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最近話題となっている病害虫
沖縄県病害虫防除技術センター　予察防除総括　金城　邦夫

スイカ灰白色斑紋ウイルスは、ブニヤウイル
ス科 (Bunyaviridae) トスポウイルス属 (Tospovirus)
に分類される。Tospovirus は、世界では 11 種、国
内では 8 種が確認されている。WSMoV は、1980
年に本県のスイカにおいて我が国で初めて発生
が確認され（図 1）、近年では鹿児島県、神奈川
県、福岡県でも確認されている。本県では、媒
介昆虫であるミナミキイロアザミウマ（図 2）
の侵入（本県では 1980 年に初確認）及びまん延
とともに、WSMoV の発生も拡大し、現在では、
スイカを含むウリ科やナス科作物においても最
も重要な植物病原ウイルスとなっている。

発生・病徴
ミナミキイロアザミウマにより媒介され、実

験的には汁液伝染する。他種アザミウマによる
媒介については不明であるが、種子伝染および
土壌伝染は確認されていない。媒介虫は、幼虫
時に罹病植物を吸汁することで病原ウイルスを
獲得し、成虫時にウイルスを伝搬する。一度ウ
イルスを獲得すると終生伝搬能力を持つ。経卵
伝染はしない。

スイカ以外でも、キュウリ、ニガウリ（図 3）、
トウガン、ツルナなどで自然感染が確認されて
おり、接種試験ではさらに多くの植物で感染が

確認されている。2017 年には、施設ピーマンに
おいて WSMoV の感染が株の萎縮や葉のえそ輪紋

（図 3）等の症状を生じさせることが明らかとな
り、本県は特殊報を発出した。一方、これまで
原因が判然としなかったニガウリ異常症（摘心
ステージや受粉開始期の葉に斑点や奇形、茎に
亀裂等が発生する）も、本ウイルスの関与が疑
われるなど、県内の主要
農業作物に大きな影響を
与えている。

診断・防除対策
本県では、WSMoV の診断は病徴による肉眼診

断と遺伝子診断（RT-PCR）により行っている。
なお、MYSV（Melon yellow spot virus）と病徴が酷
似していることから、両ウイルスがともに発生
している地域では遺伝子診断や血清診断を実施
する。

WSMoV は、生育初期に感染すると被害が大き
くなるため、その発生・まん延防止には、定植
前から媒介昆虫であるミナミキイロアザミウマ
の徹底防除と同時にウイルスを保毒したアザミ
ウマの侵入防止を図ることが極めて重要である。
このため、栽培施設においては、紫外線カット
フィルムの展張やハウス側面や天窓への目合い
0.8mm 以下のネットの設置の他、ほ場周辺の雑
草防除、栽培終了後の施設蒸し込み、土壌の太
陽熱処理などを組み合わせ、総合的に防除する
ことが重要である。

参考文献 : 
奥田充（2016）　国内外で発生しているトスポウイルス

について．日植病報 82: 169-184
沖縄県病害虫防除技術センター（2017）　平成 29 年度病

害虫発生予察特殊報第 2 号
田場聡・内藤孝・高江洲和子・上原勝江（2001）　スイカ

灰白色斑紋ウイルス（WSMoV）によるツルナ（Tetragonia 
expansa Murr.）黄化えそ病（新称）の発生．沖縄県農業
試験場研究報告第 23 号：70-73

スイカ灰白色斑紋ウイルス
　　学名：Watermelon silver mottle virus (WSMoV)

図 3　 ニガウリの葉における典型的な退緑斑点症状（左）
及びピーマンの葉におけるえそ輪紋症状（右）

図 1　スイカの葉における特徴的な灰白色症状

図 2　媒介虫のミナミキイロアザミウマ（成虫）
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ている。なお、MYSV（Melon yellow spot virus）
と病徴が酷似していることから、両ウイル
スがともに発生している地域では遺伝子診
断や血清診断を実施する。  
 WSMoV は、生育初期に感染すると被害が
大きくなるため、その発生・まん延防止に
は、定植前から媒介昆虫であるミナミキイ
ロアザミウマの徹底防除と同時にウイルス
を保毒したアザミウマの侵入防止を図るこ
とが極めて重要である。このため、栽培施
設においては、紫外線カットフィルムの展
張やハウス側面や天窓への目合い 0.8mm 
以下のネットの設置の他、ほ場周辺の雑草
防除、栽培終了後の施設蒸し込み、土壌の
太陽熱処理などを組み合わせ、総合的に防
除することが重要である。  
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スイカ灰白色斑紋ウイルス  
学名：Watermelon silver mottle virus (WSMoV) 

 

図 3 ニガウリの葉における典型的な退緑斑点症状
（左）及びピーマンの葉におけるえそ輪紋症状（右） 


