） 

 

Corynespora cassiicola キュウリ褐斑（伊達ら、2004）、トマト褐

色輪紋、ピーマン黒枯、ナス黒枯 

 
Didymella bryoniae ウリ類つる枯 

 
Passalora fulva トマト葉かび（渡辺ら、2009 世界初） 

 
Botrytis squamosa ニンニク白斑葉枯 

 
Colletotrichum gloeosporioides イチゴ炭疽（稲田ら、2008） 

 
Sphaerotheca aphanis イチゴうどんこ（2000） 

 
Stemphylium vesicarium アスパラガス斑点 

 
Botrytis cinerea 灰色かび（ナス 2006）（トマト） 

 
Mycovellosiella nattrassii ナスすすかび（2002） 

アニリノピリジン系 Botrytis cinerea 灰色かび（1999） 

ポリオキシン Botrytis squamosa ニンニク白斑葉枯 

 
Mycovellosiella nattrassii ナスすすかび（1989） 

 
Botrytis cinerea 灰色かび（1979 トマト） 

イミノクタジンアルベ

シル酸塩 

Botrytis squamosa ニンニク白斑葉枯 

Botrytis cinerea 灰色かび（2005 キュウリ） 

フルジオキソニル Botrytis cinerea 灰色かび（1999） 

白石ら（2011）「新植物病理学概論」、石井（2012）植物防疫（酸アミド系、ストロビルリ

ン系）、日本植物病理学会 殺菌剤耐性菌研究会（2009）「植物病原菌の薬剤感受性検定マ

ニュアル I、Ⅱ」（赤字、酸アミド系・ストロビルリン系以外の初報告年）による。青字は

全国調査による。 

 

野菜における糸状菌殺菌剤耐性菌は表 2 の通りであるが、多犯性の灰色かび病菌

（Botrytis cinerea）ではマメ科作物において、SH 基阻害による多作用点阻害剤と考えら

れているフルアジナム（主な商品名：フロンサイド）に対する耐性菌が報告されている。

果樹においてポリオキシン耐性菌を出現させた Alternaria、ストロビルリン系に耐性菌を

表したブドウ褐斑病菌（Pseudocercospora 属）、ステロール合成阻害に対するテンサイ褐斑

病菌（Cercospora 属）と同属の野菜病原菌が多数存在しており、これらの野菜における耐

性菌の発生も危惧される。 

耐性機作については、表 3 の通りとされており、作用点に関与するタンパク質遺伝子の
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変異やその発現制御の変化によるものが多い。ベンゾイミダゾール系とフェニルカーバメ

ート系では作用点が同様であり、耐性機作となる β チューブリン遺伝子変異も、同遺伝子

配列内の同じ位置での異なる（アミノ酸）変異による。そのため、一方の剤に対する耐性

菌では、もう一方に対して耐性とはなりえない（負相関交差耐性）とされてきたが、両剤

に同時に耐性を示す変異を持つ菌株が現れている。遺伝子の変異部位が分かっているもの

については、変異を PCR（polymerase chain reaction）や RFLP（Restriction fragment 

length polymorphism）によって検出する技術が開発されている。 

 

表 3 耐性機構 

農薬グループ 作用機作 耐性機作 

ベンゾイミダゾール系 チューブリンタンパク質結合→細胞

分裂阻害 

β チューブリン遺伝子変異 

フェニルカーバメート系 チューブリンタンパク質結合→細胞

分裂阻害 

β チューブリン遺伝子変異 

ジカルボキシイミド系 浸透圧シグナル系伝達→膜異常 MAP ヒスチジンキナーゼ（Os-1）遺伝

子変異 

酸アミド系（SDHI） ミトコンドリア電子伝達系Ⅱコハク

酸出脱水素酵素阻害→呼吸阻害 

コハク酸脱水素酵素遺伝子変異 

（フェニルアマイド系） リボゾーム結合→RNA、タンパク質

合成阻害 

？ 

ステロール生合成阻害

（DMI、EBI、SBI） 

細胞壁合成阻害 14α- ス テ ロ ー ル 脱 メ チ ル 化 酵 素

P-45014DM 遺伝子（CYP51）変異、

CYP51 発現 制御領 域変異 による

CYP51 過剰発現、ABC トランスポータ

ー遺伝子変異 

ストロビルリン系 ミトコンドリア電子伝達系Ⅲチトク

ローム bc 阻害→呼吸阻害 

チトクローム b 遺伝子変異 

アニリノピリジン系 細胞膜阻害 ？ 

フルジオキソニル 浸透圧シグナル伝達系阻害→膜阻害 ？ 

イミノクタジンアルベシ

ル酸塩 

膜機能・脂質合成阻害 ？ 

ポリオキシン キチン合成阻害→細胞壁合成阻害 剤の取り込み阻害 

白石ら（2011）「新植物病理学概論」、日本植物病理学会 殺菌剤耐性菌研究会（2009）「植

物病原菌の薬剤感受性検定マニュアルⅡ」による。 

 

３．野菜の細菌病原菌の殺菌剤耐性 

 野菜病原細菌では抗生物質であるストレプトマイシンに対する耐性菌が報告されている。

ストレプトマイシン以外の殺菌剤では、オキソリニック酸と、同じく抗生物質であるカス

ガノマイシンへの耐性菌がイネの病原菌で報告されている。細菌の抗生物質耐性菌は医療
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や畜産現場でも問題となっており、耐性遺伝子の細菌間における水平移動がその原因であ

る。ストレプトマイシン、カスガノマイシンともその作用点はタンパク質合成阻害である

が、それぞれの抗生物質を生化学的に修飾して不活化する酵素が耐性遺伝子となっている。 

 オキソリニック酸は細菌の DNA gyrase（DNA 複製に関わる DNA 切断酵素）を阻害す

ることによって効果を表すが、この酵素遺伝子の変異によって耐性菌となる。 

 

表 4 国内で報告されている植物病原細菌の殺菌剤耐性菌 

農薬 病原学名 作物病名 

ストレプトマイシン（抗生物質） 

（野菜のみ記載） 

Pectobacterium 

carotovorum 

ダイコン軟腐（1985） 

ハクサイ軟腐 

Pseudomonas syringae キュウリ斑点細菌 

？ レタス（1981） 

Pseudomonas sp. レタス腐敗（1999） 

カスガノマイシン（抗生物質） Burkholderia gladioli イネもみ枯細菌 

オキソリニック酸（商品名：スターナ） Acidovorax avenae イネ褐条 

白石ら（2011）「新植物病理学概論」、日本植物病理学会 殺菌剤耐性菌研究会（2009）「植

物病原菌の薬剤感受性検定マニュアル I、Ⅱ」による。 

 

４．耐性菌検定法 

 ここでは、基本的には、日本植物病理学会 殺菌剤耐性菌研究会（2009）「植物病原菌の

薬剤感受性検定マニュアル I、Ⅱ」から抜粋した方法を記述する。植物病理や農薬関連の論

文・学会発表等では、それぞれ工夫された方法や新たな方法も示されるので、検定実施の

際にはそれらも参考にされたい。 

 検定にあたっては該当病原菌に感染した植物組織のサンプリングから始まるが、施設内、

あるいは同一作物株上でも感受性耐性が異なる菌株が混在している場合もあるため、目的

によってサンプリングの位置、数、同一作物株からの分離菌株数を調整する。 

 

（１）培養できる糸状菌の殺菌剤耐性検定 

 基本的には、定法によって分離した菌株を用い、再現性を高めるために市販の PDA 培地

を用いた試験を行う。即ち、オートクレーブ後の 60℃以下にまで冷めた PDA に試験薬剤

を、有効成分濃度で 0.01～2000ppm の間の濃度に段階希釈して溶解・懸濁し、培地が充分

冷めて固まったところに、PDA で前培養しておいた菌叢からコルクボーラーで打ち抜いた

直径 5mm 程の菌叢ディスクを置いて、一定条件で培養した後の菌叢直径を計測する。 

 次に、計測した菌叢の直径から MIC と EC50値を求める。MIC 値は菌叢生育が認められ

ない濃度（単位 ppm）である。菌種と殺菌剤の組み合わせによっては薄い菌叢が接種源の

周辺のみに生じる場合があるが、これは生育していないと見なす。EC50 は、殺菌剤を含ま

ない場合と比較して菌叢生育（直径）が 50%になる濃度（単位：ppm）である。各菌種と

殺菌剤の組み合わせについて、該当の殺菌剤の使用が始まる前等に分離した感受性菌株群

の値からベースラインを設定し、そのベースラインとの比較で耐性を論じる。 
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 この検定に使用する殺菌剤は、メーカーから取り寄せた工業原体をアルコールや有機溶

媒に溶解して希釈したものが望ましいが、市販のものを成分濃度で調整したものでもかま

わない。有機溶媒等の媒体は最終濃度が 1%以下なら菌の生育に影響しない。個々の殺菌剤

についての主な注意点を以下に記す。 

 

ベンゾイミダゾール系：培地をオートクレーブする前に加える。 

ストロビルリン系：0.2～0.4mM ヒドロキシベンズアルデヒドまたは 1～4mM 没食子酸

プロピルを添加して代謝バイパスを抑える。 

酸アミド系（ボスカリド）：生育が速い菌種では、PDA ではなく YBA（1%酵母抽出物、

1%バクトペプトン、2%酢酸ナトリウム）寒天を用いる。 

 

 この手順によりベースライン（感受性菌の MIC、EC50値）を決定する。また、耐性菌の

MIC 値等の例数が多い病原菌と殺菌剤の組み合わせの場合には、殺菌剤の特定の濃度のみ

の試験による簡易検定で耐性を判定できる。耐性菌や感受性菌（→ベースライン）の EC50、

MIC 値と簡易検定の例を以下に記す。 

  

 灰色かび病菌（Botrytis cinerea） 

  ベンゾイミダゾール系（カルベンダジム（工業原体）） 

   EC50 感受性：<1、耐性：>100 

  ジカルボキシイミド系（プロシミドン） 

   EC50 感受性：<1、弱耐性：3～10、強耐性：>100 

  フェニルカーバメート系（ジエトフェンカルブ） 

   EC50 感受性：<0.1、弱耐性：1～10、強耐性：>10 

 Corynespora cassiicola 

  酸アミド系（ボスカリド） 

   EC50 感受性：0.05～0.44、中等度耐性（MR）：1.1～6.3、 

高度耐性（HR）：8.9～10.7、超高度耐性（VHR）：>24.8 

   MIC 感受性：0.5～7.5 

 ナスすすかび病菌（Mycovellosiella nattrassii） 

  ステロール合成阻害（トリフルミゾール） 

   EC50
 
感受性：0.00974～000991、中等度耐性：1～10、高度耐性：>10 

   MIC 感受性：0.5 

ストロビルリン系（アゾキシストロビン） 

   MIC 感受性：0.78～6.25、耐性：>1600 

 イチゴ炭疽病菌（Colletotrichum gloeosporioides） 

  ベンゾイミダゾール系（ベノミル） 

   MIC 感受性：<0.78、耐性：>3200 

  ストロビルリン系（アゾキシストロビン） 

   MIC 感受性：0.19～3.12、耐性：>3200 

 ウリ類つる枯病菌（Didymella bryoniae） V8 ジュース培地使用 
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  ベンゾイミダゾール系（ベノミル） 

   MIC 感受性：<1.56、中等度耐性：25～50、高度耐性：>200 

 ラッキョウ乾腐病菌（Fusarium oxysporum） 

  ベンゾイミダゾール系（ベノミル） 

   MIC 感受性：<6.25、耐性：>100、高度耐性：>400 

 Pythium aphanidermatum、P. ultimum、P. graminicola、P. spinosum 

  フェニルアマイド系（メタラキシル）  V8 ジュース培地使用 

   EC50 感受性：0.6～2、低感受性：6～20、耐性：>60 

 

表 5 簡易検定の例 

菌学名 作物病名 培養 殺菌剤 濃度(ppm) 生育の有無：判定 

Botrytis cinerea 灰色かび 
20℃ 

48 時間 

ベンゾイミダゾール系 

（チオファネートメチル） 
1, 100 

1ppm なし：感受性 

1ppm あり、100ppm なし：

中等度耐性 

100ppm あり：高度耐性 

  

 

フェニルカーバメート系 

（ジエトフェンカルブ） 
0.3, 10 

0.3ppm なし：感受性 

0.3ppm あり、10ppm なし：

弱耐性 

10ppm あり：耐性 

  

 

ジカルボキシイミド系 

（プロシミドン） 
5 

なし：感受性 

<80%：中等度耐性 

>80%：高度耐性 

  

 

ストロビルリン系 

（アゾキシストロビン） 
1, 100 

100ppm なし：感受性 

100ppm あり：耐性 

Corynespora 

cassiicola 

キュウリ褐斑 

ナス黒枯 

ピーマン黒枯 

トマト褐色輪紋 

ハス褐斑 

25℃ 

3～4 日 

ベンゾイミダゾール系 

（チオファネートメチル） 
10, 100 

10ppm なし：感受性 

100ppm あり：耐性 

  

フェニルカーバメート系 

（ジエトフェンカルブ） 
10, 100 

10ppm なし：感受性 

10ppm 50%、100ppm な

し：中等度耐性 

100ppm あり：高度耐性 

  

ジカルボキシイミド系 

（プロシミドン） 
25 

＜70%：感受性 

>70%：耐性 

  

ストロビルリン系 

（アゾキシストロビン） 
100 

なし：感受性 

あり：耐性 

   
酸アミド系（ボスカリド） 10, 30 

10ppm なし：感受性 

30ppm あり：耐性 

Colletotrichum 

orbiculare 
ウリ類炭疽 

25℃ 

5 日 

ベンゾイミダゾール系 

（ベノミル） 
100 

なし：感受性 

あり：耐性 

Colletotrichum イチゴ炭疽 25℃ フェニルカーバメート系 100 なし：感受性 
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gloeosporioides 3 日 （ジエトフェンカルブ） あり：耐性 

   

ストロビルリン系 

（アゾキシストロビン） 
100 

なし：感受性 

あり：耐性 

Mycovellosiella 

nattrassii 
ナスすすかび 

25℃ 

14 日 

ステロール合成阻害（トリ

フルミゾール） 
5 

なし：感受性 

あり：耐性 

   

ストロビルリン系 

（アゾキシストロビン） 
100 

なし：感受性 

あり：耐性 

 

（２）FRAC の検定方法 

 FRAC ホームページではマイクロプレートを使った検定方法を紹介している。灰色かび

病菌の酸アミド系、ストロビルリン系に対する耐性検定で、殺菌剤を含ませた YBA 中の最

終濃度で 104
個/ml の分生子（計 100µL）を 96 穴マイクロプレートのウェル内で、18℃、

暗黒、5 日間培養した後の 405nm 吸光度により菌の生育を計る。また、同じ菌、酸アミド

系について、PD（20%ジャガイモ煎汁、2%グルコース）中で分生子を 20℃、3 日間培養し

て作製した菌糸懸濁液と薬液を 96 穴マイクプレートで混ぜて 200µL として 20℃、3 日間

培養した後の 620nm 吸光度から EC50を求める方法も紹介している。菌核病菌には、YBA

寒天を使った菌叢培養により酸アミド系とストロビルリン系の検定を行うことを紹介して

いる。 

 

（３）培養できない糸状菌（絶対寄生菌、ここではキュウリ・イチゴうどんこ病菌とキュ

ウリべと病菌） 

 サンプルから単コロニーや株ごとに菌株を区別して、健全な宿主植物の葉に接種し、そ

こで形成される胞子を検定に用いる。うどんこ病菌の場合は、感染葉をたたいて分生子を

落下させて接種する。キュウリべと病菌では、罹病葉上に形成された遊走子のうを絵筆な

どでかき取って、新たな葉にこすりつけて高湿度条件に保つ。これらの作業の間は、当然、

同種別菌株が混入しないよう気を配る。この継代ための接種は、変異や他菌株混入を防ぐ

ため１回に限る。 

 うどんこ病菌の場合、再接種で得られた罹病葉を用いて上述と同様に直径 1cm のリーフ

ディスクに接種する。リーフディスクは、キュウリでは子葉から、イチゴでは展開直後の

小葉から打ち抜く。イチゴでは事前にジベレリン処理をしておくと柔らかく検定に適した

葉となる。イチゴのうどんこ病菌は品種「女峰」系と「とよのか」系に対してレース分化

しているので使用する品種に注意する。接種の際には他菌株が混入しないよう気を配ると

ともに、検定に用いる全てのリーフディスクに均等に分生子がかかるように注意する。 

 キュウリべと病菌では、罹病葉から遊走子のうをかき取って冷蒸留水に懸濁して 104
個

/ml に調整する。この遊走子のう懸濁液を 2～3 時間室温に置いた後、顕微鏡下で 50%以上

の遊走子のうが発芽していることを確認して、接種に用いる。即ち、第 2 本葉から切り出

したリーフディスクの葉裏面に 10µL を滴下する。 

 これらのリーフディスクを所定濃度に段階希釈した殺菌剤液に浮かべて、20℃、光 2000

～3000lux、12 時間日長で約 1 週間培養して発病指数を調査し、発病度を算出する。リー
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フディスクは 5 枚を使い、それぞれから得られたデータの中間の 3 つの値を解析に用いる。 

  

発病指数 0：発病なし、1：病斑面積率 5%以下、2：5～25%、3：26～50%、 

4：51～75%、5：76%以上 

 発病度＝Σ（指数×当該リーフディスク数）×100÷15 

 

この発病度を基に EC50を求め、Rf（resistance factor）値＝サンプル EC50÷感受性 EC50

が 100 を越えたものを耐性菌とする。 

絶対寄生菌の場合、菌株の保存ができないため、各殺菌剤が普及する前等に多数の菌株

について EC50を算出してベースラインを設定しておくことが望まれる。ベースライン等の

例を下にあげる。 

 

キュウリべと病菌 

 フェニルアマイド系（メタラキシル） 

  EC50 感受性：<0.01、耐性：>100 

 ストロビルリン系（アゾキシストロビン） 

  EC50 感受性：0.021～0.089、耐性：>30 

 カルボシキアミノ酸系（CAA）（ベンチアバリカルブイソプロピル） 

  EC50 感受性：0.08～1 

  MIC 感受性：0.3～10   ※耐性菌未発生（海外ブドウべと病菌で発生） 

キュウリうどんこ病菌 

 酸アミド系（ジフルフェナミド） 

  MIC 感受性：0.001～0.01  

  EC50 感受性：0.00044～0.0033 

  

（４）PCR による耐性菌の検出 

 耐性が遺伝子塩基配列の変異によるものであり、かつ、その配列がわかっているものに

ついて、特異的プライマーとそれによって増幅した断片を制限酵素で切断してできる DNA

断片の電気泳動パターンから、耐性菌であるかどうかを検定できる。 

 糸状菌からの DNA抽出やPCR、制限酵素切断実験については他のマニュアル等に譲り、

ここではプライマーの紹介にとどめる。これらの方法を実施するにあたっては、日本植物

病理学会 殺菌剤耐性菌研究会（2009）「植物病原菌の薬剤感受性検定マニュアルⅡ」を参

照し、さらにそこで引用されている原論文をよく読まれることを薦める。 

 この分野の研究は近年急速に進歩しており、新たな菌・殺菌剤の組み合わせについても

プライマーセットが次々と開発されると思われる。 

 

ストロビルリン系 

 Forward RSCBF1：5’-TATTATGAGAGATGTAAATAATGG-3’ 

 BccytF：5’-AGAGGTATGTACTATGGATC-3’ 

 GCCBF1：5’-TTTCTTGGGTTATGTTTTACCTTA-3’（イチゴ炭疽） 
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Reverse RSCBR2：5’-AACAATATCTTGTCCAATTCATGG-3’ 

PWcytR：5’-AGGTATAGATCTTAATATAGC-3’ 

Bccyt2R：5’-CAATTCATGGTATAGCACTCAT-3’（灰色かび） 

  

これらのうち、RSCBF1 と RSCBR2 を中心に組み合わせて、アニーリング温度 52 また

は 48℃で PCR を行い、その増幅断片を制限酵素 ItaI または Fnu4HI で処理して電気泳動

すると、変異した耐性菌のチトクローム b 遺伝子では切断されてできた断片が認められる。

ただし、チトクローム b は多コピー遺伝子であり、変異した配列の割合が少ない場合には

検出できない。当然、異なる部位の変異も検出できない。 

 

ステロール合成阻害 

○キュウリうどんこ病菌 

Forward R1：5’-AAGTTCTTCGCCTCCACAGC-3’ 

 Reverse R2：5’-CAGCGATGTCTCCCTGCGATA-3’ 

この組み合わせでは、アニーリング温度 65℃で、4 塩基置換による変異を起こした

CYP51 遺伝子を増幅する（感受性のものは増幅しない） 

 Forward F-SfoI：5’-CTTCACCAAAATGTGTTGAAAGAAGTTCCTCGCCTCGGCG-3’ 

 Reverse R-SfoI：5’-CAGTGGCAAACTGTTCACCAATACAGCGATGTCTCCCGGC-3’ 

  この組み合わせで 52℃のアニーリング温度で PCR して、制限酵素 SfoI（KasI）で消

化すると、長い方から 4 塩基置換、1 塩基置換、変異なしのバンドが検出できる。 

○イチゴうどんこ病 

 Forward 1532F：5’-GCTCTCCCTACACCAAAATGTC-3’ 

 Reverse 1532R-T：5’-CATCGATGTCTCCCTGCTCT-3’ 

      1532R-C：5’-CATCGATGTCTCCCTGCTCC-3’ 

  アニーリング温度 65℃で、1532F と 1532R-T の組み合わせでは、ある 1 変異遺伝子

を、1532R-C との組み合わせでは同変異がない遺伝子の一部を増幅する。 

 

ここで検出できるものは、変異の一部のみを検出するものであり、全ての耐性菌に対応

したものではない。異なる変異によるものは検出できない。また、ABC トランスポーター

変異やチトクローム b 過剰発現による耐性菌も検出できない。 

 

（５）細菌 

 植物病原菌ならば、PSA に段階希釈した殺菌剤を含ませて、そこに 104
個/ml の細菌濁液

を 2cm ほどの長さに画線して培養後に生育を確認する。画線全面に細菌が生じた場合を生

育あり、コロニーが散発したりないものは生育なしとして、MIC 値を求める。コンニャク

腐敗病菌（Pectobacterium carotovorum）の場合、ストレプトマイシンに対して、MIC 値

<25ppm で感受性、<400 中等度耐性、>400 高度と判定されている。 

 

５．リスク評価と対策など 

特定の殺菌に対する耐性は代謝の特異点変異のみによるものが多いため、複数の殺菌剤
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に対する複合耐性を持つ菌も発生しやすい。灰色かび病菌では、ベンゾイミダゾール系、

ジカルボキシイミド系、フェニルカーバメート系に対する感受性（S）・耐性（R）の記号を

並べて表記している（SSS、SSR など）。ベンゾイミダゾール系については、R を HR（高

度耐性）と MR（中等度耐性）に分けて記す場合もある（HRSS、MRSR など）（日本植物

病理学会 殺菌剤耐性菌研究会 編、2009a）。Corynespora cassiicola でも同様の表記が

提案されている。キュウリうどんこ病菌においては、ステロール合成阻害とベンゾイミダ

ゾール系での複合耐性が問題となっている。また、近年では、海外でストロビルリン系と

酸アミド系の複合耐性を持つ Alternaria 属菌の植物病原菌の発生が認められ、新しい剤の

複合耐性についても警戒が必要である（石井、2012）。 

 FRAC ではそれぞれの植物病原菌に対して、耐性菌発生のリスク評価を行い、その重要

度ごとにリストを作っており、その和訳が殺菌剤耐性菌対策委員会ホームページに掲載さ

れている。その基準については、「正確に評価する基準はない」としながらも、病原菌の発

病サイクルが短い、胞子の飛散量が多い、発病サイクル中で有性生殖が行われる、耐性菌

の環境耐性が野生株と同等である、という点を上げている。それに加え、評価には実際の

耐性菌の発生頻度が考慮される。野菜の病原菌では、「高度のリスクを持つ」とされている

のは、ウリ類のうどんこ病菌とべと病菌、フェニルアマイド系に対する Phytophthora 

infestans（トマト疫病菌）である。複数グループの剤に対する耐性が認められ、短期間に

耐性菌が蔓延したとされている。次のリストでは、耐性菌が大きな問題とはならないか発

生が遅いとされる菌群である。これらの菌は European and Mediterranean Plant 

Protection Organization（EPPO）のガイドラインではベースライン値が要求される「高度

リスク」を持つ菌とされている。ここには Cercospora 属菌、各種べと病菌、フェニルアマ

イド系以外の剤に対する Phytophthora infestans があげられている。そして、3 つ目のリ

ストでは Alternaria 、Colletotrichum（炭疽）、Fusarium、Phytophthora、Pythium、

Rhizoctonia、Sclerotium（白絹病菌など）があげられ、耐性菌の発生リスクが低いか経済

的に重要性が低いものとされている。これらのリストでは経済性が重視されているため、

野菜の病原菌はほとんどが第 3 のリストに含まれるが、それでもなお、第 1 のリストに現

れたウリ類うどんこ病菌とべと病菌が国内でも大きな問題となっているのは周知である。

ここでは病原菌だけでなく、殺菌剤を評価した図も付けられていて、高リスクの剤として

ベンゾイミダゾール系、ジカルボキシイミド系、フェニルアマイド系、ストロビルリン系、

中リスクはステロール合成阻害、アニリノピリジン系、有機リン剤、低リスクが多作用点

剤、抵抗性誘導剤となっている。非常にざっくりとした評価と思われる。この菌と剤のリ

ストをマトリックスにすることによって、危険な菌種と剤の組み合わせが示される。 

 これまでの状況を考慮すれば、とにかく、特異的作用点殺菌剤に対して、胞子を大量に

作る病原菌では耐性菌が発生するものと考えておくのが適当である。 

 最後に、今年、日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会より公表された野菜・果樹・茶に

おけるストロビルリン（QoI 剤）・酸アミド系（SDHI 剤）殺菌剤使用ガイドライン（石井、

2012）を付記する。現在考えら得る対策を、実践可能な範囲で文言としたものといえる。 

 

2012 年３月３１日 

 日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会では、国内外での耐性菌発生事例やわが国におけ
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る作物の栽培・病害防除体系等を勘案して、「野菜・果実・茶における QoI 剤及び SDHI

剤使用ガイドライン」（２０１２年３月末時点の登録薬剤に適用）を策定したので、以下に

公表する。今後、これが幅広く生産現場に普及・活用されることを期待する。 

 

野菜・果樹・茶における QoI 剤及び SDHI 剤使用ガイドライン 

 

一般的な耐性菌対策一般的な耐性菌対策一般的な耐性菌対策一般的な耐性菌対策    

１．薬剤防除だけに頼るのではなく、圃場や施設内を発病しにくい環境条件にする。 

１）可能ならば病害抵抗性品種や耐病性品種を栽培する。 

２）病原菌の伝染源となる作物残渣や落葉、剪定枝あるいは周辺の雑草などは速やかに

処分する。 

 ３）作物が過繁茂にならないように誘引や整枝・剪定に気をつける。 

 ４）施設内の温度や湿度管理に気を配る。 

 ５）土壌や水管理にも気を配り、健苗や健全樹の育成・栽培に心がける。 

 ６）発病した葉や果実などは、支障がない限り見つけ次第除去する。 

 ７）関係機関等から薬剤に代わる最新の防除技術について情報を集め、その積極的な導

入に努める。 

２．薬剤防除にあたっては、以下の点に留意する。 

 １）使用する薬剤がどの系統に属するのかを調べ、耐性菌が発生しやすい薬剤かどうか

を確かめる。 

 ２）同じ系統の薬剤では交差耐性になることが多い。 

 ３）耐性菌が発生しやすい薬剤はガイドラインが示す回数の範囲内で使用し、使用後は

効果の程度をよく観察する。 

 ４）同じ系統の薬剤は連用しない。また、他の系統の薬剤と輪番（ローテーションまた

は交互）使用したり現地混用（または混合剤を使用）したりしても、耐性菌の発生は起こ

ることが多いので、過信しない。 

 ５）防除基準や防除歴等で決められた薬剤の希釈倍数や薬量を守り、作物にむらなく散

布する。スピードスプレーヤで果樹に散布する場合は、毎列散布とし隔列散布はしない。 

 ６）新しく開発された薬剤の場合、特に栽培後期の発病が多い時期に特効薬として散布

しがちであるが、これでは耐性菌がより発達しやすくなって防除に失敗する恐れがある。

薬剤の予防散布を徹底する。 

 ７）薬剤の効果が疑われる場合は直ちに関係機関に連絡し、耐性菌の検定を依頼すると

ともに防除指導を受ける。検定で耐性菌の分布が確認された場合は、直ちにその薬剤の使

用を中止して効果が確認されるまで使用しない。 

 

薬剤使用価数に関するガイドライン（耐性菌未発生圃場の場合）薬剤使用価数に関するガイドライン（耐性菌未発生圃場の場合）薬剤使用価数に関するガイドライン（耐性菌未発生圃場の場合）薬剤使用価数に関するガイドライン（耐性菌未発生圃場の場合）    

※以下、野菜のみ抜粋 

ウリ科野菜： 

QoI 剤は単剤あるいは SDHI 剤との混用、混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで。その他

の混用もしくは混合剤（効果が期待できる他の成分を含む）の場合は 1 作 2 回まで。 
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SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤との混用、混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで。その他

の混用もしくは混合剤（効果が期待できる他の成分を含む）の場合は 1 作 2 回まで。 

 

ナス科野菜： 

QoI 剤は単剤あるいは SDHI 剤との混用、混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで。その他

の混用もしくは混合剤（効果が期待できる他の成分を含む）の場合は 1 作 2 回まで。 

SDHI 剤は単剤あるいは QoI 剤との混用、混合剤のいずれの場合も 1 作 1 回まで。その他

の混用もしくは混合剤（効果が期待できる他の成分を含む）の場合は 1 作 2 回まで。 

 

イチゴ： 

QoI 剤は単剤の場合は 1 作 1 回まで、SDHI 剤ほかとの混用（効果が期待できる他の成分を

含む）の場合は 1 作 2 回まで。 

SDHI 剤は単剤の場合は 1 作 1 回まで、QoI 剤ほかとの混用（効果が期待できる他の成分を

含む）の場合は 1 作 2 回まで。 

 

野菜、果樹、茶において使用される野菜、果樹、茶において使用される野菜、果樹、茶において使用される野菜、果樹、茶において使用される QoIQoIQoIQoI、、、、SDHISDHISDHISDHI 殺菌剤グループ一覧殺菌剤グループ一覧殺菌剤グループ一覧殺菌剤グループ一覧    

作用機作 作用点 グループ名 一般名 商品名 

呼吸阻害 ミトコンドリ

ア複合体Ⅲユ

ビキノールオ

キシターゼ Qo

部位 

QoI（Qo 阻

害剤） 

アゾキシストロビン アミスター、アミスターオプティ* 

クレソキシムメチル ストロビー 

トリフロキシストロビン フリント 

ピラクロストビン シグナム*、ナリア* 

ファモキサドン ホライズン* 

ミトコンドリ

ア複合体Ⅱコ

ハク酸脱水素

酵素 

SDHI （コ

ハク酸脱水

素酵素阻害

剤） 

ボスカリド カンタス、シグナム*、ナリア* 

ペンチオピラド アフェット 

注：フラトメトピル、フルトラニル、メプロニルについては、耐性菌に関する報告が殆ど

ないため本一覧から除外した。 *混合剤 

 以上 
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                            図１図１図１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 

はじめにはじめにはじめにはじめに 

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植物病害防除システム植物病害防除システム植物病害防除システム（商品名：（商品名：（商品名：（商品名：「タフナレイ」「タフナレイ」「タフナレイ」「タフナレイ」、、、、図１）図１）図１）図１）の開発とその発病抑制機構の開発とその発病抑制機構の開発とその発病抑制機構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植物病害防除システム植物病害防除システム植物病害防除システム「タフナレイ」「タフナレイ」「タフナレイ」「タフナレイ」によるイチゴうどんこ病防除効果によるイチゴうどんこ病防除効果によるイチゴうどんこ病防除効果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本ぽにおける防除効果本ぽにおける防除効果本ぽにおける防除効果    

1 1 1 1 土耕栽培土耕栽培土耕栽培土耕栽培    

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/m

2

（1 日当たり平均4.4 KJ/m

2

）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 2 2 2 高設栽培高設栽培高設栽培高設栽培    

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/m

2

/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育苗ほにおける防除効果育苗ほにおける防除効果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うどんこ病以外の病害に対する防除うどんこ病以外の病害に対する防除うどんこ病以外の病害に対する防除効果効果効果効果    

 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植物病害防除システム植物病害防除システム植物病害防除システム「タフナレイ」の普及に当たって「タフナレイ」の普及に当たって「タフナレイ」の普及に当たって「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（本ぽ；図 2、育苗ほ；図 3）。また、このシステムにより、イチゴの果実このシステムにより、イチゴの果実このシステムにより、イチゴの果実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、その機構は明らその機構は明らその機構は明らその機構は明ら

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。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。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。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植物病害防除システム植物病害防除システム植物病害防除システム（商品名：「タフナレイ」）（商品名：「タフナレイ」）（商品名：「タフナレイ」）（商品名：「タフナレイ」）は、は、は、は、IPM(総合的総合的総合的総合的

病害虫・雑草管理技術病害虫・雑草管理技術病害虫・雑草管理技術病害虫・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。れる。れる。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、こで、こで、こで、場合によっては場合によっては場合によっては場合によっては農薬との併用も重要で、農薬との併用も重要で、農薬との併用も重要で、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、いざというときに農薬が十分に効くように、いざというときに農薬が十分に効くように、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

薬剤が薬剤が薬剤が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。がある。がある。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。また、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」植物病害防除システム「タフナレイ」植物病害防除システム「タフナレイ」植物病害防除システム「タフナレイ」について、について、について、について、実際の導入に当たっては実際の導入に当たっては実際の導入に当たっては実際の導入に当たっては、、、、以下の以下の以下の以下のホームホームホームホーム

ページページページページでででで確認してほしい。確認してほしい。確認してほしい。確認してほしい。 

 

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/okugai/tafna-ray/index.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(http://www2.panasonic.biz/es/lighting/okugai/tafna-ray/operation/honpo.htmlより) 

図3 育苗ハウスにおける植物病害防除装置設置方法例、 

取付高さ（畝面～器具取付部）： 1．7ｍ，取付ピッチ： 2．5ｍ，取付方向： 畝に並行 

(http://www2.panasonic.biz/es/lighting/okugai/tafna-ray/operation/naeba.htmlより) 
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トピットピットピットピックスクスクスクス 

育苗期、本ぽとも、日中 6 時間照射を基本としてきたが、農家から「日中はハウスで仕

事をしたい。」という声もあり、照射パターンについて検討した結果、夜間３時間の照射で

もイチゴに傷害が出ず、うどんこ病を抑制できることが判明した（松浦ら、2010, 2012）。 

そこで、これらの成果を踏まえて、日中照射と、夜間照射のいずれかを選択できるように、そこで、これらの成果を踏まえて、日中照射と、夜間照射のいずれかを選択できるように、そこで、これらの成果を踏まえて、日中照射と、夜間照射のいずれかを選択できるように、そこで、これらの成果を踏まえて、日中照射と、夜間照射のいずれかを選択できるように、

パナソニック社のホームページ及びパンフレットを改訂いただいたパナソニック社のホームページ及びパンフレットを改訂いただいたパナソニック社のホームページ及びパンフレットを改訂いただいたパナソニック社のホームページ及びパンフレットを改訂いただいた(2012)。。。。 

 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに 

 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（現 パ

ナソニック社）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。 
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革新的農業技術に関する研修「野菜の難防除病害虫の IPM 技術」 

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 

 

 

 

 はじめにはじめにはじめにはじめに 

 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。その中で最

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。 

 

-31-



IIII    オゾン層を取り巻く国際情勢オゾン層を取り巻く国際情勢オゾン層を取り巻く国際情勢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。 

 

IIIIIIII    臭化メチルを取り巻く国際情勢臭化メチルを取り巻く国際情勢臭化メチルを取り巻く国際情勢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 年度分の申請を最後に、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。 

 

IIIIIIIIIIII    臭化メチルに関する臭化メチルに関する臭化メチルに関する臭化メチルに関する我が国の対応我が国の対応我が国の対応我が国の対応 

 我が国の最後の申請となった2012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 17％である（219.609 トン）。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 3.489 トン，土壌消毒

用としてキュウリの 26.162 トン，メロンの 67.936 トン，スイカの 12.075 トン，

トウガラシ類の 61.154 トン，そしてショウガの 48.793 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，最大削減率となる約 30％

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

-34-



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。 

 

IIIIV V V V 今後の今後の今後の今後の我が国の歩むべき道我が国の歩むべき道我が国の歩むべき道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（本年）12 月 31 日に設定された。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

てきた。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。対象作物を生産する農

家の方々に不安や不利益がないよう、安心して安定生産できる栽培マニュアル

を提供しなければならない。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，臭化メチルを使わなくても安定生産が確

保される使いやすい栽培マニュアルを開発しなければならない。 

    

おわおわおわおわりにりにりにりに 

 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最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

当該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新規栽

培マニュアルは,本年 12 月第 1 週に全国三大都市（東京，名古屋，福岡）にお
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いて研究成果発表会として一斉に公開される。今後は，その新規栽培マニュア

ルが我々開発者の手から離れ，全国の各産地でその地形・気候・環境等に応じ

てカスタマイズされながらその地域に根ざした安定生産栽培マニュアルに成長

することを期待している。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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2012 年 10 月 25 日 

                         

「野菜の難防除害虫に対する IPM 技術」 

                  独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

                  野菜茶業研究所 野菜 IPM 研究チーム 

                  上席研究員 武田光能 

 

はじめに 

 野菜と総称される作物の種類は非常に多く、日本で生産または消費されている野菜（台

木を含む）として 34 科、129 種、154 種類が記載されている（園芸学用語集園芸作物名編、

1979）。栗山（野菜園芸大辞典、1988）は、世界の野菜のうち和名が付けられているものは

77 科、462 種類としている。野菜の種類が多い植物の科として、アブラナ科、ウリ科、キ

ク科、ユリ科、マメ科、セリ科、ナス科などがあげられる。また、野菜栽培は作型によっ

ても大きく異なり、野菜類を栽培する時期によっても病害虫の発生に顕著な相違がみられ

る。そのため、野菜栽培における病害虫総合防除（IPM）は地域の作型や季節によって異

なり、個々の野菜作に応じた防除体系が必要となる。また、新たな防除技術の導入や侵入

病害虫の発生、潜在的病害虫の顕在化等が生じれば防除にも新たな体系化が求められる。 

 野菜類の栽培には、使用するほ場や施設の環境条件、土壌や水、品種選択、土壌消毒や

施肥、播種並びに本ぽへの移植、水管理や除草等の栽培管理、収穫並びに調整作業が含ま

れる。さらに、耕起作業や農薬散布のための機械作業など多くの管理作業が含まれる。野

菜病害虫の総合防除にはこれらの作業体系、管理作業のいずれにも病害虫の発生を抑制す

る管理作業が求められる。 

最初に、野菜病害虫の総合防除（IPM）技術として、①総合防除（IPM）の考え方、②

品種選択や栽培管理による病害虫の発生抑制、③病害虫防除のための個別技術、④主要な

防除対策を紹介させていただく。 

（１） 総合防除（IPM）の考え方 

総合防除（IPM）の考え方は、すでに 1960 年代に提唱されたものであり、1965 年の FAO

のシンポジュウムにおいて「あらゆる適切な技術を相互に矛盾しない形で使用し、経済的

被害を生じるレベル以下に害虫個体群を減少させ、かつその低いレベルに維持するための

害虫個体群管理システムである。」と定義されている。1970 年代以後には、総合防除に関す

る研究が世界的に進められ、害虫だけでなく病害や雑草などの有害生物の総合防除へ発展

している。さらに近年では、農業生産が環境に及ぼす影響を考慮する必要性が強調され、

GAP（農業生産規範 Good Agricultural Practice）や農林水産省による農業環境規範による

農作業全体のチェックが求められており、総合防除も「管理戦略の中で、単独または調和

的に使用される有害生物の防除戦略を選択するための意思決定システムであり、生産者、
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社会そして環境の利益とインパクトを考慮に入れた費用‐利益分析に基づくものである。」

と定義されている（IPM 総論、2006）。 

農林水産省の消費・安全局においても総合的病害虫管理（IPM）検討会を開催し、その

検討結果を踏まえて「総合的病害虫・雑草管理（IPM）実践指針～病害虫及び雑草の徹底

防除から、さまざまな手法による管理・抑制への転換～」の指針を取りまとめている。そ

こでは、日本型 IPM として雑草を含む有害生物の総合防除が下記のように定義されている

「総合的病害虫・雑草管理とは、利用可能なすべての防除技術の経済性を考慮しつつ慎重

に検討し、病害虫・雑草の発生増加を抑えるための適切な手段を総合的に講じるものであ

り、これを通じ、人の健康に対するリスクと環境への負荷を軽減、あるいは最小の水準に

とどめるものである。」また、「農業を取り巻く生態系の攪乱を可能な限り抑制することに

より、生態系が有する病害虫及び雑草抑制機能を可能な限り活用し、安全で消費者に信頼

される農作物の安定生産に資するものである。」、また、これらに基づいて実践指標モデル

（http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_ipm/index.html）として野菜類では、

キャベツ、施設トマト、そして施設いちごの IPM 実践モデルが公表されている。 

① 有害生物とは 

 植物の細胞質または組織の摂取は、有害生物によるエネルギーの獲得と植物によるエネ

ルギーの損失を意味する。葉と根の消費は光合成能力を低下させ、収量の損失を招く。ま

た、果菜類等では有害生物の果実への加害は直接的な収量減をもたらす。これらの収量減

や品質の低下をもたらす有害生物には、植物病原体（菌類、ファイトプラズマ、細菌、ウ

イルス、高等植物等）、雑草（藻類、鮮類と苔、シダ類とトクサ類、裸子植物類、被子植物

類）、有害動物（線虫、軟体動物、昆虫綱、クモ綱、甲殻類、コムカデ類）が含まれる。 

② 農薬の多用による弊害 

 1960 年代において総合防除（IPM）が提唱された背景には、農薬の多用による各種の弊

害が問題となったことが挙げられる。農薬自体の問題として、食品への残留農薬、人や家

畜に対する急性及び慢性毒性、環境負荷の増大が挙げられる。また、農薬の連用がもたら

す弊害として、各種の病害虫にみられる薬剤抵抗性の発達、潜在病害虫の顕在化が挙げら

れる。同じ系統の農薬を連用することによって、農薬がもたらすストレスに抵抗性を示す

個体が増殖し、農薬に感受性を示す個体が淘汰され、農薬に対して抵抗性を示す個体群が

優占することで抵抗性が発達する。系統の異なる農薬のローテーション散布は、薬剤抵抗

性の発達を少しでも遅らせる方法として推奨されている。 

③ 誘導多発生（リサージェンス） 

 農薬の多用がもたらす弊害として、農薬散布による誘導多発生（リサージェンス）が知

られている。誘導多発生は農薬による生態系の撹乱によって生じると考えられ、特に生物

的要因が重要である。例えば、ハダニ類の防除のために使用した農薬がハダニ類よりもそ

の天敵に悪影響を及ぼすことにより、農薬散布後に一時的に低下したハダニ類の密度が急

速に回復する現象を示す。すなわち、環境抵抗（天敵類による密度抑制）から解放された
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ハダニ類が競争者のいなくなった条件下で急激に密度を回復する場合に誘導多発生が生じ

たと考えられる。誘導多発生を回避するために、天敵類に影響の少ない選択性農薬の使用

が必要となる。 

④ 総合防除の理念 

 総合防除の考え方には多くの説明があるが、代表的なものを下記に示す。 

a 総合防除は、病害虫の密度を被害許容水準（EIL, Economic Injury Level）以下に保つこ

とを目的とする。言い換えれば、病害虫の根絶を目的とするのではなく、病害虫の密度を

被害が許容できる範囲にまで低く低下させることを基本とする。 

b どのような防除手段にも長所と短所があり、防除手段を相互に矛盾しない方法で使用し、

自然の死亡要因を最大限にする方法である。 

c 特定の害虫だけに注目することなく、農生態系内に生息する潜在的害虫や天敵類の保護利

用も考慮に入れて防除体系をたてる。 

d 防除体系の策定には、農薬に対する抵抗性の発達や環境に対する負荷などの長期的、広

域的な問題にも配慮する。 

e 最大収量を指向するのではなく、防除費用と利益、利益と危険率を考慮し、純益の最大

化をもたらす最適収量指向型の防除体系とする。 

（２） 品種選択や栽培管理による病害虫の発生抑制 

 野菜の品種選択も病害虫の総合防除に大きな影響をもたらす。特に、病害や虫害に対し

て抵抗性品種がある場合には、品種抵抗性の利用が特に重要となる。また、品種の特性を

理解することによって、病害虫防除のための農薬散布の効果も異なる。多くの害虫は葉裏

に生息することから、農薬を散布する場合には葉裏に生息する害虫に直接的に農薬をかけ

る必要がある（浸透移行性のある農薬やトランスラミナー効果のある農薬では直接かからな

い場合でも防除効果が得られる）。同じ野菜でも草型が異なり、葉が立ち気味の品種では葉

裏に農薬がかかりやすくなる傾向がある。イチゴなどでは葉が寝る「とよのか」よりも草

勢の良い「章姫」の方が、ハダニ防除のための農薬がかかりやすくなる。 

 特に、病害防除においては病気に強い作物を作ることが重要であり、抵抗性品種や抵抗

性台木の利用が最も有効な方法であり、病害防除での基幹的技術となる。また、適切な栽

植密度と施肥管理による抵抗性の高い作物の育成し、適期に収穫することなどが対策とし

て挙げられる。 

キャベツの IPM 実践指針の栽培管理では栽培者が実施できる項目として、健全種子の確

保、健全苗の育成、栽培ほ場周辺での雑草管理、ほ場の選択と改善（水はけ）、定植（栽植

密度、定植時期）、病害虫発生予察情報の確認、病害虫防除の要否の判断、土着天敵の確認、

生物農薬の利用、農薬使用全般の注意（最適な散布、ローテーション散布、ドリフトの防

止）、収穫後残渣の処理（病害虫の発生源対策）、作業日誌（栽培履歴の管理等の記載事項

の徹底）、研修会への参加（IPM 研修会等に参加する）等が記載されており、栽培管理を通

じて病害虫の発生を低く抑えることが求められている。 
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（３）害虫防除のための個別技術 

 (1) 害虫管理と難防除害虫 

野菜類の害虫にはチョウ・ガ類、アザミウマ類、コナジラミ類、アブラムシ類、コウチ

ュウ類、ハチ類、ハエ類、ダニ類がある。植物の加害部位や加害様式（口器の形態等）に

よって吸汁性、食葉性、潜葉（茎）性、土壌害虫に分けられ、寄主の範囲によって多食性、

狭食性、単食性といった相違がある。害虫の防除法には化学的、生物的、物理的防除法が

ある。 

害虫類の中で、特に難防除害虫とされる害虫には、アザミウマ類、コナジラミ類、オオ

タバコガやハスモンヨトウのチョウ目害虫が挙げられる。これらの害虫類は各種薬剤に対

して抵抗性の発達が顕著であり、薬剤だけに頼った防除体系では防除効果が得られにくい

ことから難防除害虫となっている。また、アザミウマ類やコナジラミ類は、各種の虫媒性

ウイルスを媒介することから低密度であっても虫媒性ウイルス病による被害が大きいこと

から、その防除体系には注意が必要となる。アブラムシ類も各種のウイルス病を媒介し、

薬剤抵抗性の発達が顕著となれば難防除害虫となることが指摘されている。 

難防除害虫に対する防除対策は、基本的に複数の防除手段を用いた IPM の実践が必要と

なる。難防除害虫にたいする防除対策こそ IPM 技術やその体系化が必要となっている。 

○化学的防除法：最も広く利用されている化学物質は殺虫剤であり、有機リン系、カーバ

メート系、ピレスロイド系、ネライストキシン系、ネオニコチノイド系、その他に分けら

れる。これらの殺虫剤は共通して神経毒として作用し、①速効的、②広殺虫スペクトラム、

③低コスト（薬剤費、労力）である。一方、これらの特長から農薬の多用をもたらし、環

境負荷、薬剤抵抗性の発達、天敵類への悪影響等の弊害を生じる。薬剤抵抗性の発達を防

止するためには、系統の異なる殺虫剤のローテーション散布が必要であり、リサージェン

ス（誘導多発生）防止には土着天敵への影響にも十分な注意を払う必要がある。 

昆虫成長制御（IGR）剤は、昆虫の脱皮・変態を撹乱するタイプや昆虫のキチン合成を阻

害する殺虫剤である。これらは一般に遅効的であるが、選択性の高い農薬（天敵類への影

響の少ない）として利用されている。殺虫剤の使用に当っては、農薬のラベルを良く読み

（登録作物、処理濃度・量、使用時期・回数、収穫前日数等）、ほ場周辺の他作物（ドリフ

ト対策）や環境に配慮する。近年では、チョウ目害虫に対する選択性農薬の開発とその利

用を中心として、ほ場に植生管理等を行うことによって土着天敵を保護・利用して、難防

除害虫であるアザミウマ類する防除体系が急速に発展している。 

○生物的防除法：農薬取締法に定める農薬として、昆虫や微生物を生きた状態で製品化し

た生物農薬が利用できる。生物農薬には、天敵製剤（捕食性ダニ類、捕食・寄生性昆虫類）、

微生物製剤（ウィルス、糸状菌、細菌、線虫）、BT 剤（生・死菌、毒素タンパク）が含ま

れる。天敵製剤は、ハモグリバエ類、コナジラミ類、アブラムシ類、アザミウマ類を対象

に施設園芸で利用できる。微生物製剤はアブラムシ類、コナジラミ類、センチュウ類、ア

ザミウマ類、コナガ等に利用できる。 
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生物農薬は害虫の発生初期から複数回の処理によって防除効果が得られる。また、生物

を利用することから温・湿度の管理に注意を要する。対象外の病害虫に対する農薬散布は、

天敵・微生物製剤に影響の少ないものを選択する。BT 剤はチョウ目害虫とコガネムシ類に

登録があり、殺虫剤と同じ方法で使用できる。生物的防除法には合成性フェロモン剤（交

信撹乱剤）が含まれ、野菜類の複合交信撹乱剤は６種の害虫（コナガ、オオタバコガ、ハ

スモンヨトウ、ヨトウガ、タマナギンウワバ、シロイチモジヨトウ）に有効である。すで

に述べたように、土着の天敵類に対して影響の少ない選択性農薬の使用やリビングマル

チ・景観作物等の利用によって土着天敵を保護し、害虫に対する環境抵抗を高める方法も

生物的防除法（耕種的防除）に含まれる。 

○物理的防除法：施設園芸では、侵入遮断を目的とした防虫ネットの利用が最も有効であ

る。近紫外線（UV）カットフィルムはアザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類等の侵

入を防止するが、アントシアニンの生成阻害（ナス等）、授粉昆虫（ミツバチ等）の行動阻

害に注意する。露地野菜のトンネル栽培、ベタがけ被覆等は害虫の侵入防止に有効であり、

シルバーポリマルチはアザミウマ類やアブラムシ類の飛翔行動等を撹乱する。黄（緑）色

灯は夜蛾類の交尾や産卵行動を阻害し、その波長（ピーク 580nm 付近）には害虫の誘引効

果はなく、光による忌避作用や夜蛾類の夜間における暗適応（活動時）の眼を明適応（不

活動時）にさせることによって防除効果をもたらす。 

○発生調査法：害虫の発生時期・状況を知ることは、効果的に害虫防除を行う上で不可欠

である。発生調査法には、圃場での見取り調査や予察灯（誘蛾灯）に誘引される虫数を数

える方法が利用されている。また、合成性フェロモンを誘引源とした性フェロモントラッ

プはコナガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ等に利用できる。アザミウマ類やコナジラミ

類を対象とした黄色粘着トラップも害虫の発生を知る方法として有効である。 

○害虫の総合防除（IPM）：野菜作では、その作型で発生する主要害虫に対して、物理的防

除法、生物的防除法、耕種的防除法、化学的防除法を相互に矛盾しない方法で利用するこ

とが必要となる。また、野菜を栽培する場所が施設か露地かによって利用できる防除法も

大きく異なる。施設栽培では、害虫の持ち込みや侵入を防止することが重要であり、ウイ

ルス媒介性の昆虫では害虫を施設から出さないことも重要となる。一方、露地栽培では害

虫に対する環境抵抗（土着天敵類の保護利用、害虫の発生しにくい環境）を高める方策が

必要であり、選択性農薬の利用や農薬以外の防除手段（交信撹乱剤や黄色灯）の利用が必

要となる。 
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果菜類のアブラムシ類を対象としたバンカー法の実際 

 

野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域 

太田 泉 

 

バンカー法とは 

 バンカー法は、天敵昆虫とともに、天敵の餌（寄主）となる昆虫が着生した植物（バ

ンカー）を施設ほ場に設置し、ほ場の中で天敵を増殖しながら害虫を制御する方法の

である（矢野、2011）。通常、餌（寄主）昆虫には、対象作物を加害しない代替種（た

だの虫）を用いる。 

現在、商業的に販売されている天敵昆虫のほとんどは、確実な防除効果を得るため

に、約 1 週間の間隔で複数回に分けて放飼する方法が推奨されている。しかし、バン

カー法では、原則、天敵の導入は 1 回で済む。また、害虫が発生していない栽培初期

から天敵を予防的に増やすことができ、害虫の発生モニタリングも必要としないなど、

大きな利点がある。そのため、バンカー法は、害虫の中でも増殖率が高く、作物上で

発生を確認してから天敵を放飼する一般的な方法では制御が難しいアブラムシ類の

防除に利用されることが多い。初めに開発されたバンカー法も、アブラムシの天敵で

あるショクガタマバエやコレマンアブラバチ用のバンカーである（Hansen、1983； 

Bennison、1992）。また、近年では、アブラムシ以外の害虫に利用可能なバンカー法

も開発されている。以下にバンカー法の一部を紹介したい。 

 

コレマンアブラバチのバンカー法 

 このバンカー法は、以下の資材から構成される。 

○天敵昆虫：コレマンアブラバチ 

○代替寄主昆虫：ムギクビレアブラムシ 

○寄主植物：オオムギ、コムギなど 

 コレマンアブラバチは、ワタアブラムシやモモアカアブラムシによく寄生するため、

これらのアブラムシが発生する施設栽培作物がコレマンアブラバチバンカーの利用

対象となる。我が国では、おもにナス、ピーマン、イチゴなどが挙げられる。寄主植

物のオオムギやコムギは、プランターや植木鉢などで栽培可能なほか、畝床に直に植

えることもできる。水管理や移動のしやすさなどに一長一短があり、各ほ場の環境条

件や作業性に合わせて選択できる。 

長坂ら（2011）は、高知県安芸市における施設促成栽培ナス、ピーマン、シシトウ

での上記アブラムシ防除のため、コレマンアブラバチのバンカー法を導入し、実証試

験を行った。導入初年度の 2001～2002 年は、アブラムシ用の殺虫剤を散布しなかっ

た農家戸数は全体の 2.6%だけだったが、3 年後には 61.1%まで増加した。 
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このバンカー法の欠点は、バンカーを構成するムギクビレアブラムシやムギ類が高

温に弱いことである。また、コレマンアブラバチに寄生する二次寄生蜂が存在し、一

度発生するとコレマンアブラバチの個体数を減少させ、結果、害虫アブラムシの防除

効果が低下する。これらを補完する方法として、次に述べるショクガタマバエを用い

たバンカー法が考案されている。 

 

ショクガタマバエのバンカー法 

 ○天敵昆虫：ショクガタマバエ 

 ○代替餌昆虫：ヒエノアブラムシ 

 ○寄主植物：ソルガム 

 前述の Hansen（1983）が開発したショクガタマバエバンカーは、ソラマメとソラ

マメに付くアブラムシ Megoura viciae を組み合わせたものだったが、安部（2011）

は、高温環境に強いショクガタマバエ用のバンカーとして「ソルガム－ヒエノアブラ

ムシの組み合わせ」を新たに見出した。これらを用いたバンカー法は、京都府舞鶴市

にある万願寺トウガラシの施設栽培ほ場で実証試験が行われ、施設内が高温となる 6

月以降に、天敵のショクガタマバエ、代替寄主のヒエノアブラムシともに十分な個体

群密度を維持し、トウガラシ上のアブラムシの発生を抑えることができた（安部、

2011）。なお、本バンカー法に用いられる天敵、代替寄主、寄主植物はいずれも、低

温状態では増殖や活動が低下するため、秋～春期の利用は推奨されていない。 

 

キイカブリダニのバンカー法 

 ○天敵昆虫：キイカブリダニ 

 ○代替餌昆虫：クサキイロアザミウマ 

 ○寄主植物：オオムギ 

 キイカブリダニはアザミウマ類、コナジラミ類の捕食性天敵である。古味（2011）

は、高知県内中山間地の雨よけ夏秋栽培地域において、アザミウマに対する防除効果

が不安定なタイリクヒメハナカメムシに替わる防除手法として、キイカブリダニのバ

ンカー法を開発した。このバンカーでは寄主植物としてオオムギを利用するが、気温

の高い時期に播種したオオムギは成長が速く、出穂した後に急速に枯死する。そのた

め、高温となる夏以降は、バンカー上でのキイカブリダニの維持は難しい。さらに、

オオムギ枯死後に作物上にもアザミウマやコナジラミが存在していない場合は、キイ

カブリダニは餌不足となり、絶滅する可能性が高い。したがって、キイカブリダニバ

ンカーが設置できない夏以降に害虫アザミウマ類が発生した場合の対策が残された

課題である（古味、2011）。なお、キイカブリダニは、2012 年 9 月現在、生物農薬と

して未登録である。 
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ミヤコカブリダニのバンカー法 

○天敵昆虫：ミヤコカブリダニ 

 ○代替餌昆虫：ケナガコナダニ 

 ○寄主植物：もみ殻 

 岡留（2011）は、施設栽培の甘長トウガラシ類を加害するハダニ類を防除するため、

ミヤコカブリダニのバンカー法を開発した。本法では、貯蔵が可能で入手が容易な「も

み殻」をケナガコナダニの餌（寄主）植物として利用する点や、元々畝床の土壌中に

生息しているケナガコナダニを「もみ殻」に移動させて自然増殖させる点など、より

省力的なバンカー法を実現させた点でユニークである。なお、本バンカーでは、ケナ

ガコナダニを含めた様々な土壌微生物やその死骸、もみ殻由来の細かな粉塵などが発

生する。これらは、人間のアレルゲン物質となるため、ほ場内で本バンカーを取り扱

う際は、マスクや防塵メガネなどのアレルギー対策が必要となる（岡留、2011）。 

 

ギフアブラバチのバンカー法 

 ○天敵昆虫：ギフアブラバチ 

 ○代替寄主昆虫：ムギヒゲナガアブラムシ 

 ○寄主植物：ムギ類 

 野菜茶業研究所で開発中のバンカー法である。ギフアブラバチ（写真 1）は、日本

国内に広く分布する土着のアブラムシ寄生蜂で、ジャガイモヒゲナガアブラムシやモ

モアカアブラムシによく寄生する。Ohta and Honda（2010）は、ギフアブラバチ用

のバンカーとして「ムギヒゲナガアブラムシとムギ類の組み合わせ（写真 2）」が有

効であることを見出した。 

本バンカー法は、施設栽培ピーマン、ナスで発生するジャガイモヒゲナガアブラム

シ（写真 3、4）の防除に利用できる。これらの作物で発生する別種のワタアブラム

シ、モモアカアブラムシの防除には、前述のコレマンアブラバチ（とバンカー法）が

有効だが、コレマンアブバチはジャガイモヒゲナガアブラムシに寄生しないため、本

アブラムシの防除には使えない。 

ギフアブラバチとコレマンアブラバチのバンカー法には、それぞれ異なる代替寄主

昆虫を利用する。ギフアブラバチはコレマンアブラバチの代替寄主であるムギクビレ

アブラムシに寄生せず、コレマンアブラバチもギフアブラバチの代替寄主のムギヒゲ

ナガアブラムシには寄生しない（Ohta and Honda、2010）。そのため、同じほ場内

にそれぞれのバンカーを設置しても、寄生蜂 2 種の間で代替寄主アブラムシを巡る競

争は発生せず、寄生蜂 2 種（とバンカー法）を用いたピーマン、ナスにおけるワタア

ブラムシ、モモアカアブラムシ、ジャガイモヒゲナガアブラムシの同時防除は可能と

考えている。 

ギフアブラバチのバンカー法の欠点は、コレマンアブラバチと同様に、バンカー自
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体が高温条件に弱いこと、二次寄生蜂が存在すること、などが挙げられる。二次寄生

蜂は、バンカーで代替寄主アブラムシを必要以上に増やしてしまうと発生しやすくな

る傾向がある（長坂ら、2011）。よって、バンカーにおける代替寄主アブラムシの増

殖のコントロールは、今後に残された重要な課題の一つとなっている。なお、2012

年 9 月現在、ギフアブラバチは生物農薬未登録である。 
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写真 1 ギフアブラバチ       写真 2 ギフアブラバチバンカー 

（ムギヒゲナガアブラムシとオオムギ） 

    

写真 3．ジャガイモヒゲナガアブラムシ  写真 4．ジャガイモヒゲナガアブラムシに 

加害されたピーマンの果実 
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露地野菜の生物多様性指標（天敵類）に対する農薬の影響 

 

野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域 

河野勝行 

 

１．はじめに 

水田・果樹・露地野菜等の土地利用型農業において、ほ場あるいは集落にお

ける生物多様性を高めることにより、天敵類による害虫密度抑制効果を高め、

農薬等の使用の削減を可能にしようという考え方のもとで、平成 20 年度から

23 年度にかけて農林水産省委託プロジェクト研究「農業に有用な生物多様性の

指標及び評価手法の開発」が行われ、ほ場あるいは集落における生物多様性の

指標となる生物種の調査法および評価法が検討され、そのためのマニュアルが

作成された（農林水産省農林水産技術会議事務局ほか，2011a；2011b）。 

ここで選抜された農業に有用な生物多様性の指標種の多くは、捕食性あるい

は寄生性の天敵類である。これらの天敵類は、農薬の撒布の影響を受けると考

えられるが、種数が極めて多いため、個々の天敵類に対する影響はほとんど明

らかにされていない。 

我々はこのプロジェクト研究において、キャベツほ場における指標種の選抜

と評価手法の開発を担当し、ウヅキコモリグモあるいは種群としてのコモリグ

モ類を指標種として選抜したが、我々はこのプロジェクトが始まる前から、キ

ャベツほ場における土着天敵類を調査しており、無防除でキャベツを栽培した

場合、ウヅキコモリグモなどのコモリグモ類、オオハサミムシ、オオアトボシ

アオゴミムシなどのゴミムシ類などが多く見られることを明らかにしてきた。 

実際にこれらの天敵類（コモリグモ類、オオハサミムシ、ゴミムシ類）の害

虫密度抑制効果をほ場で評価することは極めて困難であるが、これらの天敵類

が害虫密度の抑制に貢献していると仮定して、これらの天敵類に対する各種農

薬の影響を明らかにしてきた（浜村ら，2006；Kohno et al., 2007；河野ら，2009；

河野，2011）。 

ここでは，これらの天敵類の生態に関する概要と，各種殺虫剤のこれらの天

敵類に対する影響について紹介する。 

 

２．対象とした天敵類とその生態の概要 

２−１．ウヅキコモリグモ 
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ウヅキコモリグモ雄成体 

 

本種は巣網を張らない地表徘徊性の種で，日本全国の畑地に普通に見られる

種である。成体の体長は 6〜10mm 程度で、春に見られる個体は大きく、夏か

ら秋に見られる個体は小さい。雌成体が産卵した卵が入った卵嚢を腹部に付着

させて持ち歩くので「コモリグモ」の名がある（かつては「ドクグモ」と呼ば

れていた）。卵が孵化したあと、母グモは卵嚢から出てきた仔グモ（2 齢）を腹

部に乗せているが、数日すると仔グモは分散する。基本的には昼行性であり、

地表徘徊性だが、しばしば草の上などでも見られる。 

本種は幼体で越冬するが越冬中にも活動する。成体は春早くから出現し、秋

遅くまで見られる。夏以降に出現する個体は小さい。成体は早春から晩秋まで

連続的に見られるため、年間の世代数は明瞭ではないが、2 世代程度は経過する

と考えられる。 

各種の昆虫や小動物を捕食し、しばしば共食いも観察される。 

無農薬の有機栽培のほ場において個体群密度が高い。 

 

２−２．オオハサミムシ 

 
オオハサミムシ雄成虫 

 

本種は汎世界的に分布する種で、日本各地の海岸、河原、畑地などの上部が

開けた場所に多く見られ、樹林地にはほとんど見られない。成虫の体長は 20〜
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30mm 程度で個体変異が大きい。本種は夜行性で、日中は地中に掘った穴の中

に暮らしていると考えられる。基本的には地表徘徊性だが、植物上にもよく登

るようである。 

周年経過は不明瞭で、成虫態でも幼虫態でも越冬していると想像されるが、

詳しいことは明らかにされていない。 

本種は各種の生きた昆虫や小動物を捕食するほか、それらの屍骸も食べる。 

地表の植生被覆度が低いほ場で個体群密度が高い傾向にあるようである。 

 

２−３．オオアトボシアオゴミムシ 

 
オオアトボシアオゴミムシ雄成虫 

 

本種は日本全国に分布する。成虫の体長は 17mm 前後である。キャベツほ場

には各種のゴミムシ類が見られるが、無防除で栽培した場合、本種が最も多く

見られるようである。成虫、幼虫ともにチョウ目幼虫を好んで捕食する。成虫

は夜行性の傾向が強いが、幼虫は日中でも活動するのが観察される。 

本種は夏季のみに見られ、キャベツほ場の場合、定植してから結球が始まる

頃まではほとんど見られないが、その後急速に個体数を増し、幼虫も見られる

ようになる。収穫が終わって残渣が片付けられると、ほ場から姿を消す。これ

らのことから、本種は夏の間のみキャベツほ場に滞在していると推察され、そ

れ以外の時期にはどこに棲息しているのかほとんど明らかになっていない。 

その他、キンナガゴミムシ、セアカヒラタゴミムシ、キボシアオゴミムシな

どもキャベツほ場でよく見られる。 

 

３．天敵類に対する各種農薬の直接的な影響 

３−１．ウヅキコモリグモに対する各種農薬の影響 

母グモから分散した直後の幼体（2 齢）に対して、回転式薬剤撒布塔を使用

して、実用濃度で 1cm2
あたり 4mg の各種殺虫剤の薬液を撒布し、短期（24 時

間後）の死亡率を比較した（浜村ら，2006）。また昆虫成長制御剤に（IGR）つ

いては長期（次齢になるまで）の死亡率を比較した（河野ら，2009）。 
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その結果、10 種類の有機リン系殺虫剤の中では DDVP のみ悪影響が小さか

ったが、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチルでは悪影響が認められ、DEP、

EPN、PAP、ダイアジノン、プロチオホス、マラソン、クロルピリホスメチル

では悪影響が大きかった。3 種のカーバメート系殺虫剤（メソミル、チオジカル

ブ、アラニカルブ）はいずれも悪影響が大きかった。7 種のピレスロイド系殺虫

剤（ペルメトリン、エトフェンプロックス、シペルメトリン、シフルトリン、

トラロメトリン、フルバリネート、除虫菊）もいずれも悪影響が大きかった。

ネライストキシン系殺虫剤では、チオシクラムの悪影響は小さかったが、カル

タップの悪影響は大きかった。4 種のネオニコチノイド系殺虫剤のうち、チアメ

トキサムには悪影響は認められず、クロチアニジン、イミダクロプリド、アセ

タミプリドの悪影響は小さかった。その他の合成殺虫剤 6 種のうち、ピリダリ

ルとインドキサカルブ MP には悪影響は認められなかったが、ジアフェンチウ

ロン、エマメクチン安息香酸塩、クロルフェナピル、トルフェンピラドの悪影

響は大きかった。天然物由来の殺虫剤であるスピノサドの悪影響は大きかった。

生物農薬である BT 剤には悪影響は認められなかった。 

7 種の IGR のうち、クロルフルアズロンには顕著な脱皮阻害効果が認められ

たが、ルフェヌロン、メトキシフェノジド、クロマフェノジド、ノバルロン、

テフルベンズロン、フルフェノクスロンには、脱皮阻害効果は認められなかっ

た。 

 

３−２．オオハサミムシに対する各種農薬の影響 

2 齢に脱皮後 2〜4 日の幼虫に対して、回転式薬剤撒布塔を使用して、実用濃

度で 1cm2
あたり 4mg の各種殺虫剤の薬液を撒布し、短期（24 時間後）の死亡

率および長期（次齢になるまで）の死亡率を比較した（Kohno et al., 2007）。 

その結果、11 種の有機リン系殺虫剤（CYAP、DDVP、DEP、EPN、PAP、

アセフェート、クロルピリホスメチル、ダイアジノン、ピリダフェンチオン、

プロチオホス、マラソン）はいずれも悪影響が大きかった。3 種のカーバメート

系殺虫剤のうち、チオジカルブとアラニカルブには悪影響が認められ、メソミ

ルは悪影響が大きかった。6 種のピレスロイド系殺虫剤（エトフェンプロックス、

シペルメトリン、トラロメトリン、ビフェントリン、フルバリネート、ペルメ

トリン）はいずれも悪影響が大きかった。2 種のネライストキシン系殺虫剤（カ

ルタップ、チオシクラム）はいずれも悪影響が大きかった、5 種のネオニコチノ

イド系殺虫剤のうち、ジノテフランは悪影響が小さかったが、イミダクロプリ

ド、チアメトキサム、クロチアニジン、アセタミプリドは悪影響が大きかった。

7 種の IGR のうち、メトキシフェノジドとクロマフェノジドには悪影響は認め

られなかったが、テフルベンズロンには悪影響が認められ、ルフェヌロン、ノ
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バルロン、クロルフルアズロン、フルフェノクスロンは悪影響が大きかった。

その他の合成殺虫剤 7 種のうち、ピリダリルには悪影響は認められず、エマメ

クチン安息香酸塩とインドキサカルブ MP には悪影響が認められ、ジアフェン

チウロン、クロルフェナピル、トルフェンピラド、フィプロニルは悪影響が大

きかった。天然物由来の殺虫剤であるスピノサドの悪影響は大きかった。微生

物殺虫剤である BT 剤とボーベリア・バシアーナ剤には悪影響は認められなかっ

た。 

 

３−３．オオアトボシアオゴミムシに対する各種農薬の影響 

野外から採集した成虫に対して、回転式薬剤撒布塔を使用して、実用濃度で

1cm2
あたり 4mg の各種殺虫剤の薬液を撒布し、その後は餌を与えず水のみを

与えて死亡するまでの虫の様子と寿命を比較した。試験材料の数の制限があっ

たので、各系統の薬剤から 1〜2 剤を代表させて、11 種の薬剤で試験した。 

その結果、ピリダリル，フルベンジアミド，クロラントラニリプロール，BT，

水道水（対照）については，撒布直後においても供試虫に異常は認められなか

った。カルタップについては全ての個体，ジノテフランについてはごく一部の

個体が撒布直後に痙攣などの異常を示したが，後に全ての個体が一旦正常に復

活した。シペルメトリン，アセタミプリドについては，撒布直後に全ての個体

が痙攣などの異常を示したが，後に一部の個体が一旦正常に復活した。アセフ

ェートとスピノサドは，撒布直後に異常が認められなかった個体もあり，一部

の個体は比較的長期間生存したが，大半の個体は撒布後数日以内に死亡した。

メソミルは撒布直後から全ての個体が異常を示し，数日以内に死亡した。 

死亡までの日数に基づいて判断すると，撒布直後に何らかの異常がみられた

シペルメトリン，カルタップ，ジノテフランおよび，撒布直後には全く異常が

認められなかったピリダリル，フルベンジアミド，クロラントラニリプロール，

BTの合計7種類の殺虫剤は，対照の水道水撒布との間で有意な差が認められず，

オオアトボシアオゴミムシ成虫に対して悪影響は小さいと判断された。これに

対して，アセフェート，メソミル，アセタミプリド，スピノサドの 4 種類の殺

虫剤はその他の 7種類および対照の水撒布との間に寿命に有意な差が認められ，

悪影響が大きいと判断された。 
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難防除害虫の薬剤抵抗性メカニズム 
岡山大学・資源植物科学研究所 

園田昌司 
 

1.はじめに 

殺虫剤抵抗性の発達は、あらかじめ害虫個体群の中に存在する極めて少数の

抵抗性個体が、殺虫剤による感受性個体の除去を通じて子孫を増やしていくプ

ロセスである。殺虫剤に対して何らかの抵抗性を発達させた害虫は、全世界で

574種に達している(IRAC, http://www.irac-online.org/)。これまで殺虫剤抵抗性は、

1)皮膚透過性の低下、2)標的部位の感受性の低下、3)解毒分解酵素活性の増大に

よって付与されるとされてきた。しかし最近、殺虫剤分解能を持つ共生細菌が

昆虫の殺虫剤抵抗性に関与し得ることが報告された(Kikuchi et al. 2012)。本稿で

はこれまでに明らかにされた殺虫剤抵抗性の主な分子メカニズムについて解説

する。 
 

2.皮膚透過性の低下による抵抗性 
 害虫の皮膚透過性が低下して、殺虫剤が体内に浸透しにくくなれば抵抗性に

結びつくと考えられる。しかしながら、皮膚透過性の低下による殺虫剤抵抗性

の研究例はほとんどなく、また付与される抵抗性のレベルも限定的であると考

えられている。 
 

3.標的部位の感受性の低下による抵抗性 

1)有機リン剤、カーバメート剤抵抗性 
 有機リン剤とカーバメート剤の標的は、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)

である。有機リン剤とカーバメート剤に対する抵抗性は、AChEに生じたアミ

ノ酸変異による薬剤に対する感受性の低下によって付与されることがキイロシ

ョウジョウバエ Drosophila melanogaster において報告された(Mutero et al. 1994)。

キイロショウジョウバエは 1種類の AChE遺伝子(AChE2)しか持たないが、多

くの昆虫は 2種類の遺伝子(AChE1 と AChE2)を持っており、どちらの遺伝子が

抵抗性に関わっているかは種によって異なる。 
 

2)ピレスロイド剤抵抗性 
 ピレスロイド剤は昆虫のナトリウムチャネルを標的とする。ピレスロイド剤

に対して抵抗性を示すイエバエ Musca domestica では、ナトリウムチャネルの

1014番目と 918番目のアミノ酸が変化していた(Williamson et al. 1996; Miyazaki 
et al. 1996)。1014番目の変異(L1014F)は、knockdown resistance (kdr)と呼ばれ、

抵抗性の基礎となり、super-kdr と呼ばれる 918番目の変異(M918T)は、エンハ

ンサーとして作用していると推測されている。コナガ Plutella xylostella のピレ

スロイド剤抵抗性には L1014Fと T929Iが関与していることが報告された

(Schuler et al. 1998)。コナガの場合も L1014Fが基礎的な変異であり、T929Iは
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エンハンサーと推測されている(Schuler et al. 1998; Sonoda et al. 2008)。これらの

変異は、ナトリウムチャネルのドメイン II のセグメント4-6領域に存在するが、

最近では、別の領域におけるアミノ酸変異がピレスロイド剤抵抗性に関わって

いる例も報告されている(Soderlund and Knipple 2003; Dong 2007)。 
 

3)シクロジエン化合物抵抗性 
 クロルデン、エンドスルファンなどのシクロジエン化合物は GABA 受容体を

標的とする。シクロジエン化合物に対する抵抗性には、GABA 受容体における

アミノ酸変異が関与していることがキイロショウジョウバエにおいて報告され

た(ffrench-Constant et al. 1993)。 
 

4)ネオニコチノイド剤抵抗性 

 ネオニコチノイド剤はニコチン性アセチルコリン受容体を標的とする。ニコ

チン性アセチルコリン受容体のループDと呼ばれる領域における特定のアミノ

酸がネオニコチノイド剤との相互作用に重要であることが示唆された

(Shimomura et al. 2006)。最近、その部位におけるアミノ酸変異(R81T)が、ネオ

ニコチノイド剤抵抗性に関わっていることがモモアカアブラムシ Myzus 

persicae で報告された(Bass et al. 2011a)。 
 

5)ビフェナゼート抵抗性 
 殺ダニ剤ビフェナゼートの標的は長らく不明であったが、2009年にミトコン

ドリア複合体 III を阻害することが示された(Van Leeuwen et al. 2009)。ナミハダ

ニ Tetranychus urticae およびミカンハダニ Panonychus citri のビフェナゼート抵

抗性にはミトコンドリアのチトクローム b のアミノ酸変異が関与していること

が報告された(Van Leeuwen et al. 2009, 2011)。 
 

4.解毒分解酵素活性の増大による抵抗性 

 殺虫剤抵抗性に関わる解毒分解酵素として、チトクローム P450、カルボキシ

ルエステラーゼ、グルタチオン転移酵素が知られている。 

チトクローム P450は、カーバメート剤、ピレスロイド剤、ベンゾイルフェ

ニルウレア剤、ネオニコチノイド剤を含む広範な化学物質(異物)の代謝に関わ

っている。チトクローム P450はいくつかのファミリーに分類されているが、

殺虫剤に抵抗性を示す昆虫では、CYP6ファミリーに属する遺伝子の発現が高

まっていることが多い(Daborn et al. 2002; Karunker et al. 2008; Puinean et al. 

2010)。チトクローム P450の高発現は、遺伝子増幅、発現制御因子の変異等に

よってもたらされる(Li et al. 2007; Puinean et al. 2010)。 

カルボキシルエステラーゼは、有機リン剤、カーバメート剤、ピレスロイド

剤抵抗性への関与が報告されている。抵抗性は、1)遺伝子数の増加による高発

現(Devonshire and Sawicki 1979; Field et al. 1988; Hemingway et al. 1998; Small and 

Hemingway 2000; Vontas et al. 2000)、2)酵素遺伝子の変異による高活性化 
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(Newcomb et al. 1997)、3)殺虫剤への結合による作用点への到達阻害

(sequestration) (Suzuki et al. 1993)などによってもたらされる。 

昆虫のグルタチオン転移酵素はアミノ酸配列の相同性に基づき 6つのクラス

に分類されるが、delta および epsilon クラスの酵素が殺虫剤抵抗性に関与して

いることが多い(Ranson and Hemingway 2005)。 
 

5.BT毒素に対する抵抗性機構 

 野外における BT 剤抵抗性はノシメマダラメイガ Plodia interpunctella 
(McGaughey 1985)、コナガ(Tabashnik 1994)、イラクサキンウワバ Tricoplusia ni 

(Janmaat and Myers 2003)で報告されている。また、BT トウモロコシに対する抵

抗性がツマジロサクトトウ Spodoptera frugiperda (US EPA 2007)とアフリカズイ

ムシ Busseola fusca (van Rensburg 2007)において、BT ワタに対する抵抗性がワタ

アカミムシ Pectinophora gossypiella (Tabashnik and Carriére 2010; Dhurua and 
Gujar 2011)で報告されている。 

BT 剤抵抗性については、1)カドヘリン遺伝子の変異(Morin et al. 2003, 2004; 
Xie et al. 2005; Xu et al. 2005; Gahan et al. 2007; Yang et al. 2007; Zhao et al. 2010; 

Fabrick et al. 2011)、2)ABC トランスポーターの変異(Baxter et al. 2011; Atsumi et 

al. 2012)、3)中腸におけるトリプシンやキモトリプシン活性の低下による BT 毒

素活性化の抑制(Oppert et al. 1996, 1997; Herrero et al. 2001; Candas et al. 2003)、4)

中腸におけるタンパク質分解酵素活性の増大による活性化 BT 毒素の分解

(Forcada et al. 1996, 1999; Keller et al. 1996; Shao et al. 1998; Loseva et al. 2002)、5)

アミノペプチダーゼ N 遺伝子の発現の低下(Herrero et al. 2005; Zhang et al. 2009)

など様々なメカニズムが報告されている。 
 

6.イントロンのミススプライシングによるスピノサド抵抗性 
 スピノサドの標的はニコチン性アセチルコリン受容体である。ニコチン性ア

セチルコリン受容体は 5つのサブユニットから成るが、α6サブユニットを欠

いたキイロショウジョウバエ変異系統は、スピノサドに抵抗性を示すことが示

された(Perry et al. 2007)。野外においても、スピノサドに抵抗性を示すコナガ系

統では、α6サブユニットのイントロン 9における 1塩基置換(変異)により、正

常なスプライシングが起こらず、その結果生じた通常よりも短いサブユニット

が抵抗性の原因となっていることが報告された(Baxter et al. 2010)。 
 

7.感受性の低下による抵抗性と解毒分解酵素活性の増大による抵抗性 

 室内においてイミダクロプリドで選抜されたトビイロウンカ Nilaparvata 

lugens 系統はニコチン性アセチルコリン受容体にアミノ酸変異を持つことが報

告された(Liu et al. 2005)。しかしながら、野外ではそのような変異を持つ個体は

見つかっていない。野外におけるイミダクロプリド抵抗性には、アミノ酸変異

によるニコチン性アセチルコリン受容体の感受性の低下ではなく、特定のチト

クローム P450遺伝子の高発現が関与していることが示唆された(Bass et al. 
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2011b)。一方、ミナミキイロアザミウマ Thrips palmi のピレスロイド剤抵抗性で

は、ナトリウムチャネルのアミノ酸変異が抵抗性の基礎となり、チトクローム

P450による解毒分解が付加的に作用していた(Bao and Sonoda 2012)。 
 

8.殺虫剤分解細菌の取り込みによる殺虫剤抵抗性の獲得 

 ホソヘリカメムシ Roptortus pedestris が、環境土壌中の殺虫剤分解細菌を取り

込んで体内に共生させることにより、殺虫剤抵抗性を獲得し得ることが報告さ

れた(Kikuchi et al. 2012)。通常の防除圧の圃場では殺虫剤分解菌をもつカメムシ

は見つからなかったが、有機リン剤(フェニトロチオン)が集中的に使用されて

いる南大東島のサトウキビ畑では、低頻度ながらフェニトロチオン分解菌を持

つカンシャコガネナガカメムシ Cavelerius saccharivorus が見つかった。野外に

おいても極端に高い防除圧の下では共生微生物による殺虫剤抵抗性が発生し得

るようである。 
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革新的農業技術に関する研修「野菜の難防除病害虫のIPM技術」資料 

農業害虫-天敵等の研究におけるmultiplex PCRの利用 
 

独）農業生物資源研究所 昆虫科学研究領域 
上級研究員 村路雅彦 

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

 
はじめに 

 
任意のDNA領域を増幅することができるPCRが開発さ

れ普及しはじめたのは20数年前のことである。これ以

降、生物のDNA塩基配列に関する情報は爆発的に増

加し、それを利用した応用研究の裾野も飛躍的に拡

大した。かつてはDNA研究の対象外と言われた農業

害虫－天敵分野も、もはやPCRなくしては成り立ち得

ない状況となりつつある。 
  この分野では、1990年代の初期までは、クローン化

されたmtDNA、rDNA、ミニサテライトDNA、また数種

遺伝子のcDNA等をプローブとするサザーンハイブリ

ダイセイションによる種や系統の識別、DNAフィンガー

プリント、薬剤抵抗性、微生物の検出などが細々と行

われていた1)。全般に遺伝子組換え技術や放射性同

位元素の取り扱いに習熟した一部研究者の専門分野

といった趣であった。農業害虫－天敵分野でDNA多

型の利用研究が本格化するのは、PCRが普及した

1990年代中盤以降である（日本では概ね2000年～）。

主な内容は、 
1） PCR産物の塩基配列等から昆虫の進化や系統関

係を解析する試み。 
2） PCR産物の電気泳動像等より、外見では識別困難

な種や系統、卵や幼体などを識別する試み。 
3） PCR産物の電気泳動像等から、外見では認識困

難な薬剤抵抗性などの生物的特性を診断する試み。 
4） 検出されたDNAから寄主－寄生者、捕食者－被

捕食者、病菌－媒介者関係などを特定する試み。 
5） PCR産物の電気泳動像等から個体の遺伝子型を

調べ、集団遺伝的特性を解明する試み等である。 
この中には高度なDNA研究の成果を害虫等研究の道

具として利用するもののほか、DNA塩基配列に関する

特段の事前情報がなくとも､PCR産物を電気泳動やシ

ークエンシングなどにかけることで何らかの結果が得ら

れるというものもあり、PCR利用研究の普及を促す要因

ともなった。このような状況は現在も続いている。 
  Multiplex PCRは、上記の研究目的のうちの1つま

たは二つ以上を組み合わせて実施することができる比

較的高度な解析手法である。その技術確立に当たっ

ては、DNA塩基配列に関する事前の解析やプライマ

ーの設計、PCR条件の 適化等のために、従来以上

に多くの労力を要する場合が多い。しかしこの方法に

は、一度の反応で複数の異なるPCRをまとめて行うこと

ができ、従来より多くの情報が得られ、しかも時間、労

力、コストなどを大幅に削減できるという大きな長所が

ある。1988年に初めて報告されて以来2)、本法を用い

た研究は指数関数的に増加しており3)、現在では、集

団遺伝学や親子鑑定4)、法医学5)、食物安全・組換え

体検出6)、食物連鎖7)、分子分類・同定8)などの分野で

幅広く活用されている。ここでは、multiplex PCRの概

要と農業害虫ほかの研究における実例を簡単に紹介

する。今後の参考にしていただければ幸いである。 
 

Multiplex PCRの概要 
 
Multiplex-PCRとは、単一の反応系に複数以上のプラ

イマーセットを加えて行うPCRの事である。これにより

一度のPCRで複数以上のDNA領域を増幅する場合も

あれば、特定の１領域のみを増幅することもある。多く

の場合、増幅産物は電気泳動にかけられ、バンドの有

無、バンドの大きさ等が調べられる。これにより多くの

DNA部位における塩基配列の特性を調べ、遺伝子型

の特定や生物的特性の判定のほか、種の同定や系統

識別のための指標などとして利用される。 
  一般に農業昆虫のmultiplex PCRといえば、多数試

料の扱いに適した、簡便だが高度な種の識別法という

印象がある。しかし衛生害虫分野には様々な問題に

対応したmultiplex PCR系がある。例えば、Mohanty et 
al. (2007) は、28S rDNAのD3ドメイン内の一塩基置

換等を利用したAnopheles fluviatilis 種群の蚊の識別

用 の multiplex PCR 系 に 、 ヒ ト と マ ラ リ ア 原 虫

Plasmodium falciparumのそれぞれに特異的なプライ

マーセットを加えた新しいmultiplex PCR系を開発した
9)。これを用いると一度のPCRで、その蚊がA. fluviatilis
種群かどうか、いかなる隠蔽種（cryptic species）か、体

内にマラリア原虫を持つか、ヒトの吸血経験があるか 
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図1. Anopheles fluviatilis種群の種識別・ヒト加害・マラリア

原虫保持の同時解析のためのmultiplex PCRの結果の模

式図。Mohanty et al. (2007) をもとに作製した。 
 
など、従来のPCRの4回分程度に相当する結果が一挙

に得られる（図1）。技術的にはまことに単純であるが、

まさにmultiplex PCRならではの優れた応用例である。

農業昆虫でも、前述の1)～5)の形質や生物的特性、

性別の判定などを組み合わせれば、これまでにない優

れたDNA診断法が開発できる。このためには多分野

の情報の融合のほか、個々の形質の背景がDNA塩基

配列レベルで解明されることが必要であり、それらの研

究の早急な進展が望まれる。 
 

対象DNAと解析法 
 
Multiplex PCRで解析するDNA領域は、基本的には

通常のPCRとかわらない。mtDNA、rDNAとそのスペ

ーサー、マイクロサテライトDNAなどの使用例が多い。

違いは、複数の領域を同時にPCR出来ること、ある領

域の種間差違などを多数のプライマーの組み合わせ

で検出できることなどである。以下、過去に用いられた

主要なDNA領域について簡単に説明する。 
 
ミトコンドリアＤＮＡ 
昆虫のmtDNAは、サイズがコンパクト（15kb程度）で、

高度な遺伝的変異を示す介在配列が少ないという特

徴をもつ。このため、核のrDNAスペーサーなどに較べ

ると、挿入DNA断片などを利用した種特異的なプライ

マーが設定できる機会は少ない（一部領域を除く）。そ

のため本DNAを対象とするmultiplex PCR系の多くで

は、1塩基置換～数塩基置換の変異にもとづく方法が

採られている。このようなプライマーアニーリングサイト

のわずかな塩基の差違を、DNA増幅の有無（= 電気

泳動後のバンドの有無）に反映させるには、プライマー

のアニール温度を高く設定する必要がある。しかし、

昆虫mtDNAのもうひとつの特徴であるAとTに偏った

塩基配列のため、アニール温度が高い多くのプライマ

ーが得られない場合も少なくない。昆虫mtDNAの

D-loopに相当する部分は、ATリッチ領域（A+T rich 
region）と呼ばれ、多様な挿入・欠失、マイクロおよびミ

ニサテライトなどの反復配列、その他不明の塩基配列

が含まれることがある（分類群によっては非常に短いも

のもある）。この部分はmultiplex PCRの特異的プライ

マー設定の候補ではあるが、それを検討するための塩

基配列データが十分蓄積されていない、名前のとおり

ATリッチな特性のため高いアニール温度を得にくいな

どの難点がある。 近では、昆虫の核のDNA内に多

量のmtDNAのコピー断片が存在することが知られるよ

うになってきた。mtDNAを指標とする研究では、今後

この点への配慮も重要になってくる。 
  識別が困難なコモリグモ7種の同定では、CO1遺伝

子の塩基配列をもとに、それぞれの種に特異的な長さ

のDNA断片を増幅できる7組14本のプライマーが設計

され、multiplex PCRに使用されている10)｡どのバンドが

増幅されるかによって試料の種を特定できる。各プライ

マーは3’末端に少なくとも1塩基の種特異的な配列を

もつよう設計されているが、非特異的なDNA増幅が認

められ、必ずしも頑健（robust）な結果とは言い難い。

類似の研究は、甲虫類ほか多くの事例がある11)。オサ

ムシの腸内残渣を試料とする解析では、捕食された12
の種またはグループの無脊椎動物が検出・識別され

ている12)。ここでは、それぞれに特異的な12組24本も

のプライマーが使用されているが、増幅される領域は

16S rDNAやCO1など種やグループによって異なる。こ

の研究では検出感度とDNAバンドの識別精度の向上

のため、反応には蛍光プライマー、電気泳動には

DNAシークエンサーが使用されている。 
  北米のブドウ園に発生するPseudococcus maritimus 
ほかのカイガラムシは、比較的少数のプライマーで識

別された13)。まずカイガラムシ7種のCO1塩基配列をア

ライメントし、そこから種特異的な3塩基以上の塩基置

換を示す短い塩基配列を7か所見いだし、種特異的な

7本のフォワードプライマーを設計した。リバースプライ

マーは全種共通の1本のみで、CO1下流のロイシン

tRNA内のコナカイガラムシに共通する塩基配列から

設計した。これら8本のプライマーで7種が識別できた。

このような片方のプライマーを共用する方法は、後述

のrDNAスペーサーの場合と同様に、プライマー数を

節約し反応系を単純化できる利点がある。 
 
核のｒＤＮＡスペーサー 
核のｒDNAとスペーサー（ITS1とITS2）の塩基配列を

利用した種識別の例も多い。rDNAの遺伝子部分は種

間でホモロジーが高いので、ここに全種共通のフォワ

ードプライマーを設定し、進化速度が速いスペーサー 
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図2. Peristenus属の寄生蜂3種を識別するためのmultiplex 
PCRに使用されたプライマーのアニール位置。Gariepy et 
al. （2005）より改変。 
 
内に、適当なサイズのDNA増幅が期待できる種特異

的なリバースプライマーを設定する（図2）。どの長さの

DNAが増幅されるかで、手持ち試料の種を特定する。

この方法は、少数のプライマーで実施でき、資材の節

約や反応系の単純化などの利点がある。またITS内の

進化速度も部位ごとにやや異なっており、ITS2の 上

部に短いながらも目や科などに特異的な配列が見ら

れることがある。このような塩基配列は、多グループの

昆虫DNAが混在する試料からのグループ特異的な

DNA増幅に利用できると思われる。 
  ITSを用いた方法は北米産害虫のマキバカスミカメ

Lygus (半翅目カスミカメムシ科)の生物防除剤である

Peristenus属寄生蜂3種 (膜翅目コマユバチ科)の識別
14)やマラリア媒介性のAnopheles属の蚊の識別などに

適用されている15)。またカリフォルニアのミカン類のカ

イガラムシ（半翅目カタカイガラムシ科、Coccus属）の

生物防除に有効な寄生蜂の研究では、3属10種もの

寄生蜂（Microterys属 , Coccophagus属、Metaphycus
属）が識別・同定されている16)。ここではITS2の塩基配

列をもとに、属を識別するものと属内の種の識別するも

のの数組のmultiplex PCR系が開発され、いずれもフ

ォワードプライマーは全種共通で、リバースプライマー

にのみ種特異的な塩基配列が含まれている。日本ら
17), 18)も、施設害虫等の捕食性天敵Orius属のヒメハナ

カメムシ5種の識別にITS1を利用している。もともと5種

のITS1長には種間差があったが一部種間の差異が明

瞭でなかった19)。そこでITS1の全域増幅用のプライマ

ーセットに一部の種に特異的なプライマーを加えること

で、わずか5種のプライマーを用いたmultiplex PCR系

で5種を明瞭に識別することが可能となった。 
  この他、Cecidophyopsis属ダニ類の識別に、DNA
長に多型を示すITS内の2か所の領域を用いた例があ

る20)。この場合は、4本の全種共通プライマーを使用し、

多種類のダニから同じ2か所の多型領域を増幅する。

この方法は、プライマー設計時にあらかじめ想定され

ていない近縁種も解析できる点に特徴がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図3. 病原生物検出と同定に使われたネステッドmultiplex 
PCR (a)とセミネステッドmultiplex PCR (b)の模式図。  
 
しかし増幅産物の塩基配列等に問題があり、必ずしも

クリヤーな電気泳動像は得られていない。 
 
昆虫体内の病原生物 

昆虫から病原生物を検出し同定するための様々な方

法が報告されている。ごく微量のDNAを増幅するため

のネステッドPCRや、RNAを検出するためのRT-PCR 
(Reverse Transcriptase PCR)を組み合わせた方法など

がよく知られている。 
  ネステッドmultiplex PCRは、ヨコバイEuscelidius 
variegates とヒシウンカHyalesthes obsoletus から、ファ

イトプラズマを検出し同定するために用いられている21)。

ここでは、ファイトプラズマ2種のそれぞれに特異的な2
組4本のプライマーを用いたmultiplex PCRの増幅産

物を用いて、2回目のmultiplex PCRを行う。2回目の反

応では、1回目の産物の内側にアニールする別の2組4
本のプライマーを用いる（図3a）。 終的に、昆虫試料

からどちらのDNAが増幅されるかを見る。これにより、

ごく微量のファイトプラズマの同定が可能となった。 
  セミネステッドmultiplex PCRは、Anopheles属の数

種の蚊から4種のマラリア原虫を検出し同定するため

に利用されている22)。この場合、1回目は通常のPCR
で、全種共通の1組のプライマーだけを使用する。この

増幅産物を用いた2回目のPCRがmultiplex PCRで、4
種のそれぞれに特異的なプライマーを使用する（図

3b）。蚊の試料を用いた 終産物に、どのサイズの

DNAが含まれるかで原虫を同定する。 
  ミツバチのノゼマ病微胞子虫2種の診断では通常

のmultiplex PCRが使われている23)。ここではミツバチ

中の微胞子虫DNAとミツバチDNAのバンド強度の比

較による簡易な微胞子虫定量法が提案されている。逆
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転写酵素（ Reverse Transcriptase = RT ）を用いた

multiplex RT PCRは、数種のAedes属シマカ類から血

清型serotypeの異なるデングウイルスを検出・識別する

ためなどに使われている24)。 
 
薬剤抵抗性遺伝子 
家畜害虫であるノサシバエHaematobia irritansでは、

multiplex PCRによって、アセチルコリンエステラーゼ

（AchE）遺伝子とソディウムチャンネル遺伝子（ｋｄｒ）内

の、それぞれ有機リン剤抵抗性とピレスロイド抵抗性に

関与する1塩基置換の同時検出が行われている25)。こ

のような場合、各遺伝子に特異的なプライマーセットの

うちそれぞれ片方のプライマーの3’末端に多型的部

位を含むよう設定し、DNAバンドが増幅されるかどうか

で遺伝子型を診断する。Foil et al. (2010) の研究では、

両遺伝子の抵抗性遺伝子型だけを同時検出する2組4
本のプライマーと感受性遺伝子型だけを同時検出す

る別の2組4本のプライマーが作られている（実際には

PCRポジティブコントロールであるGAPDH増幅用のプ

ライマーも含む）。各個体を2種類のmultiplex PCRに

かけることで、結果の検証と、多様な組み合わせの遺

伝子型の検出が可能となっている。 
  ガンビエハマダラカAnopheles gambiaeでも、同様

な遺伝子の変異が調べられている26)。Kazanidou et al. 
(2009) は、multiplex PCRで増幅された2遺伝子の

DNA断片を制限酵素で切断することで、各遺伝子内

の1塩基置換を同時検出している。しかし彼らの方法

は、単なるmultipleなPCR-RFLP（PCR産物の制限酵

素断片長多型）ではない。それは1塩基置換部位に隣

接するプライマーの3’末端近傍に1塩基のミスマッチ

を加えることで、テンプレートDNAにおける1塩基置換

が増幅産物における制限酵素認識部位の多型として

反映されるよう工夫されている。このような方法をPIRA 
-PCR (Primer Introduced Restriction Analysis PCR)と
言 い 、 複数遺 伝 子 で 同時 に 行 う 場合 を multiplex 
PIRA-PCRなどと呼んでいる。 
 
その他の領域 
マイクロサテライトは、ゲノム中に散在する反復配列で、

数塩基（1-6塩基）程度のモチーフが縦列に多数反復

する構造をもつ。多くの場合、反復数に大きな個体変

異があるため（=多くの対立遺伝子をもつ）、集団遺伝

学やDNA鑑定のためのマーカーとして利用される。近

年では、multiplex PCRによる多数のマイクロサテライト

多型の同時検出が行われている6)。農業害虫や天敵

昆虫などでも、多くの種よりマイクロサテライトが単離さ

れ、種内変異や野外動態などのマーカーとなっている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図4.ナミヒメハナカメムシOrius sauteriから検出されたマイク

ロサテライトDNAの一例（Muraji, 未発表）。 
 
が18), 27)、今のところmultiplex PCRを用いた例は多くな

い28)。多数のマイクロサテライトをmultiplex PCRで解析

するには、重複のない適切なサイズのDNAバンドが増

幅できるプライマーを、各マイクロサテライトの外側に

設定する必要がある。しかしゲノム断片のスクリーニン

グやDNAクローニングなどによる従来のマイクロサテラ

イト単離法では、このための充分な塩基配列が得られ

ない場合があった。一部昆虫では、全ゲノムデータや
29)、次世代シークエンサーによる部分的ゲノム30)からそ

のような配列を得ることもできるが、費用などの点で一

般的ではない。Multiplex PCRによる解析が前提となる

今後のマイクロサテライト単離では、これらの点への配

慮も重要となる（蛍光プライマーやシークエンサーの使

用も有効である）。 
  RAPD-PCR（random amplified polymorphic DNA 

-PCR）はPCRの一変法で、反応に任意の1本のプライ

マーを使うことで、ゲノム中に散在する多様な不明の

多型的DNA断片を増幅できる。このような断片の塩基

配列を調べ種特異的なプライマーを設定することで、

南アジア産マラリアベクターAnopheles minimus グル

ープの5種を識別できるmultiplex PCR系が作られた例

がある31)。また近年では、リアルタイムPCRを用いた 
multiplex real-time PCRによって近縁種を識別する試

みもあるが32)、ここでは触れない。 
 
手法開発上の一般的な問題点 

Multiplex-PCRが非常に有用であるにもかかわらず、

必ずしもポピュラーでない一因は、再現性の高い結果

を得るための実験条件の設定が難しいことである。し

かし、本法を用いた市販の生物識別キット（例えば、株

式会社コッケンのコメ品種識別キット「コメ奉行シリー

ズ」やTaKaRaの病原細菌検出キットなど）のように、手

法が確立・標準化されてしまえば、 低限の技術や機 
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図5. ITS1のPCR-RFLPによって4種192個体のヒメハナカ

メムシから検出された種特異的なバンドパターン。通常の

PCR産物を制限酵素処理した上で電気泳動したもの。この

方法ではmultiplex PCRの様な複合的解析はできない。 
 
材のみで、高度な解析をルーチンとして簡単に実施す

る事が可能となる。 
  Multiplex-PCR成功のための も重要な要素はプ

ライマーの設計である。通常のPCR用のプライマーを

流用できる場合もある。しかし、一般的には手持ちのも

のを組み合わせれば何とかなると言うようなものではな

い。特異性の低下、検出感度の低下、特定プライマー

のみが作用する、バンドサイズに差が出ない、予測さ

れないバンドが出るなどの問題が起きる場合が多い。

プライマーの設計に当たっては、各プライマーのアニ

ール温度を高い温度でそろえる、プライマー同士のア

ニールを防ぐなどの配慮が必要である。またアガロー

スゲル電気泳動で増幅結果を見る場合には、各DNA
バンドが識別しやすいサイズとなるよう各プライマーの

アニール位置を設定する必要もある。 
  これらの条件を満たした多数プライマーの組を、市

販のソフトウエアや、インターネットで公開されているも

ので設計することもできる。MPprimer33)はその一例で、

DDBJ等のデータベースからダウンロードした数種昆

虫の同じmtDNA領域の塩基配列を、http:// 
biocompute.bmi.ac.cn/MPprimer/ へ 入 力 す る だ け で

（パラメータ変更が必要なときもある）、簡単に種識別

用プライマーセットが設計できてしまう場合がある。 
  PCR反応液中の酵素やバッファー組成なども解析

の成否に大きく影響する34)。DMSOなどと反応特異性

との関係、PCRバッファー濃度と増幅されるDNA断片

サイズとの関連など考慮するべき点は多い。これらの

点に配慮した様々な試薬キットが多くの理化学メーカ

ーから販売されている。これらの使用により、 小限の

反応条件（温度サイクルやプライマー濃度）の検討で、

multiplex PCRの実施が可能になるとされる。多くのも

のは反応初期のミスプライミングを防止するためのHot 

Start用酵素や反応特異性を向上させるためのタンパク

質等を用いて 適化されたプレミックス試薬等を含ん

でいる。TaKaRaのMultiplex PCR Assay Kit（100回分）

などは1反応当たり310円と、やや高いが手が出ない価

格ではない。  
 

害虫-天敵研究等への応用例 
 
現在までに、農業害虫や天敵等を対象とする多くの

multiplex PCR研究が実施されてきた。しかし、一部を

除くほとんどが、種の識別などに関するものである。こ

れは、害虫防除も天敵利用も、正確な種同定が基本

中の基本であることを反映している。しかし、いかなる

局面でその手法を使うかによって、単なる種識別以上

の情報が得られる。以下に事例を紹介する 
 
寄生者－害虫関係 

かつて害虫の寄生者の同定には、寄主の飼育と羽化

成虫の形態観察が必要だった。しかし飼育中の要因

のため正確な寄生率は分かりにくかった。寄主を解剖

すれば寄生率を計算できるが、取り出した寄生蜂幼虫

の形態による同定は困難だった。このような状況を一

変させたのがPCRであった35), 36)。そして研究の精度と

効率は、multiplex PCRによって、さらに向上するものと

思われる。 
  Traugott et al. (2006) のmultiplex PCR系は、コナ

ガと3種の寄生蜂に特異的なDNAバンドが検出できる

だけの単純なものだが37)、採集された若齢幼虫がコナ

ガかどうかを確認しつつ、体内の寄生者の検出と同定

ができる優れたものとも言える。圃場から採集された大

量の試料を用いて、放飼天敵の効果を調べる場合や、

農業資材が天敵の防除効果に与える影響を調べる場

合などに有用性を発揮すると考えられる。今後は、こ

れと同様に、適用範囲は広くないが、使用目的に強く

合致したシンプルな手法を、どんどん開発していくべき

であると考える。 
  寄生蜂による害虫の抑制は、親世代だけでなく増

殖した次世代以降の寄生の効果に負うところも大きい。

この効果は寄生者が捕食されたり（後述のとおり）、別

の寄生者に寄生されることなどで低減すると思われる。

Gariepy & Messing (2012) は、28S rDNAのD2領域、

COIおよびITSにもとづく、ハワイ産アブラムシの1次寄

生蜂5種と2次寄生蜂2種に特異的なDNAが検出でき

るmultiplex-PCR系を作成し、野外採集および飼育で

得られたアブラムシの解析に適用した38)。その結果、1
次寄生者間の競争が示唆されたほか、マミー化したア

ブラムシでは高い頻度で2次寄生（hyperparasitizm）が
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起きていることが分かった。今後詳細なデータを得るこ

とで、寄生蜂の種間関係が、寄生蜂による生物防除の

成否におよぼす影響についての理解が深まると考えら

れる。また、次の「捕食者－害虫関係」とも関連するが、

寄生蜂成虫の腸内残渣から幼虫期における寄主の

DNAを検出した例がある39)。もし同様なことが広く適用

できるならば、解析対象を特定の寄生蜂や寄主に絞り

込んだmultiplex PCR系を作成することで、天敵の種

間関係をより詳しく解析できると考えられる。 
 
捕食者―害虫関係 

本関係を調べる方法にGut content analysis (腸内容物

分析) がある。従来は餌生物に特異的な抗体等を用

いた方法が中心であったが、現在ではおもにPCRを用

いた方法が採用されている36), 40)。 
  PCRベースの方法は、外来昆虫ほかの有害生物を

捕食する在来天敵の探索に利用できる。近縁在来種

からその害虫を識別できるPCR系を作り、多様な捕食

性昆虫の腸内容物を調べれば良いのである。類似の

方法は、園芸・農業害虫で、欧州に分布拡大したイベ

リア産ナメクジArion lusitanicusに対するオサムシの捕

食効果の調査に使われている41)。ここでは、COIベー

スのmultiplex PCRで、オサムシの腸内の本ナメクジと

近縁種を検出・識別する系が作られている。このような

多食性昆虫の腸内には多様な生物に由来するDNA
が含まれる。特異性の低いmtDNAプライマーがそれら

を増幅する危険性を排除するには、多種生物を用い

た確認実験が必要となる。 
  広食性捕食者は、発生初期の農業害虫の個体群

抑制に効果がある。その利用のためには、害虫発生

以前から捕食者数を一定以上に保つ必要がある。そ

のための代替え餌の解析にmultiplex PCRが使われて

いる。広食性のナガゴミムシPterostichus melanarius 
では、mtDNAベースのmultiplex PCRで、腸内のミミズ

種とその利用のパターンが調べられている42)。これに

より、種の如何を問わず、ミミズを増やす農法は、この

捕食者の個体数増加に効果があることが伺われた。同

じ観点から、ジョウカイボン類Cantharis spp.やマルクビ

ゴミムシNebria brevicollis の幼虫の、冬期の餌メニュ

ーを調べた例もある43)。ここでは、両種に加え、数グル

ープの昆虫やミミズ等を検出・識別できるCOIベースの

multiplex PCR系により、幼虫腸内のDNAが調べられ

た。その結果、両種幼虫は腐植食物網に位置するも

ので、冬期のマルチやコンポスト施用等による腐植食

生物の生存環境改善により、容易に増加させ害虫発

生の抑止力にできると考えられた。また、同様な環境

に生息する粘管目昆虫やダニ類も有用で、これらが捕

食した線虫を検出・識別するためのmultiplex PCR系

の報告もある44)。 
  広食性捕食者は、生物防除のための重要な要因

だが、寄生蜂に寄生された害虫を捕食することで、寄

生蜂の効果を低減させている可能性がある。このこと

は、Traugott.& Symondson (2008)のmultiplex PCR実

験で、アトキリゴミムシDemetrias atricapillusの腸内か

ら、アブラバチLysiphlebus testaceipesに寄生されたマ

メクロアブラムシAphis fabaeが検出された例からも伺わ

れる45)。 近の研究では、捕食者腸内からの寄生蜂

DNA検出件数の半分は、捕食者による寄生蜂成虫の

直接捕食によるもので、寄生蜂の作用を大きく妨害し

ている可能性が伺われている46)。 
  昆虫腸内における餌生物のDNAは時間とともに分

解され、やがて検出不能となる。検出可能期間の目安

は、「半減期」などとして飼育実験から求められるが、

餌種や増幅DNAの長さにより大きく異なる。そのため

捕食者の野外での餌選好性を正しく推定するには、

DNAバンドの検出頻度だけでなく、“半減期”データや、

モデルなどを用いた解析が必要となる。 
 
種間競争 
外来の捕食性昆虫や導入天敵などが在来の競合種

に与えるインパクトを判断するためにmultiplex PCRを

利用することができる。オーストラリア産のアシナガバ

チPolistes humilisと、生態的地位が類似する外来クロ

スズメバチVespula germanicaでは、PCRによる肉団子

（咀嚼された餌生物の組織）のmtDNA塩基配列の解

析から、餌メニューを比較した例がある47)。この場合は、

鳥類や哺乳類（ニワトリやカンガルー）に加え、極めて

多様な昆虫類が検出されており、必ずしもmultiplex 
PCRに適した状況ではない。しかし特定グループの餌

生物を巡る競争などに絞り込むことで、多くの個体から

の餌同定に適したmultiplex PCR系を構築できると考

えられる。このような種間競争の解析は、前述の寄主

－寄生者関係、捕食者－被捕食者関係の技術を応

用することで実施可能と考えられる。 
 
ＤＮＡブロック法とＰＣＲクランプ法 
Multiplex PCRとは異なるが、医療などの分野では、特

定の遺伝子型に対応する3’末端修飾オリゴヌクレオチ

ドやDNAアナログ（PNA: peptide nucleotide acid）を

PCR反応に加えることで、特定の遺伝子型の増幅を抑

止したり、野生型が大多数を占める生体試料からごく

微量の点突然変異型だけを検出するなどの方法が普

及しつつある48), 49)。特定型のみと強く結合しプライマ

ーのアニールを阻害する方法をDNAブロッキング、プ
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ライマーアニール部以外に結合しDNA伸長を妨害す

る方法をPCRクランピングという49), 50)。これらの方法は、

オットセイ51)、ペンギン52)、ウナギ53)、オキアミ54)、ロブス

ター55)などの捕食性動物の糞や腸内試料に基づく餌

範囲の研究などに応用されている。 
  天敵昆虫研究でも、ある害虫に寄生する全ての昆

虫種を調べたり、ある天敵が捕食する全昆虫をリスト化

するといった、網羅的な解析が必要となる場合がある。

もしそれらの害虫や捕食者のwhole body DNAから、

その昆虫のDNAの増幅を抑えつつ、昆虫用ユニバー

サルプライマーで他の昆虫の多様なmtDNAを増幅し、

塩基配列を読むことができれば極めて効率的である。

いくつかの企業では、そのような修飾オリゴやPNAの

生産を比較的安価で受注している。今後早急に検討

したい技術である。 
 

おわりに 
 
以上、やや散漫ではあるが、農業害虫や天敵昆虫をと

りまくmultiplex PCR等に関する 近の勉強結果を取り

まとめてみた。一度確立された手法は、多数のサンプ

ルを繰り返し解析する場合に威力を発揮する。植物防

疫や普及の現場など、それらを有効に活用できる場面

は少なくない。しかし、1）手法の確立に手間がかかる、

2）プライマー設計時に考慮されていないDNA型など

は解析できない等の弱点がある。ある昆虫グループに

有効な手法も、別グループでは何の役にも立たない場

合が多い。そして新たにmultiplex PCR系を作り直すに

は労力がかかる。これまで大きな有用性がない限り、

昆虫DNAの研究者がなかなか手を出さなかった所以

である。しかし、現在ではキットやソフトなどの手法開発

の環境は向上しつつある。今後は現場との連携のもと

に、様々な場面で活用できるmultiplex PCR系を開発

して行かねばならない。 
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はじめに 

1996年から2012年８月までに、都道府県病害虫防除所から野菜類の害虫や虫媒性ウイル

ス病に関する515件の発生予察情報の警報・注意報が発表されている（図１）。チョウ目害

虫（320件）が警報・注意報全体の62％を占め、その中でもハスモンヨトウ（182件）が半

数以上を占めている。また、冬から春季のイチゴを中心としたハダニ類に対する注意報も

59件と多く発表されている。 

これらに次いで、害虫ではアザミウマ類（45件）、コナジラミ類（19件）、ハモグリバ

エ類（11件）に対する注意報が多く発表されている。また、コナジラミ類が媒介するトマ

ト黄化葉巻病（36件）やアザミウマ類が媒介するトマト黄化えそウイルス（TSWV）による

病害（７件）、メロン黄化えそウイルス（MYSV）による病害（11件）の注意報も増加傾向

となっている。 

 日本型の病害虫総合防除（IPM）では、複数の防除手段や耕種的防除法を利用して病害虫

が発生しにくい環境を整備する予防的措置を講じたうえで、ほ場の観察や発生予察情報を

活用して防除要否や防除のタイミングを判断することが求められている。さらに、病害虫

の発生が経済的な被害を生じると予想された場合に、生物農薬の利用、物理的防除法の利

用、主要な防除手段である農薬による適期防除が求められている。 

新しく開発された農薬が高い防除効果を示す場合でも、使用回数の増加につれて害虫側

の薬剤抵抗性が発達し、防除効果が低下することは避けられない。例えば、コナガの殺虫

剤抵抗性の発達は非常に顕著であり、有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系、ネ

ライストキシン系に止まらず、昆虫生育制御剤（IGR）や微生物由来の BT 剤でも確認され

てきた。オオタバコガやハスモンヨトウ、ハダニ類、アザミウマ類やコナジラミ類も薬剤

抵抗性の発達が顕著であり、高度な薬剤抵抗性を獲得した害虫が難防除とされ、多発して

からの防除が非常に困難になっている。 

ここでは、野菜茶業研究所で飼育しているコナジラミ類、アザミウマ類、コナジラミ類、

ハモグリバエ類等の飼育状況と代表的な薬剤感受性の検定法の概要について紹介する。な

お、一部に感受性検定については、選択性農薬の使用によって保護すべき土着天敵に対す

る農薬の影響評価を中心に農薬に対する感受性検定について紹介する。 
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タバココナジラミの累代飼育についてタバココナジラミの累代飼育についてタバココナジラミの累代飼育についてタバココナジラミの累代飼育について    

本研究所ではタバココナジラミのバイオタイプＢ，ＱおよびＪｐＬを累代飼育している。 

各系統の来歴を以下に示す。 

・バイオタイプＢ：2006 年 三重県長島町のトマト 

・バイオタイプＱ：2008 年 宮崎県西都市のピーマン 

・バイオタイプＪｐＬ：2004 年 広島県福山市のスイカズラ 

飼育条件飼育条件飼育条件飼育条件    

室温： 23℃、明期：暗期＝16ｈ：8ｈ  

バイオタイプＢとＱはキャベツ（品種：ＹＲ―のどか）を、バイオタイプＪｐＬはエン

サイ（空芯菜）を寄主植物として飼育してる。 

バイオタイプＢとＱはおよそ 2 週間に一度、各々水挿ししたキャベツの葉に雌雄併せて

50 頭を吸虫管を用いて接種し、バイオタイプＪｐＬは 1.5～2 か月に一度、ポット植えのエ

ンサイに雌雄併せて 50 頭を接種している。 

バイオタイプＢとＱはおよそ１か月で次の世代が羽化します。バイオタイプＪｐＬにつ

いては詳細なデータはないが、バイオタイプＢやＱより発育に長期間を要する。 

 

ソラマメ催芽種子を用いたネギアザミウマの飼育法ソラマメ催芽種子を用いたネギアザミウマの飼育法ソラマメ催芽種子を用いたネギアザミウマの飼育法ソラマメ催芽種子を用いたネギアザミウマの飼育法    

 

  アザミウマ類は、従来は寄主植物を用いて飼育されることが多かった。しかしながら、

寄主植物を用いた飼育法は、広い飼育容器が必要、他の系統が混入する可能性が高い、等

の問題があり、ソラマメ催芽種子のみを餌として用いる飼育法が村井(2002：植物防疫 56：

305-309)により開発された。 

チョウ目害虫チョウ目害虫チョウ目害虫チョウ目害虫, 311, 311, 311, 311

ハダニ類ハダニ類ハダニ類ハダニ類, 57, 57, 57, 57

アザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類, 47, 47, 47, 47

コナジラミ類コナジラミ類コナジラミ類コナジラミ類, 19, 19, 19, 19

ハモグリバエ類ハモグリバエ類ハモグリバエ類ハモグリバエ類, , , , 

11111111

虫媒性ウイルス虫媒性ウイルス虫媒性ウイルス虫媒性ウイルス, , , , 

51515151

図１ 発生予察情報注意報・警報（1996～2011）に占める害虫類と虫媒性ウイルス 
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 飼育に用いるソラマメは Tick bean と呼ばれ、食用のものではなく、レース鳩の餌として

ペットショップで市販されている。粒は食用のものと比べ小さく、安価である。コクサイ

ペットフード(株)から、入手可能である。 

 催芽種子を得るために、２日程度、種子に水をかけ流す。発芽したソラマメの皮をはが

し、根の先端を切除する。根を伸ばしたままにしておくと、そこからカビが発生しやすい。 

 飼育容器には、一辺 10cm 程度のタイトタッパー（食品用に市販されているもので可）を

用い、蓋に直径５mm 程度の穴を開け、ゴースを貼り付けておく。 

 飼育容器の底にキッチンペーパーを敷き、催芽種子を 30 粒程度置き、上部にもキッチン

ペーパーを置く。催芽種子のあたりに、成虫を数十頭入れる。マメの保持する水分で成虫

までの飼育が可能で、飼育中は水を与えない。この飼育方法で、1,000 頭以上の幼虫を飼育

することができる。 

 この方法で、ミカンキイロアザミウマ等、多種のアザミウマの飼育が可能である。また、

採卵には、薄膜フィルムを通して水中に産卵させる方法も利用可能である。 

 

ネギハモグリバエネギハモグリバエネギハモグリバエネギハモグリバエ    Liriomyza chinensis（（（（Kato））））    

ハモグリバエ類の飼育には、インゲン葉を用いることが多いが、ネギハモグリバエの飼

育にはネギ属植物を用いる必要がある。 

飼育に用いるネギ品種は特に、指定はないが、野菜茶研では九条太葱を用いて飼育して

いる。ネギ植物の生育は緩やかであり、市販の万能ねぎ程度（地際部から３㎝上の部分で

直径６mm 程度の太さ）まで生育するのに４か月程度必要となることから、飼育のために

は４～５か月前に 128 穴セルトレイに３粒播種しておく必要がある。 

これまでに試験を行った経験はないが、市販のねぎ品種では農薬散布の影響で飼育は困

難な可能性が高い 

ネギハモグリバエの採集は、抵抗性の検定を行う現地で採集する必要がある。５月～10

月にかけては、ネギ栽培地帯では成虫を採集できる可能性がある。成虫の捕獲は吸虫管で

吸い取ることで捕獲できる。絵描き状態の幼虫をネギ葉ごと採集する場合には、ポット等

の土中で蛹化させて飼育することが望ましい。寄生蜂が同時に発生する可能性があること

から、成虫だけを飼育容器に収納する。 

ネギハモグリバエはネギ葉内に産卵することから、飼育容器（写真１）にネギ株４本

程度をプラスチック製カップに移植して、24 時間産卵させる。野菜茶研の飼育条件は、温

度 22℃、日長は明期 15 時間、暗期９時間の条件で飼育している。産卵後のネギ株は同じ飼

育条件で９日程度の間はバットに入れて開放条件で飼育する。幼虫は 22℃の飼育条件で。

10 日程度で老熟し、葉内から脱出して土中で蛹化する。このため、産卵 10 日後に密閉状態

のプラスチック製飼育容器に収納してポット内の土中で蛹化させる。この飼育容器内で保

管することで、産卵から４週間程度で成虫が得られる。薬剤感受性の検定には、採集世代

の次世代を用いることが望ましいと考えられ、長期に飼育することで感受性の回復が生じ

-71-



成虫による産卵（成虫による産卵（成虫による産卵（成虫による産卵（24 時間）時間）時間）時間） 卵・幼虫飼育（卵・幼虫飼育（卵・幼虫飼育（卵・幼虫飼育（10 日間）日間）日間）日間） 

幼虫脱出・蛹期飼育（幼虫脱出・蛹期飼育（幼虫脱出・蛹期飼育（幼虫脱出・蛹期飼育（15～～～～20 日間）日間）日間）日間） 

成虫羽化（成虫羽化（成虫羽化（成虫羽化（7 日間）日間）日間）日間） 

ネギ株の育成（周年）ネギ株の育成（周年）ネギ株の育成（周年）ネギ株の育成（周年） 

 

ないようにすることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真１ ネギハモグリバエの飼育条件と飼育時における写真による紹介 
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局処施用法 

害虫に対する農薬の殺虫効力を検定する手法の一つである。薬液を虫体の一部（胸

部背面や腹部）に直接塗布し、24 時間後、48 時間後などの死亡率を明らかにする。

薬液の塗布量を一定とし、濃度を段階的に変化させることにより、害虫 1 個体に処理

した農薬の絶対量が計算できる。塗布した農薬の絶対量と死亡率の関係から、50%致

死薬量（LD50）が求められる。LD50は、種間、個体群間の薬剤感受性の比較などに

利用できる。 

害虫は体サイズが数ミリの微小なものが多いため、虫体への薬液の塗布にはマイク

ロシリンジ（微量注射筒）を利用する（写真 1）。水に希釈した薬液は乾きにくく、

処理虫が徘徊中に薬液を落下させることがあるため、アセトンなどの蒸気圧の低い

（乾きやすい）有機溶媒に溶かして塗布する。有機溶媒のみを塗布した場合の死亡率

も明らかにしておく。実際に薬液を塗布する際は、直前に炭酸ガスや冷却麻酔で仮死

状態にした個体を供試する。 

 

ドライフィルム法 

 予め薬液を塗布し乾燥させておいたガラス管の中やガラス板の間に供試虫を閉じ

込めて（写真 2）、農薬を曝露させる。所定時間経過後の死亡率等を明らかにする。

天敵昆虫に対する農薬の影響評価などによく利用される。IOBC（国際有害同植物生

物的防除機関）は、上述の室内試験における死亡率を 4 つのカテゴリーに分け、30%

未満は「影響なし」、30～79%「小」、80～99%「中」、99%超「大」とした。日本バ

イオロジカルコントロール協議会も、日本国内で農薬登録されている天敵への農薬の

影響を IOBC の基準に基づいて公表している。 

 

  

写真 1 局所施用法         写真 2 ドライフィルム法 

 

参考文献 

農薬実験法 1 殺虫剤編（1981）．深見順一ら編、ソフトサイエンス社、東京、438pp. 

天敵生物等に対する化学農薬の影響評価法（植物防疫特別増刊号 No.9）（2006）．平

井一男ら編、日本植物防疫協会、東京、158pp. 
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回転式薬剤撒布塔（みずほ理化 MZ-SPT-III 型） 

 

野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域 

河野勝行 

 

昆虫等に対する薬剤の感受性を検定するためには、所定の量の薬液を撒布で

きる装置が必要である。回転式薬剤撒布塔（みずほ理化 MZ-SPT-III 型）は、ガ

ラス円筒の上部から霧状にした薬液を噴霧し、ガラス円筒の下部の金属製の箱

の中に検体である昆虫等を設置しておくことにより、検体に所定の量の薬液を

撒布する試験が可能になっている装置である。 

ガラス円筒は三つあり、一つの薬剤の試験を終えたら 120˚回転させて次のガ

ラス円筒を使用し、そのガラス円筒を使用している間に、最初に使用したガラ

ス円筒を洗浄できるようになっている。さらに次の薬剤の試験をするためにさ

らに 120˚回転させると、最初のガラス円筒にドライヤーで熱風を当てることに

より、円筒を乾燥させること

ができる。このように、三つ

のガラス円筒を回転させて

使用することにより、連続的

に効率良く試験をすること

が可能になっている。 

薬液を噴射するときにか

ける空気の圧力によって薬

液の撒布量が変わるので、あ

らかじめきまった圧力で定

量の薬液を噴霧したときの

付着量を調べておく必要が

ある。ここでは、200mmHg

の圧力で 8ml の薬液を噴霧

したときの 1cm2
あたりの付

着量が 4mg であることがわ

かっているので、これを基準

とする。 

 

回転式薬剤撒布塔（MZ-SPT-III 型） 
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化学合成農薬を使用しない土壌消毒法

野菜茶業研究所野菜病害虫・品質研究領域 上席研究員 寺見文宏

野菜病害虫・品質研究領域 主任研究員 篠原 信

生産技術研究領域 主任研究員 窪田昌春

農薬を使わない土壌消毒法としては、土壌を加熱して消毒する加熱消毒法と、土壌に生

息している微生物の力を借りて消毒する還元消毒法がある。今回の研修では、加熱消毒法

の中でも、深さ 40cm と最も深くまで消毒できる熱水消毒法と、還元消毒法の中でも作業

性の最も高い低濃度エタノール消毒法を紹介する。

【熱水土壌消毒法】

熱水土壌消毒の原理は、極めて簡単で、ボイラーで調製した熱水(通常 80 ～ 98 ° C)を、1

㎡当たり 300 リットル注入(散布)するだけでである。注入(散

布)された熱水は、地面に浸透してゆき、地温が上昇する。

地温は表層では注入した熱水の温度とほぼ等しい高温にな

り、下層に行くにしたがって段階的に低くなっていく。い

ったん上昇した温度は、下層ほど長時間にわたって維持さ

れ、土壌中に生息している病原菌や有害線虫、害虫、雑草

種子などは、熱の力で死滅する。短時間に死滅させるため

にはかなりの高温が必要となるが、比較的低温でも長時間

接触させれば、有害微生物は駆除できる。土壌は保温性に

優れているため、比較的低温でも長時間維持することが可

能である。駆除対象とする有害微生物の種類によって必要

な処理温度は異なってくるが、一般的に地温が 55 ° C 以上に達した層の有害微生物は駆

除される。消毒できる深さは土質により異なるが、

概ね 40cm の深さまで消毒できることが多い。

熱水土壌消毒は、透水性に恵まれた平坦な圃場で

安定した防除効果を示すが、透水性の劣る圃場や傾

斜している圃場では、効果がやや劣る。透水性の良

くない圃場では、もみ殻などを投入して透水性を良

くすれば防除効果ず大きく向上する。熱水土壌消毒

の効果は、各種土壌病害、線虫、土壌害虫、雑草等、広い範囲におよぶ。土壌伝染性のウ

イルス病に対する防除効果はあまり期待できないといわれていたが、メロンえそ斑点病な

どのように糸状菌媒介性のウイルス病については防除効果が確認されている。防除効果と

並んで特筆すべきことは、熱水土壌消毒を実施した圃場で作物の生育が旺盛となり、果実

や花器の大型化、収量の増加、生育の斉一化などの「土壌のリフレッシュ 効果」と呼ば

れる現象がしばしば観察されることである。

熱水土壌消毒は、実施時期の制限があまりなく、作物が生育できる時期であればいつで

も実施可能だが、地温が低い時期の消毒では、コスト面および効果面で若干のリスクがあ

圃場へ熱水を注水

熱水調整用ボイラー
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る。

土壌を熱処理したときにしばしば発生するマンガン過剰症による生育障害発生の可能性

は、熱水土壌消毒では極めて小さく、マンガンが多量に存在するような特殊な土壌や、消

毒の 2 日後に播種するといった極端な事例でごく少数観察されているのみである。作業者

に対する危険性という面では、高温の液体を扱うという点での一般的な注意事項を守れば、

事故の心配はほとんどない。熱水土壌消毒は、これ自体で高い防除効果を示すが、太陽熱

消毒、土壌還元消毒などといった他の物理的防除法との組み合わせ、抵抗性品種・台木の

導入、微生物資材との組み合わせも容易で、それにより更に安定した防除効果を得られる。

熱水土壌消毒は、作物が生育しているすぐそばでも実施できる点も大きな特徴である。

土壌還元消毒

土壌還元消毒は、圃場に多量の有機物を投入して、湛水状態を保ち、土壌中の微生物を

大量に増殖させることで、土壌中を酸欠状態(還元状態)にすることで、病原菌を死滅させ

る技術である。微生物を増殖させるので、地温が 30 ℃以上維持できる時期であれば実施

できる。有機物としてふすま

や米ぬかを利用する場合、1

㎡当たり 1kg を施用して耕起

し、1 ㎡当たり 100 ～ 150 リ

ットル程度の水を注入して、

ビニール被覆する。エタノー

ルを有機物として用いる場合

は、十分耕起した圃場に 0.5

～ 2%のエタノールを、1 ㎡

当たり 100 ～ 200 リットル注

入して、ビニール被覆する。

エタノールを用いると有機物

施用の作業が省略でき、また

エタノールが速やかに分解さ

れるので、消毒は約 2 週間で

終了し、ふすまや米ぬかを使

用する場合よりも 1 週間程度

速くなる。

土壌還元消毒で病原菌が死滅するメカニズムについては、よく分かっていないことが多

く、増殖した微生物が産生する物質や、病原菌を摂食する線虫や原生動物、病原菌に寄生

する菌寄生菌などの働きも少なくないのではないかと考えられる。

【抵抗性台木の育種】

果菜類は接ぎ木栽培が可能であることから、土壌病害についての抵抗性台木の育種が

積極的に開発されている。台木の育種においては、果実の収量・品質を考慮する必要が

無いため、野生種の抵抗性遺伝子を短期間で導入できる利点がある。ただ抵抗性品種を

A B

C D

D: ハウスの密閉処理

土壌還元消毒法

A: 土壌還元消毒法の原理

B: フスマの散布作業

C: フスマの混和
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侵す病原菌レースの出現に注意する必要がある。

青枯病菌のように土壌の深層部にまで菌が分布している場合、土壌消毒で深層部の病

原菌を消毒するのが困難な場合もあり、抵抗性台木の併用することで防除効果が大きく

向上する。

野菜茶業研究所では、旧野菜試験場当時から抵抗性台木の開発に力を入れてきており、

土壌病原菌に汚染した隔離圃場で、抵抗性遺伝資源の選抜を行っている。野菜茶業研究

所がこれまでに開発した主な抵抗性台木品種としては以下のようなものがある。

トマト用台木

青枯病抵抗性品種：LS-89，中間母本農 9 号

トウガラシ・ピーマン用台木

疫病・青枯病・モザイク病(PMMoV)複合抵抗性：台パワー

ナス用台木

青枯病抵抗性：アシスト

青枯病・半枯病抵抗性：台太郎、台三郎

青枯病抵抗性・半身萎ちょう病・半枯病・ネコブセンチュウ複合抵抗性：

トルバム・ビガー、トナシム

メロン用台木

MNSV・つる割病複合抵抗性：中間母本農 4 号
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DNA 解析による病害虫診断実習テキスト 

−ウイルス DNA の検出による保毒虫検定・DNA 多型を用いた昆虫類の種の推定 

野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域 

大西純・北村登史雄 

１． 試薬の調整 

・1M Tris-HCl バッファー（pH8.0） 

Tris 60.55g を 400ml の水に溶解 

6N HCl を徐々に加え、pH を 8.0 に調整 

500ml にメスアップし、密栓してオートクレーブ 

・0.5M EDTA 溶液 

EDTA-2Na-2H2O 93.06g を 400ml の水に懸濁 

撹拌しながら水酸化ナトリウム（ペレット）を加え、pH8 弱に調整 

5N 水酸化ナトリウムを加え、pH8 に調整 

500ml にメスアップし、オートクレーブ 

・2x STE バッファー 

（20 mM Tris-HCl、2mM EDTA、200 mM NaCl） 

1M Tris-HCl 10ml、0.5M EDTA 2ml、NaCl 4.84g を 500ml にメスアップ 

オートクレーブ 

 

２． 電気泳動 

１） 試薬 

低分子用アガロース 

1xTBE Buffer（または 1xTAE） 

DNA 染色試薬（エチジウムブロマイドなど） 

DNA サイズマーカー 

２）ゲルの調整 

  泳動する DNA サイズに応じた濃度のゲルを作成 

500bp 以下: 3％以上 

500-100bp: 2-3％ 

100-5000bp: 0.7-2％ 

5000bp 以上: 0.7％以下 

(注)通常 Mupid などの電気泳動相を用いるが、本研修では島津製作所の Multina を

用いて電気泳動を行う 
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３． 昆虫から DNA の抽出 

・抽出バッファー（100 サンプル） 

  2x STE 2.5ml、Proteinase K（20mg/ml）0.5ml を 5ml にメスアップ 

手順 

・1.5ml チューブに昆虫サンプル 1 頭を入れ、50µl の抽出バッファーを加え、磨砕する 

   （サンプルの大きさに合わせてバッファーの量を調整する） 

・55℃、30 分から一晩、95℃で 15 分処理した後、遠心（約 20,000gx3 分間） 

・上澄み 2µl をテンプレートとして使用 

 

 

 

 

  

 

 

 

   写真１ タバココナジラミ         写真 2 トマト黄化葉巻病に 

                            罹病したトマト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 マルチプレックス法によるタバココナジラミ  

   バイオタイプ判定例 
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４．PCR 法による TYLCV 保毒虫検定 

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

・プライマー 

  Outer F :     GCCCGTGACTATGTCGAAGCGACCA 

  Outer R :       ATTTCCTCATCACTTGAAACCTATCCCGC 

・マスターミックス 

  (20µl スケール、100 本分、タカラバイオ EX Taq を使用) 

� Takara EX Taq     10µl 

� 10xEX Taq Buffer   200µl 

� dNTP Mixture     160µl 

� Primer（それぞれ 10µM） 

      Outer F        40µl 

      Outer R        40µl 

� MillQ 水       1350µl 

   Total         1800µl 

 

 

 

手順 

氷上でマスターミックスを調整する 

 （水→バッファー→dNTP→プライマー→Taq） 

0.2mlPCR チューブにマスターミックス 18µl を分注。テンプレート 2µl を加える 

サーマルサイクラーを用いて、PCR 反応 

PCR 条件 

  94℃（180 秒）−{94℃(30 秒)-57℃(30 秒)-72℃(60 秒)}x35 サイクル – 72℃(7 分) 

電気泳動のバンドパターンで判別 

  PCR 産物が得られた場合は、561-bp となる。 
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５．マルチプレックス法によるタバココナジラミのバイオタイプの判別 

                （三浦 植物防疫 61（6）315-318） 

プライマー 

  16S-Fsimon: CCggTTTgAACTCAgATCATgT 

  16S-FSPTV: gTgATgTTAATTgTTggCg 

  16S-FSPQ: ATTAACTAAATgATATTAAATC 

  16S-Rsimon: CgCCTgTTTAACAAAAACAT 

  CO1-FSPB: CACTATAATTATTgCTgTTCCC 

  L2-N-3014: TCCAATgCACTAATCTgCCATATTA 

マスターミックス 

(20µl スケール、100 本分、AB、AmpliTaq Gold 360 Master Mix を使用) 

  AmpliTaq G 360 MM     1000µl 

  Primer（それぞれ 10µM） 

   16S-Fsimon:         35µl 

   16S-FSPTV:         70µl 

   16S-FSPQ:         140µl 

   16S-Rsimon:        245µl 

   CO1-FSPB:         70µl 

   L2-N-3014:         70µl 

  MillQ 水           170µl 

   Total          1800µl 

 

手順 

氷上でマスターミックスを調整する（水→プライマー→Master Mix） 

0.2mlPCR チューブにマスターミックス 18µl を分注。テンプレート 2µl を加える 

サーマルサイクラーを用いて、PCR 反応 

・PCR 条件 

94℃（30 秒）− {94℃(1 分)-46℃(1 分)-72℃(1 分 30 秒)}x35 サイクル - 72℃(10 分) 

電気泳動のバンドパターンで判別 

バイオタイプ B: 600,530bp  

バイオタイプＱ: 530,270bp  

オンシツコナジラミ：530,1000bp 
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５．PCR-RFLP 法によるタバココナジラミのバイオタイプの判別 

                （上田 植物防疫 61（6）309-314） 

プライマー 

  C1-J-2195: TTgATTTTTTggTCATCCAgAAgt 

  L2-N-3014: TCCAATgCACTAATCTgCCATATTA 

マスターミックス（PCR）(例：20µl スケール、100 本分、タカラバイオ EX Taq を使用) 

  Takara EX Taq      10µl 

  10xEX Taq Buffer    100µl 

  dNTP Mixture      80µl 

  Primer（それぞれ 10µM） 

    C1-J-2195:     100µl 

    L2-N-3014:     100µl 

  MillQ 水        1410µl 

 

 

制限酵素 

 EcoT141(StyI) 

 StuI 

制限酵素反応液（例：10 本分） 

  制限酵素           5µl 

  10xBuffer          20µl 

  MillQ 水          125µl 

  Total           150µl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total          1800µl 
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手順 

・PCR 反応 

氷上でマスターミックスを調整（水→バッファー→dNTP→プライマー→Taq） 

0.2mlPCR チューブにマスターミックス 18µl を分注。テンプレート 2µl を加える 

サーマルサイクラーを用いて、PCR 反応 

PCR 条件 96℃（3 分）− {96℃(30 秒)-52℃(30 秒)-72℃(1 分)}x30 サイクル - 72℃(5 分) 

 

・制限酵素反応 

氷上で制限酵素反応液を調整 

PCR 反応液を 5µl ずつ、2 本の 0.2ml チューブに分注 

2 種類の制限酵素で、それぞれ制限酵素反応液 15µl を加え、37℃で 1 時間反応 

電気泳動のバンドパターンで判別 

EcoT141(StyI)で反応 

バイオタイプ B: 866bp 、バイオタイプＱ: 555，311bp  

StuI で反応 

バイオタイプ B: 560,306bp 、バイオタイプＱ: 866bp  
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