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Bacillus thuringiensis kurstaki HD-1 のδ内毒素

がニカメイガ幼虫 Chilo suppressalis (WALKER) 

(Lepidoptera: Pyralidae)に 及 ぼ す 殺 虫 効 果1)
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Bucillus thuringiensisの産 生す る昆虫殺虫性 タ ンパ ク質,δ-内

毒素 は,殺 虫選択性が 高 く,哺 乳類 な どの 脊椎動物に 対 して毒

性がないな どの長所を もち,1961年 に 一亜種kurstaki HD-1株

を製剤化 した鱗翅 目害虫対 象の殺虫剤 が製造,販 売されて以来,

その他の 亜種か らも各 種害虫 に対 する 殺虫剤が 開発 され ている

(BEEGLE and YAMAMOTO, 1992;大 江 田 ・大 川,1988;安 田,

1991)。 しか し,こ れ らのBT製 剤は野外散布後 の効果 の持続期

間が短 く,ま た 養蚕地帯で はそ の使用 に注意 を要す るな どの短

所 がある。 そ こで,近 年,δ-内 毒素 タ ンパ ク質を コー ドす る遺

伝 子を 各種作物に 導入 して,害 虫抵抗性 の作物 を作 出す る ここ

ろ み が な され て い る(BARTON et al., 1987; FISCHHOFF et al., 

1987; VAECK et al., 1987; PERLAK et al., 1990)。B. thuringiensis

の産 生す る 毒素は 殺虫性 タンパ ク質の 種類に よ り殺虫活性 スペ

ク トルが 異なるので,こ の 遺伝子を 作物 に導入す る場合,対 象

作物の 主要害虫に 殺虫作用を もつ 毒素 タ ンパ ク質 の遺伝子 を選

択 す ることが重要であ る。本 報 告 で は,イ ネにこの殺虫性毒 素

タ ンパ ク質の 遺伝子を導入 して 耐虫性 イネを 作 出す る研究 の一

環 として,イ ネの主要鱗翅 目害虫,ニ カ メ イ ガ幼 虫Chilo sup-

pressalisに 対 して,B. thuringiensis kurstaki HD-1株 の生産す る

135kDaの 毒素タ ンパ ク質お よびその 一成分で ノシメマダラメ

イガPlodia interpunctellaに殺虫効果 の知 られる(VAN RIE et al., 

1990)タ ンパ ク質CryIA (b)が,ど の程度 の殺虫効果 を示すか

を,精 製 した毒素 タ ンパ ク質 を用 いて評価 した。

本文 に 入るに先立 ち,ニ カメイガを 分与いただいた 理化学研

究所,内 海恭 一 氏,ニ カメイガの 飼育法等に 関 して ご助言いた

だ いた東北農業試験場 水田虫害 研究室 菅野紘男 室長,B. thurin-

giensis kurstaki HD-1株 精 製結晶性 タンパ ク質を提供いただいた

株式会社 クボタ,CryIA (b)の 遺伝 子を譲 渡いただいた 東亜合

1) 本論文 の一部 は 日本応用動物昆虫 学会第52回 大会(1992年9月,弘 前大学)で 発 表 した.

日本応用動物昆虫学会誌(応 動昆) 第38巻 第1号:46-49 (1994)

1993年8月16日 受領 (Received 16 August 1993)

1993年11月9日 登載決定 (Accepted 9 November 1993)



短 報 47

成化学工業株式会社に御礼 申しあげ る次第であ る。

材 料 お よび 方 法

1. 供試昆虫

本研究に用いたニカ メイガC. suppressalisは,理 化学研究所か

ら譲 渡を受け,イ ネの芽だ しを用 いて25℃, 16L-8Dの 恒温槽

で累代飼育にた ものを用いた(内 海 ・釜野,1991)。

2. 人 工飼 料の調製

無菌飼育用 人工 飼料 の組 成(KAMANO, 1971)を 参考に イネ乾

燥粉末を主成分 とした人 工 飼 料 を 作成 した(Table 1)。抗生物

質 は,ク ロラム フェニコール,オ ー レオマイ シ ン,カ ナ マイ シ

ンなどを試験 し,も っとも幼虫の 生存率の高か った オ ーレオ マ

イシ ンを用い た。Table 1の 組成の うちaを 付けた 成分,お よ

び毒 素は人工 飼料 を120℃, 15分 間オ ー トクレーブ後,約50℃

に冷却 してか ら混合 した。

3. 供 試素 素タ ンパ ク質

B. thuringiensis kurstaki HD-1の 産生す る δ-内毒素 タンパ ク質

(以下HD-1)は,株 式会社 クボタか ら精製 された ものを 提供 し

ていただいた。 このタ ンパ ク質は 殺虫活性の 異な る数種類の タ

ンパ ク質(主 成分は135kDaのCryIA (a)とCryIA (b))の 混

合物 である。CryIA (b)タ ンパ ク質は,そ の 遺伝子(KONDO et 

al., 1987)を プラス ミドに もつ大腸 菌 で 発 現 させ,タ ンパ ク質

を精 製 して実験 に供 した。 なお,CryIA (b)の 遺伝子は 東亜合

成 化学工 業(株)から譲渡を 受けた。CryIA (b)の 抽出,精 製方法

は以下に示 す とお りであ る。

4. CryIA (b)の 抽 出,精 製法

CryIA (b)の 遺伝子cryIA (b)を プラス ミド中 に もつ 大 腸 菌

を 常 法 に よ り,25μg/mlア ン ピシ リ ン,0.1mM IPTG含 有

Terrific Broth液 体培地,1l中 で 一 昼 夜(37℃),大 量 培 養 し

た。

これを 氷上で30分 間冷却後,4℃, 8,000rpmで8分 間遠心

して 大腸菌を 集めた。沈殿 を,あ らか じめ 氷上で 冷却 しておい

た 緩 衝 液A (20mM Tris・Cl pH7.5/5mM EDTA/2mM

Table 1. Ingredients of artificial diet for rice stem borer, 

Chilo suppressalis

a These ingredients were mixed in the autoclaved diet 

after allowing it to cool to less than 50•Ž.

PMSF)に 懸濁 した。再 度,4℃, 8,000rpmで8分 間遠心 し,

沈殿を50mlの0.1mg/mlリ ゾチームを含む緩衝液Aに 懸濁,

30分 間 氷 上 に静置 した。 これを約30分 間超音波処理 し,細 胞

破 砕 後,4℃, 12,000rpmで15分 間遠心 し,沈 殿 を 緩 衝 液A

に懸濁 した。 この操作を3回 繰 り返 し,pH7.5で 水溶性 のタ ン

パ ク質を 除去 した。CryIA (b)タ ンパ ク質 は,中 性 では水 に不

溶であ るが,pH9.5以 上 で水 溶 性 とな るので,緩 衝液B (50

mMグ リシ ン-NaOH pH10.0/10mM DTT/2mM PMSF/5mM 

EDTA)に 沈殿を懸濁後,室 温で30分 間攪拌 して,12,000rpm, 

15分 間遠心 した。 この 上清にCryIA (b)が 含 ま れ る。 これを

蒸留水に対 して,3日 間透析 し,4℃, 10,000rpm, 15分 間遠心

してCryIA (b)タ ンパ ク質を含む 沈殿を集めた。 この沈殿 は小

量の蒸留水に懸濁 し,-80℃ で保存 した。

これ らの タ ンパ ク質 保存溶液は,SDS-ポ リア ク リルア ミドゲ

ル電気泳動(SDS-PAGE)後,ク マ シ ー ブ リ リア ン トブル ー

G250で 染色 し,デ ンシ トメーターで各バ ンドの積 分 値 を 測 定

した。 この データとタ ン パ ク質 溶液 の 乾 重 か ら,次 式に よ り

HD-1, CryIA (b)各 保 存 溶 液中 のの135kDaタ ンパ ク質 の含

有量を求めた。

タンパ ク質溶液中の135kDaタ ンパ ク質 の濃度(μg/ml)

=タ ンパ ク質溶液の乾重(
μg/ml)×

135kDaの バ ン ドの積分 値/

全バ ン ドの積分値 の総 和

5. 毒素の効果検 定法

毒素 タンパ ク質 は135kDaタ ンパ ク質 が 人工飼料 の重 量(g)

当 り10-4か ら10-9 (g)の 濃度 とな るよ うに10倍 階段希釈 して

混合 した。

人工 飼 料 約3gを 直 径3cm,高 さ6cmの ガラスバイアル

に入れ,ニ カメイガ孵化幼虫25頭 を細 い筆 で接 種 し,シ リコン

栓を して,25℃, 16L-8Dの 恒温槽 においた。接 種後2日 ごと

に各区4個 ずつ(接 種幼虫数100頭)の パ イアル中 の幼 虫 生 存

数,齢 期を 調査 した。 幼虫は 人工飼料中に 潜入 してい る場合が

多 く,調 査の 際は人工飼料を 分解 して詳細 に観察 しなけれ ばな

らず,調 査後の 幼虫 の衰弱を考 え,新 しい 人工飼料 に幼虫 を接

種 し直す ことはせず,調 査 の都度 同一 日に接種 した別 のサ ンプ

ルを用いた。

結 果

ニカメイガ幼虫 のHD-1お よびCryIA (b)タ ンパ ク質 含有

飼料上で の経 日的な生存率 の変化をTable 2に 示 した。調査 の

都度,別 の サ ンプル を用 いたので,生 存 率に多 少の上下 はある

が,高 濃度ほ ど早期 に死亡す る傾 向が見 られ た。対 照区で も日

を追 うに従い,生 存虫数 が減 少 していったので,14日 目までで

調査を打 ち切 った。HD-1タ ンパ ク質を用 い た場 合 で は,10-4

の濃度で は4日 目に生存率が21.0%に 減少 し,8日 目で全個 体

死亡 した。10-5で は6日 目に生存 率が42%と 減少 し,10日 目

で全個体死亡 した。10-6で は12日 目に16.0%に 減少 し,14日

目には全個 体死亡 した。10-7で は10日 目までは50%以 上 の生
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Table 2. Change in survival rate of rice stem borer, Chilo suppressalis on diet mixed with toxin of Bacillus thuringien-

sis kurstaki HD-1

1) Days after inoculation of newly hatched larvae.

存率を 示 していたが,14日 目で9.0%と な った。 これ より薄い

濃度 では14日 目で も生存率が対 照区 とのあいだ に有意な差が認

め られ なか った。

生存虫 の齢構 成を頭部の大 きさによ り判 断 して調 べた ところ,

対 照区お よび10-9, 10-8区 では,6日 目には2齢 幼虫 が認 めら

れ る ようにな り,10日 目には3齢 幼虫 も存 在 した。 しか し,14

日目までに全個 体死亡 した10-6, 10-5, 10-4区 では,死 亡 するま

で1齢 のままであった。10-7区 では14日 目 には9頭 幼虫 が生

存 していたが,す べて1齢 幼虫であ った。

CryIA (b)含 有 飼料で も,HD-1と 同様の 結果が 得 られた。

10-4の 濃度では,生 存率が8日 目に10.0%と な り,10日 目に

全個 体死亡 した。10-5で は,12日 目に38.0%と な り,14日 目

に全個 体死亡 した。10-6で は14日 目に35.0%と な った。 これ

より薄 い濃度 では,生 存率が 対照区 と差がなか った。齢構 成も

10-9, 10-8, 10-7, 10-6区 で は,6日 目には2齢 幼虫 が認 め られ

る ようにな り,10日 目には3齢 幼虫 も存在 した。 しか し,14日

目までに全個 体死亡 した10-5, 10-4区 では,死 亡す るまで1齢

のままであった。

考 察

16日 目には対照区の 生 存 率 が50%を 下 回ったので,以 降調

査 は打ち 切 ったが,毒 素の 幼虫 に対す る効果 の有無 は,生 存率

だけでな く生存虫の 成長程度 でも判 断でき,効 果 のない濃 度で

は 生存虫が2齢 ない し3齢 まで 成長 したのに 対 し,効 果のあ る

濃 度では,生 存率の低下 もさるこ となが ら14日 目で も生存虫が

1齢 の ままであ った。 したが って,こ の成長抑制 効果 を利用 す

れば,6日 目で 効 果 が 判定 できる と考 え られる。HD-1タ ンパ

ク質の 殺虫活性は,こ のタ ンパ ク質 の1成 分 であるCryIA (b)

よ りやや高い と考え られ るが,こ れは,HD-1に 含 ま れ る,他

の毒素タ ンパ ク質,CryIA (a)な どの相 乗 効 果 に よる もの と考

え られ る。

対照区の幼虫生存率 も日を追 うごとに減少 し,16日 目で50%

を 割 って しまったが,こ れは主に 人工飼料 の成分 に不十分 な点

があるため と考え られ る。 ニカメイ ガ幼虫は 防腐剤 に対 して弱

い といわれているので(内 海 ・釜野,1991),よ り良い人工飼料

開発のためには防剤剤の改 良 が 必 要 と思 わ れ る。GUENNELON 

and SORIA (1973)は,防 腐剤 と して安息香酸 お よびパラ ヒドロ

キシ安 息 香 酸 を,抗 生物質 と して,オ ー レオマイシ ンを用 いて

ニカ メイガ 幼虫の 累代飼育可能 な人工 飼料 を作成 し,85～90%

の羽 化率を 得てい る。 予備試験では これ と同じ組成 の人工飼料

を用 いた 場合 で も生存率は低 く,今 回の 組成の ものが 最 も生存

率が 安 定 していた。 今回用いた ニカメイ ガはGUENNELON and 

SORIA (1973)の 用 いたニ カメイガ とは 防腐剤に対す る感受性が

異 なる 系統であ るのか もしれない。 生存率の 高 い安定 した人工

飼料 の開発には これ らの点 も含めて今後検討す る必要があろ う。

ニカメイガ幼虫C. suppressalisに対 するBT剤 の殺虫効果 につ

いては,BOUNIAS and GUENNELON (1974)が,市 販 のBT剤 を

人工飼料 に 混合 して,証 明 してい る。 しか し,市 販 のBT剤 は,

各種毒素タ ンパ ク質 や増量剤な どの混合物であ り,遺 伝 子 導 入

の 目的には 単一の遺伝子が コー ドす る毒素 タ ンパ ク質 の効果を

調 べ な け れ ば な らな い。 本 研 究では,B. thuringiensis kurstaki 

HD-1株 の 遺伝子cryIA (b)が コー ドす るCryIA (b)タ ンパ ク

質 が,ニ カメイガ幼虫に殺虫効果 の あ る こ とが 証 明 され た。

cryIA (b)遺 伝子を イネ に導入 し,10-5以 上 の発現 があれ ば,ニ

カメイガに 対す る耐虫性を付与 した 形質転換植物が 作 出可能 と

考え られ る。
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