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蛍光増白剤によるネギアザミウマへの標識法

相j畢美里，渡遺丈夫
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標識法

A method for marking minute insects with fiuorescent brightening agent 

Misato AIZA W A and Takeo W A T AN ABE 

Keywords: Thrips tabaci，宜uorescentbrightening agent， lris Yellow ~ρot Virus， flight distance， 

mark-release-recapture method 

Abstract 
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In order to evaluate the infection risk of Iris yellow spot virus and control the welsh onion necrotic streak 

desease caused by the virus， we investigated a method to mark Thrips tabaci， which is a vector of the virus， using 

a fluorescent brightening agent to estimate their flight distance. The following conclusions were drawn from those 

results. 

1. By diluting the fluorescent brightening agent with distilled water and spraying it on the bodies of Thr伊s

tabaci with an airbrush， spots of the fluorescent brightening agent attached to the insects， enabling us to detect 

marked insects under an ultraviolet light. 

2. Diluting the fluorescent brightening agent 1，000 times in distilled water was an e妊'ectiveway of marking Thr砂s

tabaci for short-term surveys up to 3 days from application. 

3. 29 hours after releasing the Thrips tabaci. which had been applied with the fluorescent brightening agent . we 

were able to find and exterminate marked insects at spots 10m from the release point and 120cm high. 

より，処理3日目までの短期間の調査であればネギア

摘要 ザミウマの標識として有効である。

3.蛍光増白剤を処理したネギアザミウマをビ、ニールハ

ネギえそ条斑病防除を目的として発生源からの感染リ ウス内で放飼したところ，放飼29時間後に起点から

スクを評価するため，アイリスイエロースポットウイル 10mの地点，高さ120cmでも標識虫を捕殺できた。

スの媒介虫であるネギアザミウマの飛期距離の推定に，

蛍光増白剤を用いて標識する方法を検討した。その結 緒言

果，以下のような結論を得た。

1.蛍光増白剤を蒸留水で希釈し，エアブラシで霧状に

ネギアザミウマ虫体に塗布することで，点状に蛍光増

白剤が付着し，紫外線下で蛍光発色した標識虫が検出

できた。

2. 蛍光増白剤は，蒸留水で1.000倍に希釈することに

トスポウイルス属のアイリスイエロースポットウイル

ス (/risyellow ~ρot virus:lYSV) は，ネギ、アザミウマ

(ThriPs tabaci)により媒介される(井上ら4l)。日本で

は1998年にトルコギキョウで初めて発生が確認され(土

井ら l1) .ネギやタマネギでえそ条斑病を引き起こす(福
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回・中山 2，植松ら山))。香川県では， 2007年にトルコギ

キョウ，ネギ，タマネギ，テッポウユリでIYSVの発生

を確認し露地の青ネギでは病斑が収穫部位に出ること

で出荷が不可能になるなど，大きな問題となっている。

IYSVは見虫媒介性ウイルス病のため，発生地域内での

発病分布は均一で、はない。また，媒介虫の移動により病

害が拡大するので，各国場の感染リスクを評価するには

IYSV発生源からのネギアザミウマの飛朔距離を推定す

る必要がある。ネギアザミウマは寄主範囲が広く，ネ

ギ，タマネギ，アスパラガス，キュウ 1)，キャベツや雑

草に寄生する(今井ら 3) 村井9))0 IYSV発生源から媒

介虫の移動を調べる際にも，媒介虫は発生源以外にも多

く存在し飛来源の特定は難しいことから，標識再捕獲

法を利用することとした。昆虫の標識法は多数あるが，

安価で安全性に優れ，検出が簡便な蛍光増白剤を用いた

方法を試みた。粉末状蛍光色素を用いた標識法ではアカ

ヒゲホソミドリカスミカメ(小林・菊地5))やアリモド

キゾウムシ(宮路ら8))が行われているが，ネギアザミ

ウマのような微小な害虫では粉末状蛍光色素の付着量が

少なくなり検出が難しいため，今回，水溶性蛍光増白剤j

をスプレーで付着させる方法を検討した。

材料および方法

1.試験 1 蛍光増白剤の標識としての有効性調査

(1)供試虫

農業試験場(綾歌郡綾川町)の青ネギ圃場から2011年

夏に採集し青ネギ「金次郎jを用いて人工気象室(エ

スペックマック株式会社製)で自然日長， 23
0

C一定条件

下で数世代飼育した。なお，試験 1-1は2011年11月2

且試験1-2および1-3は2012年1月10日に人工気

象室から採集したものを供試した。

(2)標識方法

ステンレス棒枠にナイロンメッシュ (NYTAL製)を

張った容器 (21.5cmx 21.5cm x 31.5cm)へ供試虫を入れ，

水溶性の蛍光増白剤 (4，4'ービス (2ースルホナトスチリル)

ピフェニル二ナトリウム)を蒸留水で希釈しエアブラ

シ(ノズル口径0.6mm，H& S社製)で霧状に20m!を噴

射し供試虫に塗布後， 1時間程度自然乾燥した。

(3 )識別方法

落射蛍光システム(波長330nm~385nm， U-RFL-T， 

OLYMPUS製)を備えた生物顕微鏡 (BX-51. 

OLYMPUS製)で観察し明瞭に蛍光発色した虫を標

識虫と判断した。

試験 1-1 蛍光増白剤の希釈倍率の違いによる標識虫

率の調査

2011年11月 2日に蛍光増白剤を蒸留水で1，000倍，

10，000倍， 100，000倍に希釈し (2) の標識方法で各区

100頭づっ標識した媒介虫を (3)の方法で識別し標

識虫率を算出した。

試験 1-2 標識の脱落率調査

2012年1月10日に (2)の方法で，蛍光増白剤を蒸留

水により1.000倍に希釈したもので標識した媒介虫400頭

を発芽ソラマメが入ったタイトボックス(容量400ml)

内で7日間飼育し， (3) の方法で標識虫を識別するこ

とにより，標識の脱落率を調査した。

試験1-3 標識虫の生存率調査

2012年 1月10臼に (2) の方法で，蛍光増白剤を蒸

留水により1.000倍に希釈したもので標識した媒介虫を

10頭づっ 3反復，発芽ソラマメを入れたプラスチック

シャーレ(内径 9cm)内で16日間飼育し，生存率を調

査した。対照として蛍光増白剤の代わりに蒸留水により

(2)で処理した区と， (2)の方法において，エアブラ

シで散布する工程のみを除いた無処理区を設けた。

11.試験2 ネギアザミウマの移動距離調査

(1)調査圃場

農業試験場(綾歌郡綾川町)のビニールハウス(南北

ハウス縦22m，幅6m)において行った。

調査前にビニールハウス内に生えた雑草をすべて除去

しビニールハウスの入口とサイドを閉め切り，無風の

状態とした。

(2 )調査期間

2011年11月 7 日 ~9 日

(3 )供試虫

農業試験場のニラを栽培しているビニールハウスよ

り， 2011年11月7日にネギアザミウマ成虫を採集し，試

験 1と同様の方法で標識した虫(約1，600頭)と標識し

ていない虫(約1.600頭)を各々本葉が3~5 葉展開し

たキュウリ iZQ-7Jの入った飼育容器(直径13.4cmx

高さ26.3cm)にいれた。

(4)移動距離調査

移動距離調査には青色粘着トラップ (BUG-SCAN東

海物産株式会社製;lOcm x 12.5cm) を図-1のように，

起点，東西方向 2mの地点，ハウスの東西のサイドから

約 1m内側を南方向に起点からの距離が4mから 2m間

隔で18mまでの地点および、起点から南方向18mの地点に
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図-1 移動距離調査における青色粘着 トラップの配置

設置した。また高さは，それぞれの地点で、 トラップの底

辺がO. 60. 120. 180cmとし起点のみは120，180cm 

とした。粘着而について.起点は北向 き，それ以外は起

点に向けて設置 し それぞれ反対似1)をOHPフィルムで

覆った。

供試虫を11月7日午後 5時30分に放飼起点へ飼育容器

を開封した状態で静置した (11月7日の日の入午後5時

6分 .匡l立天文台)0 11月91:1 の午前 101時 ~ ll ll寺に粘着

トラップを回収し実体顕微鏡において粘着 トラップに

捕殺された虫のうち形態的特徴からネギアザミ ウマを識

別 ・計数した。このうち試験 1の (3)の方法で標識虫

として識別した ものを計数した。 なお • 1i文飼期間中はビ

ニールハウス仁13央へ温度計を高さ 1mに設置した。

結果

1.試験 1 蛍光増白剤の標識としての有効性調査

試験 1-1 蛍光増白剤の希釈倍率の速いによる標識虫

率の調査

蛍J\';増白剤で1~ß哉 した ネギアザ、ミウマを務射蛍J\'; シス

図-2

表-1

希釈倍率

1，000倍

10，000倍

100，0001帝

蛍光増白剤で標識したネギアザミウマ

蛍光増白剤の希釈倍率による標識虫率

調査虫数 標識虫数 標識虫率

66 66 100% 

32 28 88% 

43 12 28% 

テムを備えた生物顕微鋭で観察すると，虫体全体に蛍光 試験 1-2 標識の脱落率調査

11 

I目白斉1)が点状に発色していた(1豆|一2)0 1.000倍希釈処 蛍光明|ご|剤を蒸留水で1.000佑に希釈してネギアザ ミ

Jl!!した区の標識虫率は100%であ ったのに対 し 10，000 ウマに処理した当日の標識虫率は96.8%であったもの

倍では88%， 100，000倍では28%となった(表 1 )。 の，処理 31:1後は61.9%. 処腿 7日後には40.0%となっ
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表-2 蛍光増白剤処理後の日数における標識虫率

当日 1日後 3日後 5日後 7日後

96.8% 75.0% 61.9% 38.1 % 40.0% 
標識虫率

(60/62)(9/12) (13/21) (8121) (6/15) 

( )は標識虫数/調査虫数

1.0 

0.8 

一一無処理区

→←蛍光増白剤処理区
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(Kaplan-Meier法)
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図 4 蛍光増白剤および、蒸留水の処理による生存率

(Kaplan-Meier法)
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た(表-2)。

試験 1-3 標識虫の生存率調査

蛍光増白剤処理区.蒸留水処理区無処理区におけ

る平均生存時間は，各々258時間， 226時間， 330時間で

あった(データ未掲載)。蛍光増白剤処理区と無処理区

の生存率をKaplan-Meier法で、比較したところ(図 3) ， 

有意に差があった(ログランク検定， α= 0.01)。一方，

蛍光増白剤処理区と蒸留水処理区の生存率では(図-

4 )，有意な差はなかった(ログランク検定， α=0.05)。

E 試験2ネギアザミウマの移動距離調査

放飼期間中の最高気温は11月8日午後2時の37.2
0

C，

最低気温は11月 9日午前 6時の1O.9
0

Cであった(図-

5)。

粘着トラップに捕殺された総捕殺虫数は36頭，うち標

識虫は13頭であった。

高さ Ocm~こ東側へ設置した粘着トラップの捕殺虫(う

ち標識虫)は， 2m地点で、5頭(1頭)， 4m地点で、5

頭(1頭)， 6mJ1!!.点で4頭 (2頭)， 8m地点で、I頭 (0

頭)， 16m地点で1頭 (0頭)であった(図-6)。高さ

Ocmに西側へ設置した粘着トラップの捕殺虫(うち標

識虫)は， 2m 地点で4頭 (4頭)， 4m地点で、1頭(1

頭)， 10m地点で、1頭(1頭)であった(図一 7)。

高さ 60cm~こ東側へ設置した粘着トラップは 2m，

6m， 10m地点で、各 1頭が捕殺されたものの，標識虫で

はなかった。高さ 60cm~こ西側へ設置した粘着トラップ

の捕殺虫(うち標識虫)は， 2m地点で2頭(1頭)， 

6m地点で1頭(1頭)， 8m地点で 1頭 (0頭)， 12m 

地点で1頭 (0頭)， 14m地点で1頭 (0頭)であった。

高さ120cmに東側へ設置した粘着トラップでは捕殺さ

れず，同じ高さに西側へ設置した粘着トラップでは， 2 

m地点で、1頭の標識虫が捕殺された。なお，高さ180cm

図-5 ビニールハウス内における気温データ

日時
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図-6 東側に設置した粘着トラップに捕殺された

ネギアザミウマ成虫数

(捕殺虫数とそのうち標識虫数を示す)

では東西どちらも捕殺されなかった。

放飼起点では高さ120cmに1頭捕殺されたものの，標

識虫ではなかった。南方向18mの地点では捕殺されな

かった。

標識した虫の標識虫率を調査するため， 11月7日に標

識したネギアザミウマを粘着トラップへ捕殺し 3日後

に標識虫を計数したところ， 17頭のうち14頭が蛍光発色

した標識虫であった。また，飼育容器に残っていた成虫

は，標識した方の飼育容器に94頭，標識していない方に

111頭であった。

考察

1.試験1 蛍光増白剤の標識としての有効性調査

ネギえそ条斑病を引き起こすIYSVは，ネギアザ、ミウ

マにより媒介される。このため，個々の圃場における感

染リスク評価では，発生源からのネギアザミウマの飛朔

距離を推定することが重要である。昆虫へのマーキング

法では，粉末状蛍光色素を敷き詰めたシャーレにアカヒ

ゲホソミドリカスミカメを入れることにより標識できる

とあるが(小林・菊地51)，ネギアザミウマは虫体が非

常に小さいため，粉末状蛍光色素の脱落が大きく，識別

13 
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図-7 西側に設置した粘着トラップに捕殺された

ネギアザミウマ成虫数

(捕殺虫数とそのうち標識虫数を示す)

が不可能で、あった。そのため，水溶性の蛍光増白剤を蒸

留水で希釈してエアブラシで噴射したところ，白虫体への

塗布が可能であった。標識の脱落率を調査したところ，

処理3日後で61.9%，処理7日後で40.0%となったため，

短期間で標識が脱落するものの，数日間の飛刻距離調査

では利用可能であると判断した。

ネギアザミウマの生存率に与える標識の影響を調査し

たところ，蛍光増白剤処理区は無処理区より生存率が低

くなった。一方，蛍光増白剤処理区と蒸留水処理区で

は，生存率に有意な差はなかった。無処理区は，エアブ

ラシで噴射する以外の作業工程は同じであるため，生存

率が低下したのは，蛍光増白剤lそのものの影響ではな

く，虫体への塗布にエアブラシを用いたことが影響した

と考えられた。したがって，噴射圧，粒子径などの噴射

方法を検討することで，生存率の改善が図れるものと推

察される。

11.試験2 ネギアザミウマの移動距離調査

試験1で短期間の試験には，蛍光増白剤が有効である

と判断し蛍光増白剤で処理したネギアザミウマの移動

距離を調査した。

2011年11月8，9日の日の出は，各々午前 6時29分と
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6時30分， 日の入りは各々午後 5時 5分と 5時4分で

あった(国立天文台)。温帯地域に生息するアザミウマ

類の飛期開始温度は17~210C であり (Lewis 7 )) ，アザ

ミウマ類は正午前後の時間帯に飛刻活動が最大となる

(Lewis
6
')o 11月 8，9日で21

0
C以上となった時間帯は

各々午前9時~午後5時と午前 9時~午後4時のため，

日中は飛期可能な温度に達していたと思われる。放飼2

日後には，飼育容器内に205頭が残存していたものの，

93%以上が飛び出していた。残存していた原因は不明で

あるが，飼育植物のキュウリの萎れが進まず，植物体の

状態があまり悪化しなかったことも一因であると考えら

れた。

水平方向への移動について，起点から近い 2~4m地

点で最も捕殺虫数が多く，起点から遠くなるにつれて減

少した。最長移動距離は，標識虫で西側10m地点捕殺

虫で東側16m地点であった。高さについては， Ocmで

最も捕殺虫が多く，地面から高くなるにつれ捕殺虫は減

少したものの， 120cmでも標識虫を確認した。今回，標

識虫と比較して標識のない虫の方が遠くへ飛んでいるも

のの， 16m地点で、の捕殺虫は 1頭であることから，両虫

の飛期距離に差があるかどうかは判然としなかった。

今回，粘着トラップに捕殺されたネギアザミウマは36

頭であり，総放飼虫の1.1%しか捕殺されなかったため，

蛍光増白剤で処理した標識虫と無処理のものにおける飛

期の違いは判然としなかった。しかしながら，蛍光増

白剤で処理した標識虫も放飼地点から水平距離で、10m地

点，高さでは120cmでも飛期していたことから，標識し

た虫を再捕獲することで発生源から媒介虫が少なくとも

到達したであろう距離や高さを知ることは可能であると

判断した。

なお，この標識j去をミナミキイロアザミウマやタバコ

コナジラミにも行ったところ，標識が可能であったた

め，他の微小害虫へも応用できると考えた。
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