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ミカンキジラミ成虫の耐寒性 T

芦原亘

独立行政法人農業 ・食品産業技術総合研究機構果樹研究所

Cold Hardiness of Adult Asian Citrus Psyllid， Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae). Wataru ASHIHARA National 

Institute of Fruit Tree Science， National Agriculture and Food Research Organization; Fujimoto 2-1， Tsukuba， Ibaraki 

305-8605， Japan. Jpn. Jバppl.Entomol. 2001. 51: 281-287 (2007) 

Abstract: The survival of Diaphorina citri adults during the winter in Tsukuba (Ibaraki， Japan) and under various 
low temperatures was investigated. When adults were released into a screened cage containing a potted Citrus unshiu 

tree in the field in Tsukuba， new generation adults emerged and reached a peak in late October. Rapid population de-

cline was not observed by December 24 when daily minimum temperatures had decreased below OOC for 4 days and an 

extreme low temperature reached -3.90C. Adults died between December 25 and January 5， when daily minimum tem-

pera旬reswere continuously below OOC and an extreme low temperature reached -6.40C. When adults maintained at 
150C on Murraya paniculata and C. unshiu were transferred to the field in Tsukuba in mid-January and early February， 
they did not die immediately， even though the minimum temperature decreased below -40C on the first and third days 
after transfer. Mortality trends did not di宵erbetween D. citri maintained on M. paniculata and C. unshiu. When adults 

were exposed to temperatures decreasing at IOC/h， mortality rates were 58 and 89% at -10 and -11 oC， respectively. 

At a constant temperature of -60C， it took 4 hours to reach 50% mortality. At constant temperaωres of 12.5 and 150C， 
psyllid adults on M. paniculata survived for more than 50 days. Mean adult longevity decreased as tempera旬resfell 

below ¥OoC. With water alone and without water or leaves， the longest longevity (34 and 28 days， respectively) was ob-
served at 12.50C. Mean adult longevity on M. paniculata under alternating temperatures of 12.50C (12 h)/50C (12 h) 

was more than 50 days， 10nger than at a constant temperature of ¥OoC (38 days). These results suggest that maximum 
and minimum temperaωres are more important than the mean temperature in determining winter survival ofthe psyllid， 

and they would be able to survive the winter in areas where mean daily minimum and maximum temperatures of the 

coldest month are above 5 and 12.50C， respectively. 
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ミカンキジラミ Diaphorinacitriはカンキツグリーニング

病 (HLB)のアジア型病原体 CandidatusLiberibacter asiati-

cusを媒介するカンキツ類の重要害虫である (Martinezand 

Wallece， 1967; Capoor et al.， 1974). 本種はわが国では奄美

大島以南に分布しているが (Miyatake，1965)，近年， 屋久

島(牛牧， 2002)や鹿児島県指宿市(井上，2007) でも発

生が確認された. 一方， HLBは 1988年に西表島で権病樹

が確認されて以来 (Miyakawaand Tsuno， 1989) ，奄美大島

を除く奄美群島にまで分布を拡大している u賓島ら， 2003; 

橋本ら， 2006). また，ミカンキジラミが分布していたブ

↑果樹研究所業績番号 1464

ラジルでは 2004年にサンパウロで HLBの擢病樹が発見さ

れ，被害が拡大している (Coletta-Filhoet al.， 2004). さら

にフロリダでは 1998年にミカンキジラミが侵入し (Halbert

et al.， 2002)， 2005年に HLBの発生が確認された (Bove，

2006) .このように HLBとミカンキジラミ は世界的に分布

拡大傾向にあることから 両者の未発生地では侵入に警戒

を深めている.

ミカンキジラミは熱帯・亜熱帯のカンキツ栽培地帯に分

布しており (Catling，1970) ，レユニオン島 (Catling，1973) ， 

中国 (Zhao，1982; Yang et al.， 2006) やネパール(芦原，

1988)の標高の高い場所にはミカンキ ジラミの発生が認め

られていない.このような分布や季節的消長の特徴から，
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本種は比較的高い気温の地域に適応した昆虫であり，冬期

の低温が分布の限定要因として重要な役割を果たしている

と考えられている (Otake，1990; Yang et al.， 2006). 本種は

ミカン科のカンキツ属 Citrusやゲッキツ属 Murrayaを寄主

とするが，芽や展葉初期の新梢でしか増殖出来ない (Hu-

sain and Nath， 1927). また，終齢幼虫は 150C以下で死亡

する (Nakata，2006). 九州本土を含むカンキツの主要産地

でのカンキツ類の発芽時期は春，夏，秋の 3期に限られて

おり，冬期には発芽しないこと(岩崎， 1953)，最寒月の

日最高気温平均が 150C以上となるのは屋久島以南である

こと(気象庁)，中国におけるミ カンキジラミの分布北限

での越冬ステージが成虫であることなどから (Yanget al.， 

2006) ，九州本土南部のような分布の北限での越冬ステー

ジは成虫と考えられる.芦原 (2004) は本種の九州本土で

の分布の可能性を推定するため 成虫を九州本土中南部の

冬期の気温条件下で飼育し 鹿児島県枕崎市のような温度

条件では越冬し，翌春に産卵できる可能性を示唆した.ま

た，水野ら (2004) は鹿児島市の冬期を模倣した条件で成

虫を飼育し， 2月下旬まで生存した個体は産卵能力を保持

していること示した.その後 2006年に指宿市で本種の発

生が認められたが，越冬可能域を広範囲に推定するにはミ

カンキジラミの耐寒性の特徴を明らかにする必要がある.

このため，茨城県つくば市の野外 (N3603'，EI4006') にお

けるミカンキジラミの冬期までの生存消長と冬期に成虫を

野外に移した場合の死亡過程を明らかにするとともに，成

虫を各種低温条件下で飼育して耐寒性の特徴を解析し ，本

種が越冬可能な条件について考察したので，その結果を報

告する.

本文に入るに先立ち，供試虫の準備に協力いただいた果

樹研究所 池田綱介博士(現財団法人岡山県環境保全事

業団)と井上広光博士に感謝の意を表する.

材料および方法

1. 供試毘虫

2003年に奄美大島(能郷町， N28025'， EI29035') で採集

し，果樹研究所内の温室内 (20-40oC) においてゲッキツ

Murraya paniculataの実生苗で継代飼育しているミカンキジ

ラミを用いた.

2. つくば市の野外条件での生存消長

1)冬期までの生存消長

温室内のゲッキツに産下させた卵を自然採光の恒温室内

(23-270C，以下同様)で飼育し，羽化後 2-6日経過した

ものを供試虫とした. 2004年 8月 20日に鉢植えのウン

シュウミカン Citrusunshiu (r興津早生J，1年生)を入れ

た飼育ケージ (73X73X108 cm) に供試虫を 40個体放飼し

た.ケージの側面のうち ，2面は寒冷紗，他の 2面は透明

塩化ビニルを，上面は 10月28日までは透明塩化ピニル，

以降は寒冷紗を張った.放飼後定期的に生存成虫数と長さ

が約 0.5cm以上で自己努定前のウンシュウミカンの新梢

数，並びにケージ内の温度を記録した.

2) 冬期の生存消長

上記と同様の条件下で飼育し，羽化後 3-4日経過した

成虫を 230C (16L:80) の条件でゲッキツ実生とともに ，

約¥0日飼育した.これらを餌植物が入ったポリプロピレ

ン製遠沈管(直径 30mm，長さ 115mm) に収容し ，シ リ

コセンでふたをした.餌植物は水を入れたサ ンプルチュー

ブに挿したゲッキツの枝またはウンシュウミカン (r興津

早生J)葉である.この遠沈管を 17.50Cに3-4日，次いで

150Cに3-4日間保持し， 2005年 l月 11日と 2月 l日に，

2段重ねして野外に置いた側面が格子状のコンテナー

(50X33X30cm) の上段に収容した.コンテナーには温度

記録のために熱電対を挿入した遠沈管も収容し ，合板で

覆った.以後，定期的に取り出して恒温室に移し ，2日目

に生死を記録した.供試個体数は l区 (Fig.2の各プロ ッ

ト)につき 20個体以上とした.

3. 成虫の低温条件における生存消長

成虫の耐凍性並びに低温恒温と低温変温条件下における

生存消長を調査した.耐凍性と低温恒温条件下での調査で

は供試虫を 2.-2) と同様に準備したが，低温変渇条件で、は

羽化成虫を新たなゲッキツの実生に移し替え，恒温室で 10

日間 ，150Cで 7-10日間飼育したのちに管瓶に収容した.

耐凍性の試験時には遠沈管をアク リロニトリルスチレ ン製

デシケータ (224X200X170mm) に，低温恒温と低温変温

条件では無機塩の飽和水溶液で湿度を調節したポリ プロピ

レン製密閉容器 (250X356X165 mm)に収容して試験条件

に置いた.12.50C以上の恒温条件と 50C(12h)112.50C (12h) 

の変温条件では各温度区について 20個体以上供試し，同

一個体の生死を経時的に調査したが，それ以外の条件では

調査間隔ごとに 20個体以上を恒温室に移し ，2日目に生

死を判定した.

1 )耐凍性

つくば市の最低気温が零下となるときには，おおむね，

l時間で IOC程度の割合で低下する.そこで，成虫を 100C

に24時間， 50Cに3時間維持し ，次いで、l時間当たり IOC

の速度で低下させ，① -7，-8， -9，一 10，一IIOCに達したと

き，並びに② -60Cとなったときに定温とし， 1-5時間経

過したときの生死を調査した.

2)低温恒温条件における生存消長

1.5-150Cの恒温条件下において，ゲッキツ給餌，水の

み給餌，および無給餌における生存消長を調査した.ただ

し，一1.50Cではゲッキツ給餌区のみとした.水給餌区で

は，遠沈管をアクリルキャップで密閉したが，キャ ップの

裏側に水で湿らせた脱脂綿を載せ，滅紙で覆った.無給餌

区では直径 2cmの穴を開け，テトロンゴースを張った
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キャップで藁をした.ゲッキツ給餌区は硝酸カリウム(水

分の供給がない密閉状態でほ 94%R.Hに保持される)，水

給餌と無給餌は塩化ナトリウムの過飽和溶液 (75%R.H に

保持)で湿度を調節した.

3)低温変温条件における生存消長

3.-2) のゲッキツ給餌区と同様の容器に入れて ，OOC 

(12h)/50C (I2h) ， OOC (12h)/10oC (12h)， OOC (12h)1 

12.50C (I2 h) と50C (12h)Il2.50C (12h) の変温条件下で

飼育した.

結果および考察

1. つくば市の野外条件での生存消長

1)冬期までの生存消長

野外ケージに放飼した成虫のうち 20%がウンシュウミカ

ンに定着した.寄生数は新梢の発生後に噌加し始め， 10月

26日には 216個体に達した.寄生数はその後ゆるやかに減

少し， 12月24日には 103個体が生存していたが月 5

日の調査では死滅していた (Fig.1). 芦原 (2004) はミカ

ンキジラミの成虫を発生地である沖縄県名護市の秋期~春

期の気温を再現した変温条件下で飼育し，ウンシュウミカ

ンで 4か月以上生存したことを報告している.また ，250C 

におけるウンシュウミカンでの平均寿命は 80日で，90日

以上生存する個体もある(井上・ 芦原，未発表).このよ

うなことから，本調査での主な死亡要因は自然死亡ではな

く，冬期の低渦と思われる.急激な死亡が起きる前の 12

月3日-12月24日の聞の最低温度と最高温度の平均はそ

れぞれ 2.30Cと22.IOCで最低温度が OOC以下となった日

が4日あり，最低極温は -3.90Cであ った.したがって，

このように最低温度が OOC以下となる日が数日続くような

条件でも成虫はほとんど死亡しないものと思われる.急激

な密度低下が認められた 12月25日-1月5日では最低温

度が OOC以下の日が連続し，最低極温は 6.40C，最低温

コ
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hトー

o 100 。
z 50 

O 

New shools 
pー---0.、
〆司、

度と最高渇度の平均はそれぞれ 3.30Cと 17.60Cであった.

2) 冬期における成虫の生存消長

冬期の死亡経過を明らかにするため ，成虫を l月 II日

と2月 l日に野外に置いて生存消長を調査した (Fig.2). 

水野ら (2004) も報告しているように，生存期間の性差は

認められなかったので，以下，雌雄をこみした値を示す.

l月 1I日に設置した場合 翌朝と 3日目に最低温度がそ

れぞれ -40Cと -50Cとなり 2月 l日設置では翌朝と 3

日目に -4.20Cと-5.IOCに低下したが，このときに生存率

が極端に低下しなかった.したがって，ここで観察された

密度低下は凍死のような直接死によるものではないと考え

られる.野外に設置後，死滅までの日数が l月 II日設置

では約 20日， 2月 l日設置では約 15日であった.この間

の日最低温度と日最高温度の平均は， 1月 日 日設置区で

はそれぞれ一1.20Cと8.70C. 2月 l日設置では -2.60Cと

8.80Cであった.死滅までの日数の違いはこの温度差によ

ると思われるが，さらにデータを蓄積して解析する必要が

ある.食餌植物による生存消長の差は認められなかった.

3)耐凍性

前項の調査で成虫は -50Cに遭遇しでも，その日のうち

に死亡しなかったので， -60C以下に冷却あるいは 60C 

に維持し，直接死をもたらす条件を調べた (Fig.3). -60C 

以下に冷却し続けた場合 -90Cに達するまでの生存率は

89%以上であり ，一100Cになると 42%，-lloCで 11% に

低下した.また， -60Cに達したときにその温度を維持し

た場合， 1-3時間後の生存率は 76%以上で， 4時間後に

50%， 5時間後に 20%となった.東海地方や西日本のカン

キツ栽培地ではこのような低温条件に遭遇することはまれ

である. したがって，多くのカンキツ栽培地域ではミカン

キジラミ成虫の低温による直接死はほとんど起こらないも

のと思われる.

Maximum 
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Fig. 1. Seasonal change in the number of D. citri adults and number of new shoots on a potted C. unshiu， and daily minimum and 

maximum temperature in a screened cage in the自eldin Tsukuba合omAugust 2004 to January 2005. 
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fig. 2. Surviving D. citri adults with M. paniculata and C. unshiu 

leaves， and daily minimum and maximum temperatures in in-

sect-rearing tubes in the自eldin Tsukuba. Test insects were 

kept in the自eldfrom January I I and february 1， 2005 
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fig. 3. Surviving D. citri adults at subzero temperatures. The 

temperature was maintained at 50C constant for 3 h， then de-

creased by IOC per hour (-) or was kept at -60C constant (---) 

after the temperature reached -60C.ロ:Survival rate when the 

temperature decreased continuously.・:Survival rate when the 

temperature was maintained at -60C. 

4)低温恒渇条件における生存消長

-1.5-150Cの恒温条件で成虫を飼育した場合の生存消長

と半数致死時間 (LT50) (Bliss， 1935における濃度を時間，

LD50をLT50として算出した)をそれぞれ Fig.4， 5に示す.

ゲッキツを食餌とした場合， 12.50Cと 150Cでは50日以上

生存したが， LT50は 100Cで38日となり，低温になるほど

短くなった.150Cの水給餌と無給餌区での LT50は 16日と

9日であったが， 12.50Cの水給餌では 34日で，無給餌区

でも 28日と長かった.両区での生存期聞は 100Cで短く

なったことから， 12.50C前後がエネルギー消費が少なく，

低温の悪影響も少ない温度と思われる. lOoC以上ではゲッ
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fig. 4. Surviving D. citri adults at di庁erentconstant temperatu閃 S

when maintained on M. paniculata leaves (Murraya)， wet自Iter

paper (Water) and without water and leaves (None) 
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fig. 5. L:丁目(medianlethal time in days) for D. citri adults held at 
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4). Vertical bars indicate 95% confidence intervals 
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キツ給餌区の寿命の方が水給餌区より長かったが ，7.soC 

以下では差が認められなくなった.したがって，生存に有

効な吸汁は 100C未満-7.50Cになると阻害されると考えら
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れる.

昆虫の耐寒性についてはこれまで多くの報告や総説があ

るが (Bursell，1974; Lee and Denlinger， 1991 参照)，ほとん

どが温帯に分布する種の冬期の低温への適応現象解明を目

的としたものである.熱帯，亜熱帯産見虫については小

泉・柴田 (1964a，b， c)のウリミパエとミカンコミパエの

発育と生存に及ぼす低温の影響以外に詳しく調査されたも

のは少ない.この報告では両ミパエの摂食可能な低温限界

は90Cで， 80C以下になると成虫の寿命が短縮したとして

おり ，ミカンキジラミ も似た特徴を備えていると思われる.

ミカンキジラミの従来からの分布北限である奄美大鳥の名

瀬の最寒月における月最低気温は 日80Cで月最高気温は

17.40Cである(気象庁).したがって，10てという温度は

このキジラミが従来の分布域ではほとんど遭遇しない条件

で，適応の範囲外にある.このため， 100C以下の温度では

何らかの生理的傷害が生じ その蓄積により生存期間が短

縮するものと推定される.

5)低温変温条件における生存消長

Fig.6には OOC，50Cと¥OOC，12.50Cを 12時間サイクル

で組み合わせた変温条件での生存消長を恒温条件下のもの

と併せて示した.OOCl50CとOOCI10oCにおける LTsoはそれ

ぞれ，10-15日と 25日で，各試験区の平均温度である

2.50Cと 50C恒温におけるよりも長か った.また

。oCI12.50Cと50C/12.50Cでの LTsoはそれぞれ 32日と 50日

以上で，平均温度より高温の 7.50Cと ¥OoCにおけるより

長かった.小泉 ・柴 田(1964b) はウリミパエとミカンコ

ミパエの成虫の変温での寿命は夜間が摂食不能の 80C以下

のときは， 畳間混度に無関係にその平均温度におけるより

短かかったことを報告している.ミカンキジラミでは変温

条件における寿命はその平均温度におけるよりも長いので，

野外での生存期間を推定する場合，平均気温ではなく変温

条件を考慮、して検討する必要があると考えられる.芦原
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Fig. 6. Surviving D. citri adults under varying temperatures 
regimes: QOC (12h)/50C (12h)， QOC (12h)!I0oC (12h)， OOC 
(12h)/12.50C (12h) and 50C (12h)/12.50C (12h)， and at con-
stant temperatures ofO， 2.5， 7.5， 10 and 12.50C (data from Fig. 
4) on M. paniculata leaves 
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(2004) は枕崎の秋~春期の気温を再現した条件下で飼育

すると ，50%以上が 4月まで生存したことを報告している.

このときの最寒月である ，1月の月最低温度は 4.70C，月

最高温度は 12.80Cで平均は 8.80Cであ った.これらから，

最寒月の最低気温が 50C以上 最高気温が 12.50C以上の

地域はミカンキジラミの越冬可能域に含まれると推定して

よいと思われる. 2006年9月には指宿市のゲッキツの垣根

で本種の発生が認められたが(井上， 2007)，岡市におけ

る過去 20年間における最寒月(1月)の月最低気温は

4.50Cで月最高気温は 12.50Cで，2006年 l月ではそれぞ

れ，5.10Cと 13.10Cであ った(気象庁).指宿市で発見さ

れた個体群は数カ所に分散しており(井上， 2007)，ミカ

ンキジラミの飛期能力が低いことから，越冬したものと思

われるが，現地での越冬生態調査が望まれる.芦原 (2004)

によれば，鹿児島県阿久根市の条件でも供試個体群によっ

ては 40%程度が越冬し，長崎県口之津町では 6%が越冬し

た.今回の試験条件は限られたものなので，より詳細に調

査し，越冬可能域を広範囲に推定するためのデータを蓄積

する必要がある.

摘 要

茨城県つくば市で，ウンシュ ウミカ ンを収容したケー ジ

にミカンキジラミ の成虫を放飼すると，寄生数は ¥0月下

旬にピークとなった.12月下旬までに OOC以下となった日

が数日あり ，最低極温は -3.90Cであったが，急激な密度

低下は認められなかった.以後，日最低温度が OOC以下の

日が連続し，最低極温が -6.40Cとなる日もあ った l月上

旬までにすべての個体が死亡した.成虫を l月 11日に野

外に置いた場合 ，翌朝と 3日目に最低温度がそれぞれ

-40Cと-50Cとなり， 2月 l日設置では翌朝と2日目の最

低温度は -4.2と 5.10Cに低下したが，このときに生存率

が極端に低下しなかった.成虫を l時間に IOC低下する条

件で飼育すると ，生存率はー 100Cで42%，一 IIOCで 11%

であった.また， -60Cに3，4， 5時間保持した場合の生

存率はそれぞれ 76，50， 20%とな った.成虫は 150Cと

12.50Cでは 50日以上生存し 12.50Cにおいては水給餌と

無給餌区でも lカ月程度生存した. 100C以下では低潟ほ

ど生存期聞が短縮した. 7.50C以下ではゲッキツ給餌区と

水絵餌区とで生存期間に差が認められないことから，有効

な摂食を停止すると推定された. 50C (12 h) 112.50C (12 h) 

の変温条件では成虫が 50日以上生存したことから，最寒

月の最低気温が 50C以上，最高気温が 12.50C以上の地域

はミカンキジラミの越冬可能範囲に含まれると推定された.
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