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特殊害虫イモゾウムシで
見つかった原虫病

青木智佐
(九州大学大学院農学研究院)
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な状況にあります。

現在沖縄県では，久米烏を j~- j心として，不妊虫放例法

をijillJとしたイモゾウムシの担絶防除事業が展開されてい

ます れLlJ宇・下地， 2000久tJ))ら， 2000)。不妊虫放例法

は，人工的に増殖したイモソウムシ成虫を不妊化し，野

外にノ¥:lIHこ放すことで次Iit代を減らしていく防除法で，

イモゾウムシの大量IEi郁には主に誌のサツマイモ塊根が

月1いられています。そして，サツマイモから自然脱出し

た戚虫に，コバルト 60から放出されるガンマ線を照射

することによって不妊虫を得ています。この不妊虫放飼

法には，大量の不妊化mイモゾウムシ成虫の刊'保が必長

です。

沖制県病筈虫防|玲技術センター(前沖縄県ミパエ対策

事業所)では， 2002年から，llMあたり 300hITjj以上の

生産を 目指してイモゾウムシの大量増殖が始まりまし

た。しかし， 2004年 8月初旬までは安定した生産数を

悌'保していましたが，その後は生産数が急激に低下し，

2004年 9月以降の生産数は週あたり 150万頭前後まで

落ち込みま した。このとli産数の低下と前後して，成虫の

短命化と産卵数の減少が起こっており，病気の蔓延が疑

われました。そこ で，2004年 12月， イモゾウムシ成虫

個体を少量の滅菌蒸留水中で、磨T!JjLして検鎖したところ，

原虫オーシスト (1ヌ12左)が検出されたのです。その後，
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イモゾウムシ (WestIndian sweet potato wecvil ， 学 ~I

Euscepes postjasciatlls) は， 西インド諸島を原産とし，

中南米，太平洋の島々 ，1ゴヨ|まなどに分布するサツマイモ

なJomoeaba的fω の主要害虫です。日本では， 1947年に

初めてその侵入が確認され，以降，奄美人島以南の南西

，-'抗島および小笠原諸島に発生が認められています。 1=-1木

での最初の発生地が，米軍の物資集積所や終戦に伴う太

平洋の烏々からの引き掲げ者の-fI守的な逗留場所であっ

たことから，米11~の訴事物資に紛れ込むか，あるいは引

き燭げ者が持ち込んだサツマイモとともに，イモゾウム

シは海外の発主地から 日本に侵入したと考えられていま

す(安田， 2002)。また，イモゾウムシは，サツマイモ

以外にも，同居のノアサガオ 1.i川 /icaやグンパイヒルガ

オ 1.pescapraeへの寄生が臨認されています(大野ら，

2006)。そζ で，現在，イモゾウムシはその分布拡大を

防ぐために特殊特虫に指定され ノアサガオやグンパイ

ヒルガオとと もに， サツマイモの日本本土への持ち込み

は他物防疫法により禁止されています。

休長約 4111111のイモゾウムシ成虫(図 1)は，サツマ

イモ地際部の宅および塊恨の表皮内にRI01、lします。1降、化

した幼虫は，糞で穴をふさぎながら塊根内部へと食い進

んでいきます。そのため，食痕が黒変して塊根全体はス

ポンジ三|だになり，また強い苫みと臭気を伴うので，被害

腕根は食用としても家禽飼料としても適さなくなりま

す。その後，イモゾウムシは塊根内で腕化し，成虫となっ

て塊根外へと脱出します。このようにイモゾウムシは，

その生活史のうちの卵から成虫、に至るまでのほとんどの

過程を塊根内で過ごすため，化学殺虫剤での防除は陸I~m
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イモソウムシ成虫図 1
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図2 イモソウムシから分離された原虫オ シス卜(左)とガメトシス卜(右)
(Bars = 10ト1m)

原虫に感染していないと思われる新たなイモゾウムシ系

統の導入が討みられますが，やはり生産数が減少して同

桟の原虫オーシストが認められました。現在までに，本

原虫がイモゾウムシの短命化と i1T，~0FJ数の減少を引き起こ

していること，特に，感染断成虫における卵生産が著し

く制限されていることが明らかとなっています (Kumano

etal.，20JO)。

私たちは，イモゾウムシ根絶防除事業での不妊虫mイ

モゾウムシにおいて，本原虫病の蔓延を防ぐ手段を講じ

るとともに，本原虫を利用したイモゾウムシの微生物的

防|徐の可能性を検討することを大きな日的として， lVf究

を進めています。

2. どのような原虫か?

オーシストは，原虫の;肱虫類や球虫類の生活環にみら

れる耐久型のステージで，その形状で大まかな分類が可

能で、すo また肢虫類の生活環で、は，その lつ前の成長

段階はガメトシスト(図2右)と呼ばれ個または複

数のオーシストが膜に包まれた状態で存在 しています。

このガメトシスト内に形成されるオーシストの数は，属

レベルでの分類に重要な特徴となっています。

イモゾウムシから分離された原虫オーシストは，長径

約 10.1~lm，短径約 5.6 ト1m，長111)l;比1. 84 のやや細長いレ

モン型を呈しており，ガメトシスト内には 8個以上の

オーシスト形成が確認されました。代表的な鞘題目毘虫

病原性真族虫目 (Neogregarinorida)原虫であるヒメアカ

カツオブシムシから検出された Mattesiatrogodermαム

ワタミハナゾウムシから検出された M.grandis，および

コクヌストモドキから検出された Fαrinocvstistriho/iiと

比較すると (Brooks，1988; Steinkraus et al.， 1992)，本原

虫オーシストはやや小型でしたが，長中国比に関しては f

triho/iiと類似した値をホしました。また，感染イモゾウ
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ムシ幼虫および成虫をテクノピット包埋して切片を作製

し，光学顕微鏡|ご400倍で観察した結果，本原虫の生活

環1・1:1にIH現する原虫細胞は Ftribo/iiと非常に類似して

いました。 これらの形態学的~i徴と 1i~問題 目昆虫病原性で

あること，主要感染音IH立が脂肪組織で、あることなどから，

本原虫はアピコンプレックス門 (Apicomplexa)，真篠虫

目，品川110Cl'StlS屈の l種と判定されました。

これまで，久米島のイモゾウムシ野生個休1.t1:の数個体

から本原虫が検出されていますが，これらは根絶防除草

業において放飼された不妊化イモゾウムシからの感染と

考えられています。この原虫がどこからやってきて，沖

縄県病害虫防除技術Iセンターのイモゾウムシに辿り着い

たのかはまだ特定されておらず，その詳細な宿主範囲に

関しでも，現在調査中です。

3. イモゾウムシ原虫病の簡易横出法

イモゾウムシ大量増地過程における原虫感染の有無

は，光学顕微鏡下でイモゾウムシ磨砕械を観察し， 原虫

オーシストやガメトシストが検出されるか否かで判断さ

れています。しかし，この方法では，光学顕微鏡下では

確認が困難な成育ステージにある原虫細胞を見逃す可能

性が高くなります。そこで， ホ原虫感染を正ii在に検出す

るための手段が求められており，私たちは PCRを用い

た原虫感染の簡易検出法の検討を続けています。まず，

アピコンプレックス門原虫の 18SrDNA保存領域より設

計されたプライマーペアを供試し，イモゾウムシおよび

精製した本原虫オーシストより抽出したゲノム DNAを

鋳型として PCRを行いました。得られた増III@産物より，

本原虫およびイモゾウムシの 18SrDNAの部分塩基配列

を決定し，それぞれに特異的なプライマーを設計 しまし

た。

本研究室で維持しているイモゾウムシ個体群より任意
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に選抜した複数個体から，それぞれ検鏡によりオーシス

トやガメトシストの有無を/i在認した後にゲノム DNAを

抽出し，特製的プライマーをFFJいて PCRを行いました。

その結果，光学顕微鏡観察による原虫感染の判断と一致

する PCR産物が得られた個体もあるなか，検鏡により

原虫非感染と判断したいくつかの{!/!J休において， PCR 

により感梁を示す原虫特異的な増111高産物が認められまし

た。乙の乙とは，光学顕微鏡下では感梁を確認できなかっ

たイモゾウムシ個体からも，PCR法により原虫感染を

験1:1:¥できたことを示しており，本 PCIミ法による正国な

原虫感染検出が口I能であると考えられました。今後は，

さまざまな生育ステージおよび感染割合にあるj京虫をlifii

実に検出で、きる条件や，実際にイモゾ、ウムシ大量J:'，Y1711ll施

設で利)'1:)できる検出法としての条件を検討していく必要

があります。

特殊害虫に指定されているイモゾウムシの移動には，

その都度，I21林水産大|主の許可が必要で、す。煩雑な諸手

続きを避けて通るこ とはできず，そのため， 本原虫の宿

ヤとしてイモゾウムシイ|古川、を供試することは，少なから

ずflil)限されてきます。そこで私たちは，111 vltroでの宿

七としてイモゾウムシ由来のl市議制11胞系を樹立するとと

もに，毘以上高;養細胞系へのオーシス ト接種法の{確立ーを目

指 しています。 また，原虫!感染イモゾウムシ幼虫{I~I休か

ら脂肪組織を取り U:¥して，そのまま感染細胞培養を得る

ことができま したので， この初代l古養からの原虫品11111包の

分化誘導を検討していく予定です。さらには，既存の毘

山培養細胞系も供試して，イモゾウムシ病原性原!去の 111

1'111η実験系を確立できればと期待しています。

本研究は，科学研究費補助金(基盤研究 (C):課題

詩号 23580076) iイモゾウムシ病原性原!.Uの病理学およ

び疫学的研究」 からの支援を受けて継続rl~ ですが， イモ

ゾウムシ恨絶防|徐事業に少しでも貞献できるように，着

実に J;;X:占~を得ていきたいと思います。

これから4. 
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