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Lecanicillium spp.の葉面処理による
ワタアブラムシ Aphis gossypii に対する致死効果
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Lethal effect of Lecanicillium spp. leaf application against cotton aphid, Aphis gossypii.
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Lecanicillium muscarium hybrid strain 2aF43 has high pathogenicity against cotton aphid, greenhouse whitefly and

high viability under low humidity condition. In this study we investigated the correlation between fungal viability on

the leaf surface and pathogenicity against cotton aphid. Vertalec® (L. longisporum)，Mycotal® (L. muscarium) and

2aF43 were sprayed to ventral cucumber leaf, and incubated at glasshouse（25 ˚C; 5.6%RH） and greenhouse（21.2

˚C; 60.4%RH）. The fungal viability was evaluated by the dilution plating method on 14, 21 and 28 days post

inoculation (dpi), and bioassay against A. gossypii by leaf disk method was conducted at same periods. Vertalec®

showed low viability on the leaf, however high pathogenicity against A. gossypii under two experiment. In contrast,

Mycotal® showed low pathogenicity and high viability. Hybrid strain 2aF43 showed high viability and high

pathogenicity through all investigation. To effective control, fungal persistence with high pathogenicity is needed

under given cultivate condition. Therefore, the hybrid strain probability to be useful biological control agents.
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緒 言

昆虫寄生性糸状菌 Lecanicillium spp.（旧 Vertici-

llium lecanii）は多くの農業害虫に対して寄生性を

示すことから，生物防除資材として世界中で広く

利用されている（FARIA and WRIGHT, 2007）。日本で

は，Koppert Biological Systems よりアブラムシ防除

用に Vertalec®（L. longisporum），コナジラミ，アザ

ミウマ防除用に Mycotal®（L. muscarium）が販売さ

れている。通常，Lecanicillium spp.を用いて十分な

防除効果を得るためには，高湿度条件が必要であ

り（DRUMMOND et al., 1987, HSIAO et al., 1992），その

利用場面が施設栽培に限られている（SHAH and PELL,

2003）。一方，帯広分離系統の B-2（MAFF238429）

（L. muscarium）は低湿度条件下でも葉面で高い残

存能力を示すことが明らかになっている（KOIKE et

al., 2004）。そこで，AIUCHI et al.（2008）は高い病原

性を持つ Vertalec®と Mycotal®に B-2 の高い生存能

力を付与することを目的としてプロトプラスト融

合を行い，結果として 174 菌株の融合株を得た。

さらにワタアブラムシ Aphis gossypii Glover やオン

シツコナジラミ Trialeurodes vaporariorum West-

wood の両害虫に対する病原性試験，および低湿度

条件下でのキュウリ葉面上における残存能力，胞

子形成量などの特性を調査し（相内ら，2007；AIUCHI

et al., 2008），その結果 2aF43 (Mycotal×B-2) を選抜

した（AIUCHI unpublished）。よって本研究では 2aF43

を用い，ガラス室とビニールハウス条件下でキュ

ウリ葉面上の経時的な菌密度と，散布葉を用いて

ワタアブラムシに対する病原性の調査を行った。

材料と方法

供試昆虫：帯広畜産大学ガラス室内でキュウリ

を餌として累代飼育したワタアブラムシの成虫を

用いた。

供試菌株：供試菌株の Vertalec®，Mycotal®はオラ

ンダの Koppert Biological Systems 社製造物を，国内

で販売しているアリスタ・ライフサイエンスより

分譲を受け，製剤からの単胞子分離したものを用

いた。プロトプラスト融合株は Mycotal と B-2 間か

ら作出された 2aF43 を用いた。各菌株をジャガイ

モ煎汁ブドウ糖液体培地（PDB）において 14 日間，

25 ˚C で振とう培養し，blastospore を得た。培養液

をろ過後，胞子懸濁液を 3 回遠心洗浄（3,000 rpm，

5 分）し，血球計算盤を用いて胞子濃度を 1.0×107

blastospore/ml に調整した。

ガラス室試験：供試植物には 3～4 葉展開した

キュウリ（夏すずみ:タキイ種苗）を用い，菌散布

区にはそれぞれの胞子懸濁液を Nalgene aerosol

spray bottle（Nalgene Nunc International, Rochester,

NY）によって滴る程度に散布した後，ガラス室内

（平均 25 ˚C，5.6%RH）で生育させた。葉面の菌

密度は希釈平板法によって評価した。散布 2，3，4

週後に散布葉からリーフパンチを用いてリーフ

ディスクを採取し，滅菌水中に懸濁した。懸濁液

を適切な濃度まで希釈し，糸状菌用ローズベンガ

ル寒天培地上に塗布し，25 ˚C の暗条件下で 10 日
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間培養した。倒立顕微鏡下で Lecanicillium spp.のコ

ロニー数を調査し，1 cm2 当りの colony forming

units（cfu）に換算した。1 菌株につき 5 枚のプ

レートを使用し，3 反復行った。

次に散布葉における病原性試験を実施した。す

なわち，葉面の菌密度の評価と同時に散布葉から

直径 50 mm のリーフディスクを作成し，シャーレ

（60×16mm）に湿らせたろ紙と共に入れ，1 処理

につき 20 頭のワタアブラムシ成虫を移植した。パ

ラフィルムで密封した後，25 ˚C，16L：8D の条件

下で飼育し，3，5，7 日後の死亡個体数を調査した。

各処理につき 3 反復行い，このとき死体上に菌の

叢生が確認できたものを感染個体とした。加えて，

散布 2 週間後の葉裏を糸状菌用ローズベンガル寒

天培地上に直接押し付け，5 日後に出現する糸状菌

を観察した。

ビニールハウス試験：ガラス室での試験と同様

に 3～4 葉展開したキュウリへ散布を行い，その後

ビニールハウス内（平均 21.2 ˚C，60.4%RH，最高

54.7 ˚C，99.9%RH，最低 5.1 ˚C，5.0%RH）へ移し

生育させた（2007.5.29～2007.6.26）。同じく葉面の

菌密度評価も，散布 2，3，4 週後に希釈平板法を

用いて同様に調査した。散布葉における病原性試

験は 2，3 週目にガラス室での試験と同様の病原性

試験を行い，1，3，5 日後の死亡個体数を調査した。

データ解析：本実験で得られた葉面残存量の比

較には一元配置の分散分析を用い，Tukey 法による

多重比較検定を行った。病原性の評価に当たって

は，それぞれの試験で得られた死亡個体数からプ

ロビット法（国見，1993）により半数致死日数（LT50）

を求めた。

結 果

ガラス室試験

低湿度（平均 5.6%RH）ガラス室におけるキュウ

リ葉面上菌密度の評価結果を Table 1 に示した。ま

ず Vertalec®処理区では，2，3，4 週間後のいずれ

においても検出限界を下回った。Mycotal®処理区に

おいては，2 週間後に最も高い値となりそれ以降は

低い値で推移し，いずれの週においても Vertalec®

との間に有意な差は見られなかった（p>0.05）。融

合株 2aF43 処理区では，2，3 週間後では他の 2 株

より有意に高い cfu 値を示した（p<0.01）。4 週後で

は Mycotal®との間に有意な差は見られなかったも

のの，3 株中最も高い cfu 値を示した。

散布葉における病原性評価の結果として LT50 値

を Table 1 に示した。Vertalec®処理区では 2 週間後

の LT50 値は 4.7 日だったのに対し，3 週間後には死

亡個体はみられなかった。2aF43 処理区は試験期間

を通じて最小の LT50 値を示し，4 週間後の Mycotal®

処理区での LT50 値（12.4 日）の半分の値となった

（6.2 日）。

糸状菌用ローズベンガル培地に散布 2 週間後の

キュウリの葉を押しつけたところ Vertalec®，

Mycotal®処理区では Lecanicillium spp.のコロニーは

わずかに葉の一部から検出されたのに対し，2aF43

処理区では押し付けた葉の全域よりコロニーが形

成された（Fig. 1）。

ビニールハウス試験

ビニールハウス内におけるキュウリ葉面上にお

ける菌密度の評価結果を Table 2 に示した。

Vertalec®処理区では 2 週間後の cfu 値が最も高い値

を示し，その後減少した。Mycotal®処理区では散布

2 週間後の cfu 値が最も低く，翌週には倍増し，4

週目で減少しつづけた。2aF43 処理区はいずれの週

においても他の 2菌株より有意に高い cfu値を示し

（p<0.01，），Mycotal®と同様に，3 週目で最も高い

cfu 値を示した。

散布葉による病原性評価の結果として LT50 値を

Table 2 に示した。Vertalec®処理区での LT50 値は 2

週間目より 3 週間目で高くなったが（それぞれ 2.3

日，3.0 日），Mycotal®処理区では反対に 2 週間目か

ら 3 週間目にかけて減少した（それぞれ 4.5 日，3.0

日）。これら 2 菌株に対して 2aF43 処理区では，2

週目 3 週目とも LT50 値に変化は見られなかった

（3.00 日）。

考 察

ガラス室における試験では全菌株で菌密度が減

少し続けたことから，試験環境が菌の生存および

生育に適さなかったと考えられる。Lecanicillium

spp.は胞子の発芽や胞子形成にも低湿度の影響を

受けるため（HALL, 1981），5.6%RH という極めて低

い湿度がこれらを阻害した主な要因であると考え

られる。Vertalec®処理区では試験期間全体を通じて

葉面の菌密度は検出限界を下回っていた（Table 1）。

しかしながら，散布 2 週間後の葉を用いた病原性

Table 1. LT
50
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試験では死亡個体が確認され，3 週間目では確認さ

れなかった。これにより Vertalec®が少なくとも 2

週間目には検出限界以下ではあるが活性を有した

状態で残存しており，3 週間目で活性を失ったかあ

るいは死滅したと考えられる。このため，より詳

細な菌密度の測定が必要である。Mycotal®処理区で

の菌密度は Vertalec に比べ高いにもかかわらず，

LT50 値は Vertalec®より高い値を示した。一般的に

散布濃度が高ければ死亡率も上昇するが，Vertalec®

に内在するアブラムシへの病原性の高さ（CHANDLER

et al., 1993）が菌密度の低さを補ったと考えられる。

2aF43 の菌密度は他の処理区に比べ試験を通して

最も高く，週の経過に伴い LT50 値は緩やかに増加

したが，4 週間目では Mycotal®と同程度の菌密度

だったのも関わらず，2aF43 は Mycotal®の半分の

LT50 値を示した。また Fig. 1 で示されるように

2aF43処理区では散布2週間後でも他の菌株に比べ

て明らかに菌密度が高く，その分布は葉の全面に

わたることから，ワタアブラムシが接触する機会

も増加することが期待される。

次にビニールハウスでは Vertalec 処理区におけ

る菌密度が試験期間を通じて最も低く，Mycotal®

と 2aF43 処理区の菌密度が変動していた 3～4 週間

後にかけても低下し続けた（Table 2）。これは試験

15～16 日目において 15 時間にわたり湿度が 100%

に保たれたことによると考えられ，Vertalec のもつ

生存・増殖に対する湿度の閾値が Mycotal®や 2aF43

に比べ高いことを示している。Vertalec®処理区の

LT50 値を見ると菌密度の低下とともに上昇し，

Mycotal®処理区では菌密度の上昇とともに LT50 値

は低下した。2aF43 処理区において，菌密度の増減

にかかわらず LT50 値が変動しなかったのは，菌密

度の高い散布 3 週間後の病原性試験で移植 3 日後

のワタアブラムシ死亡率が 100%に達したためで

ある。同じく 3 日後の死亡率を見ると散布 2 週間

後における死亡率は 38.9%であり（data was not

shown），病原性と菌密度が関連していると考えら

れる。また 2aF43 はキュウリ葉面上でも菌糸を伸

張し，分生子形成にいたることが知られている

（GOETTEL et al., 2008）。2aF43 および Mycotal®処理

区では 2～3 週間目にかけて菌密度が上昇し 4 週間

目の菌密度はガラス室試験と比較して 4～5 オー

ダー高いものだった。このことはキュウリ葉面に

おいて散布した分生子が生存だけではなく少なく

とも菌糸を展開しており，さらに分生子形成が行

われている可能性を示唆している。

高い防除効果をあげるためには寄生および病原

性の高さだけではなく，散布した植物・昆虫体上

における菌の生存，分生子の再生産など，環境へ

の適応も重要である。特に Lecanicillium spp.の一連

の感染様式は低湿度の影響を受けやすく（HALL,

1981），夕方の涼しい時間の散布や，散布後に灌水

することで高湿度条件を作り出すことが望ましい

とされている。いずれの試験においても 2aF43 が

低湿度条件下での高い生存能力を持つとともに，

内在する病原性も高いことを示しており，生物防

除資材として実用レベルでの高い防除効果を示す

ことが期待される。

摘 要

微生物的防除において高い防除効果をあげるた

A B C

Fig.1 Observations of distribution of Lecanicillium spp. on ventral cucumber leaf at 3weeks post inoculation under glasshouse condition.

(A) Vertalec. (B) Mycotal. (C) 2aF43.

viability viability viability

(cfu/cm2) SD slope (cfu/cm2) SD slope (cfu/cm2) SD

Vertalec 1.08×105 5.99×104 a 3.63 9.09×104 4.86×104 a 4.53 5.26×104 2.70×104 a

Mycotal 1.32×105 6.62×104 a 6.35 2.45×105 7.45×104 a 4.62 2.29×105 6.50×104 b

2aF43 2.20×10
5

6.15×10
4 b 5.6 6.02×10

5
3.94×10

5 b 3.20 2.79×10
5

4.78×10
4 b

2.97 (2.67-3.31)

3.00 (3-3.00)

4.5 (4.10-4.97)

3.0 (2.60-3.31)

Within the same week, cfu value with the same letter are not significantly different (one way ANOVA, p<0.01) according to Tukey's test.

S.D.=standard deviation.
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めには病原性だけではなく，環境への適応も重要

であり，特に Lecanicillium spp.の一連の感染様式は，

低湿度の影響を受けやすい。本研究では Lecanici-

llium spp. プロトプラスト融合株である 2aF43 の防

除効果を検討するために，低湿度ガラス室とビ

ニールハウスにおける葉面菌密度と病原性の関連

性を調査した。その結果，Vertalec®は高い病原性を

持つものの生存能力が低く，逆に Mycotal®は病原

性が低く，生存能力が高かった。これに対して，

2aF43 は病原性と低湿度条件下における生存能力

どちらにおいても高い能力を持つことが示された。

これにより，2aF43 が実用レベルでの高い防除効果

を示す生物防除資材となる可能性が期待できる。
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