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イモゾウムシ病原性原虫の宿主幼虫個体への接種と増殖
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Infection and development of a neogregarine parasite in its host, Euscepes postfasciatus, larvae
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The West Indian sweet potato weevil, Euscepes postfasciatus, is an important insect pest of sweet potato. In 2004,

neogregarine oocysts were detected from the adult weevils at Okinawa Prefecture Plant Protection Center. The

parasite was tentatively placed in the genus Farinocystis based on morphological characterization reported previously.

In this study, to investigate a life cycle of this Farinocystis-like neogregarine parasite in E. postfasciatus larva, the

weevil larvae were inoculated with the oocysts. Inoculated larvae were sampled every 24 hours and processed for

histology. As a result, this neogregarine parasite had a similar life cycle as Mattesia trogodermae and Farinocystis

tribolii. On the other hand, it was suggested that active movement of elongate merozoites and autogermination of

mature oocysts in situ would contribute to spread of infection in the host larva.
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緒 言

イモゾウムシ Euscepes postfasciatus は西インド

諸島原産で，戦後米軍物資に混じって日本に侵入

したとされるサツマイモの大害虫である。現在の

日本での分布は，奄美大島以南の南西諸島，小笠

原諸島に限られているが，それら地域からのサツ

マイモを含むヒルガオ科植物の本土への持ち込

みは，植物防疫法により禁止されている。現在沖

縄県では，不妊虫放飼法を中心としたイモゾウム

シ根絶防除事業が展開されている（久場ら，2000;

山岸・下地，2000）。しかし，2004 年 9 月以降，

不妊化用成虫の短命化，産卵数の減少が起こり，

放飼に十分な不妊虫が得られないという状況と

なったため，成虫死骸磨砕液を検鏡したところ，

原虫オオシストが検出された（大野ら，2006）。

先行研究により，この原虫は Apicomplexa 門，

Neogregarinorida 目，Farinocystis 属の一種と推定

された（森田，2009）。しかしながら，本原虫の

イモゾウムシ体内での感染増殖様式，および詳し

い生活環は解明されていない。また，原宿主も不

明である。そこで本研究では，本原虫オオシスト

をイモゾウムシ幼虫に接種し，宿主幼虫個体内で

の生活環の解明を試みた。

材料と方法

原虫オオシストの精製：原虫オオシストの精製

は PercollⓇ密度勾配遠心法を改変して行った（森

田，2009）。イモゾウムシ成虫の死亡個体を少量

の滅菌蒸留水とともに乳鉢および乳棒を用いて

すり潰した。その磨砕液を脱脂綿ろ過した後，50

ml 遠沈管に分注し，6 ˚C，3000 rpm，20 分間遠

心した。上清を除去し，沈殿物に滅菌蒸留水 30 ml

を加えて，6 ˚C，3000 rpm，10 分間遠心する作業

を 3 反復行った。得られた沈殿を少量の滅菌蒸留

水に懸濁したものを，30%（w/w）PercollⓇ上に重

層し，6 ˚C，3000 rpm，20 分間遠心した。オオシ

ストを含む沈殿を残して上清を全て除去し，再び

少量の滅菌蒸留水に懸濁して，粗精製オオシスト

とした。次に，30%（w/w）PercollⓇを 6 ˚C，22000

rpm，20 分間超遠心して作製した密度勾配上にオ

オシスト浮遊液を重層して，5 ˚C，1500 rpm，5

分間遠心し，形成されたオオシストのみを含む

バンドを回収した。それを滅菌蒸留水に懸濁して

6 ˚C，3000 rpm，5 分間遠心する作業を 3 反復行

い，オオシストを精製した。

人工飼料の作製とイモゾウムシ幼虫への接

種：本原虫を感染させたイモゾウムシ個体の飼育

に用いる人工飼料を，既報に従って作製した（榊

原，2003）。精製オオシストを 1.0×107 oocysts/ml

に調製し，このオオシスト浮遊液にイモゾウムシ

幼虫を 5 分間浸漬することにより，経口的に接種

した。接種後の幼虫は，人工飼料とともに 96 穴

プレート（Falcon 3072）に入れ，27 ˚C で飼育し

た。

組織固定と観察：本原虫オオシストを接種した

幼虫は，24 時間ごとに 10 個体ずつサンプリング

し，カルノア液に 24 時間浸漬し固定した。続い

て，95%アルコールで脱水 24 時間を 2 反復，95%

アルコール：テクノビット主液＝1：1 の浸透液 A

に 24 時間，テクノビット主液に 24 時間，テクノ

ビット主液：重合剤パウダー＝1：1 の浸透液 B

に 24 時間浸漬後，浸透液 B：液体硬化剤＝100
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ml：1 g で包埋し，ミクロトームで 10 μm の切片

を作製した。切片をヘマトキシリン・エオシン染

色し，封入してプレパラートを作製し，光学顕微

鏡下で 400～1000 倍で観察した。

結 果

コントロールとして用いた本原虫に非感染の

イモゾウムシ幼虫個体では，脂肪体はほぼ赤く染

まっており，核が点在していた（Fig. 1A）。接種

1 日後では，原虫非感染個体と感染個体の光顕像

に差は認められなかった（Fig. 1B）。接種 2 日後

でも，やはり非感染個体との明瞭な差異は認めら

れなかったが（Fig. 1C），接種 3 日後になると，

宿主脂肪組織中に小核メロントへ向かう原虫細

胞が多数観察された（Fig. 1D）。接種 4 日後では，

小核メロントへ向かう原虫細胞が増加し（Fig.

1E），接種 5 日後には，小核メロントとともに，

運動性を持つ無性的な増殖段階である小核メロ

ゾイトが観察された（Fig. 1F）。接種 6 日後では，

大核メロントが観察され始めるとともに，大核メ

ロゾイトの分離が起こっていた（Fig. 1G）。接種

7 日後になると，ガメトサイトが多数観察され，

それが融合してガメトシストが形成され始めた

（Fig. 1H）。接種 8～9 日後にかけては，ガメトシ

ストの内部には多くの核が形成され，やがて膜に

よって分離されて，細胞質を持つ小胞が作られた。

小胞は原虫細胞の細胞膜周辺に移動し，レモン形

をしたオオシストと成り，中心に 2 つの残留細胞

をもつ成熟ガメトシストが形成された（Fig. 1I，

1J）。接種 10 日後以降，ガメトシストの細胞膜が

破れ，成熟オオシストと残留細胞が遊離するよう

になった（Fig. 1K）。接種 11 日後では，脱嚢した

と思われるオオシストが多数観察された（Fig.

1L）。接種 12～13 日後では，成熟ガメトシスト数，

オオシスト数ともに増加していた（Fig. 1M，1N）。

接種 14 日後，多くのオオシストが脂肪体内に放

出されており（Fig. 1O），接種 15 日後ではオオシ

ストが脂肪体のみならず血体腔内にも観察され

た（Fig. 1P）。

考 察

本原虫が属すると推察される Farinocystis 属で，

コクヌストモドキ Tribolium castaneum から分離

された唯一の記載種 Farinocystis tribolii（ASHFORD,

1968）や，ヒメカツオブシムシ Trogoderma grana-

rium から分離された Mattesia trogodermae（BROOKS,

1988）の生活環および本研究結果を総合すると，

イモゾウムシ幼虫から分離された本原虫の宿主

幼虫個体内における感染増殖様式は以下のよう

に推定された（Fig. 2）。

まず，食餌などに混じって経口的に宿主昆虫に

食下されたオオシスト（Fig. 2a）は，中腸内で脱

嚢する（Fig. 2b）。初期の感染段階であるトロホ

ゾイト（Fig. 2c）は血体腔内に侵入した後，脂肪

体に到達する。トロホゾイトは脂肪体で小核メ

ロントへと成長し（Fig. 2d，2e），これが分裂し

て小核メロゾイトとなる（Fig. 2f）。小核メロゾ

イトは運動性を有し，宿主体内を移動して新たな

部位における感染源となり，小核メロント－小核

メロゾイトの生活環を繰り返すことで無性的に

増殖する。小核メロゾイトの一部は，大核メロン

トへと成長し（Fig. 2g），それが分裂して大核メ

ロゾイトとなり（Fig. 2h），ガメトサイトへと成

長する（Fig. 2i）。ガメトサイトは融合し（Fig. 2j），

ガメトシストとなる。ガメトシストは，はじめ核

分裂してその周りに膜を作り（Fig. 2k，2l），核，

細胞質を含む小胞がガメトシストの表面に移動

して（Fig. 2m）レモン型をしたオオシストを形成

する（Fig. 2n）。また，中心部には 2 つの核，細

胞質が存在する。オオシストはガメトシスト内で

成長し，中心部にあった 2 つの核と細胞質は周囲

に膜を作って分裂し，2 個の残留細胞を形成する。

その後，ガメトシストの表面を包んでいた膜が破

れ，オオシストと残留細胞が遊離する（Fig. 2o）。

遊離したばかりのオオシスト，残留細胞は固まっ

ており，その状態でオオシストが成熟する（Fig.

2p，2q）。成熟したオオシストは，一部は脱嚢し

てトロホゾイトとなり，宿主体内にとどまって感

染を広げるとともに，他の一部は血体腔内に放出

され，宿主から排出されて新たな水平感染源とな

る。

代表的な鞘翅目昆虫病原性 Neogregarinorigda

目原虫である Mattesia 属原虫およびコクヌスト

モドキから分離された F. tribolii の生活環中に観

察される原虫細胞と比較すると，本原虫のメロゾ

イトは細長い形態を呈し，幼虫組織のいたるとこ

ろに移動して感染を拡大させている様子が認め

られた（ASHFORD, 1968; BROOKS, 1988）。また，F.

tribolii では，宿主脂肪体内でのオオシストの脱嚢

は報告されていない（ASHFORD, 1968）。

今後は，まだ明らかにされていない感染初期段

階における本原虫の動向，宿主体内でのオオシス

トの脱嚢，および宿主オオシストの体外への排出

機構を調査することで，本原虫の感染増殖および

伝播様式をさらに詳しく解明する必要がある。
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Fig. 1. Histologic section of the West Indian sweet potato weevil larvae stained with hematoxylin and eosin. (A) Fat tissue of a healthy larva uninfected

with the neogregarine parasite. (B) 1 day after inoculation. (C) 2 days after inoculation. (D) 3 days after inoculation and (E) 4 days after inoculation.

Arrowheads indicate protozoan cells growing into micronuclear meronts. (F) 5 days after inoculation. a, micronuclear meronts and b, a micronuclear

merozoite. (G) 6 days after inoculation. b’, a dividing micronuclear merozoite. (H) 7 days after inoculation. c, a young gametocyst. (I) 8 days after

inoculation and (J) 9 days after inoculation. c’, a maturing gametocyst. (K) 10 days after inoculation. Matured oocysts were isolated from the gametocysts.

(L) 11 days after inoculation. Arrowheads indicate free oocysts germinated in situ. (M) 12 days after inoculation and (N) 13 days after inoculation. The

number of both matured gametocysts and oocysts increased. (O) A number of oocysts (arrowheads) were free in fat tissues of the host at 14 days after

inoculation. (P) 15 days after inoculation. Free oocysts were also observed in hemocoel of the host.

摘 要

沖縄県病害虫防除技術センターの不妊化用イモ

ゾウムシ成虫から Farinocystis 様原虫が検出された。

そこで本研究では，原虫オオシストをイモゾウム

シ幼虫に接種し，宿主幼虫固体内での生活環の解

明を試みた。その結果，本原虫は代表的な鞘翅目

昆虫病原性 Neogregarinorida 目原虫である Mattesia

属，Farinocystis 属と類似した生活環を示した。一

方，本原虫メロゾイトの形態は既知の原虫に比べ

細長く，宿主体内を広範囲にわたって移動し感染

拡大に寄与していること，オオシストが宿主脂肪

体内で脱嚢するとみられることなど，本原虫特異

的と考えられるステージも認められた。
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Fig. 2. Diagram of expected life cycle of a neogregarine parasite in this study. (a) Mature oocysts. (b) Germinated oocyst. (c) Trophozoit. (d) Parasite cell goes to

micronuclear meront. (e) Micronuclear meront. (f) Micronuclear merozoit. (g) Macronuclear meront. (h) Separation of macronuclear merozoits. (i)

Gametocytes. (j) Fusion of gametocytes. (k), (l), (m), and (n) Developping gametocyst. (o) Oocysts and residual cells separated out. (p) and (q) Maturation of

oocysts.


