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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exp. Stn.) 19: 25-30 (1978) 

アレチウリ （Sicyos angulatus L.）の台木利用に関する研究

第 2報 サツマイモネコブセンチュウに対する抵抗性

萩谷俊一・土岐知久

I 緒 言

露地およびハウス栽培のキュウリではサツマイモネコ

ブセンチュウ（Meloibogyneincognita）による被害が大

きし現在のところウリ類て＇・＇ ;J:Anahu系のトマトで知ら

れている5）ような抵抗性品種や台木は発見されていない。

土岐・甲田 7）は帰化植物アレチウリをキュウリの台木

として利用した結果，同種が促成栽培などで収量が高〈

実用性の高いことを報告した。

著者らは同植物が病害虫抵抗性，なかでもサツ7 イモ

ネコブセンチュウに対し，どの程度の抵抗性を有するか

知る必要を認め，同一条件下での根こぶの着生比較や，

根内での同センチュウの発育状況，汚染土壌下での収量

調査などについて試験を実施した。

その結果，同植物は完全な抵抗性を示さないが，カボ

チャに比べて根こぶの着成がかなり少い特徴が認められ

た。その概要は一部予報した 3）が本報ではその後の知見

等を含めた検討結果について報告する。

本文に先だち，農林省農業技術研究所病理昆虫部線虫

研究室岡本好一技官および当場病害虫研究室長井雄治室

長には多大のご指導，ご教示をいただいた。記して謝意

を表する。

II 材料および方法

1.アレチウリ，カボチャ，キュウリに対するサツマ

イモネコブセンチュウの寄生比較

(1) 温度別の根重とゴール着生量

アレチウリ，カボチャ（品種：クロダネ），キュウリ（品

種．新ときわ）の芽出し種子を砂壌土200gの詰まったプ

ラスチックカップ（高き約lOcm）に各々 1粒ずつは種し

た。次に本葉1枚が展開した前記3植物に対しサツマイ

モネコブセンチュウのふ化直後の幼虫約1000頭を各カッ

プの土中に接種し， 25℃および30℃の各恒温条件下の人

工気象室に置き，自然日長で育成した。

調査は接種14日後にカップ別に根重と，常法4）による

根こぶの着生程度の測定をおこなった。試験は各植物5

株としたが，無接種区は30℃のみとした。

(2) 根長あたりの寄生量

サツマイモネコブセンチュウに汚染された火山灰土壌

（土50gあたり平均幼虫数125.5）を野菜用は種箱（30cm

×50cm，深さ7.5cm）によく撹持して詰めたのちアレチウ

リ，カボチャ（品種：新土佐1号）およびキュウリ（品

種：：さっきみどり）を10粒ずつ，それぞれ条矯し14時間

照明， 28℃恒温の人工気象室で育成した。

調査はは種30日後に各苗を堀り上げ，発芽遅延による

極端な生育不良苗を除き，アレチウリ 8株，カボチャ 9

株，キュウリ 8株について茎葉重，根重を測定した。さ

らに水洗した太さ約0.1～0.2mmの各植物の根を，酸性フ

クシン・ラクトフェノール染色法4）によって染色し，根

内寄生の発育ステージ別線虫数をCHRISTIEの分類I）に

従って調査し，併せて根長も測定した。

2.サツマイモネコブセンチュウ汚染土壊におけるア

レチウリ，カボチャ台木キュウリおよび無接ぎ木

キュウリの根部被害と生育

サツマイモネコブセンチュウの汚染土壌（土壌50gあた

り平均幼虫数89.8）を直径30cm，深さ24cm，の素焼鉢に

均一に詰め，それにほぼ生育の揃ったアレチウリ台，カ

ボチャ台および無接ぎ木の各本案5枚展開のキュウリ苗

（モミガラ煉炭育苗，日乎び接ぎ法，カボチャ品種：クロ

ダネ，キュウリ品種：王金促成）を 1株ずつ移植し，そ

れぞれ4鉢供試した。また対照区として D-D油剤を土

壌注入器で1鉢に 3cc注入後，無被覆のまま放置し 4日

後に撹衿し，さらに 3日後に前記アレチウリ台とカボチ

ャ台のキュウリ各1株を移植した。

試験はやや高温下 (18℃～35℃）のカゃラス温室内で7

月1日（移植日）から実施した。また同時に各植物の茎

葉部病害防除にベノミル水和剤2000倍液およびマンネブ

水和剤50Cf音液を7日おきに十分量散布した。

調査は移植24日後に台木別に草丈，側校数，節数，果

数および葉，果，根の各生体重を測定した。さらに前試

験と同様に根こぶ（ゴール）指数と酸性フクシン・ラク

トフェノール染色法により根部内発育ステージ別線虫数

について調査した。

3 .ネコブセンチュウ汚染土壌でのアレチウリ台キユ

ウリの収量と根部被害
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サツマイモネコブセンチュウで汚染されたビニールハ

ウス（土壌50gあたり平均幼虫数52.2）に本葉 5-6枚の

生育の揃ったアレチウリ台，カボチャ台（品種：金剛）

の各キュウリおよび無接ぎ木のキュウリ（品種：夏秋節

成2号）苗を 5月25日に移植した。 f共試株数は各14株で，

栽植密度は 2丸？とし，肥料は油粕・堆肥・高度化成を県

栽培基準量施用した。なお茎葉部病害防除のために前試

験と同様ベノミル剤，マンネブ剤を定期的に散布した。

調査は各台木別に 6月18日から 7月20日までの収穫物

の品質を上，下物に分け，本数と重量を計測した。さら

に7月21日に各区 5株について，根こぶの着生数とゴー

ル指数による被害程度を調査した。

4.アレチウリ台キュウリの栽培が後作トマトの生育

およびサツマイモネコブセンチュウの寄生量に及

ぼす影響

前記2試験終了後の 7月29日各鉢にモミ力、ラ矯炭育

苗により育成したトマトの首（品種：はまれ・草丈約20

cm，本葉7～ 8枚）を 1株ずつ移植し，同じガラス室内

で育成した。なお移植前に各鉢4gの高度化成 (12ー 16-

14）を施用し，生育中の管理作業として恨IJ校の芽かきや

前試験と同薬剤による茎業部の病害防除を実施した。

調査は移植33日後， 51日後に草丈，茎業重，根重を各

2鉢ずつ測定（ D-D消毒区は51日後のみ）するととも

に前記試験と同様の酸性フクシン・ラクトフェノール染

色法により，各区別にトマトの根2g中の寄生線虫数，お

よび51日後の各区の土壌lOOgからベールマン法て、分離さ

れたサツマイモネコブセンチュウ 2期幼虫数の 3点につ

いて実施した。

III 結果および考察

1.サツマイモネコブセンチュウのアレチウリに対す

る寄生性

ネコブセンチュウの 2期幼虫を一時期に等しく接種す

ることにより，アレチウリ，カボチャ，キュウリか‘加害

を受けた場合に，各植物の根こぶの着生量や線重に及ぼ

す影響について知ろうとした。

各植物の根こぶの着生状況は25℃と30℃の両温度下に

おいて，キュウりやカボチャで多数認められ，ゴール指

数で100と高かったが，アレチウリでは少く両温度下で

33.3, 54.2と低かった。一方，根重ではアレチウリは25

℃で，標準偏差が他に比べて大きく個体差があるものの

最も重かったが， 30℃ではキュウリやカボチャに比べて

やや劣った（第1表）。この個体差が生じた原因はアレチ

ウリが育種上，純系となっていないことによると考えら

れる。また30℃の線虫の接種，無接種両区ともアレチウ

リの根重の少ないことは同種がカボチャやキュウリに比

べ，耐暑性がやや乏しいことによるようである。すなわ

ち土岐・甲田 1Iが報告しているように，秋から冬の促成

や半f足成栽培で本種を台木とした場合にキュウリが増収

した結果とも一致する。

第 1表サツマイモネコプセンチュウ接種14日後

における種植物のゴール形成と板重

線虫接種区 無接種区
値 物温度

ゴール指数根重±標準偏差根重土標準偏差

百
25℃ 33.3 1.40+0.so• 

アレチウリ
30 54.2 0.40±0.80 0.60士0.46

25 100 1.08±0.26 
カボチャ

30 100 0.80土0.08 0.88士0.33 

25 100 0.63土0.22
キュウリ

30 100 0.88土0.36 0.70土0.35

さらに本試験における根の生態的特徴として，カボチ

ャやキュウリの根は白色で比較的太いが，アレチウりで

は賞褐色を呈し，細根が多い差異が観察された。

なお本試験および試験3においてアレチウリ，カボチ

ャ，キュウリに士すするサツマイモネコブセンチュウの被

害の多少を，ゴール指数で判断したが，根の分布様式や

細根の多少など性質の異なる種類聞での寄生性の比較は

厳密な意味では問題点を有する。しかし本試験の 3種植

物がキュウリの台木として可能な同じウリ科植物であり，

ゴール指数と根内寄生量とは極めて高い相関を認めてい

る（未発表）ので向指数を用いることとした。

次にサツマイモネコブセンチュウの汚染土壌で，しか

も同種の繁殖に好地温といわれる28℃の条件下でアレチ

ウリ，カボチャ，キュウりを育成し30日後に根部を染色

し，発育程度別線虫数の比較を行なった結果は第 2表に

示したように各植物に寄生したサツマイモネコブセンチ

ュウは雌成虫まで発育し，卵のうを排出する E段階が最

も多く認められたが，アレチウリではカボチャやキュウ

リに比べ各発育段階にわたる幼虫や成虫が認められた。

この原因の一つにはアレチウリ根内に寄生侵入した幼虫

の発育遅延による影響が推測される。

さらに根長lOOmmあたりの寄生頭数ではアレチウリは

2.3頭でおよそカボチャやキュウリのy,と明らかに少なか

った。なおこの時の各植物の平均根重はカボチャが最も

重く，アレチウりはその70%，キュウリは40%であり，
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茎葉重においてもカボチャは著しく高〈，カボチャの生

育は旺盛であった。この場合の顕微鏡による観察では，

アレチウリはタバコやダイズの抵抗性て報告されている 6)8) 

ような顕著な細胞の壊死反応は認められなかった。

以上の両試験とも土壌水分が砂壌土で30%，火山灰土

壌で40%（容積比）以下というやや乾燥条件下であった

が火山灰土壌の水分が約40%～45%でアレチウリにも著

しい根こぶの着生が認められた事例があるので，高水分

土壌下ではさらに検討の余地が残されている。

知ろうとした。

移植24日後における両台木と無接ぎ木のキュウリ苗の

根部におけるネコブセンチュウの発育ステージ別寄生状

況を第 3表に示した。

根lgあたりのネコブセンチュウの寄生頭数はアレチウ

リ，カボチャ，キュウリの3者間に顕著な差違が認めら

れた。すなわちアレチウリはカボチャの寄生総虫数に対

し約35%で，キュウリに比べれば67%という少量寄生で

あった。さらにアレチウリでは根内における幼虫の発育

2.サツマイモネコブセンチュウ汚染土壌におけるア が遅いAおよびB段階で全体の75.2%を占めたが，カボ

レチウリ台キュウリの根部被害と生育 チャでは発育の進んだ

第2表サツマイモネコブセンチュウ汚染土壌下における 3種植物の根長あたりの寄生数 雌成虫のD段階で63.2

発育段階別》寄生線虫率 lOOmm当たり %を占め，キュウリで

中直 物 調査根長 寄生総数 茎葉重根重 はBおよびC段階で62

.1%を占めた。以上の
A B 

アレチウリ 568 9 mm 13 15.4% 7.7% 

カボチャ 401町3 16 18.8 。
キュウリ 448.1 20 。 5.0 

C D E 寄生虫数

7_7% 7.7% 61.5% 2.3 

。
5.0 

6 .2 

30.0 

75.0 4.0 

65.0 4.4 

4.5• 0.9• 2点は同時に調査した

19.2 

2.1 

1.3 3種植物のゴール指数

0.5 にも明らかに関連し，

注）＊ CHRISTIEの分類でAは侵入直後の 2期幼虫，順次発育しEは卵のうを排出している雌成虫。 その高さはカボチャ，

第3表接木キュウリの台木目IJサツマイモネコブセンチュウ寄生状況 キュウリ，アレチウリの順であった。

台木の種類寄生虫数

アレチウリ 89 

カボチャ 253 

キュウリ（無接木） 132 

土壌 木の種類
消毒

アレチウリ

無 tカボチャ

キュウリ〈無接木）

17 レ 千 ウ リ

有（

［カボチャ

発育段階別寄生線虫

A B C D E 

%%%%%  
38.2 37 .0 18.0 6目8 0 

0 4.0 15.0 63.2 17.8 

17 .4 41.6 20.5 18.2 2.3 

ゴール指数

25 

100 

62.5 

他方同時点におけるキュウリの生育調査結果か

らみると，アレチウリ台はカボチャ台に比べ，草

丈，葉数などで明らかに劣るが，キュウリの無接

ぎ木より優った（第4表）。このことは前述のゴー

ル指数を考慮すると，カボチャ台はサツマイモネ

コブセンチュウの寄生加害をかなり受けながらも

アレチウリ台に比べ生育が旺盛でAあったと言える。

この原因は本試験が7月という高温（地温）下

第4表土壌消毒の有無と台木別接木キュウリの生育

最大葉長
草丈 葉枝数 葉数 葉重 茎葉重 果数 果重 根重

たて×よこ

cm "m 2 

0 g 16. 3×20.1 21.3 148.0間 2.8 18.8 66.0• 159.8• 

213.3 2.3 24.3 92.0 229.5 1.25 18.5 16.0 ×19.7 39.0 

146.8 2.5 19.5 63.0 157.0 16.3 Xl9.0 26.8 

158.0 2.0 19.0 64.0 160.0 2.0 8.0 16.0 ×18.8 24.0 

193.0 4.0 21.0 80.0 200.0 1.0 68.0 18.0 ×20.6 30.0 

アレチウりを台木としたキュウリのサツマイモネコプ

センチュウ抵抗性をみるため，ネコブセンチュウの汚染

土壌にアレチウリとカボチャに接ぎ木したキュウリと無

接ぎ木のキュウリを植え，その根部被害と生育の違いを

で実施されたため，カボチャ台の生育に好条件であり，

一方耐暑性にやや乏しいアレチウリでは抑制条件にあっ

たためと考えられる。

なおD Di由剤であらかじめ土壌消毒したアレチウリ

台キュウリの生育はネコブセンチュウ汚染土壌区のそれ
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に比べ明らかに良好であったが，カボチャ台キュウりの

生育ではそれらが逆転した結果を示した。その原因につ

いては不明である。

前試験と本試験においてアレチウりの根内におけるネ

コプセンチュウの寄生がカポチャのキュウリに比べて量

的に少なし恨こぶの着生も少なかった点は共通するが，

アレチウリの根内に侵入した幼虫は雌成虫ま で発育し産

卵を認めていることから，同植物にはサツ7 イモネコプ

センチュウの侵入を阻止するような特異な分泌（忌避）

物質や，マリーゴールドで知られているような線虫を致

死させる化学物質が存在するとは考え難い。むしろその

寄生量の少なかった原因はアレチウリの根の成分の量的

バランスがネコプセンチュウの発育に好ま しくないか，

カボチャに比べて細根が多いとか， j実線性であるという

ような生態的な特徴の差異などによるのではないかと推

察するのが妥当であろう。

3 .ネコブセンチュウ汚染土議でのアレチウリ台キユ

ウリの収量と根部被害

前述までの試験は実験上の誤差を最少限にt!flえるため

に， 野菜用は種箱や大型の素焼鉢という 小規模の環境条

件下で実施された。ここではサツマイモネコブセンチュ

ウ汚染土壌下て二各台木のキュウリを栽培し，収量と根

部被害を調査した（第 5表）。

写真 l キュウリの収穫後の台木別ネコプセンチュウ被

害左はカボチヤ（金岡IJ)，右はアレチウリ

このようにアレチウリ台のキュウリが増収となった原

因はネコプセンチュウの少量寄生によるところであると

考えられる。すなわち前述の試験結果に共通しているネ

コブセンチュウの寄生量の少ないことが，実際の栽培圏

場でも，はぽ同じように進行し増収に結びついたものと

推察される。

以上の試験結果からアレチウリは Anahu系のトマト

で報告されている 2.5）ような単一の優性遺伝子を有する

J'.(.正抵抗性ではなく，ネコプセンチュウの寄生を受ける

がその被答は少なく実際栽培でも増収が得られるという

圃場低抗性の範ちゅうに属するものと考えられる。

約35日聞の収機期間のうち， 6月の初期収量ではアレ 4.アレチウリ台キュウリが後作トマトの生育および

チウリ台はカボチャ台に比べて株あたり上物本数で約 1 ネコブセンチュウの寄生量に及ぼす影響

第5表 ネコプセンチュウ汚染園場で裁培したアレチウリ台キュウりの品質と収量ならびに根部被害

6 月

台木 町 紐帯l 上 物 下 物 上

本数 重量 本数 重量本数

アレチウリ 9.8 1026" 0.4 33• 24. 7 

カ ポ チ ヤ 9.0 928 1.0 90 20 .3 

キュウリ（無接ぎ木） 7.4 757 0.6 58 17 .8 

注）数値は I株当たれ

本，無接ぎ木区よりは 2本以上の増収となった。さらに

収穫中，後期にはアレチウリ台区では上，下物本数，同

11!.量とも顕著にカボチャ台や無接ぎ木に優った。すなわ

ち栽場期間を合計した上物本数はアレチウリ台がカボチ

ャ台に比べ l株あたりおよそ 5本，無接ぎ木に比べ同約

9本多かった。総重量においても同様の順を示した。なお

収秘中，後期！のネコプセンチュウの彬響とみられる下物

本数は無接ぎ木区に特に多〈，アレチウ リ，カボチャの

順に少なかった。同時に調査したゴールの着生数や指数

もアレチウリは非常に少なかった （写真 1）。

7 月

上物数的合骨｜ IH部的被告

物 下 物

本数 lfc批 IHこJ：数 ゴール指数

［（世 本数 lfc勉

2635" 8.2 795. 34. 5 366! • 230.0 10 

2130 7 .1 702 29 .3 3058 1264 .5 90 

1930 9.8 898 25. 2 2687 1873.2 JOO 

前述のようにアレチウリ台キュウリでは似こぶの着生

が少ないことから，後作のト 7 トに対し好影響が予想、さ

れるので．それがどの程度に認められるか知ろうとした。

アレチウリ台キュウリの栽法跡地のトマト の生育は移

植33日後の調査て＼草丈，茎築重，恨重ともカボチャ台

や無接ぎ木の栽培i跡地の卜 7 卜の生育に比べて明らかに

優れた。さらに移有色51日後においてもアレチウリ台キュ

ウリ跡地のトマトの生育は茎業霊でカボチャ台や無後ぎ

木跡に｛憂り生育は旺盛であった （第6図）。

このように生育差が生じた原因は第 7表のようにトマ
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ト根内で認められたサツマイモネコブセンチュウの少量

寄生（例えばアレチウリ台跡地のトマトへの寄生量はカ

ボチャ台の約Ys-Ysである）の影響と考えられる。すな

わちアレチウリ台キュウリの栽培は前述の試験結果のよ

うにネコブセンチュウの寄生量が少ないために土壌中に

残存する幼虫数はカボチャ台やキュウリ（無接ぎ木）に

比べて少なくなるから， トマト根部への寄生虫数も当然

少なくなる。そのことがトマトの生育にまで影響を及ぽ

したのではなかろうかとする推測である。他方本試験で

は未実施のアレチウリとキュウリやカボチャの養分吸収

量の影響などが後作トマトの生育に及ぼすことも考えら

れ，それらとの関係については今後検討されねばならな

。、
し

1. 25℃および30℃の恒温下でアレチウリ，カボチャ，

キュウリの各苗にサツマイモネコブセンチュウの幼虫を

接種したところ， 14日後のアレチウリの根こぶの着生量

は他に比べて少なし 25℃の根重量はもっとも多かった。

2. 28℃の恒温下におけるサツマイモネコブセンチュ

ウ汚染土壌で，アレチウリ，カボチャ，キュウリを育成

した時の根長あたりの同センチュウ寄生量はアレチウリ

がもっとも少し次にカボチャ，キュウリの順であった。

なお抵抗性作物によく認められる細胞の壊死反応はアレ

チウリに観察されなかった。

3.サツマイモネコブセンチュウ汚染土壌と D D j由

剤で消毒した土壌で，アレチウリおよびカボチャを台木

としたキュウリ，ならびに無接ぎ木キュウリを栽培した

第6表 2種キュウリ台木跡および無接木キュウリ跡地でのトマトの生育

アレ千ウリ カボチャ

33 51 33 

草丈（cm) 74.3 103.0 63.5 

茎葉重（ g) 177 .5 192.5 120 .5 

椴重（ g) 17 .0 27. 7 10 .0 

注）＊ T.M.V発病の影響がわずかに認められた。

第 7表 2種キュウリ台木跡地および無接木キュ
ウリ跡地のトマトの根内に寄生したサツ
マイモネコブセンチュウ数と土壌中の幼
虫数

土壌 ト7 ト根lg中の寄生数＊ ＊＊ 

前作キュウリの台木 土壌中の
消毒 33日後 51日jf< 幼虫数

116.5 62.5 154.8 

無 力 ボ チ ャ 315.5 247 .0 641.0 

キュウリ（無接木） 115.5 Hl.O 137. 5 

3.0 2.5 

有 カ ボ チ ャ 2.0 0.5 

注） * 2株平均，＊＊土壌50g2か所2反復平均値。

なお前作のキュウリがD D 油剤で消毒し，ネコブセ

ンチュウの幼虫の残存量の少なかったトマトの生育が無

消毒区に比べ劣った原因の一つは，同剤の直接的な薬害

とは考えられないのでむしろ土質あるいは肥料への影響

による間接的な薬害によるものではないかと推測される

が詳細は不明である。

V 摘要

帰化植物アレチウリをキュウりの台木として利用する

際に同種がサツマイモネコブセンチュウに対し，どの程

度の抵抗性を有するか知るために試験を行なった。その

結果は次のとおりである。

キュウリ（無接木）
D.D消毒

アレチウリ カボチャ

51 33 51 51 51 

105.0 68.5 96.5 95.0 106.0 

159 .0 131.5 174 .5 130.0 131.0 

30.6 15.2 28.8 15.9 24.8 

ところ，移植24日後の汚染土壌における根内寄生虫の発

育はアレチウリでは遅しカボチャでは進んだ成虫が多

かった。根lgあたりの寄生量もアレチウリは少なかった。

しかしこの時のアレチウリ台キュウリの生育は同セン

チュウの寄生量が少いにもかかわらず，カボチャに比べ

て劣った。

4. ビニールハウスのサツマイモネコブセンチュウ汚

染土壌下における 5月25日定植のアレチウリ台キュウリ

の収量土収穫期間約35日のうち，上物本数で1株あたり

カボチャ台に比べ5本，無接ぎ木に比べ約9本多かった。

根こぶの着生もアレチウリ台て、は非常に少なかった。

5. カボチャ，アレチウりの各台木別キュウリの跡地

にトマトを栽培した結果，移植33日後でアレチウリ台木

跡地のトマトの生育はカボチャ台木跡や無接木に優った。

トマトの根内に寄生している同センチュウ数，及び51日

後の土壌中の同幼虫数はアレチウリ台木跡が他の台木跡

に比べ少ない特徴があった。
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Studies on the Use of Star Cucumber (Sicyos angulatus L.) 

as a Rootstock for the Cucurbits 

II. Resistance {o the root-knot nematode Meloidogyne incognita 

Shun-ichi HAGIY A and Tomohisa To阻

Summary 

Several experiments were carried out to utilize the star cucumber Sicyos angu1atus L. as the 

rootstock for cucurbits.官iestar cucumber is a kind of wild cucurbits and expected to be resistant to 

nematode, but it had been unknown whether this plant was resistant to root-knot nematodes 

Meloidogyne incognita or not. In this paper, we reported the results of the experiments to make sure of 

it. 

1. The seedlings of star cucumber, cucumber and pumpk加 wereinoculated with Meloidogyne 

incognita respectively泊 thesame conditions and were cultivated for 14 days under 25°C or 30°C. 

The number of galls on the roots of star cucumber was less than the latter two. Additionally the weight 

of roots of star cucumber was the heaviest among the three plants under 25°C. 

2. 官ieamount of Meloidogyne incognita parasitic per a certain length of root of star cucumber 

was less than either of pumpkin or cucumber.官ienecrosis which is usually characteristic to the resistant 

plant was not observed in the star cucumbers that were cultivated in the soil contaminated with 

root-knot nematode. 

3. 官ueetypes of cucumber, grafting on star cucumber or pumpkin and non-grafting, were 

cultivated in the soil contaminated with Meloidogyne incognita for 24 days. Then the development of 

parasitic nematodes in the roots of star cucumbers was respectively slower than the other plants. 

However, the growth of the cucumber on the star cucumbers was inferior to that on the pumpkin in 

spite ofless parasitic with nematodes. 

4. Five or nine cucumber fruits were increasing per a cucumber plant if the cucumber was grafted 

on star cucumber and was cultivated in the plastic house contaminated with Meloidogyne incognita 

during 3 5 days from 25th of May, comparing with the yeild of the cucumber grafted on the pumpkin or 

non-graft泊g.At the end of the harvest, very few galls were observed on the roots of star cucumbers. 

5. 百iegrowth of tomato plants which were cultivated in the soil after the harvest of cucumber 

grafted on star cucumber was better than that of tomatoes which were cultivated after the cucumber 

grafted on pumpkin or non-grafting. 
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