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The West Indian sweet potato weevil, Euscepes postfasciatus (Fairmaire), is one of the most important insect pests 

of sweet potato. The sterile insect technique eradication program is in progress in Okinawa Prefecture, Japan. In 2004, 

however, the neogregarine Farinocystis sp. parasite was detected from mass-reared colonies of E. postfasciatus at the 

facility of Okinawa Prefectural Plant Protection Center, and it caused decrease in their longevity and fecundity. This 

protozoon was not detected from the weevils in nature, with an exception of one individual, so that the original host 

of the neogregarine has been unknown. In this study, the coleopteran insects were ingested with the neogregarine 

oocysts and infection of the neogregarine was investigated using PCR and tissue fixation 2 weeks postinoculation. 

Scarabaeidae, Chrysomeloidae, and Tenebrionidae insects were not infected with the Farinocystis sp. In the case of 

Curculionoidae, the neogregarine-specific products were amplified by PCR and trophozoite-like protozoan cells were 

observed by the tissue fixation. However, further proliferation and division of the protozoan cells were not detected. 

These results suggested that the neogregarine Farinocystis sp. isolated from E. postfasciatus has a very narrow host 

range. 

 

 
緒   言 

 

近年，世界各地で侵入生物が大きな問題となっ

ている。それら生物は，運輸の発達による人と物

の移動の活発化に伴って，偶発的に新天地へと侵

入した。多くの場合，侵入先にはそれらの天敵と

なる生物がおらず，侵入した生物は快適な生活環

境を背景に爆発的に増殖している。 

サツマイモ Ipomea batatas の重要害虫であるイ

モゾウムシ Euscepes postfasciatusは，西インド諸島

を原産とし，中南米や太平洋諸国に分布している。

日本では，1947 年に沖縄県で初めて発見された。

第二次世界大戦直後である当時，サイパンなどの

南太平洋から多くの引揚者が帰国したが，イモゾ

ウムシは彼らの食料にまぎれて侵入したと考えら

れている。その後，種芋の配布と同時に沖縄県の

離島に侵入し，1960 年代には鹿児島県の奄美諸島

まで分布を拡大した（小濱，1990）。 

イモゾウムシ雌成虫は，サツマイモ塊根に口吻

で孔を開け，その中に産卵する。そして孵化した

幼虫は，塊根内部を食害していく（ALLEYNE, 1982; 

RAMAN and ALLEYNE, 1991; 桜谷ら, 2000）。イモゾウ

ムシに食害されたサツマイモでは，イポメアマロ

ンが産生され，独特の臭いと苦味を生じる。その

ため，加害されたサツマイモは食用のみならず飼

料用としても利用できなくなってしまう。現在，

イモゾウムシの寄主植物であるサツマイモを含む

ヒルガオ科植物は，植物防疫法によってイモゾウ

ムシ未発生地域への移動が禁止されており，南西

諸島におけるサツマイモ生産は大きく制限されて

いる。 

沖縄県では，不妊虫放飼法を中心としたイモゾ

ウムシの根絶防除事業が展開されている（久場ら, 

2000; 山岸・下地, 2000）。この方法では，まず対象

となる害虫の大量増殖が必須である。沖縄県では，

1994 年よりイモゾウムシの大量増殖を開始し，不

妊虫放飼法の有効性を試験してきた（久場ら, 2000; 

山岸・下地, 2000）。大量増殖虫数は順調に増加し，

2003 年 6 月から 2004 年 8 月初旬まで週 300 万頭，

月 1200万頭前後の不妊虫が継続して放飼されてき

た。この間，野外でのイモゾウムシ個体数には減

少傾向が認められ，不妊虫放飼法は効果的である

と考えられた。しかしながら，同年 9 月より大量

増殖虫の生産数が急激に低下し，週 150 万頭前後

となった。同時に，成虫の短命化と雌の産卵数の

減少が認められた。このため，病気の蔓延が疑わ

れ，死亡したイモゾウムシ個体を磨砕して検鏡し

たところ，原虫オオシストがほぼ 100%の確率で検

出された（大野ら, 2006）。この原虫オオシストは

レモン形を呈しており，生活環内中で観察される

原虫細胞の形態などから，Apicomplexa 門，Neogre- 

garinorida目，Farinocystis属の 1種と推定された（森

田ら, 2007）。本原虫オオシストをイモゾウムシに

経口接種すると，イモゾウムシの生存率の有意な

低下と産卵数の減少が見られたことから，本原虫

がイモゾウムシに病気を引き起こすことによって
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不妊虫の減産が起こっていると推察された（KUMA- 

NO et al., 2010）。 

大量増殖された昆虫に病気を引き起こす原虫と

しては，トノサマバッタに感染する Antnospora loc- 

ustae（CANNING, 1953; 1962a; 1962b），サシチョウバ

エに感染する Psychodiella sergentii（LANTOVÁ et al., 

2010; 2011）などが知られており，宿主の発育遅延

や生存率の低下，また一部の原虫感染では産卵数

の低下が報告されている。それらは，野生の宿主

個体群の中で維持されてきたものが，大量増殖と

いう特殊環境下にある宿主個体群の中で急激に増

殖したものである。しかしながら，本原虫は野生

イモゾウムシからは発見されておらず，原宿主お

よび大量増殖施設への侵入経路は不明である。そ

こで本研究では，鞘翅目コガネムシ科，ハムシ上

科ハムシ科，ゾウムシ科およびゴミムシダマシ科

の昆虫に本原虫オオシストを経口接種し，感染の

有無を調査することで本原虫の宿主範囲を推定し

た。 

 

材料と方法 

 

鞘翅目昆虫：供試した鞘翅目昆虫を Table 1 に示

した。鞘翅目コガネムシ上科 Scarabaeoidea コガネ

ムシ科 Scarabaeidae のアオドウガネ（Anomala albo- 

pilosa albopilosa），シロテンハナムグリ（Protaetia 

orientalis submarumorea），およびカブトムシ（Trypo- 

xylus dichotomus），ハムシ上科 Chrysomeloidea ハム

シ科 Chrysomelidae のウリハムシ（Aulacophora indi- 

ca），マメゾウムシ科 Bruchidae のヨツモンマメゾ

ウムシ（Callosobrucbus maculatus）およびアズキゾ

ウムシ（Callosobruchus chinensis），ゾウムシ上科

Curculionoideaミツギリゾウムシ科Brentidaeのアリ

モドキゾウムシ（Cylas formicarius），オサゾウムシ

科 Dryophthoridaeのコクゾウムシ（Sitophilus zeama- 

is），ゾウムシ科 Curculionidae のアルファルファタ

コゾウムシ（Hypera postica），そしてゴミムシダマ

シ上科 Tenebrionoideaゴミムシダマシ科 Tenebrioni- 

dae のコクヌストモドキ（Tribolium castaneum）で

ある。このうち，アリモドキゾウムシは，沖縄県 

 

 

Table 1. Insects used for Farinocystis sp. inoculation  

Taxon Scientific name 

Super-family Scarabaeoidea  

Family Scarabaeidae  Anomala albopilosa albopilosa  

 Protaetia orientalis submarumorea  

 Trypoxylus dichotomus  

Super-family Chrysomeloidea   

Family Chrysomelidae  Aulacophora indica  

Family Bruchidae  Callosobrucbus maculatus  

 Callosobruchus chinensis  

Super-family Curculionoidea   

Family Brentidae  Cylas formicarius  

Family Dryophthoridae  Sitophilus zeamais  

Family Curculionidae  Hypera postica 

Super-family Tenebrionoidea  

Family Tenebrionidae  Tribolium castaneum 

病害虫防除技術センターにおいて大量増殖された

死亡個体を供試した。それ以外の昆虫については，

九州大学において 25 °C で飼育しているものを用

いた。 

Farinocystis 原虫オオシスト：原虫オオシストの

精製は，PercollTM 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，

少量の滅菌水とともに乳鉢および乳棒を用いて磨

砕した。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，1106 g，20分間遠心した。上

清を除去後，沈殿物に滅菌水 30 mlを加えて，6 °C，

1106 g，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水に懸濁したものを，

30％（w/w）PercollTM上に重層し，6 °C，1106 g，

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，再び少量の滅菌水に懸濁して，

粗精製オオシスト浮遊液とした。次に，30％（w/w）

PercollTMを 6 °C，34306 g，20分間超遠心して作製

した密度勾配上に，粗精製オオシスト浮遊液を重

層して 6 °C，277 g，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

菌水に懸濁して，6 °C，1106 g，5分間遠心する作

業を 3反復行い，原虫オオシストを精製した。 

Farinocystis 原虫の鞘翅目昆虫への接種：供試昆

虫への Farinocystis 原虫オオシストの接種には，血

球計算盤を用いて 1×107 oocysts/ml に調整したオ

オシスト浮遊液を用いた。本オオシスト浮遊液を，

コガネムシ科昆虫には 10 µl経口接種した。ハムシ

上科，ゾウムシ上科，およびゴミムシダマシ科昆

虫には，オオシスト浮遊液に 5 分間浸漬すること

により接種した。その後，原虫オオシストを接種

した昆虫を 25 °Cで 2週間飼育した。 

PCR法による Farinocystis原虫特異的増幅産物の

検出：新見（2011）の方法に従い，PCR によって

Farinocystis 原虫特異的増幅産物の検出を行った。

供試昆虫を滅菌水で 30分間洗浄し，体表に付着し

たオオシストを除去した後，脂肪体を摘出した。

摘出した脂肪体を 1.5 ml チューブ中でチューブミ

キサーにより磨砕し，Buffer A （100 mM Tris-HCl 

(pH 9.5), 1 M KCl, 100 mM EDTA）を 500 μl加えて

攪拌した。95 °Cで 10分間インキュベートした後，

再び攪拌し，滅菌超純水によって 1/50に希釈した。

上清 0.5 µlを 9.5 μlの PCR反応液に添加し，96 °C 2

分，98 °C 10秒，60 °C 30秒，72 °C 30秒，35サイ

クルの反応条件で PCR を行った。酵素には

HybripolTM（BIOLINE）を使用した。 

組織固定切片の作製：供試昆虫をカルノア液（エ

タノール：クロロホルム：酢酸＝6：3：1, v/ v/ v）

に 2日間浸漬して固定した。続いて，95%エタノー

ルで 24 時間の脱水処理を 2 反復した後，95%エタ

ノール：Technobit 7100（Kulzur Wehrheim）＝1：1, 

v/ vの浸透液Aに 2日間，Technobit 7100に 2日間，

Technobit 7100：重合剤パウダー＝100 ：1, v/ wの

浸透液 B に 2 日間浸漬後，浸透液 B：液体硬化剤
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＝15：1, v/vで包埋し，ミクロトーム（ライカ回転

ミクロトーム RN2155，ライカ株式会社）で 5 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（Axioplan 2 Universal Microscope, ZEISS）

下 400～1,000倍で観察した。 

 

結   果 

 

PCR法によるFarinocystis原虫特異的増幅産物の

検出 

 鞘翅目昆虫に Farinocystis原虫のオオシストを経

口接種し，PCR 法により本原虫特異的な増幅産物

を検出することで原虫感染の有無を調査した。 

コガネムシ科，ゴミムシダマシ科，およびハム

シ上科マメゾウムシ科昆虫では，すべての個体で

Farinocystis 原虫特異的な増幅産物を検出すること

はできなかった。ハムシ上科ハムシ科のウリハム

シでは，5個体中 1個体で本原虫特異的な増幅産物

が検出された。一方，ゾウムシ上科昆虫では，ア

リモドキゾウムシで 100個体中 15個体，コクゾウ

ムシでは 10個体中 9個体，アルファルファタコゾ

ウムシでは 10 個体中 1 個体で Farinocystis 原虫特

異的な増幅産物が得られた（Table 2）。 

 

組織固定切片での原虫細胞の光顕観察 

 Farinocystis 原虫オオシストを接種した昆虫の組

織固定切片を作製し，光学顕微鏡下での原虫細胞

の観察を試みた。 

 コガネムシ科，ゴミムシダマシ科，およびハム

シ上科の各昆虫では，非接種個体と接種個体の間

で，脂肪体の性状に違いは認められなかった。一

方，ゾウムシ上科昆虫では，Farinocystis 原虫のト

ロホゾイトと思われる原虫細胞が脂肪体の間隙に

観察された。この原虫細胞は長さ 10～15 µm のぜ

ん虫状を呈していた。しかし，感染イモゾウムシ

の脂肪体中で見られる増員増殖期以降の原虫細胞

は観察されなかった（Fig. 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考   察 

 

鞘翅目昆虫に Farinocystis原虫のオオシストを経口

接種し，PCR および組織固定切片の光顕観察によ

って，本原虫の感染増殖が起こるか否かを調査し

た。その結果，コガネムシ科，ゴミムシダマシ科

およびマメゾウムシ科昆虫では，PCRによる検出，

組織固定切片の観察のいずれにおいても本原虫の

感染は認められなかった。ハムシ科ウリハムシで

は，PCR 検出法により 1 個体に本原虫特異的と見

られる増幅産物が検出されたが，組織固定切片の

観察では Farinocystis原虫細胞は観察されなかった。

このことから，ウリハムシも本原虫に非感染であ

ると考えられた。一方，ゾウムシ上科昆虫では，

PCR検出法で一部の個体に Farinocystis原虫特異的

な増幅産物が認められ，また，組織固定切片には，

トロホゾイトと思われる原虫細胞が観察された。

しかしながら，本原虫に感染したイモゾウムシで

認められるメロント，メロゾイトおよびガメトシ

ストといった，増員増殖期以降の原虫細胞を観察

することはできなかった。従って，Farinocystis 原

虫の感染範囲はゾウムシ上科に限られると推察さ

れた。さらに，イモゾウムシ以外のゾウムシ上科

昆虫では，感染は成立するものの，その後の増員

増殖期への移行が認められないことから，本原虫

の宿主範囲は非常に狭いものと判断された。 

 ゴミムシダマシ科コクヌストモドキは，本原虫

と同じ Farinocystis 属の唯一の記載種である Farin- 

ocystis triboliiの宿主として知られている（ASHFORD, 

1968; RABINDRA et al., 1981）。イモゾウムシから分離

された本 Farinocystis原虫がコクヌストモドキに感

染しなかったことから，本原虫は未記載の原虫で

あるか，あるいは，長期間イモゾウムシを宿主と

してきたために病原性が変化した可能性があると

推察される。 

 本研究で供試した鞘翅目昆虫の中で，イモゾウ

ムシから分離された Farinocystis原虫が生活環を完

了できたものはいなかった。野生下のイモゾウム

シ個体群で本原虫が発見されていない以上，イモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Detection of Farinocystis sp. specific products using PCR. 

 

Taxon Scientific name 
No. of individuals  

detecting PCR products / tested 

Super-family Scarabaeoidea   

Family Scarabaeidae  Anomala albopilosa albopilosa  0/6 

 Protaetia orientalis submarumorea  0/6 

 Trypoxylus dichotomus  0/5 

Super-family Chrysomeloidea    

Family Chrysomelidae  Aulacophora indica  1/5 

Family Bruchidae  Callosobrucbus maculatus  0/10 

 Callosobruchus chinensis  0/10 

Super-family Curculionoidea    

Family Brentidae  Cylas formicarius  15/100 

Family Dryophthoridae  Sitophilus zeamais  9/10 

Family Curculionidae  Hypera postica 1/10 

Super-family Tenebrionoidea   

Family Tenebrionidae  Tribolium castaneum 0/10 
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Fig. 1. The investigation of Farinocystis sp. infection using tissue fixation. Scarabaeidae, Chrysomeloidea and Tenebrionidae 

were not infected with Farinocystis sp. Arrows indicate trophozoite-like protozoan cells. Control of C. formicarius was not 

investigated, because the protozoa-free individuals could not be obtained. Scale bar=20 μm. 
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ゾウムシ以外に原宿主が存在する可能性が高いと

考えられる。今後，本研究において Farinocystis 原

虫の感染が認められたゾウムシ上科を中心に，沖

縄県病害虫防除技術センター周辺に生息する昆虫

や，イモゾウムシ以外のサツマイモの害虫，およ

び貯穀害虫など，大量増殖イモゾウムシコロニー

に接触する可能性のある昆虫に注目して実験を行

う必要がある。また，これまでの野生イモゾウム

シにおける原虫感染の調査では，イモゾウムシを

磨砕し，光学顕微鏡下でガメトシストまたはオオ

シストが観察されるか否かで感染の有無を判断し

てきた（KUMANO et al., 2010）。本原虫のスポロゴニ

ー期までの原虫細胞は，一般的な光学顕微鏡下に

よる観察では検出が困難なため，実際は低頻度で

Farinocystis 原虫の感染があったとしても見逃され

ている可能性がある。そのため，PCR や組織固定

切片を用いて，野生イモゾウムシ個体群における

本原虫の感染調査を行う必要がある。 

 

摘   要 

 

 沖縄県病害虫防除技術センターのイモゾウムシ

大量増殖施設において，Farinocystis 原虫による病

気が発生した。本研究では，さまざまな鞘翅目昆

虫に Farinocystis 原虫のオオシストを経口接種し，

本原虫の感染増殖の有無を調査した。その結果，

コガネムシ科，ゴミムシダマシ科およびハムシ上

科昆虫では Farinocystis 原虫は非感染であった。一

方，ゾウムシ上科では，Farinocystis 原虫のトロホ

ゾイトが観察された。しかし，トロホゾイトの次

のステージである原虫細胞の増員増殖は，イモゾ

ウムシ以外の昆虫では認められず，本原虫の宿主

範囲は非常に限定されていると考えられた。 
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