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環境に配慮した病害虫防除技術の現状と今後の展望 

 

（独）農研機構 中央農業総合研究センター病害虫研究領域長 本多健一郎 

 

総合防除（IPM）の考え方と歴史的な経過 

 IPM は Integrated Pest Management の略で、総合防除あるいは総合的病害

虫管理と訳される。簡単に言えば、特定の防除手段に依存せず、各種の防除手

段の合理的な組み合わせを目指す考え方である。こうした考えが生まれてきた

背景として、化学合成農薬の使い過ぎで生じた様々な弊害が挙げられる。 

 殺虫剤を例にとれば、第 2次大戦中に開発された化学合成農薬がBHCやDDT

などの成功によって世界中で使われるようになり、日本でも各種の農作物で使

用された。その結果、害虫や病原菌の農薬に対する抵抗性の発達が問題となっ

た。加えて、農薬の人間や野生生物に対する慢性的毒性も問題視されるように

なり、農薬自体は次第にソフトで残留性の少ない化合物に置き換わってきた。

近では選択性農薬という呼び名で天敵などにも比較的害が少なく、限られた

種類の害虫に有効な製品も市販されている。 

 化学合成農薬の安全性は高まっているものの、防除効果のある農薬を繰り返

し使い続ければ病害虫の抵抗性は発達する。そのようなことが起きないように

複数の防除手段を合理的に組み合わせるという考え方が、総合防除の基本的な

概念である。 

 総合防除におけるもう一つ重要な概念は要防除密度、あるいは経済的被害許

容水準の考え方である。１匹でも害虫がいることは許さないという発想では莫

大な防除コストがかかるので、被害が起きない程度の害虫は許容しようという

考えだ。 

 ただし、これには条件があり、病害虫が水田や畑にどの程度発生しているか

ということを正確に把握し、発生予察に基づいた被害の予測が必要となる。実

はこれが非常に難しい。総合防除の考え方の中で、異なる防除方法の合理的な

組み合わせは比較的取り組みやすいのだが、要防除密度あるいは経済的被害許

容水準の設定が生産現場では非常に難しく、なかなか取り組みが進まなかった

というのが実情である。 

 さらに作物の栽培品種や栽培方法が変われば再度要防除水準を修正する必要

が生じる。そのような調査を継続して行うことは労力的に困難なので、要防除
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水準に関する調査研究はあまり行われなくなってしまった（殺虫剤や殺菌剤の

苗箱施用技術によって、水稲における病害虫防除の方法自体が大きく変わった

ことも一因である）。 

 要防除水準の策定と発生予察に基づいた防除要否の判定は、方法論としては

正しく必要な仕事だが、労力がかかりすぎると実際の生産現場ではなかなか実

行できないことがわかる。 

 また、広い面積で均一に栽培する水稲や大豆、麦といった普通作物では害虫

の効率的な密度調査や発生予察が可能だが、野菜などではどうだろうか。産地

で色々な作目の野菜をモザイク状に栽培している場合、その地域の害虫密度を

どうやって把握し予察するのか悩ましいところである。害虫の種類によっては

省力的なフェロモントラップなどが開発されているが、それ以外の害虫ではま

だ良い方法が見あたらない。 

 害虫の発生予察や要防除密度の設定とは別に、農薬使用量など環境への負荷

を低減させるというアプローチで「環境保全型農業」を構築する試みが 1990 年

代後半から取り組まれた。これは「環境負荷低減のための病害虫群高度管理技

術の開発（IPM プロジェクト）」という農林水産省のプロジェクトで、国の研究

機関に加えて数多くの県の農業研究者が参画した。 

 このプロジェクトでは農薬使用量（または回数）の半減という目標が立てら

れ、主要な作物、野菜、果樹等について、慣行的な防除体系事例と研究の結果

農薬の使用量が半減できた防除体系事例が対比され、「IPM マニュアル」として

刊行されている。 

 

総合防除（IPM）が目指すもの 

 これからの総合防除（IPM）が目指す方向として、一つは従来からの「多様

な防除技術を活用した合理的な防除体系の構築」が挙げられるが、もう一つと

しては「環境保全型農業の推進」を挙げても良いのではないかと思われる。

終的には「持続可能な農業を構築する」ことが IPM の目指す目標であろう。 

 また、IPM は病害虫（雑草）管理に関する技術だが、 近は総合的生物多様

性管理（IBM）という考え方も唱えられ始めている。農耕地には害虫と天敵以

外に、働きがまだ良く分からない様々な生物が本来生息しており、それらの生

物がある程度生存できる圃場環境でないと環境保全的であるとは言えないので

はないか、という考えだ。 
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 例えば害虫でもないし、天敵でもないけれども、土着天敵の餌になっている

生物がいることで害虫を食べてくれる天敵が圃場に定着してくれるということ

があり得る。今は科学的な因果関係が証明できなくても、そのような様々な生

物がいることで多様な圃場環境が維持できるのではないかと思われる。 

 近はこういう考え方を積極的に評価する動きがあり、「農業に有用な生物多

様性の評価と保全」に関する取り組みも始まっている。これは農林水産省が 2008

年から 2011 年まで実施した「生物多様性プロジェクト」と呼ばれるもので、土

着の天敵類が数多く生息している圃場は環境保全的な管理が行われていると言

えるのではないか、という発想に基づいている。異なる管理条件の圃場の生物

相を比較することで、農業に有用な生物多様性の指標になるような生物を選定

し、そうした生物を指標に圃場の環境保全程度を評価しようという、いわば生

物的な指標に基づいた圃場の環境評価というわけだ。 

 この方法の優れた点は、先ほどの IPM プロジェクトで紹介した農薬使用量の

半減といった指標よりも、実際に圃場で生息する生物の種類や種構成を指標に

した方が圃場の環境保全程度の評価につなげやすいと思われる点である。農薬

の使用量を減らすだけでは、例えば使用回数を半分にしても、殺虫力の強い農

薬を一度使ってしまえば圃場の生物に与える影響は大きくなってしまう。 

 生物多様性プロジェクトによって、農薬の使用回数を半減しても圃場の生物

数はあまり増えないが、無防除の有機栽培圃場ではかなり色々な生物が生息す

るということがわかってきた。農薬の使用履歴を調べると、農家は多くの場合

防除効果が高い農薬を選んで使っており、使用回数を半減してもすぐに土着天

敵相の復活にはつながらないようだ。 

 

農薬に代わりうる防除技術と圃場管理 

 農業に有用な生物多様性指標となる土着天敵類を増やし、定着させるために

は、農薬に代わりうる防除技術を積極的に開発・導入し、新しい圃場管理シス

テムを確立していくことが重要である。 

 キャベツやレタスなどの露地野菜栽培では、コナガやオオタバコガなど複数

の害虫を同時に防除対象とした性フェロモンによる交信攪乱技術（図１〜３）

が開発・導入され、農薬の代替技術になりつつある。また、西南暖地のナス圃

場ではソルゴーの障壁やオクラの同時栽培などで土着天敵（ヒメハナカメムシ

など）の定着を促進する圃場管理技術が試みられている（図４、５）。施設の野
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菜栽培ではバンカー作物を利用した土着アブラムシ寄生蜂（図６、７）の定着

促進技術が開発され、今後複数の作目に導入される見通しである。 

 これからもさらに農薬に代わりうる防除技術を開発し、体系的な圃場管理技

術の一環として導入を進めていくことが、IPM の実現と持続可能な農業の構築

につながると言えよう。 

 

参考文献 

梅川ほか（編）（2005）IPM マニュアル −総合的病害虫管理技術− 養賢堂 236pp 

農林水産技術会議事務局ほか（2012）農業に有用な生物多様性の指標生物 調

査・評価マニュアル http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/shihyo/index.html 

 

 
図１ キャベツの害虫コナガの幼虫 

 

図 2 コナガの成虫 
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図３ 複数の鱗翅目害虫を対象とした交信攪乱用フェロモンルアー（豊嶋原図） 

 

 

図４ ナス圃場の周囲に作付けられたソルゴーによる障壁（大野原図） 
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図 5 アザミウマを捕食する土着天敵ミナミヒメハナカメムシ（日本原図） 

 

図６ アブラムシの土着天敵ギフアブラバチ（太田原図） 

 
図 7 アブラバチに寄生されたアブラムシのマミー 
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バンカー法を中心とした天敵利用技術

中央農業総合研究センター 病害虫研究領域 長坂幸吉

はじめに

天敵利用を基幹技術とする IPM においては、主要な害虫に対する天敵利用技術をセッ

トにして用いる必要がある。施設栽培の多くの野菜品目では、アブラムシ類が問題となっ

ており、これに対する個別技術としては、長期継続的に天敵を放飼するバンカー法が有用

と考えられる。

本講義では、まず、バンカー法の基本的な考え方について述べる。続いて、高知県安芸

市のナス・ピーマン等の促成栽培産地において、日本の栽培環境での IPM にこのバンカー

法を組み込んだ取り組みを紹介する。この取り組みの中で、アブラバチ類をバンカー法で

長期間維持した場合、二次寄生蜂が増加し、このためにバンカー法に失敗する事例が見ら

れた。そこで、二次寄生蜂の増加とバンカー法の成否との関係についても解説する。最後

に、一次寄生蜂と二次寄生蜂の見分け方についての実習を行う。

なお、本稿は長坂ら(2010)及び長坂ら(2011)を簡略化して取りまとめたものである。

Ⅰ．バンカー法の研究史概略とバンカー法の定義

バンカー植物法は、害虫の発生前から天敵を継続的に供給するために、害虫に天敵が十

分寄生した状態の植物を施設に導入する方法として開発された（van Lenteren and
Woets, 1988）。たとえば、施設トマトでのオンシツコナジラミ対策として、あらかじめ別

の温室でトマトにオンシツコナジラミを発生させ、そこにオンシツツヤコバチを十分寄生

（寄生率 80％以上）させて、本圃場に持ち込むものである（Stacey, 1977）。ここでは、

天敵を十分寄生させた害虫が定着している植物（天敵＋害虫＋作物）を、バンカー植物

（banker plants）と呼んだ。

害虫を圃場に持ち込むことなく、害虫発生前から十分量の天敵を継続的に放飼するため

に、Hansen (1983)はピーマン生育初期から、ピーマンを加害しないソラマメヒゲナガア

ブラムシを着生させたソラマメとともにショクガタマバエを放飼する方法を用いて、長期

間にわたりモモアカアブラムシの密度を抑制した。ここでは、害虫とはならない餌アブラ

ムシで天敵を養い、継続的に天敵を放飼するためのセット（天敵＋害虫ではない代替餌＋

植物）を開放型飼育ユニット（open rearing units）と呼んだ。また、Bennison and Corless
(1993)では、キュウリのワタアブラムシ対策として、ムギクビレアブラムシを定着させた

コムギあるいはオオムギを、コレマンアブラバチおよびショクガタマバエの放飼とともに、

害虫侵入前から導入する方法を、実際の生産施設において検討した。この方法を通常の接

種的放飼および農薬による防除と比較し、このバンカー植物法（banker plant technique）
の実用性を検討した。これが現在ヨーロッパをはじめとする世界各国で利用されているコ

レマンアブラバチを用いたバンカー植物法の原型である。

一方、アブラムシ以外でも、施設内のレタスに発生するアシグロハモグリバエ対策とし

て、ハモグリバエの 1 種 Phytomyza caulinaris Hering に寄生させたラナンキュラスを用

いて天敵ハモグリコマユバチあるいはイサエアヒメコバチを維持する方法が有効だとし、
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IPM 技術に組み込む検討がなされた（van der Linden, 1993）。ここでは、天敵の代替寄

主（alternative host）とその寄主植物（alternative host plants）のセットにより天敵を

維持・増殖するシステムを開放型飼育システム（open rearing system）と呼んだ。

これら十分な防除効果が期待できるとする方法は、以下の条件を満たしている。第一に、

栽培施設において、バンカー植物と代替寄主（餌）、天敵放飼をセットで利用することで

ある（図 1）。そして、害虫の発生前、あるいは作物の生育初期から 3 者の関係を維持す

ることにより、施設内に十分量の天敵を継続的に供給する役割を待つものである。また、

バンカー植物には保護対象とする作物とは共通の病害虫を極力持たない種類を選び、代替

餌には保護対象とする作物の害虫とはならないものが利用されている（矢野(2003)のバン

カー植物法 2）。
代替寄主を用いず、植物の花粉や蜜などを餌として天敵を維持増殖し、連続的に放飼す

る場合にもバンカー植物法とされる。例えば、Ramakers and Voet(1996)は、デジェネラ

ンスカブリダニ（Amblyseius degenerans Berlese）をトウゴマ（Ricinus communis L.）
の花粉で大量増殖できることから、ピーマンのアザミウマ対策として、このトウゴマをバ

ンカー植物としてカブリダニの開放型飼育システムを維持する方法を試みている。

以上見てきたように、植物＋代替餌（寄主）＋天敵のセットを用いて害虫発生前から継

続的に天敵を放飼するためのシステムはバンカーシステム（banker plant system=open
rearing system）と呼ばれる（van Lenteren, 1995; Hoddle et al., 1998; Yano, 2006）。
また、こうしたバンカーシステムの中で用いられる植物は、代替寄主や天敵が定着してい

る状態の植物においても、その植物自体を指す場合にもバンカー植物（banker plant）と

呼ばれている。

図１ 施設への天敵放飼法としてのバンカー法（長坂・大矢，2003 改変）

日本語でバンカー植物、あるいはバンカープランツと聞いた場合には「植物」のことだ

と思い浮かべがちである。そして、植物さえ植えておけばそこに天敵が住み着いてくれる

というイメージが先行する。しかし、バンカー植物法においては代替寄主の管理こそが重

要なのである（Hansen, 1983）。この「植物」の語感からくる誤解をなくすために、この

代替寄主植物 （バンカー植物）
（alternative host plant）
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天敵 （natural enemy）
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施設への害虫侵入
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方法の現地実証試験に際して、単純に「バンカー法」と呼ぶことにした。バンカー法は、

天敵のバンカー（banker=銀行家）を利用する防除法であり、その天敵銀行には餌となる

昆虫とその昆虫を養う植物が必要であるという説明で生産者に理解を促した。こうして、

農研機構の NAROPEDIA でも「バンカー法」として扱われるに至っている。そして、天

敵を維持増殖するための「代替餌を定着させた植物」については「バンカー」（banker）
と呼ぶことで、その植物自身（代替餌のついていない状態のバンカー植物）との区別を明

確にすることとした（図１）。

Ⅱ．高知県でのコレマンアブラバチバンカー法の実証試験

アブラムシ対策としてのバンカー法の代表的なものは、ムギ類にムギクビレアブラムシ

Rhopalosiphum padi (L.)を着生させ、コレマンアブラバチ Aphidius colemani Viereck
あるいはショクガタマバエ Aphidoletes aphidimyza (Rondani)を維持する方法である。

ワタアブラムシやモモアカアブラムシへの対策としてヨーロッパで研究・普及しているも

のであり、1998 年以降、日本においても紹介されきた。このバンカー法について、高知

県安芸市内のナス、米ナス、ピーマン、シシトウなどの促成栽培施設において、収穫盛期

となる春期のアブラムシ対策として現地試験を実施した。

2001 年当時、この地域では、マルハナバチなどの受粉昆虫を用いており、アザミウマ

対策としてタイリクヒメハナカメムシの利用を中心とするＩＰＭ技術を模索していた（岡

林, 2003）。アザミウマ類は果皮に傷をつけ、商品価値を著しく減じるので、最も問題と

なる害虫である。一方、アブラムシ類はコロニーが大きくなると、樹勢が衰えること、大

量に排出される甘露ですす病が発生し、果実が汚れたりすることが問題となる。しかし、

アブラムシ類に対して薬剤散布をすると、タイリクヒメハナカメムシに悪影響を及ぼすの

で、天敵によるアブラムシの防除技術をこの地域の IPM に組み込むことが求められてい

た。

この地域において、2002 園芸年度から 4 年間にわたり実証試験を行った。施設の大き

さは 5a～38a で、多くは 10a 以上であった。収穫盛期となる 2～5 月に安定的にアブラム

シ類を防除することが目的である。

１．バンカー法の成否の判定

バンカー法では、施設内であらかじめ十分量の天敵を放飼し、あとから侵入してくる害

虫を待ち伏せるような状態を目指す。従って、侵入直後の低密度状態で害虫が攻撃される

ので、理想的には、目立ったアブラムシ類コロニーは認められず、マミーが散見される程

度となる。ここまで上手くいかない場合でも、アブラムシ類の増殖が抑えられ、部分的（100
株／10ａ（10a あたり約 1000 株）程度）に農薬を散布する程度で防除ができれば、タイ

リクヒメハナカメムシ等天敵への影響も軽減できる。従って、収穫盛期にアブラムシ防除

薬剤が無散布、あるいは 1/10 以下の面積での部分散布（スポット散布含む）でアブラム

シ類を抑えられれば、バンカー法での防除は成功とみなせる。

一方、バンカー法を用いてもアブラムシ類の増殖を抑えることができない場合、すなわ

ち、被害を許容レベル以下にするために農薬の全面散布が必要と生産者が判断した場合に

は、失敗とみなせる。
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２．4 年間の現地実証試験の結果

バンカー法を実施した施設における初年度（2002 園芸年度）の農薬散布状況をみると、

農薬無散布あるいは部分散布でとどまった事例、すなわちバンカー法の成功事例は、76
カ所中 27 カ所と、36％に過ぎず、成功より失敗の方が多い状況だった（図２）。その一

方で、バンカー法により農薬散布回数が減少したこと、また、失敗の原因を特定したこと

から、次年度以降も試験を継続することができた（長坂・大矢、2003）。バンカー法失敗

の原因は、第 1 にバンカーへの天敵の定着の遅れや失敗であった。また、二次寄生蜂の発

生やコレマンアブラバチの寄生できないヒゲナガアブラムシ類の発生、バンカー設置箇所

数の不足、バンカー管理を途中でやめてしまうことなども防除失敗の原因となっていた。

これを踏まえ、2 年目（2003 園芸年度）では以下の改善を試みた。①バンカー設置時

期を早めてスケジュールに余裕を持たせる（図３）。これによって、ムギの生育を安定さ

せるとともに、ムギクビレアブラムシを確実に定着させることが可能となり、多少の定着

の失敗や遅れが許容されるようにしておく。しかしながら、②設置時期が早すぎると、二

次寄生蜂の増加により定着できない場合がある（長坂ら, 2010；後述）ので、少なくとも

天敵の放飼は 11 月以降（側窓を閉める時期）とする。③バンカー設置箇所数を 10ａあた

り 4～6 カ所に増やし、配置場所も分散させる。特に、天窓下など冬季のアブラムシ類の

侵入口と考えられる場所にバンカーを構える。④バンカーは 2～3 カ月を目途に更新し、

ムギクビレアブラムシを適宜追加する。このようにして⑤バンカーを作の最後まで維持す

る。⑥ジャガイモヒゲナガアブラムシやチューリップヒゲナガアブラムシが発生した場合、

コレマンアブラバチが寄生できないため問題となる。早期発見に努め、種類を見分けて、

農薬の部分散布や捕食性天敵（ショクガタマバエなど）の放飼を行う。

図２ バンカー法成否の年次変化 （長坂ら, 2011 改変）
収穫盛期（2～5 月）でのアブラムシ類防除のための農薬散布状況を巡回での聞き取り、あるい

は作期終了後のアンケートにより調査。無散布→バンカー法成功、部分散布（栽培面積の 1/10 以
下）→バンカー法部分成功、それ以上の全面散布→バンカー法失敗に分けて、それぞれのカテゴリー
の施設の割合を示した。グラフ中の数字は該当施設数。部分散布と無散布が成功と見なせる。
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以上のことを生産者との勉強会において説明するとともに、写真入りの説明資料を配付

し、ハウス内に掲示してもらうことで、導入手順、アブラムシ類の見分け方、天敵と二次

寄生蜂の見分け方等の注意事項を周知した。また、追加用のムギクビレアブラムシを手軽

に入手できるよう、農協の育苗施設に簡単なムギクビレアブラムシ増殖用ケージを設置し、

そこから生産者が適宜ムギクビレアブラムシ付きのムギ苗を持っていけるようにした。こ

うして、約 150 カ所の施設が春季アブラムシ対策としてバンカー法を試みた。

その結果、2003 園芸年度では、農薬使用が部分散布まででとどまった施設の割合は

2002 園芸年度のおよそ 2 倍の 67％に上昇し、成功事例数も増加した（図２）。その後も 2
年間調査を行い、成功率が 70％程度以上に安定したことを確認した。

図３ 春のアブラムシ対策としてのバンカー法導入スケジュール（2003 園芸年度生産者

配付資料の一部）

Ⅲ．バンカー法における二次寄生蜂の問題

野外にはアブラムシ類の一次寄生蜂に対して、さらに寄生する二次寄生蜂が存在す

る（高田・巽, 2002）。二次寄生蜂は一次寄生蜂を殺すので、害虫防除には有害であ

ると考えられている（Sullivan, 1987）。また、導入天敵であるコレマンアブラバチ

にも、土着の二次寄生蜂が寄生することが確認されている（佐藤ら, 1998）。実際に、

前記の実証試験は冬季が中心であったが、二次寄生蜂が確認されており、その影響を

定量的に把握しておく必要があった。

実証試験中に巡回したハウスにおいて、バンカー上からアブラムシやマミーのついたム

ギを採集し、そこから羽化してきた寄生蜂を同定し、月ごとに寄生蜂の構成比を集計した

（図４）。コレマンアブラバチに寄生した二次寄生蜂の主要種は Alloxysta sp. nr victrix、
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Syrphophagus sp.、Dendrocerus laticeps であった。また、二次寄生蜂の割合は、バン

カー設置以降、冬季でも、季節を追って増加していくこともわかった。そして、平均的に

は、３～４月に、一次寄生蜂よりも二次寄生蜂の方が多くなっていた。

図４ 高知県のナス・ピーマン産地でのバンカー上の寄生蜂種構成の季節的変化（長坂ら，

2011 改変）

ハウスごとのデータを用いて、二次寄生蜂の割合が高いと防除に失敗する確率が高まる

かどうか、 4 つの時期（11-12 月、1-2 月、3-4 月、5-6 月）に分けて順序ロジスティック

回帰分析を行ったところ（Nagasaka et al., 2010）、バンカー上では、3-4 月の時期の二

次寄生蜂の割合が防除の成否に有意に影響していた。すなわち、アブラムシ類が増加し始

める 3～4 月の時期に、バンカー上で二次寄生蜂の割合が高いと、防除に失敗する確率が

高まるという結果であった。

一方、作物上では、どの時期においても二次寄生蜂が多いと防除に失敗する確率が高

まった（Nagasaka et al., 2010）。防除の成否は 2～5 月の農薬散布の結果で判断している

ので、このことは、2 月以前に作物上で発生した二次寄生蜂が、2 月以降の防除結果に影

響していることを示している。すなわち、11～12 月に害虫アブラムシが発生しコレマン

アブラバチで対処したところへ、二次寄生蜂が侵入・定着すると、ちょうどその時期に設

置されたバンカー上に二次寄生蜂が移って増加し、2 月以降の防除に失敗する確率が高ま

る。

こうした二次寄生蜂によるバンカー法の防除効果の衰えを予測することができないだ

ろうか。農薬全面散布を実施したハウスについて、その時点からさかのぼって二次寄生蜂

の割合を集計した（図５）。まず、バンカー上で二次寄生蜂が少し発生した程度ならば、

すぐに農薬散布が必要になるほど防除効果が衰えるわけではなかった。しかし、薬剤の全

面散布が必要と生産者が判断した時点では、二次寄生蜂の割合は 60％程度以上と、二次

寄生蜂の方が一次寄生蜂より多くなっていた。そして、この状態は 1 カ月近く前から続い
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ていたこともわかった。

バンカー上での一次寄生蜂と二次寄生蜂の数の逆転を知ることができれば、その時点か

ら農薬散布が必要と判断されるまでに約１カ月の期間があったわけである。1カ月あれば、

何らかの対応策を講じる余地がある。たとえば、二次寄生蜂の影響しない捕食性天敵をバ

ンカーに加えるとか、作物上にアブラムシ類の発生を認めたら早めに殺虫剤の部分散布を

行うといった対策が考えられる。

こうした対策が可能となる前提として、天敵と二次寄生蜂を見分ける観察力を生産者が

持っている必要がある。そこで、成虫の形態の違いやマミーにできた成虫の抜け穴の違い

を写真等でよく理解してもらった上で、バンカーの前で数分観察していただいたところ、

若い方（視力に衰えのない方）ならすぐに識別できるようになった。従って、わかりやす

い指標として、バンカー上で二次寄生蜂の割合がおおむね半分以上かどうか判断し、半分

以上となった場合には、バンカー法の効力の衰えを補うために、ショクガタマバエの併用

や薬剤の部分散布など対策を追加するというのが現実的な方法と考えられる。

図５ 農薬全面散布に至るまでの二次寄生蜂の増加（長坂ら，2011 改変）

Ⅳ. バンカー法の普及状況

技術の普及にあたっては必要経費と労力が問題となることがある。バンカー法実施にあ

たっての資材費は、ほとんどは天敵と代替寄主の費用で、10a あたり約 14、000 円であ

る（2004 年時点、地域・メーカーによって異なる。長坂ら, 2010）。代替寄主としては「ア

フィバンク」が市販されている。生産部会などで一斉に実施する場合には、代替寄主の費

用は共同で負担することにより軽減できる。一方、バンカー管理にかかる労働時間として

は、ムギの播種や天敵放飼に数十分を要することがあるかもしれないが、そのほかの通常

の管理は収穫作業や圃場管理のついでに見て回ればすむ程度である。灌水も作物と同時に

済ませられるよう、場所や灌水装置を工夫すれば良い。

こうした経費と労力に対して、同地域で減農薬に努めている圃場で収穫盛期（2～5 月）

の平均農薬散布回数を比較すると、バンカー法を実施した圃場では、天敵不使用の場合よ

り1.5回減少、通常の天敵放飼法（接種的放飼）に比べて0.8回程度減少する（長坂ら, 2010）。
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高知県内でのバンカー法は、筆者らの巡回調査の中で、地区担当普及員および基幹的

生産者に経験を伝える形で普及していった。2002 園芸年度では 76 カ所、2003 園芸年度

では約 150 カ所、その後、2005 園芸年度では高知県内 4 つの地区で 226 戸、推計 59.6ha
となった。この間、2004 園芸年度には、ＪＡ土佐あきの「ハウス野菜栽培管理ごよみ」

にバンカー法によるアブラムシ防除スケジュールを紹介した。また、安芸農業改良普及

センターの「天敵利用虎の巻」にも手順を掲載した。近畿中国四国研究センターにおい

ては、2005 年に「バンカー法技術マニュアル（技術者用）」の冊子を作成し、高知県を中

心に配布するとともに、web 上に公開し（http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/

publication/pamphlet/tech-pamph/010770.html （2012 年 9 月現在））、更なる普及を図ってき

た。

しかし、高知県内において 2005 園芸年度に 200 戸を超えていた普及地点数が 2007 園

芸年度では 55 戸、13.1ha へと減少した。この原因はタバココナジラミバイオタイプ Q
の発生である。この新たな害虫に対して農薬散布が必要となったため、タイリクヒメハナ

カメムシなどの天敵を維持することが困難となり、農薬中心の防除に戻ってしまった。複

数の主要害虫への対策をセットにして防除技術を組み立てる必要があるという、天敵利用

を基幹技術とした IPM の難しさがここに現れている。なお、この時点以降の高知県での

天敵利用の復活の様子は下元（2011）が紹介しているので、参照されたい。

おわりに

コレマンアブラバチバンカー法はヨーロッパで実用化されてきた方法であるが、栽培環

境の異なる日本の促成栽培においても、矛盾無く組み込むことができた。一方、この方法

の問題点については、二次寄生蜂の存在だけでなく、長坂・大矢（2003）で述べられて

いるとおり、コレマンアブラバチが寄生できないジャガイモヒゲナガアブラムシとチュー

リップヒゲナガアブラムシの問題もある。これらは定期的に薬剤が散布されていたときに

は問題とならなかったが、バンカー法により薬剤散布回数が減少したために、顕在化した。

こうしたコレマンアブラバチが寄生できないアブラムシに対しては、別のアブラバチ（た

とえば、巽ら, 2003；Ohta and Honda, 2010）やショクガタマバエなど捕食性天敵を積

極的に利用する技術（安部, 2011）の開発が必要である。

最後に、バンカー法についての最近の総説として、Frank (2010) および矢野(2011)を
あげておく。バンカー法の歴史や、研究上の問題点、将来展望などが解説されている。こ

の講義を契機として、これらのバンカー法をより多くの野菜品目の IPM に組み込めるよ

うな技術へと高める研究が各地でなされ、生産者レベルでの IPM が安定化し、普及する

ことを期待するものである。
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実習：アブラムシの寄生蜂のうち、平野部で見られる主な一次寄生蜂と二次寄生

蜂の見分け方

一次寄生蜂：土着アブラバチ 13 種、導入アブラバチ１種、土着アブラコバチ 6 種
Takada H. (1998) A review of Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae; Aphidiinae)

and closely related species indigenous to Japan. Appl. Entomol. Zool. 33: 59-66.
Takada, H. (2002) Parasitoids (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae; Aphelinidae) of four principal

pest aphids (Homoptera: Aphididae) on greenhouse vegetable crops in Japan. Appl. Entomol. Zool.
37: 237-249.

主なアブラバチ

ギフアブラバチ
(Aphidius gifuensis)

Ephedrus nacheri

コレマンアブラバチ
(Aphidius colemani)

ダイコンアブラバチ
(Diaeretiella rapae)

主なアブラコバチ

Aphelinus gossypii Aphelinus varipes
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平野部で見られる主な二次寄生蜂

二次寄生蜂：主要 8 種

高田肇・巽えり子(2002) アブラムシの一次および二次捕食寄生バチ.植物防疫 56:415-420.

0.5mm
径室

0.5mm

縁紋

足が黒い

（ヒメタマバチ亜科）

足が黄色い

Dendrocerus carpenteri

Dendrocerus laticeps

（オオモンクロバチ科）

1mmPhaenoglyphis villosa

Alloxysta sp. nr brevis

Alloxysta sp. nr victrix

径室が小さい

溝がある

0.5mm前縁室

Syrphophagus sp.

（トビコバチ科）

0.5mm
前縁脈 後縁脈

0.5mm

縁紋脈

Asaphes suspensusPachyneuron aphidis

（コガネコバチ科）
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農家圃場における天敵利用技術の導入方法 

 

高知県農業振興部環境農業推進課 

専門技術員（病害虫） 

古味一洋 

 

高知県では薬剤感受性の低下したミナミキイロアザミウマ、タバココナジラミ、ヒラズハナア

ザミウマなどの害虫が問題となっており、薬剤のみでの防除は困難となってきている。このた

め栽培期間が長期にわたる促成栽培の施設ナス科果菜類などでは環境保全型農業の推

進とともに薬剤感受性の低下した害虫対策として天敵類が利用されている。今回の研修で

は、高知県で栽培されている主要な果菜類について天敵を用いた害虫防除の事例や天敵

を導入する場合の注意点や問題点について紹介したい。 

施設ナスでは土着天敵タバコカスミカメ、市販天敵タイリクヒメハナカメムシ、スワルスキー

カブリダニなどを導入したIPM体系となっている。当初はタイリクヒメハナカメムシを中心とした

体系であったが、本種や既存天敵による防除効果が期待できないタバココナジラミの多発に

よりタバコカスミカメの導入が一気に進んだ。タバコカスミカメ同様にアザミウマ類、コナジラミ

類を捕食するスワルスキーカブリダニは冬期の管理温度の低い施設ナスでは補助的な位置

づけとなっている。 

施設ピーマン類ではタイリクヒメハナカメムシとスワルスキーカブリダニを主体とした体系と

なっている。天敵の導入コストを低減させるため、農家が増殖することのできるタバコカスミカ

メの利用も検討されているが、果実被害を起こすこともあり、限定的な利用にとどまっている。

ピーマン類はナス類と比べ花粉が豊富なことからスワルスキーカブリダニの定着性が高く、さ

らに冬期の管理温度が高いため、タバココナジラミ防除に広く利用されている。一部地域で

は土着の広食性天敵クロヒョウタンカスミカメが利用されている。クロヒョウタンカスミカメはクリ

バネアザミウマ、モトジロアザミウマといった既存の天敵では防除困難な害虫への効果が期

待されるものの、タバココカスミカメと比較して温存、増殖が難しいこともあり広く利用されるに

は至っていない。 

施設キュウリなどウリ科果菜類では、依然としてミナミキイロアザミウマが媒介するメロン黄

化えそウイルスによる病害（MYSV）の発生が問題となっている。このためミナミキイロアザミウ

マを速やかに、低密度に抑える必要があり、天敵利用のハードルは極めて高い。現在は、

薬剤との併用が可能なスワルスキーカブリダニを利用しているが本種のみでの防除は難しい

ことからタバコカスミカメなど捕食能力の高い天敵の導入が検討されている。 

この他、施設ナスでは複数種の天敵を同時に利用しているが、一部の種間で相互作用

などがみられ、防除効果の低下を招く可能性が危惧されている。これらについても実例をあ

げて紹介するとともにその他の問題点を整理して、今後の天敵利用の推進につなげたい。 
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環境に配慮した病害虫防除技術（C22）  

寄生蜂の上科，科の形態的特徴及び生態についての概説
名城大学農学部昆虫学研究室　山岸健三

　ハチ目（膜翅目：Hymenoptera）の大分類と生態
　ハチ目は「腰」が寸胴の広腰亜目（ハバチ亜目）と，腰がくび
れている細腰亜目（ハチ亜目）に大別されます．細腰亜目は単系
統群ですが，広腰亜目は古い形質でまとめられた多系統群です．
　広腰亜目の大部分のハチの幼虫は植物食で，メス成虫は植物に
産卵するための長い産卵管を備えています．この中のヤドリキバ
チ科は，形態的には「広腰」ですが，生態的には寄生蜂で，全て
の細腰亜目のハチの祖先形と考えられます．

－　1　－

　細腰亜目（寄生蜂）
　細腰亜目の最大の特徴は成虫の「腰がくびれる」ことで
す．寄生蜂になると，寄主昆虫に確実に卵を産みつけるた
めに，産卵管を様々な方向に向ける必要があります．そこ
で，腹部第 1 節と第 2 節の間にくびれを作り，腹部を曲げ
やすくしました．腹部第 1 節は後胸背板と融合して前伸腹
節となりました（固有新形質）.
　また，幼虫では肛門が塞がり，脱糞しません．蛹化直前
に開通し脱糞します．これは有剣類も同じです．
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－　2　－

　ハチ目の分類（細腰亜目）
　細腰亜目の中の系統関係は Ron-
quest et al., 1999 や Castro, 2006 な
どが DNA に基いて系統関係を推定し
ていますが，未だに確定しません．
　特に，有剣類（狩蜂，アリ，花蜂）
は形態学的にはヒメバチ上科と姉妹
群とされてきましたが，怪しくなっ
てきました．ともかく，タマバチ上科，
コバチ上科，クロバチ類は，比較的
近縁のようですが，中生代に分岐し
た仲間なので，よくわかりません．

　寄生蜂の形態
　細腰亜目（寄生蜂類・狩蜂類・花蜂類）
では，腹部第１背板が後胸に融合して

「前伸腹節 (Propodeum)」になってい
ます．このため，胸部は Mesosoma，
腹部は Metasoma と呼ばれています．
　頭部は普通で，複眼の間に 3 つの
単眼があり，種の同定で単眼間の距離
が使われることもあります．触角挿入
口の位置（高さ）は科によって大きく
異なり，上側が額，下側が顔面になり
ます．大アゴの歯の数や，小腮鬚や下
唇鬚の節数が問題になることもありま
す．触角は基部より，柄節，梗節，そ
こから先は鞭節となります，鞭節は小
型寄生蜂ではさらに細分化されます．
　胸部は前胸，中胸，後胸，前伸腹節
に分けられます．前胸は背面から見る
と逆 U字形の帯状で目立ちませんが，
側面から見ると，前翅と前脚基節まで

三角形に広がっています．中胸は胸部の大部分を占め，
中胸楯板と小楯板に大別されます．中胸楯板は 2 本の
斜溝により，中葉と外葉に分けられます．小楯板の両
側は複雑ですが，コバチ類では三角板になっています．
小楯板の両脇から前翅が出ています．後胸は帯状に退
化し，目立ちませんが，両脇から後翅が出ます．前伸
腹節は大きく発達し，複雑に彫刻される場合には，種
の識別に使われます．

　寄生蜂の前翅の脈相は大きく変わりました．特に翅の中央の
斜めの脈は基脈（Basal vein）と呼ばれています．ヒメバチ上
科では比較的多くの翅脈を残していますが，コバチ上科やクロ
バチ類では，小型化に伴い，脈相が大きく退化し，亜前縁脈
(R+Basal)，前縁脈 (C+R)，外前縁脈 (R1)，枝脈 (Stigmal vein = 
2r ?) に整理され，中には全く翅脈を欠く蜂もいます．このよう
な単純な翅脈でも分類する上では大きな手掛かりとなります．
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寄生蜂の科の同定法と実習 

                 北海道農業研究センター 
                 生産環境研究領域 

                        小西 和彦 
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寄生蜂の標本の作り方

標本作製の手順

1. エタノール浸漬標本の乾燥（乾燥状態の場合は2へ）

エタノールづけの標本をそのまま乾燥させると、翅がシワシワになって翅脈が見えなくなる、
コバチ類など体が柔らかいものでは体全体がつぶれてしまう等、同定に必要な特徴が見え
なくなる場合が多いため、以下のような方法で乾かします。

エタノールから引き上げ、ティッシュペーパーにおいて軽くエタ
ノールを吸わせた後、イソプロパノール（またはエチルセロソル
ブ）が入ったサンプル管に移す。エタノールづけにしていたサ
ンプル管が小さくてピンセットが入りづらい場合は、虫体の破
損を避けるために、サンプル管の中身をシャーレなどにあけ
てから虫を取り出す。

1.

イソプロパノール（またはエチルセロソルブ）に一晩浸漬。
一晩というのはおおよその目安。

2.

実体顕微鏡の資料台にティッシュペーパーを敷き（写真A）、イソプロパノールから引き
上げたハチをティッシュペーパーにおいてイソプロパノールを吸わせる（写真B）。1個
体ずつ離して、翅がティッシュペーパーにくっついて曲がらないような向きに置く（写真
C）。翅が虫体にくっついている場合はピンセットではがす。翅が折れ曲がっている場
合ピンセットでつついて伸ばす。

  

3.

1
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翅が伸びて乾いたら、大型の個体（中胸背板の幅が1号針の直径の2倍よりも広いも
の）は本体が乾く前に1号針を刺す。針を刺す位置は中胸背板右より（写真の矢印の
位置）。それより小さな個体は、本体が完全に乾くまで待つ。

4.

2. 標本の貼り付け

体長7～8mm以上の個体の場合（それより小さな個体の場合は2-2へ）。
1号針の上から1/3付近に接着剤を一周つけ、そこにハチの右側中胸側板を貼り付け
る。

 

1.

薄手のケント紙を幅1cm程度の帯状に切る。帯状のケント紙をハサミで切って、三角
形の台紙を作る。三角形の底辺の長さは4～5mm程度。小さな個体を貼り付ける場合
は先を尖らせ、大きめの個体を貼る場合は少し幅を持たせる。

 

2.

実体顕微鏡の資料台に白い紙（ティッシュペーパーやろ紙など）を敷き、その上に乾燥
したハチを置く。
その際、台紙に貼り付けやすい向きになるよう調整する。翅を畳んだ個体なら横向き
に、中胸側板右側が上を向くようにする。翅を広げた個体は腹面が上を向くようにす
る。

3.

2
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三角台紙をピンセットで持ち、先端に接着剤を少量付けて、ハチの中胸側板につけ
る。翅を開いた個体の場合、三角台紙の先端を90°折り曲げて貼り付ける。

 

4.

破損した標本の場合、部品は捨ててしまわず、複数の台紙に貼って1本の針に刺す
か、全てを1枚の台紙に貼る。

 

5.

3. 台紙の針刺し

台紙を持ち上げても虫が落ちない程度に接着剤
が乾燥したら、台紙に針を刺す。

1.

一つのユニットボックスには同じデータの標本だけを入れるよ
うにする。最後に、ユニットボックスを持って、軽くトントンとた
たいて、標本が落下しないか確認する。

2.

3
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4. ラベル作成

ラベルには、採集場所、採集日、採集方法、採集者、必要に応じてコード番号などをい
れる。作成には、ワープロソフト、表計算ソフトなどを用いる。できあがりの大きさは1
cm×1.5 cm程度を目安とする。

（例）ワードで作成中のラベル

1.

プリントしたラベルをハサミやカッターで切る。2.

5. ラベル付け

できあがった標本を真上から見て、虫体または虫体＋台紙とラベルの重なりが最も大きくな
るような位置に針を刺す。Aは針刺し標本の例。Bは台紙貼り付け標本の例。C～Eは悪い例
（標本がラベルから大きくはみ出している）。赤丸は針。

ラベル付けの際に使う、平均台の穴は下図の通り。

4
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6. 標本の発送

運送中に針が抜けないように、針を深く刺す。
貼り付け標本が落下しないか、もう一度確認する。
大型の個体は、運送中に、針を中心に回ることがあるので、左右両側に針を刺して動
かないようにする。

ユニットボックスをインロー箱に入れて送る場合、ユニットボックスが箱の中で動かな
いよう、隙間に紙を折りたたんだものなどを詰める。
インロー箱を梱包材と共にダンボール箱に入れて発送。

5
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寄生蜂の標本の作り方

必要なもの、あると便利なもの

(1) 消耗品

細めの針（中～大型の個体に直接刺したり、貼り付けたりする）

志賀昆虫普及社　有頭シガ昆虫針 1号 100本入り 1袋381円

昆虫針には無頭と有頭があり、有頭の方が扱いやすい. 00号、0
号といった細い針もあるが、腰が柔らかすぎて使いにくい.

太めの針（台紙に刺す）

志賀昆虫普及社　有頭シガ昆虫針 4号 100本入り 1袋303円

薄手のケント紙（台紙の材料）

KMKケント紙 #150 ブロックB5 20枚 1冊300円

表紙は黒だが中身は白色中性ケント紙.

接着剤（台紙や針に標本を貼り付ける）

木工用ボンド　50g入り　1本130円

平均台（台紙やラベルを針に刺すときに高さをそろえる）

志賀昆虫普及社　平均台　1個480円

購入後に、台紙に貼った虫が平均台にあたって破損したり台紙
から外れたりしないように角を削ったり、 ラベル用の穴の位置

がわかりやすいように線を書いたりすると便利

標本箱

志賀昆虫普及社　甲虫専用インロー型標本箱　大型　ポリ
フォーム敷き　1箱6300円

1
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ユニットボックス（標本箱の中で標本を小分けにする）

志賀昆虫普及社　ユニットボックス

大（9.2cm×14cm）　1個230円
中（9.2cm×9.2cm）　1個200円
小（4.5cm×9.2cm）　1個160円

イソプロパノールまたはエチルセロソルブ（エタノール浸漬標本を乾燥するときに使用）

イソプロパノール（イソプロピルアルコール）500ml入り　1本720円

サンプル管（エタノール浸漬標本を乾燥するときに使用）
ティッシュペーパー（液浸標本を乾燥するときに使用）

昆虫ピンセット （液浸標本を扱うときに便利）

(株)テックジャム　昆虫ピンセット （先端鋭利） / KN3345386 1本
2992円

上質紙（ラベルの材料）
ハサミ（台紙やラベルを切る）
押し切りカッター（台紙やラベルを切る）

(2) 備品

双眼実体顕微鏡
PCとプリンタ（ラベル作成に使用）

2
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幅

長さ

高さ

腹方

背方

側方

腹側方

背側方

背方

腹方

先端

基部

前方

前方

後方

後方

側方

後方（内側）

前方（外側）

前縁

後縁

先端方向
基部方向

前側方

後側方

中央（中心線）

体の方向

Goulet H ・ Huber JT 編 (1993) Hymenoptera of the 
world: An identification guide to families より

寄生蜂の形態
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単眼
複眼

触角

頭部

胸部

腹部

中体節

後体節

前脚

前伸腹節

中脚

後脚

前翅

後翅

中胸背板

前胸背板

中胸楯板

小楯板

後胸背板

有翅節断面模式図

背板

腹板

側板

翅

脚

亜前縁脈

submarginal

前縁脈

marginal
postmarginal後前縁脈

縁紋脈stigmal

コバチの翅

触角

鞭節
梗節

柄節 繋節 棍棒状部

flagellumpedicel

scape funicle club

鞭節

梗節

柄節

flagellum

pedicel

scape

ふ節距刺

爪

基節

転節

腿節

脛節

femur

coxa

tibia

tarsus

craw

trochanter

tibial spur

脚

日本応用動物昆虫学会 （2000） 応用動物学 ・
応用昆虫学　学術用語集　第３版　より
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PCR 法による土着天敵の同定技術 

 
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 

中央農業総合研究センター 病害虫研究領域 

日本 典秀 

 
はじめに 

 
 環境に配慮した病害虫防除技術として、天敵利用の推進が望まれている。と

くに、生物農薬としての天敵の登録がほとんどない露地栽培においては、地域

に土着する天敵の保護・利用を推進しなくてはならない。しかし、形態的に酷

似した近縁天敵種であっても、その特性には違いがあり、正確な種の同定が必

要である。 

 もとより種の同定は形態によって行うことが基本であるが、熟練を要する・

時間がかかる・同定可能な発育段階や性が限られる、などの問題点もある。そ

こで、DNA マーカーを利用した種の同定法が、様々な昆虫種で開発されている。 

 本講義・実習では、PCR 法の原理と DNA マーカーの利用法について解説し、

実際の天敵としてヒメハナカメムシを材料に DNA の抽出法、ポリメラーゼ連鎖

反応（Polymerase Chain Reaction; PCR）、電気泳動、シークエンス解読につ

いて実習する。本テキストでは、基本的な部分を記載するにとどめ、実習を通

じて技術を習得していただきたい。本方法は、基本的に DNA マーカーが開発さ

れている他の分類群でも同様に利用可能な技術であるので、応用されたい。 

 
PCR による同定技術 

 
(1) 概要 

 PCR 法による土着天敵同定技術の大まかな流れは、以下の通りである。 

 野外からの採集・保存 

 DNA 抽出 

 PCR 反応 

 電気泳動 

 以下の節では、それぞれの技術について解説する。 

 
(2) 回収方法 

 野外からのサンプル虫の採集方法については、ここでは述べない。保存に際

しては、出来るだけ不純物を持ち込まないようにすることが望ましい。 
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 粘着版でトラップされた天敵を回収するにはヘキサンを用いると、粘着物質

が取れて、以後の操作が容易である。ただし、ヘキサン中に長期保存すると PCR

の結果が思わしくないので、すぐに以下に述べる保存方法に切り替えることが

望ましい。 

 
(3) 保存方法 

 採集後、すぐに DNA 実験に供試出来るとは限らないため、それまでの間の保

存方法について、簡単に解説する。虫体に含まれる DNA 分解酵素による DNA

の損傷を防ぐのが目的である。そのためには、超低温（−80℃）での保存と、有

機溶媒中での保存がある。 

超低温 

 超低温での保存は、虫体をサンプル

チューブなど適切な容器に入れて、そ

のまま冷凍庫に保管すれば良いので手

間はかからないが、超低温冷凍庫が必

要な点が難点である。保存には−80℃が

望ましく、−20℃程度の冷凍庫は望まし

くない。また、自動霜取り機能がつい

た冷凍庫は定期的な温度上昇があり、

これも望ましくない。必ず、バイオ研

究用の超低温槽に保存すること。 

 また、保存容器は、スクリューキャップ式のものを使用するのが望ましい（図

1）。スナップキャップ（蓋をはめ込むだけのもの）を使用せざるを得ない場合

は、温度変化により意図せず開いてしまうことがあるので、アルミ箔などを巻

き付けて開栓しないようにし、取り出すときも十分室温に戻してからアルミ箔

を取り除くようにする。 

有機溶媒 

 Fukatsu (1999) によると、アセトン中での保存がもっとも効果的であるとさ

れる。しかし、アセトンは揮発性が高い、利用可能な容器が限られる、などの

問題点があるため、エタノールを推奨する。 

 エタノールは、形態同定用標本の保存には 70%あるいは 80%程度の水溶液が

用いられることが多いが、DNA 解析用には希釈しない原液（99.5%）を用いる

ことが望ましい。やむなく水溶液を使うような場合も、滅菌水での希釈を心が

け、できるだけ速やかに 99.5%の液に移し替えた方が良い。また、一斗缶に入

っているようなエタノールではなく、瓶入りの試薬特級を用いること。虫体以

外の不純物を取り除いて保存するのが望ましい。 

 

図 1 スナップキャップ式のチューブ（左）と 

 スクリューキャップ式のチューブ（右） 
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 保管は直射日光を避け冷暗所に保管すること。できれば冷蔵庫内に保管する

ほうが良い。 

 
(4) DNA 抽出 

 各社から DNA 抽出用のキットが販売されているので、それを用いるのが簡便

である。ただし、微小昆虫の場合、カラム式の抽出キットはロスが多いため、

溶液式で容量を変えることができるものが良い。ここでは、当研究室で使用し

ている 2 つのキットを紹介する。 

簡易抽出法 

必要なもの 

 PrepMan® Ultra Reagent（Applied Biosystems）

（図 2） 

 サンプルチューブ（0.5mL もしくは 1.5mL が適

当） 

 100℃および 37℃に設定できるインキュベータ、

ヒートブロック等 

 試験管ミキサー 

 高速遠心機（16,000xG の遠心が可能なもの） 

 （あれば）ビーズ式破砕機（バイオメディカルサイエンス社シェイクマス

ター、安井器械マルチビーズショッカーなど） 

 本試薬は 1 液式であり、チューブの移し替えもないため簡便である。また、

虫体の大きさに応じて容量を変えることができるため、経済的である。 

 虫体を 1 個体ずつサンプルチューブ（通常は 1.5mL チューブを用いるが、遠

心機に入るものを用いること）に入れる。試薬を適量（50µL〜200µL）入れ、

ピペットチップの先などでつぶす。滅菌処理した爪楊枝を利用してもよい。虫

体間のコンタミネーションを避けるために、このピペットチップなどは、必ず 1

個体ごとに交換すること。目視で虫体がつぶれていれば良い。 

 なお、カブリダニ等、目視での確認が困難な非常に小さな虫をつぶす場合は、

ビーズ式破砕機を利用すると良い。ジルコニアボール（直径 1.5mm 程度のもの）

を数個入れて 30 秒〜数分破砕する（機種によって異なる）。 

 破砕後は、100℃で 10 分間インキュベート後、2 分間室温で放置後、軽く遠

心後攪拌し、よく溶液を混和した後 16,000×G で 3 分間遠心する。この上清を

直ちに PCR に利用可能である。残った溶液は、4℃の冷蔵庫内で数年保存可能

である。再度 PCR に使用するときは、再度遠心から行う。 

図 2 PrepMan® 
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精製法 

必要なもの 

 Wizard® Genomic DNA Purification Kit （Promega） なお、キットに

含まれる Cell Lysis Solution は使用しないので、単品で購入すると安上が

りである 

 サンプルチューブ（0.5mL もしくは 1.5mL が適当） 

 65℃および 37℃に設定できるインキュベータ、ヒートブロック等 

 試験管ミキサー 

 高速遠心機（16,000xG の遠心が可能なもの） 

 （あれば）ビーズ式破砕機（バイオメディカルサイエンス社シェイクマス

ター、安井器械マルチビーズショッカーなど） 

  本試薬は工程が複雑で手間がかかるが、精製された DNA 溶液を得られる

ので、よりよい結果を求める、長期保存するなどの目的の場合は、こちら

を勧める。 

  虫体を 1 個体ずつサンプルチューブ（通常は 1.5mL チューブを用いるが、

遠心機に入るものを用いること）に入れる。キットに含まれる Nuclei Lysys 

Solution を適量（50µL〜200µL）入れ、ピペットチップの先などでつぶす。

滅菌処理した爪楊枝を利用してもよい。虫体間のコンタミネーションを避

けるために、このピペットチップなどは、必ず 1 個体ごとに交換すること。

目視で虫体がつぶれていれば良い。 

  その後は、試薬の指示に従う。試薬量は、 初の Nuclei Lysis Solution

の量に応じて変更すること。 

  後の遠心の後、乾燥させ、DNA Rehydration Solution に懸濁する。

DNA Rehydration Solution は、あらかじめ滅菌蒸留水で 1/10 希釈したも

のを用意して、それを用いると良い。 

 

(5) PCR 

 各社から様々な PCR 酵素が販売されているので、好きなものを使用すればよ

いが、当研究室では ExTaq Hot Start Version （Takara）でおおくの場合、良

い結果が得られている。 

 また、短時間で結果を得たいときは、SapphireAmp® Fast PCR Master Mix

（Takara）のような高速 PCR 用酵素を用いても良い。 

 なお、通常の PCR は 1 組 2 本のプライマーを用いて反応を行うが、3 本以上

のプライマーを同時に用いて複数領域の増幅を同時に試みる方法をマルチプレ

ックス PCR という。1 回の反応で複数種を識別可能で便利なので、種の識別で

はよく用いられる。マルチプレックスに特化した PCR 用酵素も販売されている
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（Multiplex PCR Kit、キアゲン、など）。 

 
(6) 電気泳動 

 PCR 後に増幅された DNA 断片は、アガロースゲル電気泳動によって断片長

の違いにより分離し、識別可能になる。ミニゲルを用いた小型電気泳動装置

（Advance 社の Mupid シリーズが

有名）を利用すると簡便である。 

 電気泳動する際には、必ず分子量

マーカーに 1 レーン使用すること。

これにより、PCR 増幅産物のサイズ

がわかり、また、後述する染色が正

しく行われているかを判断すること

ができる（図 4）。 

 電気泳動した DNA 断片は、その

ままでは見えない。染色後、UV 照

射によって可視化する。染色液とし

ては臭化エチジウム（ ethidium 

bromide）が安価であり利用されて

きたが、発がん性がある。近年は、GelRed（Wako）のような比較的安全な染

色剤が販売されているので、これを利用すると良い。 

 染色方法には、あらかじめゲル中に染色剤を入れておく“先染め”と、泳動

後にゲルを染色液に浸漬する“後染め”がある。前者は時間の節約になるが、

後者は繰り返し利用できるため染色液の節約になる。後染めの場合、染色液を

タッパーなどに密閉保存しておけば、使用頻度にもよるが、数週間から数ヶ月

使い回せるので経済的である。 

  

図 3 小型電気泳動装置 
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図 4 ヒメハナカメムシ類の PCR 結果。バンドの本数、位置によって種の同定ができる。 

 900bp くらいにバンドがある→コヒメハナカメムシ 

 2 本のバンドがあり、短いほうは 500bp 程度→タイリクヒメハナカメムシ 

 2 本のバンドがあり、短いほうは 300bp 程度→ナミヒメハナカメムシ 

 2 本のバンドがあり、短いほうは 200bp 以下→ツヤヒメハナカメムシ 

 500bp くらいの 1 本のバンドがある→ミナミヒメハナカメムシ 

 

 
DNA シークエンス 

 DNA の塩基配列の解析を行うシークエンシングは、PCR 産物を直接読む方

法（ダイレクトシークエンス）と、大腸菌にクローニングしてから解読する方

法がある。ここでは、簡便な前者の方法について説明する。この方法は、同一

遺伝子領域に多型がないミトコンドリア DNA などに有効な方法である。 

 PCRによって増幅されたDNA断片を精製してプライマーなどを除去した後、

シークエンス用試薬によってラベリングを行う。ラベリングした DNA 断片を再

び精製し、DNA シークエンサーにかける。得られた塩基配列は、DNA データ

ベースで照合する。 

 
(1) PCR 産物の精製 

 PCR 産物には、PCR に用いたプライマーが 2 種類入っているため、このまま

シークエンス反応に持ち込むと、2 本鎖 DNA の両側を解読してしまい、明瞭な

結果が得られない。また、PCR 用酵素やバッファーに含まれる塩類を除去する
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必要もある。そこで精製が必要になる。 

 PCR 反応を比較的大容量（30µL 以上）で行った場合は、カラム方式の精製

キットを用いると良い。MinElute PCR purification kit（キアゲン）などが販

売されている。PCR 産物と試薬を入れ遠心すると、カラムに吸着される。さら

に洗浄液で洗浄後、溶出液（滅菌蒸留水）を加えて延伸することで、精製され

た DNA 溶液が得られる。 

 また、PCR 産物をそのまま酵素反応によってプライマーを分解して利用可能

な illustra ExoStar（GE ヘルスケア）も販売されている。上記と比べると多少

歩留まりが悪い場合があるが、PCR 産物の量も少なくてすみ、反応時間も短く

簡便である。反応後の溶液は、そのままシークエンス反応に用いることができ

る。 

 
(2) シークエンス（ラベリング）反応 

 精製した PCR 産物は、シークエンス用試薬、バッファー、プライマーととも

に、反応を行う。プライマーは 1 種類のみ用いる点が、通常の PCR と異なると

ころである。正確に塩基配列を決定するためには、両方の DNA 鎖を解読したほ

うがよい。 

 
(3) シークエンス反応後の精製 

 シークエンス反応が終了した DNA は、ふたたび精製する必要がある。エタノ

ール沈殿は安価だが、不純物が完全に取り除かれず塩基配列の解読に困難を来

すことがあるので、キットを使用することを推奨する。 

 スピンカラムによるもの（例、DyeEX 2.0 spin kit, キアゲン）、磁性ビーズ

を用いたもの（例、Wizard® MagneSil™ Sequencing Reaction Clean-Up System、

プロメガ）など各種販売されているので、好みのものを用いればよい。 

 
(4) DNA 塩基配列の確認 

 DNA塩基配列の確認には、PC上のソフトウェアを用いる。Sequence Scanner、

Chromas Lite（Windows 用）、4peaks（Mac 用）などがフリーで入手できる。

塩基配列の読み始めと読み終わりは乱れていて解析に耐えない場合があるため、

確認して修正・削除などを行う。 

 
(5) DNA データベースでの照合 

 解読された塩基配列が、既知のものと類似かどうかは、DNA データベース上

の BLAST というソフトウェアを用いて行う。国際塩基配列データベースは、日

本の DDBJ、米国の GenBank/NCBI、欧州の EMBL-Bank/EBI で共同で運営
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されており、どこのサイトでも同様な情報が得られる。また、これらのサイト

では、分類群や遺伝子を限って、すでに登録されている塩基配列の検索も可能

なので、試していただきたい。 

 
一般的な注意点 

 使用するサンプルチューブ、チップなどはすべて滅菌処理（オートクレー

ブ後、乾燥）したものを使用すること。 

 無用なコンタミネーションを避けるために、使い捨てプラスチック手袋を

使用することが望ましい。 

 
参考文献 

 上述は当研究室で一般的に持ちている方法を中心に解説した。詳しくは、以

下の書籍等を参考にされたい。 

技術に関すること 

 三浦一芸 (2010) 昆虫類やダニ類からの DNA 抽出と PCR の実践. 植物防

疫 64: 620-625. 

方法に関すること 

 日本典秀ら (2009) 7.3 分子マーカー「分子昆虫学−ポストゲノムの昆虫研

究−」 (神村学ら編) 共立出版, pp. 385-393. 

 種生物学会編 (2001) 森の分子生態学: 遺伝子が語る森林のすがた. 文一

総合出版. 

 Fukatsu T (1999) Acetone preservation: a practical technique for 

molecular analysis. Molecular Ecology 8: 1935-1945. 
天敵同定用の識別マーカーに関する論文 

 ヒメハナカメムシ： Hinomoto N et al. (2004) Identification of five Orius 

species in Japan by multiplex polymerase chain reaction. Biological 

Control 31: 276-279. 
 クサカゲロウ： Haruyama N et al. (2008) Mitochondrial phylogeny of 

cryptic species of the lacewing Chrysoperla nipponensis (Neuroptera: 

Chrysopidae) in Japan. Annals of the Entomological Society of America 

101: 971-977. 
 ツヤコバチ： 杉山恵太郎ら (2011) DNA マーカーによるコナジラミ類寄生
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斑点米カメムシ類の発生予察と防除要否の判定技術 

 

（独）農研機構 九州沖縄農業研究センター 樋口博也 

 

１． はじめに 

 

水稲の籾を吸汁し「斑点米」（図 1）を発生させる斑点米カメムシ類は、水稲の重要害虫である。現

在、全国的に重要である種は、カスミカメムシ科のアカヒゲホソミドリカスミカメ Trigonotylus 

caelestialium (Kirkaldy)（図 1）、アカスジカスミカメ Stenotus rubrovittatus (Matsumura)、ホソ

ヘリカメムシ科のクモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis Dallas の 3 種で、アカヒゲホソミドリカ

スミカメは、特に北海道、東北、北陸地域における最重要種である。斑点米カメムシ類の防除は農薬

への依存度が高く、その発生量の多少にかかわらず、水稲の出穂期以降に 1～2 回の農薬散布が、予

防的かつ画一的に行われているのが現状である。適正な農薬使用を進めるためには、その発生量に応

じた農薬使用の要否、回数を判断できる発生予察技術が必要であり、その開発は急務である。そこで、

アカヒゲホソミドリカスミカメ合成性フェロモン剤を誘引源としたトラップを活用し、発生予察技術

を開発するための研究を展開した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 アカヒゲホソミドリカスミカメ成虫と斑点米 

 

ここでは、アカヒゲホソミドリカスミカメについて、平成 21 年度から 3 年間、中央農業総合研究

センターが中核機関となり、山形県農業総合研究センター、富山県農林水産総合技術センター、新潟

県農業総合研究所作物研究センターと共同で行った「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事

業：フェロモントラップを基幹としたアカヒゲホソミドリカスミカメ高度発生予察技術の開発」の成

果の一部について紹介する。 

 

２． フェロモントラップを利用した発生予察技術 

 

 カスミカメムシ科のカメムシは、雌が性フェロモンを放出し雄を誘引する例が報告されており

（Scale、1968；King、1973；Boivin and Stewart、1982；Thistlewood et al．、1989）、アカヒゲ

ホソミドリカスミカメも雌が雄を誘引し、性フェロモンを放出している（Kakizaki and Sugie、1997）。

さらに、その性フェロモンの成分も報告され（Kakizaki and Sugie、2001）、合成も可能となった。 
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Kakizaki and Sugie（2001）は、アカヒゲホソミドリカスミカメ雌の性フェロモンの主な 3 成分

n-hexyl n-hexanoate、(E)-2-hexenyl n-hexanoate、n-octyl n-butyrate を 100：40：3 の比率で混合

した混合物 0．00429～0.143mgは雄に対して誘引性が高いことを明らかにした。さらに、樋口ら（2004）

は同じく 3 成分を 100：40：3 の比率で混合した合成性フェロモン 0.01mg をゴムキャップに含浸さ

せたものの雄に対する誘引性は未交尾雌 10 頭と同等であり、野外でその誘引性は 1 ヵ月間持続する

ことを報告している。 

 アカヒゲホソミドリカスミカメの水田における発生消長の調査法としてはすくい取りが有効であり

（八谷、1984）、すくい取りにより、雌雄成虫、幼虫の発生消長を把握できる（石本、2004、2008）。

石本ら（2006）、石本（2008）は、水田内に設置した合成性フェロモン剤 0.01mg を誘引源とした粘

着トラップ（図 2）の誘殺消長をすくい取りによる成虫個体数の消長と比較し、本種成虫の発生消長

把握におけるフェロモントラップの有効性を検討している。水田内に設置したトラップの誘殺雄数の

推移は、すくい取り調査での成虫数の推移とよく似たパターンを示し、本種のモニタリング手段とし

てフェロモントラップが利用できると考えられる。柿崎（2006）も、フェロモントラップは本種の発

生消長の把握に有効であり、すくい取りと比較し降雨や風など気象要因の影響が少なく、捕獲効率に

個人差がない簡易なモニタリング法であると述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 水田内に設置したアカヒゲホソミドリカスミカメのフェロモントラップ 

注）粘着板 2 枚を背中合わせにして使用 
粘着板上辺中央部に合成性フェロモン剤を設置 

 

 アカヒゲホソミドリカスミカメは、イネの出穂とともに成虫が水田に侵入し、雌が産下した卵に由

来する次世代幼虫が斑点米被害に関与することが明らかにされており（石本、2004）、この次世代幼

虫を対象とした防除が有効である（新山・飯富、2003；石本・永瀬、2005）。次世代幼虫の発生量は、

侵入成虫数によって左右されることから、出穂期以降の侵入成虫数を的確に把握できれば、その後の

斑点米被害を予測できると考えられる。本種の水田内での発生消長はフェロモントラップによって把

握でき（石本ら、2006）、出穂期以降のトラップ誘殺数に基づいて防除要否を判断できる可能性があ

る。そこで、水田内に設置したフェロモントラップの出穂期後の誘殺数と斑点米被害の関係について

解析を行い、トラップ誘殺数に基づいた被害予測の可能性を検討した。 

 調査は、2006～2011 年に山形、新潟、富山、長野各県のべ 164 圃場において実施した。合成性フ

ェロモントラップの誘引源は、発生予察用フェロモン剤アカヒゲホソミドリカスミカメ用（信越化学

工業）を用いた。トラップは調査水田の中央部に設置し、粘着板の下辺が常にイネの草冠高となるよ

うに適宜調節をおこなった（石本ら、2006）。トラップに誘殺された雄数をトラップ誘殺数とし、調
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査水田の出穂期を起点として 5 日間隔で調査を行った。さらに、収穫期にはトラップ周辺 150～200

㎡から 50～60 株を選び、乾燥調整後、玄米 3 万粒前後について斑点米数を調査した。 

 本種の防除は、出穂期 10 日後頃が適期であり（石本・永瀬、2005）、防除要否を判断するためには、

それより早い時期に被害を予測することが必要である。出穂期後 5 日間のトラップ誘殺数と斑点米率

の関係について検討したところ有意な相関は認められず、トラップ誘殺数を用い斑点米率自体を正確

に予測することは困難であると考えられた。そこで、斑点米率が一定の閾値以上となった場合を「被

害あり」として、被害発生確率を予測することを試みた。斑点米被害とは玄米の等級低下であること

から、特定の斑点米率を超える確率を予測の対象とすることは妥当であると考えられる。そこで、ト

ラップを設置した水田の斑点米率が 0.1％を超える確率を斑点米被害発生確率として、ロジスティッ

ク回帰モデルによる予測を試み、斑点米被害発生確率予測モデルを提示した（高橋ら、2012）。出穂

期後 5 日間のトラップ誘殺数を説明変数とした場合、予測に最も適していると考えられるのは誘殺数

を平方根変換したものであり（図 3）、斑点米被害発生確率の推定値を、実際に斑点米率が 0.1％を超

えた圃場の割合と比較した結果、両者はおおむね一致している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 斑点米被害発生確率予測モデル 

注）出穂期後 5 日間のトラップ誘殺数を説明変数とする 
ロジスティック回帰モデルによる斑点米被害発生確率 
の推定値（ライン）および実測値における斑点米率が 
0.1％を超えた圃場の割合（棒グラフ） 
破線は推定値の 95％信頼区間、数値は誘殺数ごとの 

圃場数 

 

 アカヒゲホソミドリカスミカメでは、割れ籾の発生頻度が高い品種において斑点米率が高くなるこ

とが報告されており（河辺、1972；八谷・橋本、2001；松崎、2001；伊藤、2004；石本、2004）、

割れ籾率が斑点米被害発生確率に影響を与える可能性は高いと考えられる。そこで、年次間で割れ籾

率の変動幅が大きい富山県主要品種「てんたかく」について検討を行った（中島ら、2012）。「てんた

かく」を作付けした水田のべ 46 筆のデータについて、ロジスティック回帰モデルの目的変数をトラ

ップ誘殺数および割れ籾率とし解析したところ、割れ籾率が高いほど被害発生確率が高くなった。 

 この場合、割れ籾が発生する時期以前にその発生率を予測する必要がある。割れ籾率は、出穂期前

後の気象条件の影響を強く受け、籾殻が小さく登熟が急速かつ十分に進んだ場合に多発するとされて
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いる。そこで、「てんたかく」について気温および日射量と割れ籾率の関係について重回帰分析により

解析を行った（中島ら、2012）。「てんたかく」の幼穂形成期間にあたる 6 月下旬から 7 月中旬の平均

気温、および登熟期間にあたる 8 月上中旬の全天日射量を説明変数とし、割れ籾率を目的変数とした

ところ、得られた重回帰式は有意であり寄与率は 0.81 と高かった。また、6 月下旬から 7 月中旬の平

均気温のみを説明変数とした場合にも、単回帰は有意であり寄与率は 0.61 であった。したがって、出

穂期前に割れ籾率の傾向を予測することは可能と考えられる。 

 

３．おわりに 

 

 アカヒゲホソミドリカスミカメの合成性フェロモン剤を誘引源としたトラップの誘殺消長は、水田

内での成虫の発生消長を反映しており、フェロモントラップは簡易な発生モニタリング法として発生

予察に利用できる。石本（2008）は、トラップを農業者がそれぞれの水田で行う「個別予察」と、公

的な機関が地域的に行う「広域予察」に利用することを提案している。 

 ここでは農業者が自分の水田の防除要否を判断する技術として、水田内に設置したトラップ誘殺数

から斑点米被害を予測するモデルについて紹介した。さらに、市町村などが農業者に予察情報を提供

するための技術として、広域の発生量を評価し予測する技術についても開発を進めている。 

 なお、本稿で示したフェロモントラップデータはフェロモン剤としてゴムキャップ剤（信越化学工

業）を使用して得られたものであるが、フェロモン剤は 2012 年から新たな剤型チューブ剤に変更さ

れている（望月ら、2012）。したがって、今後はこの新たなフェロモン剤を使用したデータを加えて

それぞれの予察技術を再検討する必要があると考えられる。 
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革新的農業技術に関する研修「環境に配慮した病害虫防除技術」 

植物ウイルスワクチンの開発 

 
     （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  
 

 

1. はじめに  

 ピーマン・トウガラシ類で問題となっているウイルス病として，トウガラ

シマイルドモットルウイルス（PMMoV）によるピーマンモザイク病があげら

れる．PMMoV はトバモウイルス属の一種で，複製タンパク質（130kDa タン

パク質と 180kDa タンパク質），細胞間移行タンパク質および外被タンパク質

の 4 つのタンパク質翻訳領域が連なる一本鎖 RNA のゲノム（約 6,360 塩基）

を有し，そのゲノム鎖に約 2,100 個の外被タンパク質が巻き付いた全長約 300 

nm の棒状ウイルスである（図 1）．ピーマンに PMMoV が感染すると，葉に

淡緑色と濃緑色のモザイク症状に加え凹凸の波葉が発生し，モザイク果・へ

こみ果などの奇形果が多くなり，生育も阻害される．そのため，収量と品質

が極端に低下し，農家に与える打撃は大きい．これまでの対策として，土壌

くん蒸剤の一種である臭化メチル剤が も広く使用されてきた．しかし，1992

年の「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

国会合で，臭化メチルはオゾン層破壊物質に指定され，日本を含む先進国は

不可欠用途などの特例措置を除き 2005 年に全廃された．さらに，2012 年末

で不可欠用途用臭化メチル剤も全廃されることとなり，本剤の代替技術の確

立が急務となっている（神田・津田，2008）．  

 

 

 

 

 

2．弱毒ウイルス  

 植物ウイルスには「干渉作用（クロスプロテクション）」と呼ばれる現象が

あり，あるウイルスが植物に感染すると，同種および近縁のウイルス系統は

その植物に感染できなくなる．この現象を利用して，病徴をあまり示さなく

なった弱毒ウイルスを用いることにより，ウイルス病を生物的に防除するこ

図 1 トウガラシマイルドモットルウイルスのゲノム構造と電顕写真  
複製タンパク質（130kDa タンパク質 ,180kDa タンパク質）細胞間移行タン

パク質および外被タンパク質の 4 つのタンパク質翻訳領域が連なる一本

鎖 RNA のゲノムから成る  
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とができる．具体的には，幼苗期に弱毒ウイルスを処理すると，植物の生長

と共に植物体内で弱毒ウイルスが増殖し，全栽培期間を通じて，強毒ウイル

スに対し高い防除効果を得ることができる．現在までに，様々な強毒ウイル

スに対し弱毒ウイルスが開発されており（大島ら 1978，後藤・根本 1971，花

田 1990，本吉・西口 1986， Kosaka and Fukunishi 1997，Kosaka ら 2006），ズ

ッキーニ黄斑モザイクウイルス（ZYMV）に至っては，2008 年 4 月に日本で

初めて生物農薬として登録された．PMMoV に対しても，これまでに何種類

もの弱毒ウイルスが開発されてきた（後藤ら 1997，後藤ら 1984，長井 1987，

山崎ら 2007，米山・塚本 1986）．しかし，時代の流れと供に抵抗性遺伝子（L

遺伝子）を持った品種が育成されるようになり，これまで開発されてきた弱

毒ウイルスは利用できなくなってしまった．そこで，私たちは，現行の主要

抵抗性遺伝子（L3 遺伝子）を持つ栽培品種に適応でき，さらに PMMoV に対

して高い干渉能を有するウイルスを選抜，実用化するために研究を進めてき

た．   

 

3．弱毒ウイルスの作出と選抜  

 弱毒ウイルス（ワクチン）の作出方法として，①自然界での探索，②高温

または低温処理，③亜硝酸処理，④紫外線処理などがある．私たちは，強毒

ウイルスをピーマンに感染後，高温処理（40℃，3 週間）を行い（後藤ら 1984），

そこから病徴をあまり示さない弱毒ウイルスを幾つか選抜した（神田・津田，

2008）．  

 選抜してきた弱毒ウイルスは，強毒ウイルスに対し高い干渉能を保持して

いたが，高濃度の強毒株に対しては干渉能を発揮するものと発揮しにくいも

のの 2 タイプに分かれた．そこで，発芽後 1 週間程度のピーマンの子葉に各

弱毒ウイルスをそれぞれ接種し，2 週間後に全ての葉を回収して免疫染色を

行い，弱毒ウイルスの組織内分布について調査を行った．その結果，弱毒ウ

イルスの親株の違いにより，感染組織内にまだらに拡がるタイプ（図 2 の

L3-16）と維管束に沿って広範囲に拡がるタイプ（同 L3-1001）の 2 タイプに

分かれ，強毒株に対し高い干渉能をもつ弱毒ウイルスは，維管束に沿って広

範囲に広がるタイプであることが分かった．  

 

 

 

図 2  二 種 弱 毒 ウ イ ル ス （ L3-16 と

L3-1001）を接種したピーマン葉内におけ

る感染分布  
 ピーマン子葉に弱毒ウイルスを接種し，

2 週間後の葉をろ紙に写し取り免疫染色を

行った．紫色に染まったところにウイルス

が存在する．親株の塩基配列の違いに伴い，

選抜された各弱毒ウイルスは左のような

拡がり方に大別された． 
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 また，重要な選抜条件として，長期間にわ

たって植物体が無病徴であること（特に果実

の変形が少ない）も挙げられる．弱毒処理を

するピーマンは，副作用として若干，葉の退

緑斑紋や果実の変形がみられる場合がある．

ピーマン品種の中でも，特に「みおぎ」（日本

園芸生産研究所）は，弱毒処理によりへこみ

果などの変形果が多く発生しやすい．そこで，

一細胞内，さらには植物体内での弱毒株の増

殖量を調査したところ，増殖量がある程度抑

えられている弱毒ウイルス株が果実に与える

影響が少ないことが判明した（図 3）．これら

の結果から，我々は， 終的に，維管束に沿い広範囲に広がるタイプで，増

殖量がある程度抑えられた L3-163 株を選抜し，さらに圃場試験へと移行した． 

 

4. 弱毒ウイルス L3-163 株の水平伝播性の防除効果と経済性評価  

 PMMoV の第一次感染源は種子伝染または土壌伝染であるが，現地圃場に

おいて，モザイクが発生した場合，他の植物体への感染拡大は，手またはハ

サミなどでの管理作業（誘引，剪定，摘果，収穫など）による水平伝搬とな

る．そこで，強毒株の水平伝播における弱毒ウイルス（L3-163 株）の防除効

果について，圃場レベルで薬効薬害試験を実施した．各処理区（無処理，弱

毒株処理）の先頭に，それぞれ無処理の苗を定植・強毒株を接種し，そこか

ら一定方向に手またはハサミで管理作業を行った．管理作業開始 1.5〜4 ヶ月

後，無処理のピーマンに発病が認められたが，弱毒ウイルスを処理したピー

マンでは，栽培期間を通じて，ほとんど発病は認められなかった（図 4，5，

表 1）．この結果から，この弱毒ウイルスは管理作業による水平伝播に対し，

十分な防除効果があることが判明した．次に，茨城県神栖市ピーマン農家に

おいて，半促成栽培（収穫期：3 月〜6 月），抑制栽培（9 月〜12 月）での弱

毒接種ピーマンの収量や品質について調査したところ，L3-163 株を接種した  

図 3 タバコプロトプラスト内

における 4 種弱毒株（L3-1001, 
L3-2018, L3-163, L3-2003）の増

殖量の比較  

図 5 強毒ウイルス罹病株、弱毒

（ワクチン）接種株、健全株から

得られたピーマン果形の比較果実

図 4 汚染圃場で土壌伝染した罹病

ピーマン（①）と抵抗性を発揮して

いる弱毒ウイルス接種ピーマン（②）
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品種みおぎ（L3）の出荷量（A 品）

は無処理区と比較して同等または

増加したが，一方で B 品や不可販

の占める割合も増加した（図 6）．

一般的に，弱毒ウイルスを接種し

た植物では収量の減少が認識され

ているが，今回のような例やピー

マンの仕立て法など栽培管理の工

夫や環境要因により，収量の増加

につながる可能性も秘められてい

る．  

 

 

5. 栄養素（ビタミン C）の向上  

 ピーマンは，カロテンとビタミン C が豊富な緑黄色野菜であり，食物繊維

やビタミン E も多く含まれる（五訂増補日本食品標準成分表  2005）．一般的

に熱に弱く酸化されやすいビタミン C であるが，ピーマンの場合，共に含ま

れるビタミン P の働きにより熱から守られるため，加熱調理しても効率よく

ビタミン C を摂取することができる．ピーマンのビタミン C 含有量（約 76mg/

果実 100g，五訂増補日本食品標準成分表  2005）はとても多く，同量の 100%

レモン果汁の約 1.5 倍となる．一方，弱毒接種したピーマン果実のビタミン

C を測定したところ，無処理ピーマン果実の約 1.4 倍，レモン果汁の約 2.2

倍となる約 110mg に増加していた（津田  2007）．弱毒接種ピーマンはピーマ

ンモザイク病の予防だけでなく，ピーマンのビタミン C が増加する働きも備

図 6 弱毒株接種と健全ピーマン果実の等

級別出荷量比較。茨城県神栖市。収穫は半

促成栽培 :平成 21 年 3〜6 月。抑制栽培 :8〜
12 月。反復測定分散分析により、収量と品

質において弱毒処理の有無で有意な差は

なし（p>0.05）。  
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えていると考えられる．   

 

6. 終わりに  

 現在，PMMoV の防除として，弱毒ウイルス（L3-163 株）を農業現場に利

用して頂くため，農薬登録にむけて準備を進めている．これまで，ピーマン

モザイク病を含む土壌伝染病の対策は臭化メチルに頼ってきたが，2012 年の

全廃をもって利用できなくなる．臭化メチルの代替技術として，現在，抵抗

性品種，腐熟促進などの土壌処理，紙包みやポットを利用した根圏保護定植

などがあげられている．特に，抵抗性品種は有力な方法であるが，抵抗性品

種のみでは近い将来，植物体の持つ抵抗性の打破系統の出現が危惧される．

抵抗性品種を利用しつつ，弱毒ウイルスのような生物的防除，さらに上記の

防除技術を併用する総合的モザイク病防除が，強毒ウイルスと長く付き合う

必須な条件になると思われる．  

 臭化メチルを取り巻く国際的，社会的情勢の変化を受けて，我々は 2008

年度から農林水産省の「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

クトを 5 年計画で動かしてきた．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，種々の

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．臭化メチル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ようとしている．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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植物ウイルスワクチンの利用技術 

 

株式会社微生物化学研究所 

梁 宝成・安原壽雄 

１．はじめに 

全国のキュウリ産地では多くのウイルス病被害が発生している。中でも，ズッキーニ黄

斑モザイクウイルス（ZYMV）によるモザイク病は，葉や果実に激しい奇形症状を引き起こ

すとともに，急性萎凋症の主要な要因となっている（Iwasaki and Inaba，1988）。こうし

たウイルス病に対し，有効な化学農薬が実用化されていない現状では，媒介虫に対する薬

剤や忌避資材の使用，罹病株の抜取りなどの防除対策を講じているのが実情である。その

一方で，ウイルス病の効果的な防除対策の一つとして，病原性が弱いかほとんどない弱毒

ウイルス（以下ワクチン株と称する）の開発が進んできている（小坂，2005）。 

筆者らは，ZYMV に対して高い防除効果を示すワクチン株 ZYMV-2002（Kosaka, et al., 2006，

Wang, et al., 2006）を有効成分とする凍結乾燥製剤「キュービオ ZY-02」の実用化に取組

み，2008 年 4 月に新規生物農薬として登録された（写真 1，梁ら，2010）。 

ここでは，キュービオ ZY-02 の農薬登録後の利用状況を紹介し，今後の普及の課題につ

いても示したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 “京都微研”キュービオ ZY-02 

 

２．ワクチンの特徴 

本剤の特徴は，①ZYMVによるモザイク病と萎凋症を予防できる，初めての生物農薬であ

る，②キュウリモザイクウイルス（CMV）またはカボチャモザイクウイルス（WMV）と重複

感染しても，病徴を強めず，これによる干渉効果の抑制は認められない，③定植前に本剤

を1回接種するだけで防除効果を発揮する，④本剤の接種による果実の品質や収量の低下は

みられない，⑤アブラムシによる伝搬性がなく，他の作物や環境への影響は小さい，⑥農

薬散布回数にカウントされず，有機栽培・減農薬栽培などに適合する，ことが挙げられる。 

本剤の接種は，凍結乾燥された内容物を水で 25 倍になるように溶解・希釈し，添付のカ
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ーボランダムを加えた後，希釈液に十分浸した綿棒またはコットンパフなどで葉の表面に

こすり付ける（表 1）。2ml 製剤で 166 株分，6ml 製剤で 500 株分となる。自家育苗農家な

どは自ら製剤を利用でき，接種苗を求める農家は苗生産業者にて接種された苗を購入する

こととなる。 

 

表 1 キュービオ ZY-02 の適用病害虫と使用方法 

対象 

作物名 
適用病害虫 希釈倍数

使用量

/株 
使用時期 使用回数 使用方法 

農薬の 

使用回数

キュウリ 

ZYMV の感染に 

よるモザイク病 

及び萎凋症 

25 倍 0.3ml

完全展開期

の子葉 

または 

第 1本葉 

1 回 有傷接種 ― 

 

 

３．ワクチンの接種方法とその省力化の試み 

 本剤の使用方法は生物農薬の例にもれず非常に特殊で，ワクチン株を苗に感染させるた

めに 1 苗 1 苗の葉に希釈液をこすり付けて接種する。①子葉の場合，接ぎ木前日までの穂

木子葉に，②定植前の接ぎ木苗の場合，第 1 本葉に接種する。この作業はある程度の慣れ

が必要であるとともに，苗の状態によっては，ワクチン株の感染率に影響を及ぼす。概し

て，子葉の場合は，第 1本葉が米粒大となった完全展開期が接種に適しており，i）かん水

不足のまま生育した苗，ii）子葉の展開が不完全な苗，iii）接種適期を過ぎ，第 1本葉が

大きく展開した苗は感染率が不安定となり得る（写真 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 ワクチン接種に適した・不適なキュウリ苗 

（ ）内の数値はワクチン株の感染率を表す。 

かん水管理を失敗、葉が硬く丸い

接種に×

水で濡れた子葉

接種に×

展開が不完全な子葉

接種に×（60～70％）

完全展開した子葉、本葉が米粒大

接種に◎（90～100％）

本葉が1円玉大

接種に○（80～90％）

本葉が500円玉大

接種に×（60～80％）

57



本剤の普及において，使用方法の特殊性から使用現場での直接的な接種指導は不可欠で

あった。このような普及活動を通じて現場，すなわち，自家育苗農家や苗生産業者からは，

高いレベルで安定した感染率が得られ，かつ，より省力的な接種法が強く要望された。そ

こで，筆者らは簡易で省力的な接種法の構築に着手した。具体的には，子葉への接種に限

ったものであるが，葉を上下で固定する装置を開発し，スプレーガンによりカーボランダ

ムを混合した希釈液を噴霧することで，接種作業が省力化された。これにより大量処理が

可能になり，感染率も安定することを明らかにした（写真 3，梁ら，2012）。今期より現場

への本接種システムの導入が始まり，稼働された施設での接種苗感染率は 90～100％を維持

している。しかし，苗を固定する装置はセルトレイにのみ対応したもので，自家育苗農家

でこれまでに利用していた育苗箱では使用できない。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3 ワクチンの接種方法 

従来のこすり付け方法（左：綿棒，中：コットンパフ）と噴霧接種法（右） 

 

４．ワクチンの普及事例と課題 

本剤の接種苗の量産システムを確立するため，民間の苗生産業者及び一部の全農・JA 育

苗施設と連携し，各育苗現場に適した接種苗の育苗法を確立してきた。ワクチン接種苗の

利用株数は，有償無償及び生産農家が自ら接種した分も含めると，2011 年は 20 万株，2012

年は約 40 万株を超えると推定される（図 1）。全農薬市場が約 3500 億円，そのうち生物農

薬は 0.6％（土井，2009）であるが，微生物農薬ともいわれるワクチン剤においては未だ市

場創生の段階である。 

ワクチンを導入した産地の反応は様々である。無処理区にて ZYMV が多発生となり，ワク

チンの高い防除効果が検証された場合，あるいは無処理区の設定は無いものの前年の大き

な被害が一転してほぼ無くなった場合では，次作にも利用される（写真 4）。他方，現場と

のやりとりで多いのが，①葉に明瞭な退緑斑症状が一過性に現れた。ワクチン株が悪さを

しているのか？→症状を現す株数は圃場内で多くて 5％ほどである。果実の品質や収量に悪

影響はない，②簡易キットを供したところ，ZYMV が検出された→ワクチンも ZYMV のため，

強毒株と同様に検出される。弱毒化を決定している遺伝子領域を利用した識別手法がある，

③ワクチンを処理しているにもかかわらずモザイク症状が現れた→CMV，WMV，パパイア輪

点ウイルス(PRSV)，メロン黄化えそウイルス(MYSV)などの他の病原ウイルスが原因である，
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などである。特に③のように，ウイルス病の発生実態の把握やワクチンに対する理解が不

十分なままに導入した結果，ZYMV 以外のウイルスの多発などによってワクチンの有効性が

判然とせず，生産現場の期待に応えられなかった事例も少なくない。当該産地の公的・営

農機関と連携することが重要で，主要病原ウイルスの発生情報をあらかじめ把握しておく

こと，ウイルス診断によってウイルス病の被害実態を明らかにし，導入すべき地域を選定

することが不可欠といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 接種苗及び製剤の利用状況（2011 年） 
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写真 4 生産者ハウスにおけるキュービオ ZY-02 の防除効果の一例（2011 年） 

ワクチン導入ハウス（左）と近隣の無処理ハウス（右） 

 

５．おわりに 

ZYMV による甚大な被害を経験した生産者には，ワクチン＝「保険」という考え方が広く

定着されつつある。また，キュウリでは ZYMV 以外のウイルス病も発生しており，数種混合

ワクチンを求める声も少なくない。種々のワクチンを開発し，キュービオ ZY-02 との混合・

同時利用の可能性も検討する必要がある。なお，筆者らは農林水産省「新たな農林水産政

策を推進する実用技術開発事業先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」において，

種々のエマージングウイルスに対応したワクチンの開発に取り組み（2009～11 年度），また，

トウガラシマイルドモットルウイルス弱毒株製剤（神田・津田，2008）の農薬登録も目指

している（2008～12 年度）。今後も植物ウイルスワクチンの開発，普及に努めたい。 
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