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１．調査背景と目的 

調査実施基準が未策定の病害について、発生動向を的確に把握する調査や、その調

査結果に基づく発生予察手法をとりまとめ、新たな調査基準を策定するための検討を

行う。なお、本調査では、全国的に被害が大きいトマト葉かび病を対象に検討を行う。

この中で、同菌のレース検定を行えるトマト系統を国内品種から作成する。これに向

けて、本病菌についてレース検定できる遺伝子を国内市販品種からホモ化し、自殖に

よる世代更新を図る。 

 

２．調査方法 

1) トマト葉かび病抵抗性遺伝子ホモ系統の作出  

(1) 葉かび病抵抗性遺伝子 Cf-2 を持つ F1 品種「サターン」（窪田・津田、2012）の

自殖を繰り返して昨年度までに得られた S4 群に（窪田、2014）、レース 4.9.11

（MAFF726737；南郷 1）の葉かび病菌株を接種して抵抗性個体を選抜し、それらを

自殖してさらに後代を得る。接種・調査では、ジャガイモ煎汁蔗糖寒天培地で培養し

て得た本菌株の分生子を 104 個 /ml の懸濁液として、本葉 4～7 葉期のトマトの各株に

噴霧し、ガラス温室内で 3 日間保湿した後、温室内で管理し、接種の 11 日後以降に

葉裏での発病の有無を調査した。接種検定時の対照として、罹病性品種「ポンテロー

ザ」にも同様に接種した。  

(2) 葉かび病抵抗性遺伝子 Cf-4 を持つ F1 品種「桃太郎ファイト」を（窪田・津田、

2012）自殖して昨年度までに得た S3 群に（窪田、2014）、レース 2.9（MAFF242554；

H41）の葉かび病菌株を接種して抵抗性個体を選抜し、それらを自殖してさらに後代

を得る。  

(3) 葉かび病抵抗性遺伝子 Cf-9 をホモに持つ F1 品種「フルティカ」（黒柳ら、2010）

を自殖して得た S4 群（窪田、2014）に、レース 2.4.11（MAFF726642；愛媛 3-2）

の葉かび病菌株を接種して抵抗性を確認し、自殖してさらに後代を得る。  

(4) 国内の全て菌株に対して抵抗性を示してきた F1 品種「麗容」を自殖して、昨年

度までに得た S2 群（窪田、2014）に、レース 4.9.11（MAFF726737；南郷 1）の葉

かび病菌株を接種して抵抗性個体を選抜し、それらを自殖してさらに後代を得る。  

2) 「麗容」に発生した葉かび病菌のレース判別  

「麗容」は Cf-9 とこれまで未知の葉かび病抵抗性遺伝子を持つことが知られてい

る（國友ら、2014）が、2013 年に栃木県で栽培されていた「麗容」に葉かび病が発生
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した。ここから分離した 6 菌株を、上述と同様に判別品種群に接種してレース判別す

る。  

3) 「麗容」S3 世代の遺伝子マーカーによる Cf-9 欠失の確認  

「麗容」由来で Cf-9 以外の葉かび病抵抗性遺伝子をホモに持つ系統を作出したい

が、これまでに国内で発生した菌株のみの接種検定では当遺伝子と Cf-9 の分離が確

認できないため、「麗容」自殖 S3 世代について、PCR あるいは PCR-RFLP マーカー

により（黒柳ら、2010）、Cf-9 の欠失を確認する。  

 

３．調査結果 

1) トマト葉かび病抵抗性遺伝子ホモ系統の作出  

(1) 「サターン」を自殖して得た後代について、S5 世代で全株がレース 4.9.11 に抵

抗性を示す系統が得られ、そこから S6 世代を採種した（図 1）。  

 

 

図 1 トマト市販品種からの葉かび病抵抗性遺伝子固定系統の選抜．  

比は各世代から得た種子からの実生の抵抗性：罹病株数。  

 

(2) 「桃太郎ファイト」を自殖して得た後代について、S4 世代で全株がレース 2.9

に抵抗性を示す系統が得られ、そこから S5 世代を採種した。  

(3) Cf-9 がホモであると思われる「フルティカ」を自殖して得た後代について、全

株がレース 2.4.11 に対して抵抗性を示すことを確認して、S6 世代を採種した。  

(4) 「麗容」を自殖して得た後代について、S3 世代で全株がレース 4.9.11 に抵抗性

を示す系統が得られ、現在この世代を採種栽培している。  

2) 「麗容」に発生した葉かび病菌のレース判別  

Cf-2 

Cf-9 

Cf-4 

Cf-5 
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レース判別品種群への接種、発病の有無により、栃木県から分離された 2 菌株はレ

ース 2.5.9、4 菌株はレース 4.5.9 と判別された。  

3) 「麗容」S3 世代の遺伝子マーカーによる Cf-9 欠失の確認  

プライマーCF9-7F、R および CF9-8F、R を用いた PCR、またはプライマー2787、

2788 と制限酵素 HpyCH4V を用いた PCR-RFLP で Cf-9 の欠失が確認された（黒柳

ら、2010）。 

 

４．考察 

1) トマト葉かび病抵抗性遺伝子ホモ系統の作出  

(1) Cf-2 をホモで持つことが示された「サターン」の自殖後の S6 世代を採種した。 

(2) Cf-4 をホモで持つことが示された「桃太郎ファイト」の自殖後の S5 世代を採種

した。  

(3) Cf-9 をホモで持つことが示された「フルティカ」の自殖後の S6 世代を採種し

た。  

(4) Cf-5 をホモで持つと思われる「麗容」の自殖後の S3 世代の採種栽培を、現在行

っている。  

2) 「麗容」に発生した葉かび病菌のレース判別  

「麗容」に発生した菌株のレース判別により、当品種は Cf-5 を持つことが示され

た。ここで分離されたレースは国内初発生である。  

3) 「麗容」S3 世代の遺伝子マーカーによる Cf-9 欠失の確認  

Cf-9 の欠失が確認され、「麗容」自殖後代の世代更新をさらに進める。次世代でも

同様のマーカー検定を行うものとする。  

 

５．今後の課題 

 国内市販品種由来で Cf-2、Cf-4、Cf-5、Cf-9 を持つ系統の自殖を S6 世代まで繰り

返し、各遺伝子が固定された系統の作成を目指す。S6 世代以降に種子を大量に採種し

て、多菌株を用いた抵抗性遺伝子の確認を行う。顕微鏡下での過敏感反応の観察によ

り、的確な抵抗性、罹病の判別ができるかどうかを確かめる。Cf-4 品種については、

各品種が Cf-4E も保持しているかどうかを確認する。  

 

６．要約 

「麗容」は Cf-5、9 を持つことが示唆された。市販品種由来で Cf-2、4、5、9 をそ

れぞれホモに持つ系統が作出された。  

 

７．成果の公表および特許 

窪田・森島・飯田：平成 26 年度日本植物病理学会関東部会講演要旨予稿集（2014）：

9 

Kubota M, Morishima M, Iida Y: Journal of General Plant Pathology (2015): 

accepted 
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１．調査背景と目的 

チャトゲコナジラミは、明治時代に日本に侵入しカンキツ害虫となったミカントゲコナジラミと

は別種のトゲコナジラミで、2004年に近畿で初確認された侵入害虫である。本種は日本侵入後急速

に分布域を拡大しており、2014年12月末現在では我が国の主要茶産地の大部分を含む33都府県で

発生が確認されている。本種は、今後全国の茶園に分布拡大し、通常何らかの防除対策が必要な主

要チャ害虫になると予測されており、発生予察の普及やそのための調査実施基準の策定等が喫緊の

課題となっている。そこで、本課題では、関連の府県等とも連携し、チャの新害虫チャトゲコナジ

ラミを対象に、発生動向を的確に把握するための調査法を検討するとともに、発生程度別基準の設

定や発生予察調査実施基準（案）の策定を行う。 

今年度は、成虫の発生消長調査のための黄色粘着トラップの利用法とPCR法を利用した本種およ

び本種の重要天敵シルベストリコバチの同定手法を検討し、これらの妥当性、効率性を検証する。 

 

２．調査方法 

1）黄色粘着トラップ（市販）９種のチャトゲコナジラミ成虫捕獲効率比較 

2013年に引き続き、本種成虫に対する市販の黄色粘着トラップ９種（バグスキャン分割、バグス

キャンドライ、スマイルキャッチ、ホリバー黄;、虫とり君、IT シート黄、虫バンバン、ガード板

3D、ピタッとトルシー黄）の捕獲効率等を比較し、各トラップ利用の妥当性、効率性を検証する。 

2）小型黄色粘着トラップによるチャトゲコナジラミ成虫の発生消長調査 

小型黄色粘着トラップ（試作；大協技研工業）は、粘着面3×10cm両面粘着のスティック状の黄

色粘着トラップである。本種成虫調査における本トラップ利用の妥当性及び効率性を評価するため、

本トラップとバグスキャン分割（対照）との比較調査を行った。2014年4月22日～5月30日まで、

野茶研（金谷）圃場に両トラップをそれぞれ６個ずつ設置し、２回/週間隔で交換しながら、両トラ

ップに捕獲される本種成虫数を調査した。また、静岡県掛川市の現地２圃場に本トラップを３個ず

つ設置し、概ね１週間に１回ずつトラップ交換しながら、本種の捕獲消長を調査した。本調査は2014

年 6月17日～11月 5日まで行った。なお、小型黄色粘着トラップの計数調査の際には、計数調査

の省力化・効率化のために試作した計数シートを利用した。計数シートは、透明で腰のあるPE製で、

表面に白色の５mmメッシュを印刷した。トラップ回収時に粘着面に貼りつけ、取り扱いを容易にす

る他、検鏡・計数時に印刷されたメッシュを活用して調査の効率化が期待される。 

3）チャトゲコナジラミの遺伝子診断法と遺伝子診断によるシルベストリコバチの系統判別法 

前年度までに開発したチャトゲコナジラミの遺伝子診断法は、試験的に黄色粘着トラップに付着
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（様式１） 

 

させたトゲコナジラミから捕獲40日後でも安定したPCR産物の増幅が認められた一方、侵入警戒地

域である南九州の現場に設置された黄色粘着トラップに捕獲された検体からはPCR産物の増幅が認

められず、判定出来ない事があった。そこでDNAの劣化が著しい可能性を考慮し、より短いPCR産

物の増幅が可能な特異的プライマーを開発した。また、日本には、ミカントゲコナジラミ防除のた

めに放飼されたシルベストリコバチのミカン系統（導入系統）とチャトゲコナジラミに随伴して移

入したと考えられるチャ系統（侵入系統）の２系統のシルベストリコバチが存在する。両系統は、

殺虫剤感受性やチャトゲコナジラミへの寄生能力が異なる可能性があり、チャトゲコナジラミの発

生予察を行う際にも、両系統を区別する必要が生じる可能性が高い。そこで、両系統を簡易に判別

するための系統特異的PCRプライマーを作成した。 

 

３．調査結果 

1）黄色粘着トラップ（市販）９種のチャトゲコナジラミ成虫捕獲効率比較 

市販の９種の黄色粘着トラップ（バグスキャン分割、バグスキャンドライ、スマイルキャッチ、

ホリバー黄;、虫とり君、ITシート黄、虫バンバン、ガード板3D、ピタッとトルシー黄）では、ど

の黄色粘着トラップでも圃場の発生状況等に応じた充分数の捕殺が認められたが、捕獲数はトラッ

プの種類によってだいぶ異なった。 

供試９トラップの中では、バグスキャン分割の捕獲効率が最も高く、捕獲数も多かった。続いて、

スマイルキャッチ、ホリバー黄、虫バンバンなどの順となり、これらとの比較においてはピタッと

トルシー黄、ITシート黄、虫とり君は捕獲数が少なくなった。 

2）小型黄色粘着トラップによるチャトゲコナジラミ成虫の発生消長調査 

小型黄色粘着トラップは、市販のダブルクリップ（24mm）、フィルムトメール（トンネル栽培の

換気用フィルム留め具8mm用）、園芸用支柱（8mm径）を使って簡単に設置出来る（図１）。本トラ

ップは、バグスキャン分割との比較では、粘着面が狭いため捕獲数は少なくなるが、得られる捕獲

消長はバグスキャンで得られるものとほぼ同一での傾向を示した（図２）。 

また、現地２圃場（静岡県掛川市）における実証試験においても、風や雨などに対する耐候性や

トラップ交換時等の取り扱い等、特段の問題等は生じなかった。 

小型黄色粘着トラップの粘着面に貼りつけた計数シートは、回収後のトラップの扱いを容易にし、

シート面上にあるメッシュは、検鏡・計数時の目安となり、調査の効率化に貢献した。 

 

 

図１図１図１図１    設置が簡単な「小型黄色粘着トラップ」設置が簡単な「小型黄色粘着トラップ」設置が簡単な「小型黄色粘着トラップ」設置が簡単な「小型黄色粘着トラップ」    図２図２図２図２    小型黄色粘着トラップとバグスキャン分割による捕獲消長比較小型黄色粘着トラップとバグスキャン分割による捕獲消長比較小型黄色粘着トラップとバグスキャン分割による捕獲消長比較小型黄色粘着トラップとバグスキャン分割による捕獲消長比較    
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3）チャトゲコナジラミの遺伝子

診断法と遺伝子診断によるシル

ベストリコバチの系統判別法 

 従来のプライマー設置に比べ

て、増幅するチャトゲコナジラ

ミまたはミカントゲコナジラミ

特異的なPCR産物の断片長をよ

り短くするプライマーセットを

開発した。これのプライマーセ

ットの利用により、従来法で判

定率0％だった検体（2014年鹿

児島県現地圃場黄色粘着トラッ

プ捕獲サンプル）の判定率を

70%（n=37）に向上させる事が出来た。 

シルベストリコバチのミカン系統（導入系統）とチャ系統（侵入系統）を識別するため、両系統

のITS領域を特異的に増幅するプライマーペアを作成することが出来た（図４）。ITS領域は核ゲノ

ム上に存在するため、理論上、両系統の雑種も判別可能である。そこで、雑種を想定して両系統個

体の１：１混合サンプルによるPCRを行ったところ、理論通

り両方のプライマーペアでの増殖が確認された。 

さらに、静岡県内におけるチャトゲコナジラミ寄生シルベ

ストリコバチの系統を本分子診断法により調査したところ、

調査地点により２系統の発生頻度が異なり、両系統の発生が

見られた地点や両系統の雑種と判定される個体が見られる地

点が見つかった。 

 

４．考察 

チャトゲコナジラミ成虫は、本試験に供した10種の黄色粘

着トラップいずれにも強く誘引されたが、捕獲数や捕獲効率

はトラップの種類によって大きく異なった。このため、異な

るトラップ間の比較には注意が必要であるが、同種のトラッ

プで発生消長等を調べる場合などはいずれのトラップを使っ

ても良いことが分かった。ただし、トラップによって、取り

扱いが面倒であったり、雨や風等により破損しやすい種類の

トラップもあるので、これらも考慮して使用トラップを決め

るのが良いと思われる。 

小型黄色粘着トラップは、バグスキャン分割に比べると捕

獲数や捕獲効率は低いが、設置や取り扱いが簡単であり、効

率的な調査が期待できる。また、粘着面に貼りつける計数シ

ートは回収トラップの扱いを容易にさせ、検鏡・計数調査の効

率化にも貢献する。今後、メッシュやラインを活用した調査の

効率化や省力化（抽出調査）についての検討が望まれる。 

図３図３図３図３    小型黄色粘着トラップによるチャトゲコナジラミの捕獲消長小型黄色粘着トラップによるチャトゲコナジラミの捕獲消長小型黄色粘着トラップによるチャトゲコナジラミの捕獲消長小型黄色粘着トラップによるチャトゲコナジラミの捕獲消長    
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図図図図４４４４    静岡県島田産のシルベストリ静岡県島田産のシルベストリ静岡県島田産のシルベストリ静岡県島田産のシルベストリ    

コバチのコバチのコバチのコバチの系統判別系統判別系統判別系統判別    

チ：チャ系統、ミ：ミカン系統チ：チャ系統、ミ：ミカン系統チ：チャ系統、ミ：ミカン系統チ：チャ系統、ミ：ミカン系統    
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増幅領域を短くしたプライマーセットの利用により、黄色粘着トラップに捕獲されたトゲコナジ

ラミの遺伝子診断の判定率が向上した。今後、中国や台湾等の海外個体群についても調査し、再侵

入他系統の識別を可能とする必要があろう。また、シルベストリコバチの系統識別法の開発により、

静岡県の茶園ではミカン系統（導入系統）とチャ系統（侵入系統）の混生域や雑種個体が存在する

可能性が高くなった。本種はチャトゲコナジラミの最有力天敵であるため、チャトゲコナジラミの

発生予察には本種の動態が調査が重要となる可能性が高い。今後これらの系統間の関係解明を含め

て、詳細な種間関係の解明が必要であろう。 

 

５．今後の課題 

チャトゲコナジラミの発生予察法・基準案は短期間の調査で策定され、これらを実証するための期間も短

かった。今後、より多くの茶産地での検証が必要と思われる。 

 

６．要約 

圃場設置が簡単な小型黄色粘着トラップと計数シートを利用すると、チャトゲコナジラミ成虫の

発生消長をより簡便に調査することが出来る。PCR 法を使った遺伝子診断技術を改良し、本法によ

るチャトゲコナジラミとミカントゲコナジラミの判別能を向上させた。また、シルベストリコバチ

の侵入系統と導入系統の遺伝診断法を開発し、少なくとも静岡県の茶園に両系統の混生域や雑種が

いることを明らかにした。 

 

７．成果の公表及び特許 

 関係機関と連携し、本種の調査法や発生程度別基準、発生予察法（種別調査法、巡回調査法）案

等を提示する。提案する本種の調査法や発生程度別基準、発生予察法（種別調査法、巡回調査法）

は、府県による試行を経て、農水省の調査実施基準に採用（通知改正）予定。 
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発生予察調査実施基準改良事業 

課題番号：2316  

 

色彩粘着板とDNA判別利用した調査法の検討 
 

 

三浦一芸 

（miurak@affrc.go.jp） 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国農業研究センター 

［〒721-8514 福山市西深津町 6-12-1］ 

 

１．調査背景と目的  

新たに発生し、調査実施基準が未策定の害虫について、発生動向を的確に把握する調査やその調

査結果に基づく発生予察手法をとりまとめ、新たな調査基準を策定するための検討を行う。なお、

本調査では、全国的に被害が大きいアザミウマ類、コナジラミ類、タバコガ類を対象に検討を行う。

データを詳細に解析するためには簡便な同定が必要である。施設内・周辺環境等の相違に応じて調

査対象となる害虫類を捕獲する色彩粘着板を利用し、DNA による種判別の調査法を検討し、利用

法のプロトコールを提案する。 

 

２．調査方法 

1）色彩粘着板からの誘殺昆虫離脱法 

 色彩粘着板の誘殺昆虫を簡便に離脱させる技術を開発するために、色彩粘着板からの誘殺昆虫の

離脱方法を検討した。本年度までの調査により市販のヘンケルジャパン製の「ドフィックスハケ塗

りシールはがし」剤（以下シールはがし剤）が安価で簡易にできた。そこで、昨年度に続き各種色

彩粘着板（虫バンバン、スマイルキャッチ、ホリバー、ペタットおよび虫とり君）に利用されてい

る粘着剤でも利用できるかを検討した。それぞれの色彩粘着板を施設に 1 週間設置後、OHP シート

で回収して実験室に持ち帰った（図１）。その後、室温で2週間および4週間保存した。所定の時間

が過ぎた各種色彩粘着板をアルミ容器内でシールはがし剤に浸した（図２）。5分間隔で誘殺昆虫が

離脱しているかどうかを観察した。実験は３回繰り返した。 

 

2）DNA増幅の検討 

 １）で離脱した誘殺昆虫からDNAを抽出した。まず、シールはがし剤中の誘殺昆虫はろ紙を利用

して回収した（図３）。1）で回収した誘殺昆虫からのDNA抽出は昨年度までの成果の安価で簡易な

Chelex法でDNA抽出を使用した。具体的には5% Chelex中で誘殺昆虫をプラスチックの爪楊枝で潰

し、プロテナーゼkを加えて56℃でオーバナイトした後99.9℃3分に処した。DNAが抽出できたか

どうかを調べるために DNA バーコード用のプライマーを用いて PCR を行った。プライマーは The 
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Consortium of the Barcode of Life (CBOL)の標準としてる COI 領域約 700bp を増幅する LCO1490 

5'-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3'とHCO2198 5'-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3' を利用して行っ

た。TM値は45℃である。PCRによる再現性を確実にするために3種類のDNAポリメラーゼを利用し

た。DNAポリメラーゼは商品により特異性が変わる。そこで、特性の異なるABI製のAmpliTaq Gold® 

360 Master Mi、Shimazu 製の Ampdirect® Plus 酵素セットおよび東洋紡製の KOD –Plus- Ver．2

を使用した。 

 

3）特異的プライマーでの同定確認 

 １）および２）の操作でDNAの抽出確認ができたものに対して昨年度までに作成した特異的プラ

イマーで同定が可能かどうかを実験した。今回はミナミキイロアザミウマ特異的なプライマーを利

用して行った。 

 

３．調査結果 

1）色彩粘着板からの誘殺昆虫離脱法 

 昨年同様、どの色彩粘着板も15分程度シールはがし剤に浸すことによって誘殺昆虫が離脱するこ

とを確認した。 

 

2）DNA抽出の検討 

 昨年度のAmpliTaq Gold とAmpdirectのPCR結果と異なり、本年度の 3社のDNAポリメラ

ーゼの結果は良好であった（図４）。昨年度は再現性といて Ampdirectが優秀であったが、色彩粘

着板設置 1週間後、放置 2週間後および放置 4週間後の誘殺昆虫の PCR結果はDNAポリメラー

ゼによって変化しなかった。しかし、確率的な問題と考えるので DNA ポリメラーゼは Shimazu

製のAmpdirect® Plus 酵素セットが良いと思われる。東洋紡製のKOD –Plus- Ver．2も良いと思

われるが、もしクローニングによるシーケンスが必要な場合 1段階余分な処理をしなければいけな

い。ただ、昨年度の問題点であった有機溶剤を完全にとばすことはしなければいけない。 

 

3）特異的プライマーでの同定確認 

 １）と２）の同様な操作したミナミキイロアザミウマを利用して PCRを行った結果を図 6に示

す。バンドがきれいに確認できた。使用した主なプライマーの配列を表１に示す。 

 

 

 

 

 

 

図１ 色彩粘着板の回収方法．特徴：OHPシートをかぶせる．  
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種名 プライマー名 増幅サイズ(bp)

タバココナジラミ　バイオタイプQ Bemisia tabach i Q type Bt-F 5'-TTGGTGCTCCTGACATAGCTT-3' 164

Bt-R 5'-TAAGCCTCTATGAGTTAATCTTAAA-3'

ミナミキイロアザミウマ Thrips palmi Tp-F 5'-TTGGAGGCTTTGGTAATTGA-3' 121

Tp-R 5'-CCCATAATTAAGAGGGTTAAAGAA-3'

ネギアザミウマ Thrips tabachi Tb-F 5'-TTACCCCCTTCTCTGGGATT-3' 222

Tb-R 5'-TTTTTCTGCTGAAAGGTTTTTTG-3'

チャノキイロアザミウマ Scirtothrips dorsalis Sd-F 5'-TTTTCTCTTCACCTTGCAGGA-3' 169

Sd-R 5'-CCGCTAAAACAGGCAATGAT-3'

ヒラズハナアザミウマ  Frankliniella intonsa Fi-F 5'-TTCGGGGACATCAGTAGACC-3' 136

Fi-R 5'-CAAAGTTATTTTCTCTTTGTTAAGT-3'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２ シールはがし剤による誘殺昆虫の離脱  図３ ろ紙などによる誘殺昆虫の回収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    図４ 3 社のDNA ポリメラーズ使用のPCR 結果１ 
 
  
                  
 
表１ 特異的プライマーの一部 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
図５ミナミキイロアザミウマ特異的プライマーのPCR 結果 
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1. 色彩粘着板回収(OHPフィルムなど）（図１）
2. シールはがし剤へ15分以上浸ける（図２）
3.ろ紙などで誘殺昆虫を回収する（図３）
4.回収した誘殺昆虫をよく乾燥させる
5. 乾燥させた誘殺昆虫をChelex溶液（5%)＋プロテナーゼk中で

潰す
6.56℃でオーバーナイトした後、99.9℃で3分で処する(DNA抽出）
7.Ampdirectと各種プライマー（表１）を用いてPCRを行う
8.電気泳動でバンドを確認する（図５）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図６ 色彩粘着板の誘殺昆虫のDNA よる識別プロトコール 
 
 
 
４．考察 

本研究の結果、どの色彩粘着板でも本シールはがし剤で15分程度浸すことによりは安価に簡便に

誘殺昆虫を離脱できることを再度確認した。4 週間経った誘殺昆虫でも DNA 抽出および増幅が可能

であった。また、色彩粘着板の誘殺昆虫のDNA増幅に適していると思われるDNAポリメラーゼも明

らかにした。本年度までの成果をもとにプロトコールを作成した（図６）。 

 

５．今後の課題 

１）本課題で作成したプロトコールの普及のための講習会などが必要かもしれない。 

２）より多くの害虫の特異的プライマーの開発。 

 

６．要約 

市販されている色彩粘着板によって誘殺された昆虫はシールはがし剤で 15 分程度浸すことによ

り安価で簡便に誘殺昆虫を離脱できる。また、離脱した誘殺昆虫を乾燥させDNA抽出は可能であっ

た。同定用の特異的プライマーを使用することによって同定が可能であることも確認でき、最終的

なプロトコールを作成した。 

 

７．成果の公表及び特許 

学会発表準備中。 
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発生予察調査実施基準の新規手法策定事業  

課題番号：2415 

 

色彩粘着板と DNA 判別を利用した調査法の検討(1) 

 

武田光能・大西 純・北村登史雄 

野菜茶業研究所 

［〒514-2392 三重県津市安濃町草生３６０］ 

 

１．調査背景と目的 

微小害虫媒介の虫媒性ウイルス病には、適切な発生予察手法が望まれている

が、保毒虫率と発病株率の関係や発生予察情報とするための具体的な手法の検

討が必要である。ここでは施設周辺で、害虫類を捕獲する色彩粘着板・トラッ

プ作物を利用して、虫媒性ウイルス保毒虫率の調査法を検討する。 

２．調査方法 

１）TYLCV 保毒虫のマス検定法 

粘着板補足のコナジラミ類を実体顕微鏡下で観察し、タバココナジラミを選別した。

虫体周辺にヘキサンを滴下し、エッペンチューブ（1.5mL 容）のヘキサン中に洗浄・回

収した。最大で 50 匹とし、チューブ底の虫体を残してピペットでヘキサンを取り除き、虫

体のヘキサンを風乾させた。DNA 抽出緩衝液（10mM Tris-HCl、1mM EDTA, 100mM 

NaCl、1mg/mL プロティナーゼ K）500μL を加えて破砕し、56℃2 時間から一昼夜また

は 95℃10 分間処理した。遠心（5,000rpm、3 分間）後の上澄みを PCR 用の DNA 抽

出液とした。TYLCV の系統判別には Lefeuvre ら（2007）の方法を用い、TYLCV 検出

は Ohnishi ら（2009）の方法に準じて PCR 検定を行った。PCR 用酵素は Ex taq HS（タ

カラバイオ）を用いた。電気泳動法で PCR 産物を確認し、IL 系統では 802bp、Mld 系

統では 514bp 付近に増幅産物が認められた場合にそれぞれの系統とした。TYLCV 検

出は 561bp 付近に増幅産物が認められた場合に陽性とした。 

２）現地（徳島県）粘着板からの TYLCV 保毒虫の検出 

 徳島県阿波市内 5 か所のハウス（トマト）内と周縁に設置した黄色粘着板

（BUG-SCAN）で採集し、7 月 29 日から 10 月 15 日まで毎週回収して送付い

ただいた。 

３）MYSV 罹病株と保毒虫の検出 

 高知県農業技術センター内ハウス周縁にキュウリ苗を定植し、キュウリ葉サンプルに

よる MYSV 罹病株率とキュウリ株からミナミキイロアザミウマ成虫を採集しアセトン浸漬

としたサンプルを用いて MYSV 保毒虫の検出を行った。 

 夏季調査は、キュウリ苗（品種：北進）を 7 月 22 日、7 月 29 日、8 月 2 日にハウス周

辺に各 24 株を定植して、7 月 30 日から 8 月 28 日までキュウリ葉、キュウリ株からミナ

ミキイロアザミウマ成虫サンプルを送付いただいた。秋季調査は、同センター内に 28 株、

土佐市現地に 10 株（鉢植え）、香南市夜須町に 10 株（鉢植え）として 10 月 15 日に

キュウリ苗（品種：ZQ-7）を設置した。その後、10 月 22/23 日、10 月 29 日、11 月 5 日
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にキュウリ葉とアセトン浸漬サンプルを送付いただいた。 

 MYSV の 検 出 は 、 奥 田 ら （ 2007 ） の 方 法 を 基 に 、 MYSV 検 出 プ ラ イ マ ー

（mu-MY4F/mu-MY4R）を使用した RT-PCR を実施した。テンプレート RNA には、

検定キュウリ葉を複数箇所刺したまち針をマスターミックス溶液に浸すことで作成した

（PCR キット：PrimeScript One Step RT-PCR Kit Ver.2 TaKaRa Bio)。同上のプ

ライマーでは増幅産物は 888bp となることから、検定試料の PCR 増幅産物をアガロー

スゲルで電気泳動し、増幅産物のサイズを基に陽性判定した。ミナミキイロアザミウマ

成虫サンプルについては、各サンプル瓶につき最大 24 匹を個体ごとに検定した。 

３．調査結果 

１）TYLCV 保毒虫のマス検定法 

 黄色粘着板サンプルについて TYLCV 保毒の有無をマス検定した結果を表１

に示す。阿波市 5 地点で、4 地点のサンプルから Mld 系統ならびに IL 系統が

検出された。4 地点のうち 1 地点ではハウス内外で異なるウイルス系統が認め

られた（9 月 2 日のハウス外のサンプルから Mld 系統、9 月 22 日のハウス内

サンプルから IL 系統）。その他の 3 地点では Mld 系統のみが認められた（9 月

30 日、10 月 8 日、10 月 15 日のいずれもハウス外のサンプル）。また、2 地点

では 2 週間にわたって同じウイルス系統が検出された（地点 A では 10 月 8 日

と同月 15 日、地点 C では 9 月 30 日と 10 月 8 日）。各ハウスではトマト黄化

葉巻病の発生は認められなかったが、マス検定で保毒虫が検出された地点にお

いては、保毒虫の発生状況と本病の発生に注意が必要と指摘できる。  

 本法は、100 匹の非保毒虫に対して 1 匹の保毒虫を投入した場合にも TYLCV

の系統判別が可能（データ省略）、PCR 反応液に加える鋳型 DNA（抽出した

DNA 溶液）を 500 倍に希釈した場合でも、検出できる（データ省略）。  

２）MYSV 罹病株と保毒虫の検出 

 夏季調査のキュウリ葉による罹病株率を表２に、ミナミキイロアザミウマ保毒虫率を表

３に示す。キュウリの罹病株率は、定植直後には 9.1～25.0％であったが、定植後の経

過日数の増加にしたがって罹病株率が増加する傾向がみられ、14 日後には 50％～

90％に増加し、21 日後には 85.7～100％に達した。夏季調査では、定植後経過日数

にしたがって罹病株率が増加した。同様に、ミナミキイロアザミウマ保毒虫率も時間の

経過とともに増加する傾向がみられた。 

秋季調査（表 4、5）では、キュウリ罹病株率の発生が遅く、定植 14 日後に土佐で

12.5％となり、定植 21 日後に南国で 15.4％、土佐で 12.5％であった。ミナミキイロア

ザミウマ成虫の保毒虫率もキュウリ苗設置の 14 日後まですべて 0％であったが、設置

21 日後に土佐で 4.2％の保毒虫率（保毒虫 3 匹）が得られた。一方、4 株が罹病した

南国の成虫 120 匹を用いた検定においても保毒虫はみられなかった。 

４．考察 

微小害虫の媒介する虫媒性ウイルス病に対しては、適切な発生予察手法の確

立が望まれている。ここではトマト黄化葉巻ウイルス（TYLCV）とメロン黄化

えそウイルス（MYSV）を対象としてDNAあるいはRNAの抽出による保毒虫率 
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表２ 夏季調査におけるキュウリ葉の MYSV 罹病率と定植後日数の関係 

調査区 

設置時期 

各採集日におけるキュウリ葉の MYSV 検出率 (%) 

7/30 8/7 8/14 8/21 8/28 

A 9.1(22) 90.9(22) 85.7(14) 100.0(13) 90.9(11) 

B  12.5(24) 50.0( 8) 100.0( 8) 75.0( 8) 

C   25.0(20) 82.4(17) 100.0(18) 

      注）括弧内の数字は、サンプル数を示す 

 

表 3 夏季調査におけるミナミキイロアザミウマ成虫の MYSV 率と定植後日数の関係 

調査区 

設置時期 

各採集日におけるミナミキイロアザミウマ成虫の MYSV 保毒虫率 (%) 

7/30 8/7 8/14 8/21 8/28 

A 13.6(24) 88.3(24)  

45.8(24) 

79.2(24) 52.6(19) 

B  9.1(24) 57.9(19) 12.5( 8) 

C   75.0(24) 75.0(24) 

        注）8 月 14 日のサンプルは区による相違を反映させなかった 

 

表 4 秋季調査におけるキュウリ葉の MYSV 罹病率と定植後日数の関係 

調査区 

設置時期 

各採集日におけるキュウリ葉の MYSV 検出率 (%) 

10/22-23 10/29 11/5 

南国   0.0 (28)  0.0 (28) 15.4 (26) 

土佐   0.0 (10) 12.5 (24) 12.5 ( 8) 

夜須   0.0 (10)  0.0 (10)   0.0 (10) 

             注）括弧内の数字は判別可能なサンプル数を示す 
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表５ 秋季調査におけるミナミキイロアザミウマ成虫の MYSV 保毒率 

調査区 

設置時期 

各採集日におけるキュウリ葉の MYSV 検出率 (%) 

10/22-23 10/29 11/5 

南国   0.0 (24)  0.0 (24) 0.0 (120) 

土佐   0.0 ( 5)  0.0 (24) 4.2 ( 72) 

夜須   0.0 (24)  0.0 (24) 0.0 ( 72) 

 

の検討を行った。タバココナジラミが媒介するTYLCVでは、粘着板に捕捉され

た成虫サンプルを用いて2週間程度の捕獲期間で安定して検出できることを明

らかにした（平成25年度成果）。さらに、徳島県病害虫防除所より送付された

サンプルを用いて、マス検定法により保毒虫のTYLCVの系統（IL系統・Mlｄ系

統）別に判別することが可能であった。マス検定法に用いた判別方法の感度は

非常に高く、保毒虫の有無については確実に評価可能と判断されたことから、

本方法を用いれば、トマト黄化葉巻病耐病性品種等を利用した栽培条件下等で

TYLCV系統別の保毒虫の有無を明らかにすることが可能であり、発生予察手法

の高度化につなげる可能性を提示した。 

一方、ミナミキイロアザミウマが媒介するMYSVは、粘着板に捕獲された個

体からは検出不可能なため、高知県病害虫防除所の協力を得て、キュウリ苗・

株トラップによるミナミキイロアザミウマ成虫の捕獲とキュウリ株から採取し

たサンプル葉のMYSV罹病率による予察技術の検討を行った。  

夏季の調査では、キュウリ苗の定植1週間後でも10％程度の罹病株がみられ、

時間の経過に伴って罹病株率が増加した。同時に、MYSV保毒虫率も定植後日

数の経過にしたがって増加する傾向を示した。夏季の高温時には、ミナミキイ

ロアザミウマの発育は25℃で卵から羽化まで2週間程度となることから、定植

後2週間以上を経過した場合には、キュウリ株上で保毒虫が発生する可能性が

ある。秋季にはMYSVの罹病株率や保毒虫率が低い条件下であったが、MYSV

の罹病株がみられた2地域ではMYSVの発生に注意が必要と考えられる。 

５．今後の課題 

 マス検定で TYLCV 系統別に保毒虫の有無を検出することが可能となり、発

生予察に利用可能と考える。今後、複数地域での実証とトマト黄化葉巻病の発

生との関係を調査する必要がある。MYSV 検出のためには、トラップ作物の種

類（MYSV に感染がない種）の利用方法の検討が必要となる。  

６．要約 

 TYLCV は粘着板サンプルを用いたマス検定法で TYLCV 系統別に保毒虫の

有無を検出できる。キュウリ株とミナミキイロアザミウマ成虫から MYSV の検

出が可能であり、保毒虫率による予察法への改良が期待できる。 

７．成果の公表及び特許 

 得られたデータを取りまとめ、関西病虫害研究会報等への投稿を行う。 
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イチゴ炭疽病 

 本病は、葉やランナー、クラウンに発生して褐色病斑を形成し、病葉上で形成された分生子に

より容易に周辺株へと伝染する。高湿度条件や気温の上昇に伴い発病が多くなるが、低温期には

潜在感染して採苗用の親株から水撥ねなどにより子苗にも伝染する。クラウンで発病した場合に

は株全体が枯死して実害が大きくなるため、早期に発見して対策を講じる必要がある。また、採

苗を行う地域においては各年の発生状況が翌年の子苗の発病に大きく影響を及ぼす。以上の理由

により、育苗期での早期発見と、栽培期を通じての各地域全体の発生状況を予察したい。 

 

１．調 査 

（１）定点における調査 

発病推移調査 

（調査方法及び調査項目） 

1 ほ場 500 株を任意に選び、株ごとに発病の有無を調査し、発病株率を調査する。 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗中の６月上旬から本ほでの 11 月下旬まで、約 15 日間隔。 

（２）巡回による調査 

発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

予察対象地域の主要作型を対象とし、1 ほ場から 500 株を任意に選び、株ごとに発病の有無を

調査して発病株率を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。 

（発生程度別基準） 

程  度 無 少 中 多 甚 

発病株率（%） ０ 0.1～5.0 5.1～15.0 15.1～30.0 30.1～ 

 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗中の 6 月上旬から本ほでの 11 月下旬まで、15～30 日間隔。 

 

２．予 察 法 

（１）炭疽病は、高温期に発病しやすく、低温期には潜在感染となりやすい。平均気温が 20℃を

超える 6 月から発病し、12 月以降の低温期には病徴進展がおさまる。 

（２）潜在感染の調査では、周囲が山林等のほ場では非病原性の炭疽病菌が混入する可能性が高

いため、調査ほ場は水田地帯に設けるのが望ましい。 

（３）必要に応じて、育苗期の苗について梅雨明け（7 月中旬頃）までに「イチゴ炭疽病の簡易予

察検定法―エタノール噴霧法―」に従って潜在感染調査を行う。この潜在感染株率とその後の炭

疽病の発生程度には相関が見られるが、購入苗がある場合やほ場管理等が不十分な場合には、親

株での潜在感染状況とは無関係に育苗以降での発生が多くなる場合がある。また、品種「かおり

野」などの炭疽病抵抗性品種では、潜在感染が認められた場合にも、その後の発病が認められな

いことがある。 

（４）9～12 月に採苗用の親株について、「イチゴ炭疽病の簡易予察検定法―エタノール噴霧法―」

に従って潜在感染調査を行い、健全子苗の確保に努める。5 月での親苗の潜在感染調査も可能

であるが感度が劣るため、前年の 9～12 月に行うのが好ましい。 

（５）「イチゴ炭疽病の簡易予察検定法―エタノール噴霧法―」は農林水産省（マニュアルリンク

先）で公開されている。 
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イチゴ炭疽病の簡易予察検定法―エタノール噴霧法―イチゴ炭疽病の簡易予察検定法―エタノール噴霧法―イチゴ炭疽病の簡易予察検定法―エタノール噴霧法―イチゴ炭疽病の簡易予察検定法―エタノール噴霧法―                            

 

 
はじめにはじめにはじめにはじめに    

 イチゴ栽培において炭疽病は難防除病害の一つであり、本病の発生状況を的確

に把握することは防除を効果的に行うために不可欠です。しかし、本病は発生予

察事業における調査基準が未策定であり、的確な発生予察ができていないのが現

状です。そこで、既存のエタノール浸漬簡易診断法（Ishikawa,2003）を改良し、

より簡便なエタノール噴霧法を開発しました。その検定方法を以下に示します。 

 

１．１．１．１．    検定に検定に検定に検定に必要な必要な必要な必要な試薬および器具試薬および器具試薬および器具試薬および器具    
    

・70%エタノール          

 ・ハンドスプレー 

・ビーカー（１L容、洗浄用）      

・バット（37.4cm×27.3cm×高さ 6.4cm、培養容器） 

・チャック付ビニール袋（48cm×34cm） 

・ペーパータオル 

・インキュベーター（２８℃設定） 

・光学顕微鏡（炭疽病菌分生子の観察用） 

     

※記載した器具等は作成機関で使用しているものの一例で他製品でも代用可 

 

                 

 写真１ 検定に必要な試薬および器具 

 

 

 

２．２．２．２．検定方法検定方法検定方法検定方法    
（１）（１）（１）（１）試料採取試料採取試料採取試料採取    

①育苗圃ごとに任意に選んだ 20 株の最外葉（葉柄基部を含む）を採取する(写真２)。 

ただし、アカシアなどの樹木が隣接するほ場では、イチゴ炭疽病菌以外の Colletotrichum

属菌が検出されることがあるため、採取ほ場には水田地帯を選ぶのが望ましい。    
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    写真２ 育苗圃（無仮植育苗）での採取風景     図１ イチゴ苗の採取部位   

    

    

（２）（２）（２）（２）検定作業検定作業検定作業検定作業    

            ①採取葉を水道水の流水中で洗浄し、付着している土や農薬を指でやさしく洗い流す 

（写真３）。 

  ②水滴がなくなる程度に、洗浄した葉を風乾または水切りする（写真４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

写真３ 試料の洗浄           写真４ 試料の風乾 

 

 

   ③葉の表裏全体が濡れるように、ハンドスプレーで 70％エタノールを噴霧する（写真５）。 

   ④噴霧処理の約 30 秒後、水道水に瞬時浸漬してエタノールを洗い流す（写真６）。 

 

      
写真５ エタノール噴霧         写真６ 噴霧後の洗浄 

 

 

   ⑤湿らせたキムタオルを敷いたバットに、小葉が重ならないようにイチゴ葉を並べて、チャ

ック付きビニール袋に入れて密封する（写真７）。このとき、水分が多すぎると雑菌が繁

殖してイチゴ葉が腐敗するため、キムタオルの湿り具合は絞って水が落ちない程度に抑え

ておく。 

   ⑥試料は 28℃で 14 日間培養する。培養中キムタオルが乾燥した場合には、適時水を追加し

て湿室状態を保つ。 

 

 

最外葉最外葉最外葉最外葉 
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  写真７ 調整した試料          

        

（３）（３）（３）（３）判判判判    定定定定    

①培養 14 日後（写真８）、小葉と葉柄基部に形成した鮭肉色の分生子塊を肉眼で観察する（写

真９）。このとき、輪斑病菌（Dendrophoma obscurans）も胞子塊を形成することがあるが

（写真 10）、表 1 のような違いにより判別できる。 

肉眼での観察が難しい場合には、光学顕微鏡で分生子を確認して判定する。なお、本法

ではイチゴ炭疽病菌の Glomerella cingulata と Colletotrichum acutatum（通称：葉枯

れ炭疽病）の両種とも検出されるが、写真 11 および表２の特徴から顕微鏡観察で判別可

能である。 

②上記のように分生子塊を形成した葉数を調査し、潜在感染株率を算出する。 

 

 
写真８ 14 日培養後の様子 

 

  

    
 

 

 

表１ 炭疽病菌と輪斑病菌の見分け方 

 
炭疽病 輪斑病 

培養後の小葉

の色 
黒褐色 

淡褐色または 

黒褐色 

分生子塊の色 鮭肉色 琥珀色 

 

写真９ 小葉および葉柄基部に形成

した炭疽病菌の分生子塊 
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 炭疽病菌 輪斑病菌（参考） 

Glomerella 

cingulata 

Colletotrichum 

acutatum 

Dendrophoma 

obscurans 

形態 楕円形 紡錘形 長楕円形 

大きさ 16.3～21.3×

3.8～6.3μm 

12.4～14.4× 

4.8～5.4μm 
5～7×2.0μm 

表２ 炭疽病菌の分生子の特徴 

50µm 50µm 

50µm 

写真 11  Glomerella cingulata (a)、

Colletotrichum acutatum (b)、

Dendrophoma obscurans（c）の分生子 

a b 

c 

写真 10 小葉に形成した輪斑病菌の

分生子塊 
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（４（４（４（４））））病原性の確認病原性の確認病原性の確認病原性の確認    

     発生予察は迅速かつ簡易な調査法が求められるため、エタノール噴霧法のみで判定する

が、本法はイチゴに対して病原性を持たない Colletotrichum 属菌も検出される。そのた

め、病原性を確認する必要がある場合には、エタノール噴霧法によってイチゴ葉に形成さ

れた分生子塊を爪楊枝で掻き取り、健全苗（ポット苗）の葉柄に突き刺して接種する（写

真 13）。28℃、湿室条件下で培養すると 1週間程度で接種部分に病斑が確認できる（写真

14）。 

 

     
    写真 12 爪楊枝による分生子塊の接種    写真 13 接種株の病徵 

 

 

 ３）３）３）３）検定の実際検定の実際検定の実際検定の実際    
        （１）（１）（１）（１）対象サンプル対象サンプル対象サンプル対象サンプル    

                    検定に用いるサンプルは、親株と育苗苗（増殖苗）とする。 

親株の検定は、育苗開始前に予察情報を提供するため前年に実施する。 

育苗苗の検定は、育苗期の感染状況を迅速に提供するため栽培期間中に実施する。 

 

        （２）（２）（２）（２）調査時期調査時期調査時期調査時期    

                    親 株：前年の 9 月～12月、翌年 5月 

（葉かきを頻繁に行うと検出率が低下するため、外葉は可能な限りに残してお

く。） 

 

     育苗苗：梅雨明け（7月中旬頃）まで 

（検定時期が早すぎると検出率が低く、逆に遅くなると情報提供が間に合わな

くなるため、地域の実情に合わせて決定する。） 

    

（３）（３）（３）（３）調査地点数調査地点数調査地点数調査地点数と株数と株数と株数と株数    

        10 地点×20 株＝計 100 株 

    

        （４）（４）（４）（４）各地域における各地域における各地域における各地域における検出検出検出検出状況状況状況状況    

                        潜在感染状況は、品種、栽培、気象条件などによって異なるため、各地域にあった検

定時期を決定することが必要である。参考として各県の潜在感染株の検出状況を図１に

示した。 
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（７（７（７（７））））参考文献参考文献参考文献参考文献    

                Ishikawa，S (2003) Methods to diagnose latent infection by Glomerella cingulate in 

strawberry plants using ethanol.  J. Gen. Plant Pathol. 69:372-377. 

    石川成寿（2011）これで防げるイチゴの炭疽病、萎黄病. 農文協. p108～117 

 

奈良県 長崎県 

福岡県 図１ 各県におけるイチゴ潜在感染株の 

時期別検出状況（平成 24年） 

 
奈良県 品種：アスカルビー、調査数：16 圃場×20 株 

長崎県 品種：さちのか、調査数：12 圃場×20 株 

福岡県 品種：あまおう、調査数：9圃場×20 株 
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