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果樹における殺菌剤耐性菌の現状とその対策

（独）農研機構 果樹研究所 カンキツ研究領域 足立嘉彦

はじめに

殺菌剤耐性の植物病原菌の出現が、近代農業を支える化学的防除技術、即ち農薬の効力

低下とそれに伴う病害の多発を引き起こすという事態は、1970 年代はじめから世界各国

で頻発するようになった。わが国でも、1971 年の鳥取県米子市におけるポリオキシン耐

性ナシ黒斑病菌、山形県庄内地方におけるカスガマイシン耐性イネいもち病菌の出現がこ

の問題の端緒である。以降、ベンゾイミダゾール系、フェニルアマイド系、ジカルボキシ

イミド系などの殺菌剤、DMI 剤で問題が続いた。近年は QoI 剤耐性菌の発生が様々な作

物で相次いでおり、新世代 SDHI 剤のリスクも明らかになりつつある。

1970 年代以降、農薬に対する安全性に社会の関心が高まった結果、植物病原菌に対し

て高度の選択毒性を備えた殺菌剤が開発されるようになった。皮肉なことにこうした殺菌

剤の普及が、かえって圃場における耐性菌の発達･蔓延を招いていることは周知の所であ

る。 近はさらに、食の安全や環境保全を求める声を反映して、減農薬あるいは環境負荷

低減が叫ばれる一方、新規の化学構造･作用機構を持つ農薬の開発は益々困難になりつつ

ある。その結果、逆に効果の高い一群の殺菌剤に防除を依存する傾向を生んでおり、新た

な耐性菌の出現を生み出す背景になりつつある。

ここでは、まず果樹を中心に近年、わが国で問題となっている殺菌剤耐性菌の現状を述

べ、その対策・課題について考える。特に、後者については、著者も作成に関わった 2012

年 3 月、日本植物病理学会の殺菌剤耐性菌研究会が公表した「野菜･果樹･茶における QoI

剤及び SDHI 剤使用ガイドライン」を紹介することとしたい。

１． 近の殺菌剤耐性菌の現状

１）現在、 も問題となっている QoI 剤

ミトコンドリアの電子伝達系に作用する呼吸阻害剤の内、複合体Ⅲタンパク質の Qo 部

位を特異的に阻害する薬剤を Qo Inhibitopr、略して QoI 剤と呼んでいる。代表的なものに

は、クレソキシムメチルやアゾキシストロビンなどストロビルリン系の殺菌剤がある。近

年、開発されたピリベンカルブの化学構造はストロビルリン系と異なるが、作用機構は同

一である。今後は QoI 剤という呼称が一般化されていくものと考える。活性を示す病原

菌のスペクトラムが広く、多種の病害の同時防除が可能なことから、果樹においても広く

採用される殺菌剤となっている

現在、世界では 19 種類の QoI 剤が存在し、そのうち 8 種類がわが国で登録されている。

登録申請中のものや委託試験に供されているものもあるため、今後も増加が見込まれる。

これまでに 60 種近い病原菌で耐性菌が報告されており、国内では 22 種が確認されている

(石井、2012)。果樹では 21 種、国内では 7 種が確認されている(第 1 表)。 近わが国で

発生が報告されたトマト葉かび病菌(渡辺、2009)、ブドウ褐斑病菌(井上、2009；菊原、

2009)、ブドウべと病菌(Furuya et. al., 2010；綿打、2011)およびコムギ赤かび病菌(北海道
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病害虫防除所、2011)などは、海外では早くから耐性菌発生の報告がなされており、国内

での発生が危惧されていた。こうした視点で見た時、果樹では Venturia 属菌(リンゴやナ

シの黒星病)や核果類の灰星病･黒星病菌などは、一層の警戒を要するものと思われる。

QoI 剤耐性菌は、通常 QoI 剤間で交差耐性を示し、全ての QoI 剤に耐性を示す。しかし、

化学構造の異なるピリベンカルブについては、交差耐性の幅が小さいことが報告されてい

る（高垣、2009）。国内で耐性菌が既報告のキュウリ褐斑病･うどんこ病、ナスすすかび病、

イチゴ炭疽病、コムギうどんこ病およびチャ輪斑病に対しては、耐性菌に対しても実用的

な防除効果を持つことが確認されているが、果樹病害については未確認である(高垣、

2009）。

QoI 剤耐性のメカニズムは、複合体Ⅲを構成するタンパク質の一つ、チトクローム b の

遺伝子変異が関わっている。特に、チトクローム b の 143 番目のアミノ酸をグリシンから

アラニンに置換する突然変異(G143A と呼ばれる)が、病原菌に高度耐性を付与し、薬剤

散布に対する効力低下をもたらす事例が、数多くの病原菌で確認されている。そうしたこ

とから、G143A を遺伝子診断で直接検出する手法が多くの病原菌で提案されている。

それ以外の変異では、F129L や G137R が G143A に比べて低レベルの耐性に関与するこ

とが知られている。従来、これらは実用上問題となる耐性ではないと考えられていたが、

わが国で初めて見つかったトマト葉かび病菌の F129L 変異は、現地で QoI 剤の効力低下

に関与していた(渡辺、2011)。

また、QoI 剤耐性については、チトクローム b 遺伝子が核ゲノム上ではなくミトコンド

リアゲノム上の遺伝子であることも問題を複雑している。もともとミトコンドリアは細胞

内に多数が存在する上に、そのゲノムは核ゲノムに比べて突然変異の頻度が高いことが知

られている。したがって、薬剤耐性をもたらす変異も核ゲノム上の遺伝子に比べて多く起

きていることが予想される。さらに、病原菌の中には耐性型ミトコンドリアと野生型のも

のが混在するヘテロプラズミーと呼ばれる状態のものが見つかっている(Ishii et al., 2007

；Ishii et al., 2009）。こうした病原菌では、分離当初、耐性型のミトコンドリアと判定さ

第１表 果樹におけるQoI剤耐性菌

リンゴ黒星病菌 Ventuira inaequalis

リンゴ斑点落葉病菌*)

リンゴうどんこ病菌

リンゴ炭疽病菌

Alternaria alternata apple paythotype

Podosphaera leucotricha

セイヨウナシ黒斑病菌*)

Colletotorichum gloeosporioides

Alternaria alternata apple paythotype

セイヨウナシ黒星病菌

ｾｲﾖｳﾅｼ褐色斑点病菌

ナシ炭疽病菌*)

カンキツ灰色かび病菌*)

ｶﾝｷﾂbrown spot病菌

ﾋﾟｽﾀﾁｵAlternaria
late blight病菌

Ventuira pirina

Stemphylum vesicarium

Botrytis cinerea

Alternaria alternata tangerine pathotype

Alternaria alternata他

モモ灰星病菌

オウトウ灰星病菌

アーモンド黒星病菌

ｱｰﾓﾝﾄﾞAlternaria
leaf spot病菌

ブドウべと病菌*)

ブドウうどんこ病菌

ブドウ褐斑病菌*)

ブドウ晩腐病菌*)

ﾊﾞﾅﾅblack Sigatoka病菌

ﾊﾞﾅﾅyellow Sigatake病菌

Colletotorichum gloeosporioides

*) 国内において（も）、耐性菌が確認されている。

病原菌名 学名 病原菌名

Colletotorichum gloeosporioides

Monilinia fructicola

Monilinia laxa

Fusicladosporium carpophilum

Alternaria alternata他

Plasmopara viticola

Erysiphe necator

Pseudoscercospora vitis

Mycosphaerella fijiennsis

Mycosphaerella musi

学名
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れていたものが保存期間中に野生型に置き換わったり、感受性菌の遺伝子を精査した結果、

今度は耐性型のものが見つかるといった事象が観察されており、QoI 剤感受性の検定を困

難なものにしている。

２）今後、注意が必要な SDHI 剤

SDHI 剤は、ミトコンドリア電子伝達系の複合体Ⅱタンパク質であるコハク酸脱水素酵

素(Succinate dehydrogenase、略して SDH)を阻害する殺菌剤の呼称である。従来は、フル

トラニルやチフルザミドのように、担子菌類に特異的に強い効果を持つ殺菌剤として使用

されており、必ずしも耐性菌リスクの高い薬剤ではなかった。しかし、近年、ボスカリド

に代表される防除スペクトラムが広いものが開発され、以降、フルキサピロリド、ビキサ

フェン、フルオピラム、ペルフルフェン、イソピラザム、セダキサンなどが登場しつつあ

る(Glattli et al., 2011)。現在、この新世代 SDHI 剤の国内登録は、ボスカリドとペンチオ

ピラドの 2 種であるが、今後さらに増加するものと見られる。

海外では、ボスカリドの普及開始からいくつかの病原菌で耐性菌の出現が報告されてお

り、今後もその増加が懸念される事態となっている。国内においても、既に 4 種の病原菌

で耐性菌が報告された(第 2 表)。果樹での報告は未だないが、SDHI 剤の本格的な登場と

使用がこれからであることを踏まえると予断を許さない。また、ボスカリド耐性菌が早く

から報告されたアメリカ、カルフォルニア州のピスタチオ Alternaria late blight 病に対して

は、ボスカリドは単剤ではなく、QoI 剤との混合剤で年 2~3 回の使用で導入された。しか

しながら、3 年目には本剤の防除効果は低下していた。この混合剤の使用開始時には、既

に地域に QoI 剤耐性菌が分布しており、その後 QoI および SDHI 剤、両剤に対する耐性菌

の選抜が進行したとみられる(Avenot et al; 2008)。わが国でも、QoI と SDHI 剤の混合剤

は、野菜と果樹で普及しており、同様の事態、特に QoI 剤耐性菌が既に確認されている

作物･病害では十分な注意が必要である。

第2表 これまでに見つかったボスカリド耐性菌

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ灰色かび病菌*)

ﾋﾟｽﾀﾁｵAlternaria late blight病菌*)

Botrytis cinerea

Alternaria altern ata

モモ灰星病菌 Monilinia fructicola

*)QoI剤とSDHI剤の両方に耐性を示す菌株を確認。

ﾌﾞﾄﾞｳ､ｲﾁｺﾞ、ﾘﾝｺﾞ灰色かび病菌

Botrytis cinerea

ユリ葉枯病菌 Botrytis ellip tica

ウリ類うどんこ病菌*)

ウリ類つる枯病菌*)

アブラナ科菌核病

ジャガイモ夏疫病

病原菌名 学名 病原菌名

Podosphaera xanthii

Didymella bryon iae

Sclerotinia scleotiorum

Alternaria solani

キュウリ褐斑病菌

キュウリうどんこ病菌

イチゴ灰色かび病

ナスすすかび病

(海外)

学名

Corynespora cassicola

Mycovellosiella nattrassii

Botrytis cinerea

Podosphaera xanthii

（国内）
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SDHI 剤耐性のメカニズムについては、耐性菌のコハク酸脱水素酵素遺伝子(SDH)の解

析が進められている。SDH は 4 つのサブユニットからなる酵素であるが、SDHI 剤との結

合と作用には sdhB、sdhC および sdhD が重要であり、これらの突然変異が耐性をもたら

す可能性が高いと考えられる。これまでの解析では、sdhB 遺伝子の変異が特に重要と考

えられるが、突然変異の部位は様々であり、sdhC および sdhD に変異を持つものも存在す

る。これらの突然変異と SDHI 剤耐性との関係をより明確することが求められている(石

井、2012)。

また、SDHI 剤耐性については、QoI 剤と異なり単純な交差耐性を示さない例が存在す

る。例えば、キュウリ褐斑病菌やうどんこ病菌のボスカリド耐性菌は、ペンチオピラドに

交差耐性を示す(Ishii et al., 2011)。一方、灰色かび病菌では、両剤の間に明瞭な交差耐性

は見られない(鈴木ら、2011)。このように交差耐性は、病原菌、SDHI 剤の種類や耐性程

度の違いなどの組み合わせによって様々な結果を示す。

３）感受性低下の顕在化が懸念される DMI 剤

糸状菌に特有のステロール合成系であるエルゴステロール生合成経路を阻害する薬剤

(EBI 剤という)のうち、脱メチル化過程を阻害する薬剤をステロール脱メチル化阻害剤、

DMI 剤と呼んでいる。

わが国の果樹で DMI 剤の使用が開始された 1986 年当時、海外ではリンゴ黒星病、ブド

ウうどんこ病などで既に DMI 剤耐性菌の問題が報じられており、そのため当初からリン

ゴやナシでは年間使用回数を 3 回以内とし、作用機構の異なる他の系統薬剤とのローテー

ション散布や混合剤を使用する指導が関係者の間でなされてきた(石井、1995)。実際、こ

の 20 年余りの間、リンゴやナシの黒星病防除に DMI 剤は有効に機能してきた。特にナシ

ではこの使用回数を上回ることや薬剤感受性が低下した菌株が見つかることはあっても、

DMI 剤の防除効果そのものが低下した事例は確認されていなかった（Tomita and Ishii、

1998)。

しかしながら、2005 年以降、福岡県など九州のナシ産地でナシ黒星病菌に DMI 剤の効

力低下を伴う耐性菌の存在が、相次いで報告された(石井･菊原、2007；菊原･石井、2008)。

九州のナシ産地は、他の地方に比べて年間降水量が多く、もともと黒星病が発生しやすい

こともあって、以前から DMI 剤の散布回数が多くなる傾向になり、危惧されていた。加

えて、これまでわが国の果樹で DMI 剤耐性菌の問題が顕在化してこなかった背景には、

DMI 剤自身の変遷も関与しているように思われる。トリフルミゾールやビテルタノール

等、初期の DMI 剤から、フェナニモルを経てヘキサコナゾールやジフェノコナゾール等、

より高い防除効果を持つものが、現在は使用されている。DMI 剤の効力低下は QoI 剤耐

性の場合などと異なり、時間を掛けて進行する。そのため、感受性低下がより効果の高い

薬剤を使用したことによって、隠されていた可能性も考えられる。今回の耐性菌では、フ

ェナニモルおよびヘキサコナゾールの効力低下が確認されているが、ジフェナコナゾール

についてはまだ安定した高い効果を維持しており、こうした見方を裏付けるものと考えら

れる。短期的には、ジフェノコナゾールの持続的使用のために混用やローテーション散布

のパートナーにはどんな薬剤が良いのか、あるいは別の DMI 剤を含め代替薬剤の検討な

どが課題に挙がるが、もっと中長期的には黒星病抵抗性品種の育成やイネで実用化されて
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いるプロペナゾールなどのように病原体に直接作用せず、植物側の防御反応を活性化する

ことで効力を発揮する病害抵抗性誘導剤の開発が望まれる。

また、今回の事例では、DMI 剤の感受性検定法の問題も表面化している。これまでリ

ンゴやナシの黒星病菌の感受性検定は、圃場から採集した罹病葉から病原菌を一旦分離・

純粋培養し、薬剤を添加した人工培地上での生育試験によって実施されてきた。しかしな

がら、こうした検定法では必ずしも薬剤感受性が低下していないのに、同じ圃場で採集し

た病斑から直に集めた黒星病菌の胞子を DMI 剤を散布した鉢植えナシに接種して、薬剤

の効果を検証してみると、明らかに DMI 剤の効力低下が確認された(石井･菊原、2007)。

２．耐性菌対策と薬剤使用ガイドライン

１）海外の動向

耐性菌問題は、何もわが国に限った問題ではない。ここでは、薬剤使用ガイドラインの

先鞭をつけた海外における動向を紹介したい。

欧米の農薬メーカーを中心に耐性菌対策を講じる組織として、FRAC(Fungicide

Resistance Action Commitee)がある。FRAC は、オランダのワーゲニンゲン農科大学で開

かれたワークショップを契機として、1981 年に設立された。FRAC の活動の詳細は、HP

(http://www.frac.info/frac/index.htm)で知ることができるが、耐性菌の検定法やモニタリン

グ方法の提示、対策のための教材など豊富な情報を提供している。

FRAC は、北米、ブラジル、オーストラリアおよび日本(J-FRAC)に地域別の下部組織

とともに、耐性菌対策が必要な薬剤単位でも Expert forum や Working group(WG)が設けら

れている。Expert forum には、ベンゾイミダゾール、ジカルボキシイミドおよびフェニル

アマイド系の各薬剤、WG には EBI 剤、QoI 剤、SDHI 剤などが組織されている。これら WG

の主要な役割が、各薬剤に対する耐性菌のモニタリング結果の公表と Recommendation、

即ち、耐性菌対策のための薬剤使用についてのガイドラインの作成となっている。

また、イギリスには農薬メーカーだけでなく、公的機関、大学などからなる FRAG-UK

(http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-groups/Resistance-Action-

Groups/frag)が組織されている。日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会のモデルとなった

組織であり、耐性菌の発生状況とともに、コムギなどの穀類など作物別にやはり薬剤使用

のガイドラインを取りまとめて公表している。

２）わが国における課題と薬剤使用ガイドライン

こうした海外の動向を踏まえて、遅ればせながらわが国においても耐性菌対策について

の薬剤使用ガイドラインに関する取組が始められることとなった。 初は、J-FRAC がイ

ネいもち病に対する QoI 剤使用のガイドラインを作成したのに続き、殺菌剤耐性菌研究

会も本病に対する QoI 剤および MBI-D 剤の使用ガイドラインを公表した(宗･山口、2008)。

これには、イネの育苗箱処理剤に長期残効型の QoI 剤が加わったことと MBI-D 剤耐性菌

が日本各地で相次いで被害をもたらしたことが契機となっている。

そして、殺菌剤耐性菌研究会から 2 つ目のガイドラインとして、「野菜・果樹・茶にお

ける QoI 剤及び SDHI 剤使用ガイドライン」が公表された。今回はガイドラインだけでな

く、前文として一般的な耐性菌対策を盛り込むこととした。例えば、同一薬剤もしくは同
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一系統の薬剤を連用しないことは、耐性菌対策では常識となっているものと考えていた。

しかし、DMI 剤耐性のナシ黒星病菌や QoI 剤耐性のブドウべと病菌の事例を見た場合、

多発時に十分な効果を期待できる薬剤や果実に薬散による汚れの少ない薬剤が他に見あた

らないといった理由があるものの、耐性菌リスクの高い薬剤の連用が一部で実施されてい

ることが明らかになった。また、効果の高い新規の殺菌剤については、治療効果を期待し

て、病気が少し出てからでも特効薬として使うこともできるといった耐性菌対策の面から

誤った使用法もあることから、殺菌剤はあくまで予防散布が原則であるといった内容を記

載している。さらに、参考資料として国内外の耐性菌の発生状況を踏まえた作物ごと、病

原菌ごとの耐性菌発生リスク表や薬剤系統別のリスク表も合わせて配布することとした。

ガイドラインは作成するだけでなく、現場に普及･活用されてはじめて意義を持つもので

ある。作成作業に携わった者の一人として、これが幅広く活用されることを期待している。
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アザミウマ類の遺伝子診断技術  

 

農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所  

土`田 聡  

 

はじめに  

 

 近年、果樹や野菜を寄主とするアザミウマ類による被害が増大しているが、これには、

それらアザミウマ類の寄生性の変化、あるいは殺虫剤感受性低下等が影響していると考え

られている。もしこれらの問題に異質な系統が関与しているとすれば、従来の系統と識別

することで適切な防除対策を立てることが可能となると考えられる。しかし、アザミウマ

類は体長 1mm 内外と極めて小さく、形態による識別はほぼ不可能であると考えて良い。

このような場合、遺伝子レベルでの解析が有効となる場合が多い。ここでは、近年問題と

なっているアザミウマ類のうち、特にネギアザミウマとチャノキイロアザミウマについて、

遺伝的多型解析に基づき開発した、農業上重大な問題を引き起こしている系統を識別する

ための遺伝子診断技術について紹介する。  

 

１．ネギアザミウマの合成ピレスロイド抵抗性系統の遺伝子診断  

 

 ネギアザミウマ Thrips tabaci Lindman は世界中に分布する

アザミウマであり、ネギ類をはじめとする野菜、花卉、果樹

などの重要害虫である。近年日本各地で本種における寄生性

の変化、殺虫剤感受性低下などが報告されるとともに、その

農業被害が増大している。とりわけ合成ピレスロイドに対す

る抵抗性発達は顕著であり、和歌山県のカキで発生した系統

はきわめて高度な抵抗性を示している（森下・大植，2001）。 

 合成ピレスロイド剤（以下、合ピレ）に対する典型的な抵抗性はノックダウン抵抗性（kdr）

と呼ばれ、作用点であるナトリウムチャネルの構造変化が原因と考えられてきた（Davies 

et al., 2008）。これまでに、イエバエ、アカイエカ、コナガなどでナトリウムチャネル遺

伝子の解析が行われ、この遺伝子上の点突然変異が合ピレ抵抗性発達の主要因であること

が明らかにされている（Davies et al., 2008）。ネギアザミウマにおいても同様の観点から

抵抗性発達に関与する突然変異の有無を確かめた結果、530bp のナトリウムチャネル遺伝

子部分配列に合計 6 カ所の塩基多型が検出され、ナトリウムチャネル遺伝子型は 4 つの異

なるタイプ（Ⅰ～Ⅳ）に分けることができた（表 1）（Toda and Morishita, 2009）。このう

ち、タイプⅢでは 188 番目の塩基置換（C→T）がスレオニン（Thr）からイソロイシン（Ile）

へのアミノ酸置換をもたらしていた。さらにタイプⅣでは 155 番目と 444 番目にそれぞれ、

メチオニン（Met）からスレオニン（Thr）、ロイシン（Leu）からフェニルアラニン（Phe）

へのアミノ酸置換が明らかになった。これらのアミノ酸置換はいずれもイエバエなど他の

多くの抵抗性害虫で既報のものである。タイプⅣで検出された Leu→Phe、Met→Thr の 2

つの突然変異はそれぞれ、kdr および super-kdr 突然変異と呼ばれ、合ピレ抵抗性の主要因
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であることが実証され

ている。これらはイエ

バエのナトリウムチャ

ネル（Vssc1）のアミノ

酸番号を用いてそれぞ

れ L1014F、M918T と

表記される。一方、Thr

→ Ile 突然変異もまた

コナガやアタマジラミ

で共通して見つかって

いるアミノ酸置換であ

り、T929I と表記され

る。なお、これら 3 つ

の突然変異が同一の昆

虫種で見つかったのは

初めてのケースであ

る。  

 これら 4 つのタイプ

とシペルメトリン（ア

グロスリン）感受性レ

ベルとの関係を表 2 に

示す。アミノ酸置換が

ないタイプⅠおよびⅡ

に分類された 4 系統は

い ず れ も LC50 値 が

1.20 以下と低かった。

これに対し、LC50 値が

66.6 以上の 5 系統はい

ずれもタイプⅣであった。そして、両者の中間的な値を示し、やや低いレベルの抵抗性を

示した SB5 のナトリウムチャネルタイプはⅢであった。これらのことから、ネギアザミウ

マの合ピレ抵抗性にはその強弱に差はあるものの、M918T、L1014F あるいは T929I 突然変

異が関与している可能性が示唆された。  

これらの結果に基づき、点突然変異部位をターゲットとした合成ピレスロイド抵抗性ネ

ギアザミウマの遺伝子診断技術を開発した。タイプⅢの検出には PCR-RFLP 法を用いた。

タイプⅢが持つ T929I 突然変異の検出には制限酵素 Sau3AI が利用可能である。図１－A に

制限酵素処理後の電気泳動像を示す。三番目のタイプⅢのレーンだけ他とは異なるパター

ンを示すことから、他のタイプと容易に識別することができる。一方、タイプⅣの検出に

はマルチプレックス PCR を用いた。L1014F 突然変異に適合するプライマーを設計して使

用し、識別対象に特異的な DNA 断片が増幅されるか否かで判断した。図１－B にその電

気泳動像を示す。タイプⅣのみ他とは異なるサイズの DNA 断片（矢印）が増幅されるこ
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とにより、他のタイプとの識別が可能となっている。これら二つの方法を用いることによ

り、合成ピレスロイド抵抗性のネギアザミウマを遺伝子レベルで判別することが可能にな

った。  

 

M M1 12 23 34 4

A B

500bp
500bp

図１ 合成ピレスロイド抵抗性ネギアザミウマ遺伝子診断法の電気泳動像
A：タイプⅢ診断法 B：タイプⅣ診断法

M： 100bp ladder  1：タイプⅠ 2：タイプⅡ 3：タイプⅢ 4：タイプⅣ
 

 

２．チャノキイロアザミウマにおける種内多型の解明  

 

 チャノキイロアザミウマ Scirtothrips dorsalis Hood は木本植

物を中心に極めて広い寄主範囲を持ち、日本ではチャ、果樹の

重要害虫として有名である。本種の分布域はアジア，オセアニ

ア地域に限られるとされていたが、近年世界各地でその発生が

報告され、分布が拡大している。海外では本種はトウガラシ類

の重要害虫とされているが、日本ではこれまで被害が問題とな

ったことはなかった。しかし、最近高知県と沖縄県で本種によ

るピーマンおよびシシトウへの加害が確認され、新たな系統の侵入が疑われた。  

 Hoddle et al. (2008)はミトコンドリア COI 遺伝子および 28S リボゾーム RNA-D2 領域遺

伝子の塩基配列を基に行った分子系統解析で、6 カ国 9 個体群のチャノキイロアザミウマ

が独立したグループを形成せず，2 つあるいは 3 つの独立したグループに分かれるという

ことが示した。このことはチャノキイロアザミウマ種内に遺伝的に異なる複数のグループ

が存在することを意味しており、”チャノキイロアザミウマ種群”という表現が適当であ

ると考察されている。我々は高知県および沖縄県で発生したピーマンに寄生性を示すチャ

ノキイロアザミウマの遺伝的特性を COI 遺伝子を用いて解析し、それらが従来から国内に

分布していたであろう系統とは遺伝的に異質なものであることを見出した。これら新系統

（仮称）は、その後マンゴー（鹿児島、宮崎、愛媛、千葉、佐賀、福岡）、ハウスミカン

（鹿児島）、およびトルコギキョウ（熊本）で発生が確認され、特殊報が出されている。 

新系統は形態的に識別できない。そこで、その調査を効率的に進めることを目的とし、

リボゾーム DNA の ITS2 領域を用いた遺伝子診断法を開発した。この方法により、簡易に
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両系統を識別することが可能となっている（土`田 , 未発表）。現在、この特異な系統の国

内外における分布状況、および寄主範囲について調査を進めるとともに、より簡便な遺伝

子診断技術の開発を進めている。  

 

３．遺伝子診断による種判別 

 

 アザミウマ類は微小であり、形態的特徴による他種との識別は困難である。中でも幼虫

などの発育ステージにおける識別は不可能なことの方が多い。しかしながら、実際には幼

虫による識別の必要性が迫られる場面は少なくないと考えられる。そこで、我々はチャノ

キイロアザミウマを含む９種の果樹アザミウマ類について、種間における遺伝的多型を利

用した、形態によらない種判別法を開発している（Toda and Komazaki, 2002；より簡便

な方法は土`田(2011)）。遺伝子診断が可能な 9 種果樹アザミウマは、ミカンキイロアザミ

ウマ、ヒラズハナアザミウマ、ハナアザミウマ、ビワハナアザミウマ、キイロハナアザミ

ウマ、ネギアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、ダイズウスイロアザミウマおよびチャ

ノキイロアザミウマである。遺伝子診断は、リボゾーム DNA の ITS 領域を用いた PCR- 

RFLP 法により行う。図 2 に示すとおり、9 種のアザミウマはそれぞれ特異なバンドパタ

ーンを示し、相互に識別可能である。なお、ミカンキイロアザミウマ、ネギアザミウマ、

チャノキイロアザミウマおよびミナミキイロアザミウマでは海外の個体でも同一のパター

ンを得られることを確かめている。また、チャノキイロアザミウマ新系統は、在来系統と

同様に 8 レーンに示されたバンドパターンを示すことが分かっている。 

  

一方、海外でもアザミウマ類の種判別法の開発が行われている。Brunner et al. (2002)

はアザミウマ 10 種をミトコンドリア DNA の COI 遺伝子を用いた PCR-RFLP 法による診

断を法を開発している。また、Rugman-Jones et al. (2006）はリボゾーム DNA の ITS1

および ITS2 領域を用いた PCR-RFLP 法により、チャノキイロアザミウマを含む 18 種の

Scirtothrips 属アザミウマの識別を可能にしている。さらに、Farris et al. (2010)はチャ
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ノキイロアザミウマの ITS2 領域を特異的に増幅するプライマーを用い、他の Scirtothrips

属 5 種を含む９種のアザミウマと識別する方法を開発している。これらの方法には我々が

識別対象としていないアザミウマ種も含まれており、状況に応じて使い分けることも検討

いただきたい。 

 

おわりに  

 

 これら一連の研究により、近年害虫としての地位を急速に高めているネギアザミウマお

よびチャノキイロアザミウマには種内に大きな遺伝的な多様性が存在することが明らかに

なってきた。種判別法に加え、現在までに両種アザミウマの種内多型を検出するためのい

くつかの遺伝子診断法を開発しているが、それら診断技術についてさらなる簡略化と低コ

スト化を進め、実用レベルの技術とすることが今後の課題である。さらには、それらの技

術を活用して各地で問題を引き起こしているアザミウマ個体群の構成を遺伝子レベルで明

らかにし、防除対策に反映していきたいと考えている。  
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ニホンナシ萎縮病菌の同定

～ナシ萎縮病の見分け方～

中村 仁

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所 品種育成･病害虫研究領域

萎縮症？ 萎縮病？ 眠り症？ 眠り病？

地域などによって呼び方が異なるなど、診断や
原因究明の際に混乱をきたしてきた。

根本的な解決のためには、呼び方を統一し、定
義付けを行うことを始め、現地で発生している症状
が何に起因するものか見極める必要があった。

はじめに・・・

そこで、以下のように整理してきた。
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萎縮症

萎縮病

眠り症

眠り病

葉の奇形を伴う萎縮症状を示すものを総
称した表現。病害および生理障害を含む。
できるだけ使用しない。

病原である糸状菌によって萎縮症状を示
す病害。 （萎縮症の１要因）

低温不足による環境要因によって起こる
生理障害。使用しない方が望ましい。

眠り症あるいは萎縮病の別称となってお
り、混乱を招きやすい表現。使用しない。

※ 上記に該当しない、あるいは原因が不明なもの
は、 他の表現を用いる。

類似した症状における違い

眠り症
（生理障害）

萎縮病
（病害）

・露地栽培
・葉の奇形が伴う
場合もある

・1枝内でも葉叢間
で症状が異なる

発芽不良
（原因未特定、
複合的要因）

・施設・露地栽培
・葉が奇形
・1枝内の葉叢間
での症状は類似

・施設栽培
・葉は奇形しない
・1枝内の葉叢間
での症状はやや
類似
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萎縮症と萎縮病は同一の症状を指していたが、
原因が特定できなかったことで、それぞれが一人
歩きし、結果として、現状のような混乱を招いた。

また、実際に現地で発生しているのは、萎縮病が
主である。
よって、経緯や実状から以下のように結論できる。

萎縮症 ＝ 萎縮病

「萎縮症」という表現については、これまで本症に
含められてきた各症状の原因究明を図るためにも
できるだけ使用しないことを心掛けたい。

「萎縮症」「萎縮病」に関する、これまでの経緯

① 萎縮病

② ヒポキシロン幹腐病

③ それ以外

ウイルス病？
生理障害？

総称としての「萎縮症」に含まれてきた要因

萎縮病およびそれ以外の要因の解明と防除対策
のためには、症状を的確に判定し、病原菌を正しく
見極めることが重要となる。
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以前はウイルス病と疑われていた。しかし昨年、

材質腐朽菌の1種（サルノコシカケの仲間）が

病原と特定された。

① 萎縮病

Fomitiporia  sp.
フォミティポリア

和 名 ： チャアナタケモドキ
（きのこの名前）

※ ここでは萎縮病菌と呼ぶ。

病原菌

発生地

発生品種

東北地方から、それ以南の本州、
四国・九州に至るまで日本各地。
（太平洋側に多い傾向がある）

幸水・豊水・新水・二十世紀・長十
郎など多品種。
（幸水に極めて多い）
中国梨での発生も認められる。
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萎縮病の特徴

・ 春先の展葉期になっても正常な展葉がみられずに、
葉が萎縮症状を示す。

・ 症状が軽いうちは、展葉が進むに従い上位葉での発
症は認められなくなる。

・ 通常、樹全体が発症することはなく、始め１側枝に出
て、それがやがて主枝全体に広がり、ついで隣接す
る主枝の１側枝が発症するといった具合に症状が進
行する。

・ 発症した大枝を切除すると次年度には他の枝に発症
する場合が多い。

・ 高齢樹に多い。（おおよそ１５年生以上）

萎縮病の葉の症状

舟形葉
（舟を逆さにしたような形）

展葉初期は葉先が細くなる．
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葉縁・先端部の黒変および枯死

健全部と枯死部との
境界は赤味を帯びる

～先端部～

葉縁・先端部の黒変および枯死

健全部と枯死部との
境界は赤味を帯びる

～葉縁～

舟形にならない場合も
多い
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葉の先端部の黒変枯死部は展開後も顕著に残る

軽症の場合は、上位葉には症状は現れない

品種によって症状が異なる可能性がある

「長十郎」

葉の先端部だけではなく、葉
縁全体が黒変枯死。
但し、先端のみの場合もある。
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（点線より上部がキノコ部分） （点線の内側がキノコ部分）

いわゆるサルノコシカケの仲間であるが、傘を形成せず、
枝幹上に張り付くような形。
比較的腐朽が進んだ枝幹で形成される。

萎縮病菌のきのこ （チャアナタケモドキ）

形成初期のきのこ

樹皮の内部からにじみ出て
くるように現れる

枝の裏側に形成されることが多い
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萎縮病菌
（チャアナタケモドキ）

カイガラタケ

ムラサキウロコタケ

クジラタケ

アラゲカワラタケ

カワラタケ

コフキサルノコシカケ

スエヒロタケ

ナシ樹には多くのきのこが形成される。
萎縮病菌のきのこを正確に見分けることが必要。

間違えやすい きのこ

シイサルノコシカケ
萎縮病菌

内部は黄褐～黄土色

内部は褐色～灰紫色

きのこを削って確認する
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表面の穴（管孔） 担子胞子

萎縮病菌のきのこ ～形態による正確な同定～

剛毛体

各数値は、千葉県平成23年度病害虫発生予察特殊報
第６号より引用。

５～８個／mm 無色、ほぼ球形
4.2～5.5 ×

3.8～5.5 μm

管孔内の壁面

萎縮病菌による材部の腐朽

・ 健全部分との境界は赤みを帯びることが多い。
・ 腐朽部分が全体的に白っぽく、赤みを帯びた
部分がまだら状あるいは年輪部に存在する。

健全部

腐朽部

境界

ペースト塗布後も
判別は可能

まだら状に見える

きのこを作りにくいので、材腐朽部による識別も重要
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主枝 主枝

分岐部 分岐部 主幹

キクイムシ侵入

萎縮病菌による材部の腐朽

他の材質腐朽菌

キクイムシによる穿孔が見られる場合がある
（他の菌による腐朽部では、ほとんど見られない）

キクイムシ侵入
主枝

腐朽部がまだらになって
いない

境界部に赤みがなく、
白い部分も少ない

腐朽部に黒変部がある

腐朽部が褐色（白い
部分が少ない）

腐朽部が茶色い腐朽部がまだらになって
いない

他の菌による材部の腐朽

H24年度農政課題解決研修「果樹の病害虫防除技術）　H24.9.4-5

33



萎縮病菌による腐朽が確認された材から
きのこを形成させることが可能

太枝片を樹陰などに放置
（寒冷紗で被覆すると良い）

主に湿度が維持
される枝の裏側
できのこを形成

腐朽部健全部

腐朽部の確認方法

生長錐を用いた調査
（内部材をくり抜く）

生長錐（成長錐）＝林業分野で年輪を調べる際に使用

（樹皮側）
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萎縮病の発病機構

病原菌に由来する物質（二次
代謝産物等）のが、通導組織
を通じて移動し、上部の葉に
症状を生じさせていると考え
られる。

（仮説）

病原菌接種

② ヒポキシロン幹腐病

Hypoxylon serpens
ヒポキシロン・セルペンス

（材質腐朽性の子のう菌）

病原菌

黒く張り付くように形成（コールタール状）

病原菌の子実体（きのこ）

表面
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東北地方から、それ以南の本州、
四国・九州に至るまで日本各地。

幸水・豊水・新水・二十世紀
など多品種。
（品種に大きな偏りはない）
中国梨での発生も認められる。

発生地

発生品種

ヒポキシロン幹腐病の葉の症状

退緑小葉

葉色はわずかに赤味を帯びる。

縮葉

萎縮病の症状のように葉縁
が枯死する場合もある。
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紅葉（橙色になる場合もある）すると同時に、葉が硬化する

初夏以降に紅葉した後、落葉する

当年枝における皮目の増加・肥大、木部の褐変

健全枝

表皮を削ると内樹皮や木部に褐変が認められる
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・果点が拡大し、果実表面が粗面となる。
・成熟果内部では、“水ナシ（みつ症）”と同様の症状を
示す場合も多い。

果点の拡大・蜜入り

ヒポキシロン幹腐病菌類似の病原菌による
リンゴ病害

葉巻萎縮病

青森県、秋田県、長野県で発生が確認されている。
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見分け方のまとめ

部位

葉

当年枝

果実

症状

萌芽・展葉の遅れ
縮葉・波打ち・小型化
葉縁の黒変
黄化・赤褐色斑点
早期紅葉・落葉

伸長の遅れ
木部の褐変

小玉化・奇形化
密入り
果点の拡大

萎縮病

○
○
○
×
×

○
×

△
△
×

ヒポキシロン
幹腐病

○
○
×
○
○

△
○

△
○
○

材部の腐朽あり

★

★

★

★

③ その他 ～原因不明の症状～

葉が柳葉状になり、開花時には花弁も細長くなる
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防除対策

・傷口の保護

・伝染源（きのこ）の除去

・樹勢の維持・回復

・腐朽部の切除

※ 治療は非常に困難

～萎縮病について～

萎縮病菌は 枝の分岐部分、
剪定跡、株元の傷などから
侵入する。

この辺りが侵入部位

健全部

腐朽部

健全部

傷口の保護
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萎縮病菌の侵入が多い場所

分岐部

枝と枝が圧着した結果として
枯死組織が生じたような場所
から侵入しやすい傾向あり

V字仕立てではなく、
U字仕立てとすること
を心掛ける

萎縮病菌は、様々な樹木の上できのこを作っ
て胞子を飛散させる。

ナシ、ブドウなど果樹類
その他の広葉樹
スギ、サワラなどの針葉樹

胞子を作る時期はおおよそ６月～１１月と長期
間に及ぶので、きのこを除去することは対策と
して重要。

伝染源（きのこ）の除去
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４月（形成し始め） １０月

条件が良ければ、きのこは大きく成長する

カエデ

ブドウ

サワラ

きのこを作らせないことも重要

萎縮病発生樹の枯死枝や切株を放置しない

枯死枝上のきのこ

切株上のきのこ
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病原菌の防除以外に、
栽培面からの対策も重要

樹勢の維持・回復

萎縮病の症状が現れる条件として、病原菌の
存在以外に栽培環境による影響が大きい。

・病原菌による腐朽があっても症状が現れない

場合がある。

・年によって発生状況が異なる。

・土壌改良によって症状が軽減する例がある。

萎縮病は今後も発生が続くと思われます。しか

し、ようやく病原菌が特定されたに過ぎず、防

除対策の確立のためには解明しなければなら

ない点が多々残されています。まずは今できる

対策を進めましょう。葉の症状を観察して正しく

診断すること、そして病原菌の存在を見逃さな

いことを心がけましょう。

最後に・・・
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土壌病害の診断技術と

治療技術（白紋羽病）

中村 仁

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所 品種育成･病害虫研究領域

白紋羽病

紫紋羽病

ならたけ病
ならたけもどき病

地上部の症状が類似する土壌病害

リンゴ

リンゴ

ナシ

ナシ
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白紋羽病の診断

ブドウ
モモ
イチジク
ビワ

など

リンゴ ナシ

根上や土壌中を菌糸が伸
展して隣接樹に感染
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菌糸束 扇状菌糸束

罹病根の表面 罹病根の樹皮下

白紋羽病菌の子のう胞子・分生子

子のう殻 子のう胞子
罹病樹を長期間放置す
ると形成される。

子のう胞子による伝染
は少ないと考えられる。

分生子柄束 分生子 罹病樹を放置すると比
較的短期間に形成され
る。

分生子による伝染は起
こらない。
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① 細い罹病根片あるいは太い罹病根の樹皮片を採取し、
乾燥しないように持ち帰る。

② 水道水で洗浄した後、湿らせたろ紙やティッシュペー
パーを敷いたシャーレや透明シール容器内に入れる。

③ 直射日光が当たらない、室内の明るい場所に置く。
（温度は２０～２５℃が望ましい）

④ １０日ほどで分生子柄束と分生子が形成される。

白紋羽病菌の分生子形成による診断

処理１０日後 処理２０日後

白紋羽病の早期診断法 ～枝挿入法～

対象とする樹の株元に樹木枝を挿入し、そのまま放置
した後に、枝を引き抜いて病原菌が付着しているかどう
かを観察して判定する。
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① 直径１～２ｃｍで真っ直ぐな果樹枝

（クワ、その他の主要果樹類）を長さ
３０ｃｍ程度に切断し、一端を鋭角
に切断。

休眠枝、緑枝のいずれか（生枝）を
使用。

② ５～１０月に、樹幹から１０ｃｍ以内

の位置に、地下２５ｃｍ程度まで挿
入。

１樹あたりの設置本数は１２本以上、
幹直径が１５ｃｍ以下の樹では６本
程度。

③ ２０日～３０日後に抜き取り、白紋羽
病菌の菌糸の付着を確認。

１０ｃｍ

５
ｃ
ｍ

３
０

ｃ
ｍ

Ｔ字ソケット
で押し込む

ナシ枝

白紋羽病菌の付着の確認

○白紋羽病菌

×白紋羽病菌以外

菌糸束と菌糸束に
なっていない菌糸
の両方が伸展

菌糸束しかない
菌糸束がなく、
粉っぽく見える

菌糸束がなく、
皮目部から菌糸
が伸展
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ならたけ病・ならたけもどき病
の診断

ブドウ ならたけ病
リンゴ ならたけ病
イチジク ならたけ病

など

ナシ モモ

クリ

ならたけ病 ならたけ病・ならたけもどき病

ならたけ病・ならたけもどき病
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病勢の進行が遅いので、成木では主枝単位
で衰弱・枯死することも多い。

ナシ クリ

菌糸膜

地上部（樹幹基部）の
樹皮下

（地上１ｍまで伸展する
ことがある）

罹病根の樹皮下
（根の表面に菌糸はない）
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罹病樹外観による推察

モモ モモ クリ樹脂（ヤニ）
樹脂

キクイムシ

キクイムシ

地際部での樹脂漏出やキクイムシ穿孔

ナラタケ ナラタケモドキ

病原菌のきのこ

つば
つば無し

サクラ サクラ

クリ クリ
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病原菌のきのこを見逃さないことが重要

ナラタケモドキ
（形成初期）

ナラタケモドキ
（前年および当年形成）

乾燥が続くと、この状態のまま
枯死することが多い。

当年に形成されたきのこ

前年に形成されたきのこ
（黒く見えるもの）

ナラタケは根状菌糸束を形成する場合がある

先端部

根状菌糸束が傷口から樹皮
下に侵入し、菌糸膜を伸展
させた様子

感染部位

ナラタケやナラタケモドキは罹病根の接触によって伝染す
るが、ナラタケの場合は根状菌糸束が土壌中を伸長する
ことによっても伝染する。

土壌中を伸長する
根状菌糸束
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白紋羽病
ならたけ病
ならたけもどき病

白色菌糸・菌糸束
（古い菌糸は灰色）

扇状菌糸束
（筋状・扇状に伸展）

地際部のみ扇状菌
糸束

きのこ臭はしない

菌糸・菌糸束は
見られない

菌糸膜
（筋状にならない）

地上数十cm以上
にわたり菌糸膜

きのこ臭

根の表面

根の樹皮下

地上部（樹幹）
の樹皮下

菌糸束・菌糸膜
の臭い

・ ならたけ病やならたけもどき病を対象とした登録薬剤
はないため、耕種的防除によらざるを得ない。

・ 重症樹や枯死樹は掘り上げて除去し、土壌中に存在
する罹病根を除去する。根状菌糸束が認められた場
合は可能な限り集めて処分する。

・ 罹病根の接触や根状菌糸束の伸展により隣接する健
全樹に伝染すると考えられることから、発病樹周辺の
樹における早期の診断を心掛ける。

・ ならたけ病発生園では未熟堆肥などの未分解有機物
の施用はひかえた方が良い。

ならたけ病・ならたけもどき病の防除対策
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紫紋羽病の診断

リンゴ

菌糸束

罹病根の表面

リンゴでの被害が大きい

その他作物では、
サツマイモ、アスパラガス

など
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子実体（菌糸膜ともいう）

秋季 秋季 春季

担子胞子を形成

子実体を見つけることで早期診断
が可能。

しかし、必ずしも病気を起こしてい
るわけではないことに注意。

石の上にも作る

紫紋羽病の正確な診断 ～感染座の観察～

感染座（侵入座ともいう）は、直径1 mm程度の球形
をしており、その下部からペグ状に菌糸が根内部に
侵入する。

表面のブツブツに見えるもの
が感染座

剥がし取った感染座

病原菌が根内部に
侵入した部位
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白紋羽病

温水処理による治療技術
（温水治療）

白紋羽病防除の問題点

・ 早期診断法がない

・ 感染源が長期に残存

・ 有効な対策は薬剤防除のみ

労力
費用
環境負荷
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白紋羽病菌が熱に弱いことを利用し、温水を
処理して地温を上げることで、白紋羽病菌を
死滅させる。

◆ 白紋羽病菌が生育できる温度

５℃ ～ ３２℃ ３５℃で死滅

◆ ナシ樹では，約４５℃まで障害が発生しない

死滅ほぼ死滅５０℃

死滅
若干死滅～
ほぼ死滅

死滅しない４５℃

死滅
ほぼ死滅
～死滅

死滅しない４０℃

死滅ほぼ死滅死滅しない３５℃

３日２日１日５時間３時間３０分５分１分
温度

処理時間

白紋羽病菌の死滅条件
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土壌を３５℃以上，４５℃以下

白紋羽病菌は死滅
ナシ樹には影響なし

温水を処理

罹病樹を治療できる！

有効な温水処理の条件

・ 使用する温水 ５０℃

・ 点滴潅水チューブを用いて
土壌表面に点滴

・ 処理終了の目安

深さ ３０ ｃｍ ３５℃

深さ １０ ｃｍ ４５℃
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試作した温水処理機

1～2人で運搬可能

点滴器具

器具運搬車

温水処理機本体

地下１０ｃｍ

地下３０ｃｍ

５０℃ 温水を点滴処理した場合の地温の変化
（一例）

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

↑処理開始

↑処理終了
経過時間（Hr)

15

20

25

30

35

40

45

50

地温（℃）

経過時間
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温水処理に要する時間・費用

１樹あたり

時間 4～6時間
水量 800～1000リットル

費用 約500円
（試算）

（処理条件・公共料金により変動）

・ 上水・井水
・ 灯油 （温水処理機ボイラー燃焼用）
・ 電源100V （温水処理機制御用）

留意点

・ 処理効率などを考慮すると、処理時期
は6月～10月が良い。

・ 傾斜地や固く締まった土壌などでは、

効果が劣る可能性がある。
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白紋羽病 温水治療マニュアル

果樹研究所のホームページに掲載中

条件付販売

地域限定

長野県
茨城県
千葉県
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● ブドウ樹でも同様の治療効果が得られ

ている．

他樹種への適用拡大

● 温水処理機は熱水の供給能力あり

発病跡地処理が可能

● ナシ樹の細根量が増加する．

生育促進・樹体強化

温水治療 その将来性

温水治療の新たな側面

物理的防除 と 生物的防除の組合せ手法
（温水） （拮抗性土壌微生物）

温水熱で死滅しなかった病原菌が拮抗菌によって
死滅する．

すなわち，

温水と拮抗性の土壌微生物による相乗作用が働
いている．
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・ 地温上昇が確保できなかった場合でも
治療効果が得られる。

・ 温水処理後の罹病根上でトリコデルマ菌が
繁殖している。

観察事例

温水処理後の罹病根にはトリコデルマ菌が繁殖

（Trichoderma）

白紋羽病菌
に感染

温水処理 白紋羽病菌の密度

拮抗菌の密度

白紋羽病の発病から温水処理後に至る
白紋羽病菌・拮抗菌密度の推移イメージ

温水処理と拮抗性土壌微生物による相乗作用

H24年度農政課題解決研修「果樹の病害虫防除技術）　H24.9.4-5

63



今後は・・・

拮抗菌による生物的防除の効率化，高度化を
目指した技術開発

安定的に高い治療効果を示し，かつ予防的持続性
を発揮できる「温水治療法」の確立

土壌病害は、病原菌が地下に存在するため、

病勢の進展を把握するのが困難です。した

がって、発生した病害を正確に診断することは、

その後の早期の診断や効率的な防除を行うた

めに重要となります。病気と病原菌の特徴や

観察ポイントに留意して正確に診断することを

心がけましょう。

最後に・・・
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カブリダニ類の同定法と効率的飼育技術 
 

果樹研究所カンキツ研究領域（カンキツ研究口之津拠点）岸本英成 
 

はじめに 
 日本国内での果樹の害虫防除体系においては、1990年代以降、天敵類に悪影響の少ない防除手段や

選択性殺虫剤の使用が徐々に増加しており、それに伴い、土着天敵を利用した生物的防除を実用化す

る下地が整いつつある。その中でも、カブリダニ類は、ハダニなどの難防除害虫類に対する有望な土

着天敵素材として期待されている。現在、日本各地の様々な樹種の果樹園でカブリダニ類の発生状況

のデータが蓄積されつつあり、果樹園および周辺植生に多様なカブリダニ種が生息すること、果樹園

内のカブリダニ類の種構成は農薬散布状況によって大きく異なること、また、西南日本のカンキツ園

では近年ミヤコカブリダニが多く発生することが明らかになってきた。 

 果樹のような永年作物類でカブリダニ類を有効利用するには、まず、園に発生するカブリダニ種構

成を把握すること、そして、各種の天敵としての特性を把握すること、さらに、それらの効果を増強

するような環境を整えることが必要である。カブリダニ類はいずれの種も非常に微小で肉眼で直接観

察するのは困難である一方で、天敵としての利用に向けて精力的に研究される過程で、同定技術や実

験手法が非常に整備されてきたため、一度コツをつかめば比較的簡単に種の同定や飼育が可能である。

そこで、本研修では、カブリダニの標本作成法や、果樹園で発生する主要種や天敵製剤として販売さ

れている種の見分けかた、および実験に供試する系統を維持するための簡易飼育法について紹介する。 

 

カブリダニ科（Phytoseiidae）とは 

 カブリダニ科は、節足動物門クモ綱ダニ目中気門亜目に属し、全世界から 2200種以上、日本国内で

は 90 種以上が報告されている。様々な植物上にごく普通に存在するが、いずれの種も体長が 0.4mm程

度と非常に微小なため、肉眼で観察するのは困難であり、また、種を同定するにはプレパラート標本

の作成を必要とする。 

 これらの多くはハダニ類を捕食するが、食性は種によってまちまちであり、ハダニ以外にもサビダ

ニ類やアザミウマ類などの微小昆虫を捕食したり、さらには花粉やカビなどの植物質の餌にも依存す

る種も多い。このため、果樹園内に生息するカブリダニ類は、それぞれ天敵としての異なった役割を

果たしていると考えられる。なかでも、ハダニに対して捕食能力の高いケナガカブリダニやミヤコカ

ブリダニについては多くの研究例が知られる。また、近年、サビダニ類やアザミウマ類に対してもカ

ブリダニ類が天敵として有効に働いている例も報告されている。さらに、上記のような特定の害虫類

の密度抑制に有効な種以外にも、果樹園では様々な種が観察される例が蓄積されつつある。これらは

害虫類に対する直接的な天敵としての役割は小さいと考えられるが、花粉などを代替餌として個体群

を維持できることから、害虫類の多発を未然に防ぐ、いわゆる潜在的な天敵として重要な役割を果た

していると考えられている。 

 

カブリダニ種 害虫種

ミヤコカブリダニ ナミハダニ、カンザワハダニ、ミカンハダニ

ケナガカブリダニ ナミハダニ、カンザワハダニ

フツウカブリダニ リンゴハダニ

ニセラーゴカブリダニ ミカンハダニ、モモサビダニ、チャノキイロアザミウマ

コウズケカブリダニ モモサビダニ、チャノキイロアザミウマ

果樹類において土着カブリダニ各種が微小害虫類に対する天敵として働いている例
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−カブリダニ類の標本作成法− 

１．採集したカブリダニ類の固定法 

 採集したカブリダニは生きたままの状態でもプレパラート標本作成が可能であるが、個体数が多い場

合やすぐに標本作製する時間的余裕がない場合などは、下記固定液を入れた 5ml 程度の管瓶内で長期保

存可能である。 

 

＊固定液 

 ・70％エタノール 

   もしくは 

 ・MA 液（酢酸とメタノールを 1:1 に混合し、蒸留水で 80%に希釈）で 1 日前後固定後、

70％エタノールで保存 

  →70％エタノールで固定した場合より、脚が伸びてきれいな標本が出来る。ただし、虫体が液面に

浮かびやすいのできちんと沈める必要性。 

 

２．プレパラート標本作成法 

 A．準備品 

 ・ホイヤー氏液 

  *作成法 
   ・蒸留水      25g  
   ・飽水クロラール  100g 
   ・アラビアゴム   15g 
   ・グリセリン     8ml 

 以上の薬品を上から順に乳鉢に入れて、よく混合する（特にアラビアゴムはダマになりやす

いので、少しずつ入れる）。その後、1週間以上静置して不純物を沈澱させ、上澄みをとる。（大

量につくる場合は、三角フラスコにスターラーバーを入れて回転させながらつくると便利） 

 

 ・スライドグラス 

 ・カバーグラス（15〜18mm の丸型もしくは角型） 

 ・実体顕微鏡 

 ・小型シャーレ 

 ・パスツールピペット（使い古しのマイクロピペットがあれば便利） 

 ・細筆（堅めの毛の版下筆が使いやすい） 

 ・柄付き針（割箸の先端に毛髪等をつけたものも便利） 

 ・マイクロピペットのチップ（ホイヤー液滴下用） 

 ・つまようじ 

 ・マニキュア（透明） 
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 B．プレパラート標本作成手順 
  1. カブリダニをサンプル瓶から、シャーレに移しておく。 
  2. ホイヤー液 1 滴をスライドグラス中央に垂らす。 
  3. カブリダニをホイヤー液に沈め、実体顕微鏡下で柄付き針等で位置を整える。 
   ＊ポイント 
    ・背面が上、顎体部が手前になるように配置 
      （位相差顕微鏡で観察する際に見やすい）。 

    ・標本をなるべく液の深いところに沈める。 

      （カバーグラスをかける際、標本があまり移動せずきれいに仕上がる。） 

    ・スライドグラス 1 枚に 1 頭が望ましい。 
      （複数等包埋する場合には、検鏡しやすいように配置する。） 

手  前  側 

  

4. 空気を追い出すようにカバーグラスを静かにかぶせる。 

（気泡が入った場合：先の細いハンダゴテなどでスライドグラスの裏側から熱して軽く沸騰させ

ると気泡が追い出せる。）  

 
5. スライドグラスに、採集日、採集者、採集場所、寄主植物などの採集記録を明記す

る。同定後、種名を記す。（カバーグラスにサンプルの位置を油性マーカーなどで記してお

くと便利） 

6. 40〜50℃の定温器（もしくはホットプレート）中に 48 時間以上維持する。 
7. カバーグラスのまわりをマニキュアで封じる。 
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−カブリダニ類の簡易同定法− 

A. カブリダニ類の形態 

大きさは雌成虫で 300〜600μm で、おおむねハダニより小さい。実体顕微鏡下では、体色は乳白色、

黄色、橙色、淡〜濃褐色だが、食物の内容にも影響される。体型は楕円形〜しずく状（成熟卵を体内

に宿している場合は球形に近い）。 

 位相差顕微鏡でプレパラート標本を観察すると、背面全体は背板で覆われ、腹部は各種肥厚板があ

る。また、体全体に毛を有するが、カブリダニ科の特徴として背面にある毛（胴背毛）が 22 対以下

であることがあげられる。毛は同定の際の重要な形質であり、それぞれに記号がつけられている。 

 同定のカギとなる形質としては以下のものが挙げられる。 

    ・胴背毛：数、長さ等 

    ・腹肛板：形、毛の配列 

    ・周気管：長さ、形 

    ・受精のう：形 

    ・第 IV 脚：巨大毛の数、形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミヤコカブリダニ（実体顕微鏡） ミヤコカブリダニ（位相差顕微鏡）

胴 背 毛

腹肛板(腹側)
受精嚢(体内）

周気管

第IV脚(巨大毛)

カブリダニ類の同定に用いる主要形質

顎体部  胴 部 

背板
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B. 簡易同定法 

 日本国内に生息するカブリダニ種については、同定のための検索表がほぼ完全に整備されており、

「植物ダニ類の見分け方」（日本植物防疫協会）では 85 種、「原色植物ダニ検索図鑑」（全国農村教育

協会）では 90種が同定可能である。しかし、これらの検索表を使いこなすには、かなりの専門的知識

および経験量を要する。一方、日本ダニ学会ウェブサイト内には、豊島・天野（2011）が作成した農生

態系（農耕地および周辺の自然植生）でよく観察されるカブリダニ 19種の簡易同定マニュアルが提供

されている（http://www.acarology-japan.org 内「ライブラリ」のプルダウンメニュー）。本研修では、そ

れに準じた形で、果樹園でよく観察される 11 種および、生物農薬として登録されているスワルスキー

カブリダニ、ククメリスカブリダニの同定について紹介する。なお、本手法は、あくまで「簡易同定」

であるため、これ以外の種が採集される可能性がある場合には、一度は専門家に同定してもらうこと

をお勧めする。 

 カブリダニの種の同定には「雌成虫」を用い、位相差顕微鏡で各形質を観察する。カブリダニ科は、

ムチカブリダニ亜科（Amblyseiinae）、ホンカブリダニ亜科（Phytoseiinae）、カタカブリダニ亜科

（Typlodrominae）の 3 亜科に分類され、さらに各亜科内でいくつかの属に分けられるが、農生態系内

で多く観察される種は大部分がムチカブリダニ亜科に属している。 

 

 本日の観察では下記の種を用いて、以下の手順で同定作業を説明する。 

＊供試種 

 ・土着種 

 ・ホンカブリダニ亜科（Phytoseiinae） 

  ケブトカブリダニ (Phytoseius nipponicus) 
 ・カタカブリダニ亜科（Typlodrominae） 

  フツウカブリダニ (Typhlodromus vulgaris) 
 ・ムチカブリダニ亜科（Amblyseiinae） 

  ニセラーゴカブリダニ（Amblyseius eharai） 

  トウヨウカブリダニ（Amblyseius orientalis） 

  オキナワカブリダニ（Scapulaseius okinawanus） 

  ミチノクカブリダニ（Amblyseius tsugawai） 

  ケナガカブリダニ（Neoseiulus womersleyi） 

  コウズケカブリダニ（Euseius sojaensis） 

  イチレツカブリダニ（Euseius finlandicus） 

  ミヤコカブリダニ（Neoseiulus californicus） 

  コヤマカブリダニ（Neoseiulus koyamanus） 

 

 ・生物農薬 

 ・ムチカブリダニ亜科（Amblyseiinae） 

  スワルスキーカブリダニ（Amblyseius swirskii） 

  ククメリスカブリダニ（Neoseiulus cucumeris） 
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＊同定手順 

1. カブリダニであることを確認 

  ポイント 

  ・胴背毛が 22 対以下 

カブリダニ マヨイダニ(胴背毛が多い)  

2. 雌成虫であることを確認。 

  雌成虫と雄成虫・若虫を識別するポイント 

  ・腹部の肥厚板（生殖板の存在、腹肛板の形） 

  ・受精のうの存在 

  （・体の大きさ） 

雌成虫腹面

生殖板 腹肛板

雄成虫腹面(生殖板がない)

腹肛板

若虫腹面(各板の境界がはっきりしな  

3. 亜科への分類 

 3-1. ムチカブリダニ亜科の識別 

  ＊背板上の側列毛の数 

   側列毛が 4 本：ムチカブリダニ亜科 

   側列毛が 5 本以上：ホンカブリダニ亜科、カタカブリダニ亜科 

 � � � � � � � � � ( A m b ly s e iin a e )

R 1

� � �  
� 4 � �

� � � �  
� 5 � � � � R 1
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3-2. ホンカブリダニ亜科とカタカブリダニ亜科との識別 
   ＊ホンカブリダニ亜科の特徴 
   ・胴背毛 r3 の起点が背板上にある（他の亜科は背板横にある） 

   ・特定の胴背毛が太い（s4, s6, Z4, Z5 など） 

   （・後体部に胴背毛が少ない） 

  →ケブトカブリダニ 

  

 

 

 

 

 

 

  ＊上記特徴が該当しない→カタカブリダニ亜科：フツウカブリダニ 

 

 

 

 

 

 

   

4. ムチカブリダニ亜科に属する種の識別 

4-1. 胴背毛 Z5（最後部の毛）が非常に長い（背板幅と同じくらい） 
・ニセラーゴカブリダニ： 
腹肛板がひょうたん型 

  
 
・トウヨウカブリダニ： 
腹肛板が五角形 

 

 

4-2. 胴背毛 Z5（最後部の毛）がやや長い（背板幅の半分程度） 
 ・オキナワカブリダニ：やや長いのは Z5 のみ。受精のうの首部がキチン化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r3

s4 s6
z4 z5

ケブトカブリダニ

Z5

Z5
受精のう

フツウカブリダニ

r3
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 ・ミチノクカブリダニ：胴背毛 Z5 の他に s4, Z4 がやや長い 
 

 

 

 

 

 

4-3. 胴背毛が全体的に長い（隣接する毛の根元を超える） 
 ・ケナガカブリダニ 
                     

 

 

 

 
4-4. 腹肛板に注目：前肛毛 3 対(6 本)がほぼ一列に並ぶ 

 
 
 
 
 

 ・コウズケカブリダニ：             ・イチレツカブリダニ： 

周気管先端が第 I脚付け根あたり   周気管先端が第 II 脚付け根あたり 
 
 

 

 

 

 

4-5. 受精のうに注目 

 ・マクワカブリダニ： 

長大な受精のう 

 

 

4-6. 上記の特徴に該当しない 

 →胴背毛の長さが全体的に中程度、背板が網目模様 
・ミヤコカブリダニ： 
受精のうの首部が目立たない 

 

 

・コヤマカブリダニ： 

受精のうの首部がキチン化 

Z5
Z4

s4

前
肛
毛

コウズケカブリダニ イチレツカブリダニ

第I脚 第I脚

第II脚
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＊生物農薬２種 

 ・スワルスキーカブリダニ：ミチノクカブリダニに似る(胴背毛 Z5, s4, Z4 がやや長い) 

 

 

 

 

 

 

  ミチノクカブリダニとの違い 

   ・胴背毛 j3 が長い 

   ・Z5 が Z4 よりやや長い（ミチノクカブリダニでは Z5 は Z4 の 2 倍程度の長さ） 

  

 

 

 

 

・ククメリスカブリダニ：ミヤコカブリダニに似る 

  ミヤコカブリダニとの違い 

   ・周気管が短い（先端が j3 程度） 

   ・受精のうが長いＵ字型 

 

 

 

 

 

5. 確認作業 

    同定後、再度各種形質（受精のう、腹肛板、胴背毛の長さ・配列、周気管、第 IV

脚の巨大毛）を照らし合わせて、種を確認 

    →誤同定を防ぐため 

Z5Z4
s4

スワルスキーカブリダニ ミチノクカブリダニ

Z5
Z4

j3 j4 j3 j4

Z5
Z4

Z5
Z4

j3

ククメリスカブリダニ

j1

ミヤコカブリダニ

H24年度農政課題解決研修　H24.9.4-5

73



−カブリダニ類の効率的飼育技術− 

 本研究では、果樹園等で採集されたカブリダニ類を各種試験に供試するための系統維持技術について

紹介する。主な飼育法としては、カブリダニ各種の食性に応じて、ナミハダニを餌とする方法と花粉類

を餌とする方法が挙げられる。 

 

１）ナミハダニを餌とする方法 

 ハダニ捕食性の強いケナガカブリダニやミヤコカブリダニ、および生物農薬として販売されているハ

ダニ専門食のチリカブリダニは、ナミハダニを餌として飼育するのが最も増殖効率が良い。飼育方法と

して、リーフディスク法とArtificial arena 法の２つが挙げられる。 

 リーフディスク法は、水を張ったシャーレ内においた脱脂綿上にインゲン葉をのせ、餌となるハダニ

を増殖し、カブリダニを導入して飼育する方法である。利点としては、ナミハダニはインゲンマメを餌

として増殖を続けること、また、インゲン葉は葉軸から発根して長期間健全な状態に維持可能であるこ

とが挙げられる。 

 Artificial arena 法は、水を張ったプラスチック容器内にスポンジを設置し、その上に置いたプラスチッ

ク板でカブリダニ類を飼育する方法である。改良版として、伏せたシャーレの上にケント紙を貼ったも

のを用いる方法もある。餌のナミハダニは、別室でポット植え等のインゲンに接種して飼育しておく。2

〜3 日おきにナミハダニの寄生したインゲン葉を切り取って、プラスチック板上に供給する。本方法の

利点としてはリーフディスク法に比べて大規模な飼育が可能であることが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）花粉を餌とする方法 

 ケナガカブリダニやミヤコカブリダニ以外のほとんどのカブリダニ種は、ハダニ類も捕食するものの、

ナミハダニの構築する網（不規則立体網）を苦手としており、網にからまって死亡する個体や逃亡する

個体がほとんどで、上記方法では飼育が困難である。そこで、チャ花粉を餌とする飼育法を用いる。飼

育装置を下図に示す。カブリダニ類は、野外では自然界では葉の窪みや葉脈沿いといった葉の微細構造
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および鱗翅目幼虫やクモの巣内に好んで生息するので、本装置では、人工的な生息場所として細胞培養

用 24 穴マイクロプレートおよび毛糸を使用している。24 穴マイクロプレートは水に沈めやすくするた

め、裏側の隙間を暗褐色のシリコン系シーリング剤で充填し、1 日乾燥させる。次いで、太さ 3mm、長

さ 5cmの黒色毛糸を、プレートの各穴の底面の内周に沿うように設置する。なお、シリコン充填剤およ

び毛糸の色は、乳白色であるカブリダニを飼育装置上で識別しやすくすることを考慮している。その後、

毛糸を設置したプレートを、水を張ったプラスチック容器内に設置する。さらに、カブリダニの給水用

および逃亡防止のため、プレートの周囲をティッシュペーパーで覆う。餌としては、多くのカブリダニ

種で好適であることが知られているチャ花粉を用い、約 10mg（耳かき 1杯程度）を細筆を用いて各穴に

均等にふりかける。餌は週 2 回程度追加する。また、カブリダニは相対湿度 70〜80%以上の高湿条件を

好むため、飼育装置上の乾燥を防ぐ目的でプラスチック容器に蓋をする。ただし、湿度が高くなりすぎ

ると花粉にカビが生えやすくなるため、蓋の中央に適当な大きさの穴をあけ、メッシュを張る等の工夫

が必要である。ケブトカブリダニ、フツウカブリダニ、ミナミカブリダニ、ニセラーゴカブリダニ、ミ

チノクカブリダニ、オキナワカブリダニ、ウルマカブリダニ、コウズケカブリダニ、スワルスキーカブ

リダニが本装置で飼育可能であることを確認している。なお、１）で用いたケナガカブリダニやミヤコ

カブリダニも飼育可能である。 
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下草管理による土着天敵の温存技術

果樹研究所品種育成・病害虫研究領域 三代浩二

１．研究の背景

近年、農業生産の現場では減農薬栽培や有機栽培など、環境調和型の農業生産システムが広

まってきている。このため、害虫防除の場面でも環境を保全することを視野に入れた防除体系

の構築が求められている。また、地球環境全体の生物多様性の保全が重要視される中、農業生

態系の生物多様性が持つ生態系サービスの機能が注目されるようになった。こうした情勢の下、

農林水産省はプロジェクト研究「農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」を 2008

～ 2011 年度に実施した。ここでは、環境保全型農業と生物多様性の関係の解明と、多様性を

特徴付ける指標生物（土着天敵）の選抜が行われた。さらに、選抜された指標種を圃場内に温

存するための圃場管理技術を開発するため、新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業

「永年作物における農業に有用な生物の多様性を維持する栽培管理技術の開発」が果樹と茶を

対象作物として 2009 ～ 2010 年度に実施された。

圃場内で土着天敵の多様性と量を増大し、それを維持する技術開発は野菜を中心に進められ

てきた。野菜ではインセクタリープランツやバンカープランツ（後述）などの土着天敵を誘引

したり住処となったりする作物以外の植物を畝間や圃場の周囲に導入することにより、圃場内

での土着天敵の発生や活動を助長することが明らかになってきている。果樹ではこうした研究

はそれまでほとんど行われていなかった。本稿では、上記の実用技術開発事業で行われた果樹

での研究事例として、ナシ園での土着天敵類の密度を高める下草（カバープランツ）の管理技

術について紹介する。

２．カバープランツとは？

圃場内で土着天敵を定着させるためには、餌となる害虫密度が低いときの代替餌となる花粉

や花蜜、代替寄主の供給や住処の提供を行う必要がある。そのためには、上述したように作物

以外の植物を圃場内外に導入することが重要である。導入する植物はその機能から次のように

区分される。

・インセクタリープランツ：天敵を誘引し、花粉や花蜜などの代替餌と生息場所を提供して天

敵を温存する植物。

・バンカープランツ：作物を加害しない寄主を発生・定着させ、それと作物の害虫と共通の天

敵を誘引・増殖させる植物。

・コンパニオンプランツ：作物のそばに定植して作物の生育や品質を高める植物で、害虫の忌

避作用を持つものもある。

・トラッププランツ：作物よりも強力に害虫を誘引して定着させいる植物。害虫が作物へ移動
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する前に処分して害虫の発生を防ぐ。

・カバークロップ：作物を作らない期間や畝間などに土壌侵食の防止を目的に作付けされるイ

ネ科やマメ科などの植物。

・カバープランツ：カバークロップに含まれるが、作物の栽培期間中にも圃場に作付けされて

いる植物。

園地を被覆する下草（カバープランツ）には、

１）表土の流亡防止

２）土壌養分の有用化の促進

３）土壌の保水性の向上

などの効果があることが知られている。近年、これらに加えて農業害虫に対する生物的防除素

材としても重要な働きについても言及されるようになった。

しかし、その効果を期待して新たに下草を導入する際には、導入しようとする下草種が、

１）重要害虫の生息場所にならないこと

２）広食性の植食者を定着させないこと

３）作物と栄養の競合をしないこと

４）捕食者（土着天敵類）の密度を高めること

など当該作物に対する有用性を考慮して選定する必要がある。

３．調査方法

（１）圃場

試験は茨城県つくば市の独立行政法人農業・食品産業技術農業研究機構果樹研究所内ナシ圃

場（東西約 95m、南北約 15m）を３分割して３つの試験区とした。各区には幸水（５年生）32

本を２列に分けて植栽している。

（２）下草の施用

１）使用した下草種

・シロクローバー Trifolium repens （図 1）

マメ科

ヨーロッパ原産

開花期 ４～８月

播種量目安 0.5 ～１ Kg ／ 100m ２

匍匐性の多年草で草丈が低く横に広がるため雑草の侵入防止に効果がある。空気中の

窒素を取り込み土壌に供給する。関東地方では春蒔きでは３月中旬以降に、イネ科雑草

が繁茂し始める前に適量を圃場内に均一に播種する。乾燥が続く日は避け、土壌が湿り

気を帯びているときに播種する。
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・ヒメイワダレソウ Lippia canescens（図２）

クマツヅラ科

南米原産

定植数目安 15 鉢／ m ２（定植後６ヶ月で全面被覆する場合）

匍匐性の多年草で草丈が低く横に広がるため雑草の侵入防止に効果がある。不稔のた

め種子繁殖はしない。踏み付けに強い。関東地方では 4 月から５月上旬までに定植する。

生分解性マルチを施用して定植すると雑草との競合を防げるため、その後の生育が良く、

雑草防除の手間を省ける。

（３）土着天敵類の発生量調査

各試験区での土着天敵類の発生量を 2010 年及び 2011 年の 4 月から 11 月まで調査した。調

査にはピットフォールトラップと黄色粘着板トラップ（幅 10cm ×長さ 25cm、両面）を用いた。

ピットフォールトラップは各区に 6 個ずつ設置した。270ml のプラスチックコップを用い、20%

プロピレングリコールを底から 2cm の高さまで入れた。調査は 2 週間毎に行い、設置 24 時間

後に回収して捕殺された土着天敵類を調査した。黄色粘着板トラップは地上 50 ㎝の高さで各

区に 4 枚ずつ設置した。調査は 2 週間毎に行い、設置 7 日後に回収して誘殺された土着天敵類

を調査した。

４．結果

（１）下草の管理

シロクローバーとヒメイワダレソウは共に播種・定植後圃場全面を被覆するまでは雑草を適

宜除草する必要がある。両下草種とも通常は農作業に支障をきたすほど草丈が高くなることは

なく、踏み付けることで草丈は低く維持される。しかし、樹冠下など耕作機械の走路以外の場

所や作業時に人が立ち入らない場所などでは茎葉が徒長して草丈が高くなることがある。下草

の草丈が作業に支障をきたすほど高くなった場合（25 ㎝以上）、またはメヒシバ等のイネ科雑

草が繁茂した場合は、刈り高 10 ～ 15cm で機械除草を行う。これにより花を維持しつつ草丈

図２ ヒメイワダレソウ図１ シロクローバー
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を低くできる。また、イネ科雑草を刈り込むことで下草の占有率を高めることができる。

ただし、シロクローバーはヒメイワダレソウと比較して夏の暑さに弱く盛夏期に機械除草を

行うと、その後の生育が著しく悪くなることがある。このように夏の猛暑や乾燥で植物体が弱

った場合は追加的に９月から１０月に秋蒔きを行うことで翌春までに占有率を高めることがで

きる。また、ヒメイワダレソウは梅雨時など、初夏や初秋に低温多湿が続くと病気にかかりや

すくなり生育の悪化や植物体の黒変が起こることがある。両下草種とも気象条件が回復すると

植物体の状態が回復するので、これらの気象条件が続く期間は機械除草を控える。

両下草種とも、匍匐茎の多年草で草丈が低く横に広がるため、雑草の侵入防止に効果がある

一方で、必要以上に繁茂し雑草化するおそれがある。その場合は除草剤を散布することで必要

以上の徒長を防ぐ。この際若干枯れ込むので必要部分よりもやや広めに散布する。

(2)土着天敵類の発生量調査

ピットフォールトラップでは、オサムシ科、コオロギ科、アリ科、ワラジムシ目、クモ目な

どが捕殺された。黄色粘着板トラップでは、寄生蜂類、テントウムシ科、ハナカメムシ科、ヒ

ラタアブ亜科、ハダニアザミウマ Scolothrips takahasii 、クモ目などが誘殺された。これらのう

ち、オサムシ科、寄生蜂類、ハナカメムシ科、ヒラタアブ亜科、クモ目は両年ともに下草を定

植した２区での誘殺数がマルチ区よりも多い傾向を示した。下草種間では、トラップ捕殺数は

両者で同等か、またはシロクローバー区でやや上回る傾向がみられた。

これらの土着天敵類は下草を定植することにより試験区での発生量を高めることができた。

この効果はシロクローバーでより高い傾向があった。

キャベツでは、クローバーをリビングマルチに、さらに圃場周辺に障壁植物としてソルゴー

を栽培すると捕食性ゴミムシやクモ類が増加し、コナガ Plutella xylostella の個体数が減少した。

また、春まきのキャベツにリビングマルチとしてオオムギを混色すると、捕食性のゴミムシ類

が多く発生し、モンシロチョウ Pieris rapae によるキャベツの被害が軽減された。本試験の調

査区ではオサムシ科成虫のうちマルガタゴミムシ Amara chalcites、セアカヒラタゴミムシ

Dolichus halensis、ナガヒョウタンゴミムシ Scarites terricola pacificus の３種が比較的多く捕殺

された。マルガタゴミムシは雑食性でイネ科雑草などの種子や地上性の小型昆虫などを補食す

る。また、セアカヒラタゴミムシは樹上性及び地上性の小型昆虫を、ナガヒョウタンゴミムシ

は地上性の小型の昆虫を補食することから、チョウ目幼虫をはじめとする小型の害虫に対する

捕食が期待される。本試験区ではマルガタゴミムシ以外にも種子食性のゴミムシ類が多数捕殺

された。これらの雑食性あるいは種子食性のゴミムシ類は農地での総合的雑草管理技術素材と

して研究が進められており、これらのゴミムシ類がイネ科をはじめとする雑草種子を摂食する

ことによる雑草の減少も期待できる。キャベツではまた、クローバーをリビングマルチにする

ことでクモ類が増えモンシロチョウやコナガの被害が減少した。本試験においても下草を施用

した 2 区ではクモ類の発生が多く見られ、ナシ園での下草の施用がクモ類の発生を助長したこ
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とが示唆された。クローバーの花は寄生蜂の密度を高めることも報告されている。調査園では

シロクローバーのみならずヒメイワダレソウの花への寄生蜂類の飛来も観察されており、ナシ

園でも下草の花の存在が寄生蜂類の密度を高めたと思われる。ハナカメムシ類はクローバーの

花に寄生するハナアザミウマ類の数に依存して増加するといわれている。本試験区でもアザミ

ウマ類とハナカメムシ科のトラップ捕殺数は同様の傾向を示しており、下草の花がハナカメム

シ科の密度に寄与していると考えられた。ハダニアザミウマは調査年によって捕殺傾向が異な

った。これは餌となるハダニ類の発生量に影響された結果と考えられた。

５．今後の課題

シロクローバーとヒメイワダレソウは開花期間がずれること、盛夏期のシロクローバーの弱

体化と低温多湿期のヒメイワダレソウの生育不良にみられる花が少なくなる期間を補い合う補

完作用も期待できることから、混植の可能性も考慮に入れた体系化も考えられる。本試験は幼

木園で行ったため、果実や樹幹に対する土着天敵類の虫害抑制効果を十分に検討できなかった。

現地栽培体系に近い棚栽培性本園での実証が不可欠である。

また、本試験で用いた下草以外にもインセクタリープラントやバンカープラントといわれる

植物の利用も今後検討し、土着天敵類による害虫密度低下を主体とした減殺虫剤防除体系の構

築が期待される。
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