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抵抗性と感受性品種の接木茶樹における
クワシロカイガラムシ抵抗性の発現
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久保田栄**

(平成20年10月31日受理)

Behavior of a Resistant Factor against White Peach Scale 
(PseudaulacasPis pentagona Targioni圃Tozzeti)on Tea Trees Grafted 

Using a Combination of Resistant and Susceptible Varieties 

Sakae Kubota 

Tea Research Center Shizuoka Research Institute of Agriculture and Fores廿y

Summary 

τne development of Pseudaulacaspisρentagonαfemales on grafted tea trees was examined 
using a combination of two grafting categories -tea variety (resistant vs. susceptible) and graft 

part (scion vs. stock)一inorder to clari:fy the behavior of a resistant factor against this organism. 

P. pentagonαfemales exhibited betler growth on the susceptible variety than on the resistant 

variety， regardless of the plant part on which they grew. Conversely， those individuals that grew 

on the resistant variety e油 ibitedpoorer growth than仕loseon the susceptible variety， with the 

exception of individuals growing on the graft union. It is suggested that the resistant factor 

influencing the growth of P.ρentago仰 isprobably not仕組sportedthrough either the phloem or 

the xylem in tea trees. 

Key words: Camellia sinensis， variety， insect resistant factor， PseudaulacasPisρentagona， 

Gra創ng

キーワード:チャ，耐虫性，クワシロカイガラムシ，接木，抵抗性品種

干439-0002 静岡県菊川市倉沢1706-11

日現在:静岡県農林技術研究所果樹研究センター

-1一



抵抗性と感受性品種の接木茶樹におけるクワシロカイガラムシ抵抗性の発現

1 緒言

クワシロカイガラムシ(以下クワシロと略

称)は茶樹を枯死させることもある重要害虫

であり，茶栽培農家は本虫の防除に多くの労

力を費やしている。本害虫の防除対策として

は主に化学合成農薬が使用されているが，カ

イガラを形成し薬剤が虫体に到達し難いなど

の点から防除の難しい害虫となっている。こ

うした状況からクワシロカイガラムシ抵抗性

品種の育成に関する研究が宮崎県総合農業試

験場茶業支場を中心として精力的に行われ成

果を挙げている 1)。本研究は品種抵抗性の発

現機作を解明する研究の一環として，感受性

と抵抗性品種をそれぞれ穂部と台部に接木し

た茶樹を作製し，本虫の発育を指標として抵

抗性発現に関する調査を行い，幾つかの興味

ある結果を得たので報告する。

2 材料および方法

2. 1 接木の方法

2004年5月に 2年生ポット苗の抵抗性品

種‘さやまかおり'と感受性品種‘やぶきた'

を寄接ぎした。接木苗は静岡県茶業研究セン

タ}のミスト温室内で他の苗木と同様に管理

し，同年秋，接合部の癒合を確認した後，穂

部と台部がそれぞれ‘さやまかおり'と‘や

ぶきた'の 2種の組合せになる様に癒合部の

上下で切断し接木茶樹を作製した。接木茶樹

は各組合せ10鉢，両品種の無接木茶樹は各 5

鉢作製した。

2. 2 卵の接種方法，接種部位

2005年5月と2006年5月に，研究センター

内の‘やぶきた'から，ふ化間近のクワシロ第

一世代卵を採取し卵色により雌雄を区別した。

接種はパラフィルム@の裏紙を幹周に筒状に

巻き，その中に多数の雄卵と所定数の雌卵

(2005年は280卵， 2006年は約300卵)を入れ，

上下をパラフィルムで閉じ 2週間後に裏紙

を除去した。接種時の茶樹は幹直径約 8mm，

高さ約30cmで、あった。なお，接種後の茶樹は

他の茶樹と隔離するため実験室内で管理した。

接種部位は， 2005年には 2種の接木茶樹の

穂部 (Fig.l-A) と対照の無接木の‘さやま

かおり'と‘やぶきた'の穂部に相当する部

分とした。 2006年には 2種の接木茶樹の穂部

(Fig.トA)，台部 (Fig.トB)，癒合部の穂部

側 (Fig.l-C) の3ヶ所とした。

2. 3 クワシロの発育調査

両年の調査とも第一世代成虫の産卵終了後

( 7月下旬)に行った。接種部位に定着した

雌成虫のカイガラをピンセットで剥がし，ふ

化卵あるいは未ふ化卵を認めたものを産卵雌

とした。剥がしたカイガラをスライドグラス

に載せ生物顕徴鏡のミクロメーターで短径と

長径を計測し，両者の積の平方根をカイガラ

径として算出した。なお調査結果は抵抗性品
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Fig.1 Grafting and pa同sof the trees where 
P.pentagona females grew. 

A: Scion， B: Stock， C: Scion (Graft union) 
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種をR，感受性品種をsとし，接木の組合せ

については，先頭の大文字で穂部を，二番目

の大文字で台部を示し，それに続く小文字で

本虫が発育した部位を表した。なお癒合部で

はRとSが共存するので，発育部位を示す小

文字をr(s) として区別した。

3 結果

3. 1 穂部接種の結果 (2005年)

感受性品種の穂部で発育した場合の産卵雌

率は85.3%(SRs) で，対照(やぶきた)の

92.6% (Ss) との聞に有意差は認められなかっ

た。同様に，抵抗性品種の穂部における産卵

雌率は41.7%(RSr)で，対照(さやまかおり)

の28.9%(Rr) との聞に有意差は認められな

かった。上記感受性品種の穂部と抵抗性品種

の穂部における産卵雌率聞には有意差が認め

られた (Ryan'sM巴thod，p<0.05) (Table 1)。

感受性品種の穂部で発育した雌のカイガラ

径は1.33mm (SRs) で，対照(やぶきた)の

1.47mm (Ss) との聞に有意差は認められなか

った。同様に，抵抗性品種の穂部におけるカ

イガラ径は0.81mm(RSr) で，対照(さやま

かおり)の1.07mm(Rr)との聞に有意差は認

められなかった。上記感受性品種の穂部と抵

抗性品種の穂部におけるカイガラ径聞には有

意差が認められた (Tuk，巴y-Kramertest， p<0.05) 

(Table 1)。

3. 2 穂部，台部，癒合部接種の結果

(2006年)

穂部で発育した場合の産卵雌率は感受性品

種で90.0%(SRs) で、あったが，抵抗性品種で

は38.3%(RSr) に低下した (Table2)。感受性

品種では台部で発育した場合でも産卵雌率は

91.7% (RSs) と高く，抵抗性品種では68.3%

(SRr) であった。また抵抗性品種の癒合部

で発育した場合の産卵雌率は77.8%(RSr (s) ) 

であった。これらの産卵雌率聞には有意な差

は認められなかった(分散分析，p=0.207) 

(Tabl巴2)。

穂部で発育した雌のカイガラ径は感受性品

手重では1.49mm(SRs) ， t丘抗;i性品手重で、は0.89mm

(RSr) であり，両者間に有意な差が認めら

れた。台部で発育した雌のカイガラ径は感受

性品種で、は1.73mm (RSs) ，抵抗性品種では

1.23mm (SRr)であり，両者間に有意な差は認

められなかった。また抵抗性品種の癒合部で

発育した雌のカイガラ径は1.61mm(RSr (s)) 

Table1 Developmental parameters of P.pentagona females on scion parts of the tea trees grafted 

with the combination of resistant and susceptible varieties (2005) 

M紅kl)

Combination of vぽlehes Plantp紅tofthe %paraous Diameter of scale 
n') N7) 

Scion Stock females grown females covers (mm)') 

SRs Susceptible Resistant Scion(A)2) 85.3a8
) 1.33a9

) 15 5 

RSr Resistant Susceptible Scion(A) 41.7b 0.81b 15 4 

Rr Resistant 3) Scion(A) 28.9b 1.07b 15 3 

Ss Susceptibl巴3) Scion(A) 92.6a 1.47a 14 3 

p(ANOVA) 0.000') 0.000 

1) S: Susceptible (Yabukita)， R: Resistant (Sayamakaori)， Smallletters:Parts the femal巴sgrown. 

2) Confer letters in Fig.l. 

3) N 0 grafting 

4) Square root of a product of major 飢 isand minor axis. 

5) Tested after arcsine回 nsformation.

6) Mean indiv. number investigated 

7) Number of plant used 

8) Values with the sam巴alphabetare not significantly differ削 (Ryan'smethod， p<0.05). 
9) Values with吐lesame alphabet are not significantly different (百lkey-Kramertest， p<0.05). 
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Developmental parameters of P.pentagona females on scion and stock pa吋5of the tea 

trees grafted with the combination of resistant and susceptible varieties (2006) 

Table2 
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Combination of varietiePI組 tp紅 tofth巴 %p紅 aous D匂meterof scale 

Scion Stock females grown females covers (mm)') 

SRs Susceptible Resistant Scion(A)2) 90.0 1.49a') 

S~ Sωck(B) 68.3 1.23a 

RSs Resistant Susceptible Stock(B) 91.7 1.73ab 

RSr Scion(A) 38.3 0.8θc 

RSr(s) Resistant Susceptible Scion(C)4l 77.8 1.61ab 

P(ANOVA) 0.2075
) 0.001 

1) S: Susceptible (Yabukita)， R: Resistant (Sayamakaori)， Smallletters: Part on wh抽出efemales grown.. 

2) Confer letters in Fig.1. 

3) Square root of a product of m司jor叩 sand minor axis. 

4) Graft union of Sl四 eptibleand resistant variety. 

5) Tested after町 sinetransformation. 

6) Meani加ndi討v.nu凹1mb巴町rmv邸 tiga瓜t巴“d.

7引)Nu叩rr帥I

8引)Values with t枇hesame a吻l如phabe加巴討t紅帥en削飢s喝i泡取酔刷gr伊側n凶tific叩ca叩nt均1)砂Ydifl能f化己rent(Tu百百lk，均e句y-K胎r翻 e釘rt旬巴s託t，♂p<O仏ω.β加O的5め).

M紅kI)

性品種の穂部接種 (RSr) の値が極めて近似

していたことから，両年の結果を一括して

Fig.2に示し考察した。

4. 2. 1 穂部接種

穂部に接種した場合，感受性部位に定着し

た個体 (SR8) の発育は，産卵雌率，カイガ

ラ径とも無接木で発育した個体 (S8) との差

は認められなかった。このことから，台部の

抵抗性品種の形質は感受性の穂部で発育した

個体の発育に影響しないと考えられた。さら

に抵抗性部位に定着した個体 (RSr) でも産

卵雌率，カイガラ径とも無接木で発育した個

体(Rr)との差は認められず，台部の感受性

品種の形質は抵抗性品種の穂部で発育する個

体の発育に影響しないと考えられた。

4. 2. 2 台部接種

台部に接種した場合，感受性部位に定着し

た個体 (RS8) は，産卵雌率，カイガラ径と

も無接木で発育した個体 (S8) との差は認め

られなかった。このことから穂部に接いだ抵

抗性品種の形質は，台部で発育した個体の発

育に影響しないと考えられた。しかし，抵抗

性部位に定着した個体 (SRr) は無接木個体

-4 

であり，同じ組合せの抵抗性の穂部で発育し

た場合の0.89mm(RSr) との聞に有意な差が

認められた (Tukey同 Kramerte8t， pく0.05)

(Table 2)。

4. 1 抵抗性の指標について

水田 2)は雌成虫の体サイズを抵抗性判定

の有効な指標としている。しかし，体サイズ

は産卵に伴い減少すると考えられる。これに

対し，虫体を覆うカイガラ径は体サイズと相

闘が高いと考えられ，値に変化がないと考え

られる。このことから，カイガラが真円でな

いことを考慮してカイガラの短径と長径を抵

抗性指標とした。また産卵雌率については水

田3)が抵抗性品種で生育した本虫雌成虫の

産卵の遅延を報告しており，雌成虫の産卵率

もある時点での相対的な抵抗性指標となると

考えた。

4. 2 接種結果

本試験は処理の組合せが複雑であり表のみ

では考察が難しいと考え，両年に共通する組

合せの感受性品種の穂部接種 (SR8) と抵抗

察考4 
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Fig.2 Distribution of the developmental parameters of P.pentagona females on the tea trees grafted 
resistant(R) and susceptible(S) varieties. 

(Rr) と比較してより大きな値を示し，本虫

が発育した抵抗'性台部の影響は弱かった。こ

の原因については， SRr個体の接種部位が茶

樹下部 (Fig.l-B)であり Rr個体のそれが上

部(同A) であることから，接種部位による

発育阻害作用の違いの影響が考えられる。し

かし具体的なデータがないので，この点につ

いては部位別の接種試験を行うなど再検討が

必要であろう。

4. 2. 3 癒合部接種

癒合部の抵抗性部位に定着した個体 (RSr

(s) )については，同じ組合せの個体 (RSr)

とは全く異なり，感受性部位で発育した個体

(RSs) に近い値を示し，抵抗性形質の発現

が認められなかった。接木方法が寄接ぎであ

ったことから， RSr (s)個体の寄生部位の反

対側は感受性部位となる。また，本虫の口針

長は体長の 3~4倍(河合省三氏私信)と言

われている。これらのことから， RSr (s)個

体は抵抗性部分を貫通させた口針を感受性部

位に到達させ， RSs個体と同様に感受性部位

から吸汁していた可能性が考えられた。

簡管液は上方向(根部から葉部)と下方向

(葉部から根部)の両方向に移動しており，導

管は上方向への物質の移動を担っている 4)。

このことから，簡管液摂食者である 5)，6)本

虫は簡管液中に存在する発育阻害要因の影響

を受ける可能性が高いと考えられる。しかし，

本試験では，穂、部に寄生するクワシロの発育

に台部の抵抗性，感受性の形質は影響を及ぼ

さなかった。このことから，通導組織を通じ

ての上方向への発育阻害要因の移動は無いも

のと思われた。また，抵抗性穂部の影響が見

られなかったことから，下方向への発育阻害

要因の移動も無いものと考えられた。しかし，

感受性穂部ではその影響をうかがわせる結果

が得られたため，下方向への移動が全く無い

とは結論できなかった。結論として，一部未

解明の問題点は残るものの，抵抗性要因は通

導組織を通じて移動する可能性が低いことが

示唆された。なお，今後の課題として，通導

組織以外の組織(細胞など)との関連や通導

組織の構造等についても検討する必要がある。

5 摘要

クワシロカイガラムシ抵抗性品種と感受性
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品種をそれぞれ穂木，台木として接木茶樹を

作製した。この茶樹の穂部と台部それぞれに

接種した本虫の発育を調査することにより，

抵抗性要因の発現機作を考察した。その結果，

発育阻害要因は台部カミら穂部に移動しないも

のと思われた。穂音防ミら台部への移動につい

ては，同要因の移動を否定する結果と移動の

可能性を肯定する結果が得られた。
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