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虫こぶ・虫えい

-昆虫がつくる植物の奇形-

徳田

〔キーワード):ゴール，虫えい，タマパヱ，タマ

バチ，アブ、ラムシ，キジラミ，フ

シダニ

はじめに

植物に奇形が生じる原因の 1っとして，他生物に

よる植物への「えいJ(こぶ，ゴール， gall)形成が

挙げられる.えいは他生物の化学的な刺激によって

植物体上に形成される構造であり，見虫が形成する

ものは「昆虫えい」または「虫えいJ，I虫癌(むし

こぶ)J ，ダニが形成するものは「ダ、ニえいJ，線虫

が形成するものは「線虫えしリ，菌類(糸状菌)が

形成するものは「菌えしリ，細菌が形成するものは

「細菌えしリなどと呼ばれる.

えいには，植物細胞に肥大や萎縮，多核化など，

何らかの病理的な具常が生じたもののみが含まれ

る.したがって，見虫が葉を巻いたり緩ったりした

だけのものや，潜葉性昆虫が葉の内部にトンネルを

掘っただけのものは，えいとは呼ばない.また，細

胞分裂中の植物組織(例えば展開中の葉など)が昆

虫などにより物理的に損傷を受けた場合にも植物

組織に奇形が生じることがあるが，このような場合

もえいには含まれない.

本稿では，見虫(一部ダニも含む)が形成する虫

えいについて概説し，身近に見られるものの一部を

写真とともに紹介する.各虫えいの詳しい解説につ

いては，後述の湯川・桝田 (1996)などを参照され

たい.

虫えいは様々な昆虫により形成される.国内で

もっとも虫えい形成性の種が多いのはタマパエ(ハ

エ目:タマパエ科)の仲間であり，シダ植物から単

子葉植物まで，様々な植物に虫えいを形成する種が

知られている.この他，タマパチ(ハチ日:タマパ

チ科)，アブラムシやタマワタムシ(カメムシ目:

アブラムシ上科)，キジラミ(カメムシ目:キジラ

ミ上科)などが主要な虫えい形成昆虫である.また，

*佐賀大学農学部 (MakotoTokuda) 

誠ネ

昆虫以外の節足動物の中では，フシダニ(ダニ目:

フシダニ科)が様々な植物にえいを形成することが

知られている.

虫えい形成の適応的な意義とメカニズム

虫えい形成は，一般には形成者である昆虫側に一

方的な利益があり，えいが形成された植物には生産

性の低下などの不利益が生じる.したがって，虫え

い形成は，昆虫側の適応的な産物であると考えられ

る.昆虫にとっての虫えい形成の意義として，養分

の効率的搾取(栄養仮説)，捕食者や捕食寄生者な

どの天敵からの回避(天敵仮説)，乾燥などの不適

な環境への適応(微環境仮説)などが提唱されてお

り，様々な分類群や地域でこれらの仮説を支持する

結果が得られている(湯川・桝田 1996). 

微生物によるえい形成のメカニズムは分子レベ

ノレで、かなり明らかになっているのに対し，見虫によ

るえい形成の機構に関しては，詳細はまだ明らかに

なっていない.虫えいの形成は，多くの場合形成者

の摂食刺激，一部の場合産卵刺激により開始される

ことから，摂食時あるいは産卵時に植物体内に注入

される何らかの化学物質が虫えい形成のきっかけ

となることが強く示唆されている CMatsukuraら

2009，徳田 2011).また，最近の研究から，少なく

とも一部の虫えい形成昆虫は，自身で植物ホルモン

を合成する能力を有していることが明らかになっ

ており (Yamaguchiら 2012)，今後の研究の進展が

期待される.

虫えいに関する文献

国内で刊行されているもっとも本格的な虫えい

に関する文献は，湯川|・桝田 (1996) による「日本

原色虫えい図鑑Jである.本書は虫えい研究者に

とって「バイブノレJと言うべき文献であり，発行当

時までに圏内で確認されていた 1，400種類以上の虫

えいを豊富なカラー写真と共に紹介しているだけ

0369-5247/10/￥500/1論文/JCOPY
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でなく，国内外の虫えいに関する文献や，虫えい研

究に関するそれまでの膨大な知見が網羅されてお

り，虫えいの研究に携わる際には必読の書である.

本稿では，誌面の都合もあり，同文献で紹介されて

いる事項に関 しては，引用文献を明示しなかった.

より詳細を知りたい方は，同文献を参照されたい.

また，入門者にとっては，薄葉 (2003)および薄

葉 (2007)も有用であろう.前者はポケットサイズ

で，ほぼ全編がカラー印刷の図鑑であり， 126種類

の虫えいについて，形成者とえいの形状，形成者の

生活史や分布が解説されている.後者は虫えいに関

する文化誌や虫えいの生物学，ナチュラリストとし

ての著者の観察記録を分かりやすくまとめた著書

であり ，虫えいになじみのない方でも楽しめる内容

となっている.

身近で見られる虫えい

本稿では，身近に見られる虫えい 30種類を l.

常緑樹， 2. 落葉樹 3. つる植物， 4. 革本に形成

されるものの順で紹介する野外で探索する際の参

考となるように，虫えいが見つけやすい季節を [ ] 

付で示した.春，夏，秋，冬は，おおむね 3~5 月 ，

6~8 月， 9~ 1l 月， 1 2~2 月をそれぞれ目安と した

が，地域や年次によって若干異なる場合もあること

を留意されたい.

なお，各虫えいの解説中では，植物や昆虫は基本

的に和名のみで示した.虫えい形成者の学名は湯

川・桝田 (1996)に掲載されている.同文献の出版

以降，形成者の学名に変更があったものや特筆すべ

き新知見が得られたものに関しては，解説中で文献

図 l クスノキハクボミフシ

を示した.

近年の分子系統学的研究の進展に伴い，植物の高

次分類体系が革新的に見直されている (The

Angiosperm Phylogeny Group 2009). 本稿では，こ

の IAPG植物分類体系j と呼ばれる最新の体系に

沿った植物科名を使用したが，従来の科名と対象可

能なように適宜注釈を加えた.

虫えいの和名については，湯川 ・桝田 (1996)に

より命名法が提唱されており I寄主植物の和名+

形成部位(芽， 茎，葉，枝など) +虫えいの形状十

えいであることを示す‘フシ，Jの組み合わせで和

名を付けることとされている.本稿でもこの湯川 ・

桝田 (1996) による虫えい和名を使用した.

1 常緑樹に形成される虫えい

(1 )クスノキハクボミフシ(図1) [周年]

クストガリキジラミにより，クスノキ(クスノキ

科)の葉に形成される虫えいである.葉の表側が円

形に突出し，裏側はくぼんだ形状の虫えいで，新鮮

なものでは，裏側のくぼんだ部分に肩平な幼虫が l

匹はりついている.このような構造の虫えいはピッ

トゴール (pitgall)と呼ばれ，圏内でトガリキジラ

ミが形成する典型的な形状の虫えいである.クスノ

キ科では，この他，タブ トガリキジラミによりタブ

ノキやホソパタブに，また，ニッケイトガリキジラ

ミによりニッケイやヤブニッケイの葉にそれぞれ

同様の形状の虫えいが形成される(タブノキハクボ

ミフシ，ニッケイハミャクイボフシ)

(2)シロダモハコブフシ(図2)[初夏~翌春]

シロダモタマパエにより，シロダモ(クスノキ科)

図 2 シロダモハコブフシ
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に形成される虫えいである.えいのほぼ中心部に幼

虫室と呼ばれる空間があり，その中にタマパエの幼

虫が l匹生息している.関東の太平洋岸や伊豆諸島

の大島から三宅島まで，そして九州中南部などでは，

虫えいが葉表側に突出し，幼虫室が葉の表側に位置

するのに対し，関東の内陸部や八丈島，九州北部な

どでは，表側にはほとんど突出せず，幼虫室は裏側

に位置する(巣瀬 1981，Mishima & Yukawa 2007). 

本州から琉球列島にかけて，広く見られる虫えいで

ある.本州、|では，太平洋岸では比較的見つかりやす

いが， 日本海側では総じて密度が低い傾向がある

(徳田 ・湯川 2010).

(3) タブノキハウラウスフシ(図 3) [秋~翌春]

タブウスフシタマパエにより， タブノキ(クスノ

キ科)の葉裏に形成される虫えいである.白状の形

状で，上部に蓋のような植物由来の構造が付いてお

り，内部の幼虫室に l匹のタマパエが入っている.

台湾や東南アジア，イ ンドなどでは，同属別種のタ

マパエにより，タブノキ属植物の葉や枝に虫えいが

形成される.基本的な構造はハウラウスフシと同様

であるが，形状は大きく異なり ，細長いステッキ状

のものや，卵形で表面に毛が密生したものなど，昆

虫の種により形成する虫えいの形状が異なる

(Tokudaら 2008).また，圏内では，タブウスフシ

タマパエと同属の未記載種により ，ホソパタブの葉

にハウラウスフシよりも細し、壷状の虫えいが形成

される(ホソパタブ、ハウラツボフシ)• 

(4)ヤブ、ツバキハミャクフクレフシ(図4)[夏~

翌春]

ヤブツバキウロコタマパエにより，ヤブツバキ

図 3 タブノキノ¥ウラウスフシ

図4 ヤブツバキハミャクフクレブシ

(ツバキ科)の葉に形成される虫えいである.葉の

表側はわずかにしか隆起しないが，裏側は葉脈の周

辺が編み目状に大きく隆起するため，目線の高さの

枝であれば持ち上げて，葉裏側から探す方が発見し

やすい.内部の幼虫室には l匹の幼虫が入っており，

植物上の虫えい内で越冬する.葉あたりの密度は概

して低く ， 通常は 1~数個 しか形成されない.

(5)イスノキエダチャイロオオタマフシ(図 5)[初

夏~秋]

モンゼンイスアブラムシにより，イ スノキ(マン

サク科)の枝に形成される大型の虫えいであり ，直

径 8cmほどに達する.内部は中空で，時期によって

は多数のアブラムシが入っている秋には虫えいが

木質化して非常に堅くなるが，それ以前は柔らかく，

チョウ自の幼虫などにより加害され穴があく場合

がある.外部から小孔が空けられた場合，内部のア

ブラムシの l齢幼虫(兵隊幼虫)が，穴の付近に多

、

図 5 イスノキエダチャイロオオタ 7 フシ
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数集まり，尾端から体液を放出して穴を塞ぐという

現象が発見された (Kurosuら 2003).放出された体

液は間もなく固まり，人間で言えば「かさぶた」の

ような役目を担う.塞がれた部分を幼虫が内部から

継続的に刺激するこ とによって植物組織が再生し，

やがて虫えいにできた傷口が治癒することが判明

した (Kutsukakeら 2009). 

イスノ キの校には， チャイロオオタマフシの他，

いずれもアブラムシにより，オオナガタマフシ，コ

タマフシ，ナガタマフシ，ホソナガタマフシなど，

様々な種類の虫えいが形成される.

(6)イスノキハタマフシ(図的[春~秋]

ヤノイスアブラムシにより ，イ スノキの葉に形成

される虫えいである.イスノキには，上述のように

アブラムシによる様々な虫えいが形成されるが，ハ

タマフシは，中でももっともよく見られる虫えいで

あり ，関東地方から九州にかけては，自生・植栽を

問わず， イス ノキが生えていれば必ずと言っていい

ほど確認することができる.

イスノ キの葉には，イ スノアキアブラ ムシによる

イスノキハコタマフシも形成される.また，イスノ

キの実にはイスノキハリオタマパエによる虫えい

が形成される(イスノ キミコガタ フシ)(Uechi & 

Yukawa 2004) 

(7)モチノキメタマフシ(図 7)[周年]

ソヨゴタマパエにより，モチノキ(モチノキ科)

の服芽に形成される虫えいである (Tokuda ら

2004a) .タマパエが寄生すると服芽が肥大し， 球形

に近い形になる内部には複数の幼虫が入っている

ことが多く，それぞれがトンネル状の幼虫室を形成

図 6 イスノ キハタマフシ

図 7 モチノキメタマフシ

している.関東地方の平野部ではもっぱらモチノキ

に形成されるが， 山間部ではソヨゴ(モチノキ科)， 

北陸地方などではヒメモチ(モチノキ科)，西日本

ではナナ ミノ キ(モチノキ科)にも，本種により同

様の形状の虫えいが形成される (Tokudaら 2002).

同じモチノキ科のイヌツゲやその変種であるハ

イイヌツゲ(北日本など)，ハチジ ョウイ ヌツゲ (伊

豆諸島)，ナガパイヌツゲ(南西諸島)には，同属

近縁種のイヌツゲタマパエがよく似た形状の虫え

いを形成する (Tokuda ら 2004a，徳田ら 2012，

Tokudaら 2012).

(8)アオキミフクレフシ(図 8) [晩秋~翌春]

アオキミタマパエにより，アオキ(かつてはミズ

キ科で、あったが APG分類体系ではガリア科または

独立のアオキ科として扱われる)の実に形成される

緑色の虫えいである.アオキの正常実は椅円体で，

成熟すると表面が鮮やかな赤色になるが，本種が寄

図 8 アオキミフクレフシ(左側のものは正常な実)
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生すると形がいびつになり，全体または一部が緑色

のまま残る

同属近縁種のイボタミタマパエは，イボタノキや

ネズミモチ(モクセイ科)の実に緑色の虫えいを形

成する(イボタノキミミドリフシ，ネズミモチミミ

ドリフシ).冬季になると，成熟したイボタノキや

ネズミモチの実が黒みを帯びるのに対し，タマパエ

に寄生された虫えいは緑色のままであるため区別

できる.

2. 落葉樹に形成される虫えい

(1)クリメコブズイフシ(図 9)[春~夏]

クリタマパチにより，クリ(ブナ科)の新芽に形

成される虫えいである.新芽が肥大し，春先は桃赤

色，やがて緑色へと変化する.タマパチの仲間は，

多くがブナ科コナラ属に虫えいを形成することが

知られているが，本種はクリのみに虫えいを形成す

る.1940年頃に中国から侵入したものと考えられて

おり， 1941年に岡山県で確認されて以降，沖縄を除

く日本のほぼ全域に急速に分布を拡大し，ニホング

リに甚大な被害をもたらした(村上， 1997).近年，

イタリアでも侵入が確認され，ヨーロッパで、分布が

拡大している (Quacchiaら 2008)

(2)ブ、ナハカイガラフシ(図 10) [夏~秋]

ブナカイガラタマパエにより，ブナ(ブナ科)の

葉に形成される三枚貝のような形状の虫えいであ

る.葉の表側では葉脈に直立した状態で形成される

のに対し，裏側で、は脈問に横たわった状態で形成さ

れる.両者を形成するタマパエの幼虫や成虫の形態

に違いは認められないが， ミトコンドリア DNAの

図9 クリメコブズイフシ

図10 ブナハカイガラフシ(葉表に形成されたもの)

遺伝子配列はわずかに異なることが知られている

(Sato & Yukawa 2004). 虫えいは初夏から顕著に

なり，秋には葉とともに地上に落下する.

ブナには様々なタマパエにより少なくとも 26種

類の虫えいが形成されることが知られており

(Yukawaら 2005)，国内でもっとも多種類の虫え

いが確認されている植物である.

(3) エノキハトガリタマフシ(図 11) [春]

エノキトガリタマパエにより，エノキ(かつては

ニレ科であったが APG分類体系ではアサ科)の葉

や葉柄，新梢などに形成される円錐形の虫えいであ

る.内部は大きな空洞になっており 1匹の幼虫が

入っている.虫えいは 5~6 月になると内部に幼虫

が入ったままの状態で葉から落下するため，樹上の

葉では初夏以降は円形の落下跡しか見られない

(4) ケヤキハフクロフシ(図 12) [初夏~秋]

ケヤキヒトスジワタムシにより，ケヤキ(ニレ科)

図11 エノキハトガリタマフシ
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図12 ケヤキハフクロフシ 図13 ヌルデハイボケフシ

の葉に形成される虫えいである.幹母(虫えい形成

世代)が葉の裏側から吸汁することにより，その部

分が表側へと持ち上がり，葉裏を内側にした袋状の

虫えいとなる

ケヤキの葉には他のタマワタムシによってハベ

リタマフシやノ、ベリヒメタマフ、ン，ハマキフシと

いった虫えいが形成されるが，中でもハフクロフシ

はもっともよく見られる虫えいであり，公固などで

もしばしば非常に高密度でこの虫えいが形成され

た株が見られる.

(5) ヌルデハイボケフシ(図 13) [初夏~秋]

ヌルデフシダニにより，ヌノレデ (ウルシ科)の葉

に形成された虫えいである.表側は不整形のイボ状

に盛り上がり ，葉裏側は凹んで毛が密生し，その部

分にダニが生息する.フシダニによる虫えいには，

このようなハイボケフシ状のものが多く ，様々な植

物に虫えいが形成される

フシタ守ニは微小であり，成虫でも一般に体長

O. 2111111 ほどしかない上，虫えい内ではほとんど移

動しないため， 肉眼で観察するのはきわめて困難で

ある.実体顕微鏡下で観察すれば，細長い微小なフ

シダニが虫えい部分に存在することが確認できる.

(6)エゴノネコアシ(図 14)[春~夏]

エゴノネコアシアブラムシによりエゴノキ(エゴ

ノキ科)の版芽に形成される虫えいである.古くか

らよく知られている虫えいの lつであり，例外的に，

通称名が現在も虫えい和名としてそのまま使用さ

れている.図のようにバナナの房状に見えることも

あるが，形状にはかなりの変異があり 1木 1本の

「バナナJ(専門的にはサブゴールと呼ぶ)がこの

図よりも太短く近接した状態の虫えいでは，あたか

もネコの足先のように見えることもある.例えば，

図14 エゴノネコアシ

シーボルトの「日本植物誌J(木村・大場 1992)の

エゴノキの彩色図の中には，まさに「猫足j のよう

なこの虫えいが鮮やかに描かれている.成熟した虫

えいが見られるのは初夏であるが，それ以外の季節

でも樹上に残った枯れた虫えいの跡は確認できる.

(7)エゴノキハヒラタ マルフシ(図 15)[春~初夏]

エゴタマパエにより，エゴノキの葉に形成される

やや扇平な球形の虫えいである.葉裏側は球形に近

い形状なのに対し，表側はやや平滑である.内部は

媛質で，中央の空間に 1匹の幼虫が入っている.幼

虫は初夏には成熟して地上に落下する.

エゴノキの葉には，ハヒラタマルフシの他，ハイ

ボフシ，ハウラケタマフシ，ハツボフシ，ハミドリ

タマフシなど，タマパエにより様々な虫えいが形成

される (Tokudaら 2004b，2006， 2012). このほとん

どは未記載種によるものであり，今後の分類学的研

究が必要で=ある.
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図15 エゴノキハヒラタマノレフシ

図17 フウトウカズラハチヂミフシ

(8)ハコネウツギメタマフシ(図 16)[春~夏]

ノブドウミタマパエにより ，タニウツギやノ¥コネ

ウツギ，ツク シヤブウツギなどタニ ウツギ属植物

(スイカズラ科，ただし APG分類体系では狭義の

スイカズラ科には含まれず，独立のタニウツギ科と

して扱われる場合もある)の芽に形成される芽キャ

ベツのような形状の虫えいである .本種は季節に

よって異なる植物を利用することが知られており，

タニウツギ属には秋に成虫がやってきて産卵する.

虫えいは翌年の 5月頃から急速に成長し， 7月頃に

成虫が羽化する.羽化 した成虫はノブドウ(ブドウ

科)の実に産卵し，次世代はノブドウに虫えい(ノ

ブドウミフクレフシ)を形成する.本州以南ではノ

ブドウ上で数世代を繰り返 し，秋にタニウツギ属に

戻ってくる CUechiら 2004，Uechi & Yukawa 2006) . 

3 草本性および木本性つる植物に形成される虫え

(1)フウトウカズラハチヂミフシ(図 17)[周年]

図16 ハコネウツギメタマフシ(右側は正常な芽)

図 18 ノイバラハタ7 フシ

フウ トウカズラクダアザミウマ(アザミウマ目:

クダアザミウマ科)により，フウトウカズラ(コショ

ウ科)の葉に形成される虫えいである.葉の一部ま

たは全体が縮れてやや黄繰色を帯び，内側(葉裏側)

にはアザミウマの幼虫や成虫が群生するフウトウ

カズラが生えていれば，かなり高頻度で見つかる虫

えいである.

(2) ノイバラハタマフシ(図 18) [夏]

パラタマパチによりノ イバラ(パラ科)のおもに

葉裏に形成される虫えいであり ，通常は球形に近く

わずかに突起を生じる程度であるが，同居性のタマ

パチに寄生された場合には突起が発達し，コンペイ

トウに似た形状になる場合が多い.成熟後の虫えい

は業から離れて落下しやすいので，採取する際には

注意が必要である

(3)ヤマブドウハコブフシ(図 19) [夏~秋]

ヤマブドウハコブタマパエにより，ヤマブドウ

(ブドウ科)の葉に形成される準球形の虫えいであ

る.虫えいは夏から秋にかけて成長し，やがて裂開
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図19 ヤマブドウハコブフシ 図20 ヤマブ ドウハ トック リフシ

図21 カラスウリツノレフクレフシ

して内部の幼虫が地上に落下する.

九州や南西諸島では，エビ、ヅ、ルに同様の虫えいが

形成されることが知られている (エビヅルハコブフ

シ)

(4) ヤマブドウハトックリフシ(図 20) [夏~秋]

ブ ドウト ック リタマパエにより ，ヤマブドウの葉

に形成される円錐形の虫えいである.日向に形成さ

れた虫えいは，図のように鮮やかな赤みを帯びる

北海道や東北地方など，比較的寒い地域で見られる.

虫えいは夏から秋にかけて成長し，冬までに葉から

地上へと落下する.

(5)カラスウリツルフクレフシ(図 21) [夏~秋]

ウリウ ロコタマパエにより，カラス ウリ(ウリ科)

などの茎が紡錘形に肥大した虫えいである.内部に

は複数の幼虫が入っていることが多い.

ウロコタマパエ属のタマパエは，植物の校や茎に

虫えいを形成するものが多く (Yukawa ら 2005)， 

草本性のつる植物では，ヤマノ イモやオニ ドコロ

(ヤマノイモ科)にも，ヤマノイモウロコタマパエ

図22 キヅタツボミフク レフシ

により類似した形状の虫えいが形成される(ヤマノ

イモツルフクレフシ，オニドコロツルフクレフシ).

(6)キヅタツボミフクレフシ(図 22)[春]

キヅタ ツボ ミタマパェにより ，キヅタ (ウコ ギ科)

の昔に形成される虫えいである.奮が通常より も大

きく膨れ，内部はスポンジ状で，中心部の幼虫室に

1匹の幼虫が入っている.

同属別種のキヅタミタマパエは，キヅタの実に虫

えいを形成する (キヅタ ミフクレフシ) ツボミフ

クレフシが顕著に肥大するのに対し，ミフクレフシ

は外見上わずかにいびつになるだけのことも多く ，

正常な実と 区別がつきに くい (Uechiら 2005，薄葉

2007) 

(7)テイカカズラネコブフシ(図 23)[周年]

テイカカズラネコブタマバエによって，テイカカ

ズラ (キョウチクトウ科)の気根 (地表部の根)に

形成される球形の虫えいである.樹木に巻き付いた

テイカカズラのつるを樹幹からはがして気根部分

を探すと見つけやすい
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図23 テイカカズラネコブフシ

図25 へクソカズラツボミマルフシ(矢印)

(8) テイカカズラ ミサキフクレフシ(図 24) [秋]

テイカカズラミタマパエにより，テイカカズラの

実に形成される虫えいである.正常な状態では， 2 

本の細長い実が逆 V字型で対をなす形になるが，タ

マパエが寄生すると先端部が癒合して肥大し，勾玉

を連想させるようなユニークな形状となる 癒合・

肥大した部分の内部には多数の幼虫室があり，それ

ぞれに l匹のタマパエ幼虫が入っている.

(9)ヘクソカズラツボミマルフシ(図 25)[夏~秋]

ハリオタマパエ族 (Asphondyliini) に属するタマ

パエの一種により，ヘクソカズラ(アカネ科)の昔

に形成される虫えいである.正常な昔が細長い円柱

形であるのに対し，タマパエが寄生すると基部が膨

らみ，やや洋梨のような形状を呈するので区別でき

る.

なお，別種のへクソカズラツボミタマバエは，ヘ

クソカズラツボミホソフシと呼ばれる虫えいを形

成する.この虫えいは，蓄の基部がわずかに膨らむ

他は正常な昔と外見上区別が難しいため，解剖して

昔の内部を確認してみなければ虫えし、かどうかの

図24 テイカカズラミサキフクレフシ(左下は正常
な実)

図26 イノコヅチクキマノレズイフシ

判断がつき にくい場合もある.

4. 草本に形成される虫えい

(1)イノコヅチクキマルズイフシ(図 26)[春~秋]

イノコヅチウロコタマパエにより，イノコヅチや

ヤナギイノコヅチ(ヒユ科)の茎に形成される虫え

いである.茎の節の部分が顕著に肥大し，内部には

複数の幼虫が入っている.道端や草原で比較的よく

見られる虫えいである.

なお，イノコヅチには，別のタマパエにより，実

に虫えいが形成される(イノコヅチミフクレフシ)• 

この虫えいは，イノコヅチの胞果がほぼ球形に膨れ

たもので，秋にのみ見られる.

(2)オトコエシ ミフク レフシ(図 27)[秋]

オトコエシニセハリオタマパエにより，オトコエ

シ(オミナエシ科;ただし APG分類体系では広義

のスイカズラ科に含められることがある)の実に形

成される虫えいである正常な実よりも肥大しでほ

ぼ球形となり，表面は淡黄色を呈する.

キク科のアキノキリンソウやゴマナ，シラヤマギ
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図27 オトコエシミフクレブシ(矢印)

図29 ヨモギクキワタフシ

ク，ノコ ンギク，ハンゴンソウ， ヒヨドリ パナの花

にも類似した形状のハナフクレフシが形成される

ことが知られている.このうち，ゴ、マナハナフクレ

フシの形成者はオ トコエシニセハ リオタマパエ と

同属のタ マパエによるものであることが判明 して

いるが，他は未同定種である (Tokudaら 2003) い

ずれの虫えいも秋に顕著になる.

(3) ツワブ、キハグキフクレフシ(図 28) [周年]

ツワブキケブカミパェ(ハエ目:ミパエ科)によ

り，ツワブキ(キク科)の葉柄に形成される虫えい

である.葉柄部が紡錘形に肥大し，内部には複数の

幼虫が入っているある程度の規模のツワブキの群

落で葉をかき分けて葉柄部を探せば，比較的よ く見

つかる虫えいである.

(4)ヨモギクキワタフシ(図 29)[春~秋]

ヨモギワタ タマパエによりヨモギ(キク科)の茎

に形成される虫えいであり ，表面に白い毛が密生 し

ているため，綿塊のよう に見える徒長したヨモギ

図28 ツワブキハグキフクレフシ

区130 ヨモギハエボシフシ

の茎にこの虫えいが形成されていると ，離れた所か

らでも非常によく目 立つ.

(5)ヨモギハエボシフシ(図 30) [春~秋]

ヨモギエボシタマパエによりヨ モギやオト コヨ

モギ，オオヨモギの葉に形成される虫えいである.

国内で，外来のヨモギ属にこの虫えいが形成された

事例も報告されている (Noharaら 2007).円錐形の

虫えいで，形状が烏帽子に似ているためエボシフシ

と呼ばれる.主として葉の表側に形成され，やや赤

みを帯びること が多い.

ヨモギの芽や葉，茎には，タマパエの仲間により

様々な 虫えいが形成される(例えば Ganaha ら

2007a， b)が，なかでもハエボシフシはもっとも高

頻度で、見つかるものの lつである.

おわ りに

虫えいは，植物組織や器官が変形してできたもの

であり， 生きた植物細胞で構成されているが，その
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形状は昆虫などの形成者により決定され，同じ植物

上でも，形成者が違えばまったく異なる形状の虫え

いが形成される.虫えいの形状のみから形成者を特

定できる場合も多く，まさに植物細胞で作られた見

虫の「延長された表現型」と見なすことができる.

正常な植物の発生過程では決して虫えいような

構造は形成されないため，植物側の立場から考えれ

ば，虫えいは「奇形j と言える.しかしながら，虫

えいを形成する昆虫は，寄主植物の芽や葉などの特

定の部位に，いつも決まった形の虫えいを形成する

ため，昆虫にとってみれば，それが「正常形」であ

る.昆虫がどのように植物を操作して，このような

特異な構造を形成しているのか，そのメカニズムは

非常に興味深い.

虫えいは顕著な構造である上，植物体上に長期間

残存するものも多いため，短時間の調査でも容易に

発見することができ，虫えいの存在から，その形成

者の分布や密度を推定することも可能で、ある.また，

虫えいは，その形成者のみならず，捕食者や捕食寄

生者，同居者，跡地利用者など，様々な生物が利用

することが知られている CYukawa& Rohfritsch 2005， 

Tokuda 2012). 虫えいをめぐる生物同土の相互作用

も非常に興味深い研究対象である COhgushi2005， 

杉浦・山崎 2012).

前述のように，日本国内では 1，400種類以上の虫

えいが確認されており，現在でも毎年のように新た

な虫えいが発見されている.本稿で紹介した虫えい

は，これまでに知られているもののごく一部に過ぎ

ない.しかしながら，本稿が読者の虫えいに対する

興味を少しでもかき立て，身近な虫えいに目を向け

るきっかけになれば非常に幸いである.
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