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<試験成績・研究成果>

北海道における根菜類加害線虫の要防除水準

第 1報 ダイコン

山田英一*

要 旨

ダイコン主産地におけるネグサレセンチュウ類の検出圃場率は約80%と高く，キタネコブセンチュ

ウでは10%未満と極めて低かった。キタネグサレセンチュウによる根腐れ指数が他品種に対して有意

に低い品種として「万城j，r八州j，r福天下」が選ばれた。キタネコブセンチュウのダイコンに対す

る寄生程度(根こぶ指数)は供試全品種で極めて低かった。ダイコン栽培期間のキタネグサレセンチュ

ウ密度はダイコンへの侵入に伴い低下し，収穫時にはほぼ播種時並となった。根腐れ程度は初期密度

にほほ応じていた。主根の被害症状は生育前半は不鮮明な淡灰色，灰褐色で，後半に白斑となった。

生食用ダイコンとして流通可能な被害程度として根腐れ程度と奇形程度がともに 2と設定し，その伺

体率80%が得られる線虫密度を要防除水準としたが，その値は土壌25g当り「天春j7.6頭， r耐病総

太りj23.1頭，品種混合36.3頭であった。「天春」の7.6頭をダイコンに対するキタネグサレセンチュ

ウの要防除水準とし，病害虫防除基準(現，病害虫・雑草防除ガイド)にはこれを10頭/土壌25gと

表示した。ノコギリネグサレセンチュウによるダイコンの被害はキタネグサレセンチュウに比して極

めて軽かった。

1.はじめに

根菜類(ゴボウ，ダイコン，ニンジン，ナガイ

モなど)は土地利用型野菜であることから，北海

道では既存の産地に加えて耕地面積の広い畑作地

帯でも輪作作物のーっとしても着目され，機械化

を伴った産地化が進められてきた。しかし，北海

道には根菜類の根部を加害するキタネグサレセン

チュウやキタネコブセンチュウが普遍的に生息し，

これらの寄生により商品となる根部の品質低下が

問題となり，その対策が要望された。本試験の大

部分は筆者が北海道立中央農業試験場において

1985年から1990年に実施したもので，その概要は

北海道農業試験会議資料 (1993)，山田(1989)

などに掲載した。本報ではその成果とその後に得

Control threshold of nematodes attacking root 

vegetables in Hokkaido. Part 1 Japanease radish. 
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られた結果を加えて報告する。線虫に対する品種

間差，被害消長，防除要否を決定にするための被

害解析などを中心に記す。

2.各項目に共通する試験方法

(1 ) 対象線虫

ネグサレセンチュウ類ではキタネグサレセンチュ

ウ (Pratylenchuspenetrans) を主体としたが，

一部ノコギリネグサレセンチュウ (P.crenatus) 

を含む。ネコブセンチュウ類ではキタネコブセン

チュウ (Meloidogynehゅ1α)である。

(2) 線虫の被害程度調査基準

1)根腐れ指数，根こぶ指数，奇形指数の算出

線虫による被害程度の調査方法を以下に示す。

キタネグサレセンチュウのダイコン収穫時の寄

生症状は，ダイコン主根表面に初期に水ぶくれ状

の白斑を生じ，経過して中央部が黒褐変した凹斑

になる(写真 1)。このため表面が汚染されるが，

この症状を根腐れと呼称する。ダイコンの根腐れ

程度の判別基準を図 1に示し，表 1にその説明を
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した。個体毎に根腐れ程度および奇形程度を Oか

ら4の基準にあてはめて調べ，下式で根腐れ指数

および奇形指数を算出した。キタネ コブセンチ ュ

ウの寄生により細根に孤立 した小さな根こぶを生

じ，こぶからひげ根が発生する(写真 2)。個体

毎に根こぶの着生程度(根こぶ程度)を表 2，奇

形程度を表 3の基準により調べ，下式で根こぶ指

写真1 キタネグサレセンチュウの加害によるダイコン
収穫時の主根の被害症状 (病徴)

初期には水泡状の白斑を生じ，経過すると
中央が褐変した凹斑になる。

写真2 キタネコブセンチュウ加害による
ダイコンの被害症状 (病徴)

細根に小さな孤立したコプを生じ，
コプからヒゲ根が発生する。

。 2 3 4 

図 1 ネグサレセンチュウによるダイコン主根
の根腐れ程度 山田(1992)より改写
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数および奇形指数を算出した。各程度の評価は，

o (無)，1 (微)， 2 (少)，3 (中)，4 (多)とした。

表 1 ダイコンのネグサレセンチュウによる根腐れ程度

程度 | 説 明。I (無)白斑 ・褐点が全くない。

1 I (微)一見すると健全だが，よく見ると

わずかな白斑 ・褐点がある。

(少)白斑 ・褐点が少ない。

(中)白斑 ・褐点が全体に散見される。

(多)白斑 ・褐点が全体に多数みられ，

白斑の中央部が黒褐変するもの多く，

あばた状。

表 2 キタネコブセンチュウの根こぶ程度

間
一1

1
-2
一3
-4

説明

(無)こぶが全く認められない。

(微)こぶがわずかに認められる。

(少)こぶが少ない。

(中)こぶが全体に散見される。

(多)こぶが極めて多数(密集)認められる。

間
一
o
-l一2
-3
一4

表 3 奇形程度

説明

(無)正常

(微)制根をわずかに分岐，主根は正常

(少)小根を分岐するが，主根はほぼ正常

('iJ) 大きな分岐根または短根，奇形が目立つ

(多)大きな股割れまたは著しい短根，奇形が顕著

根腐れ指数，根こぶ指数，奇形指数の算出方法

は次のとおりである。

根腐れ指数 ・根こぶ指数 ・奇形指数

=[2::(階級値×当該個体数)/(調査個体数X4)]

x 100 

各指数の評価は， 0無， 1 ~25を微， 26~50を

少， 5 1~75を中， 76~100を多とした。

根腐れ程度(指数)，奇形程度(指数)の評価

は近岡ら(1971)を参照し，これを改変して用いた。

2)商品化率の算出

ネグサレセンチュウによるダイコンの被害程度

についての北海道主産地における調査から，ダイ

コン根部の根腐れ症状および奇形程度が軽く，生

食用として流通可能な個体率で示した。具体的に

は上記の根腐れ程度および奇形程度がともに 2以

下の生産割合とした。キタネ コブセンチュウでは

根こぶ程度および奇形程度がともに 2以下の生産

割合とした。
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3)要防除水準

線虫による被害程度(根腐れ程度、根こぶ程度)

および奇形程度がともに 2以下の個体率80%(商

品化率80%)が得られる土壌25g当り線虫密度と

しfこ。

(3) 線虫の調査方法

土壌中の線虫密度は土壌25gからベルマン法

(フィルターはさらし布を使用)で48時間分離し

た虫数(2~ 3反復の平均値)とした。根内線虫

数は各区 5個体を選び，根部を皮むき器でそぎ，

よく混和して無作為に抽出した根部表皮 5gを5

%ホルマリン液で l昼夜以上固定し，水洗により

ホルマリン液を除去した。その後，酸性フクシン

0.01%加用ラクトフェノール液で煮沸染色し，

300mlの水とともにミキサーで 1分聞かけて砕き，

この内10~20ml 中の線虫数(成虫，幼虫，卵)

を数え，個体あたりに換算した。

(4) 枠試験圃場の概要

本試験では枠圃場を多く使用した

が，その概要を記す。長沼町(北海

道立中央農業試験場)の場内に設置

された 4rrl(2X2m)， 1rrl (1 

X 1 m)および、直径60cm円形，各々

深さ 1mの無底枠を使用した。枠は

底から50cmまで砂利・砂を充填し，

その上30~40cm にキタネグサレセ

ンチュウ生息土壌(長沼町)またはキ

タネコブセンチュウ生息土壌(栗山

ダイコンの主産地を選定し，各地区農業改良普

及所の協力を得て， 1985年と1986年のダイコン収

穫期に， 1圃場10aを対象とし，その中から 5株

と根圏土壌を採取した。上記の基準により，線虫

の被害程度を普及所において調査するとともに，

中央農試においてその確認および土壌中の密度を

調べた。結果を線虫寄生および線虫検出圃場に分

けて表示した。

結果

ダイコンへの寄生および土壌中からの線虫検出

状況を表4に示した。全国場におけるネグサレセ

ンチュウのダイコンに寄生した圃場率は75.0%，

検出圃場率は79.6%とともに高く，ダイコン生産

上重要な線虫と考えられた。一方，キタネコブセ

ンチュウの全圃場の寄生圃場率は 0%，検出圃場

率は9.9%と低く，ダイコンへの影響は小さいと

考えられた。

表4 ダイコン画場における線虫の発生状況
(1986・1987年)

調 査

地区市町圃場

村数 数

後志 14 

釧路 5 

渡島 17 

石狩 12 

ネグサレセンチュウ

線虫寄生 線虫検出

圃場率(%) 園場率(%)

キタネコブセンチュウ

線虫寄生 線虫検出

圃場率(%) 圃場率(%)

21.4 64.2 0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 17.6 

0.0 0.0 

11.7 

0.0 9.日

100.0 

100.0 

91.7 

100.0 

100.0 

91.7 

上川 1 94 - 75.5 

平均 75.0 79.6 

線虫寄生圃場率:ダイコンに寄生被害が認められた園場率
線虫検出園場率:ベノレマン法で対象線虫が検出された国場率
一.未調査を示す。

町)を充填した。ここに前作や過去にアカクロー

アズキ，コムギ，ニンジン，ゴボウ，ダイコ

ン，ユリ，テンサイその他を栽培，また無栽培と

して密度が変化した枠を供試した。

(5) 統計処理

Excel統計 (ver.6)を用いた。根腐れ指数，根

こぶ指数，奇形指数の検定は， Steel-Dwassの検

定(ノンパラメトリック統計手法)を用いた。

3 項目別の試験方法，結果および考察

(1 ) 線虫類の発生実態

方法

考察

本調査から，ダイコン主産地のネグサレセンチュ

ウ類の検出圃場率は高く，重要な線虫と考えられ

た。本調査では種の同定を実施しなかったが，北

海道の畑作地における種の分布について以下の知

見が得られている(山田・高倉， 1955)。

それによると，優先種はキタネグサレセンチュ

ウで発生圃場率は約77%(他種との併発圃場を含

む，以下同)で，地域別では渡島 (96%)，槍山

(100%)ではほとんどが本種であった。ノコギリ

ネグサレセンチュウがこれに次ぎ，発生圃場率は

約18%であったが，地区別では釧路(38%)，空知

nδ 
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(35%)，石狩(34%)で高かった。次いでムギネグ

サレセンチュウ (P.neglectus) の検出率は約10

%であったが，地区別では上川(21%)，後志(25

%)で比較的高かった。これらの種が本調査地点

において発生していた可能性が考えられる。

上記 3種はダイコンに寄生する(山田， 1966a， 

1966b， 1968)が，ダイコンへの被害程度に関し

ては，ノコギリネグサレセンチュウの被害がキタ

ネグサレセンチュウよりも極めて軽いことが後掲

の試験で明らかとなり，ムギネグサレセンチュウ

の被害も極めて軽いことがポット試験で確認され

ている(山田， 1968)。また，本種はダイコンに

白斑を生じないとの報告もある(近岡， 1976)。

以上から，北海道においてダイコンを加害する

重要種はキタネグサレセンチュウであるが，他の

種についても要防除水準などの基礎資料を得てお

く必要があると考えられる。なお，北海道に発生

するネグサレセンチュウの種の形態記載がなされ

ている(山田， 1984)。

(2) 線虫被害の品種間差

方法

1)キタネグサレセンチュウ

試験 1: 15頭/土壌25gが検出される土壌を容

れた 4rrfの枠圃場にダイコン10品種を1986年 5月

29日から 8月13日まで栽培した。畦幅40cm，株

間10cmの点播とし，施肥は N-12，P-15， K-IO 

kg/l0a相当量を全層に混和した。キスジトビハ

ムシの寄生により根部症状の判定が困難になるた

め，播種時にエチルチオメトン粒剤(5%) 4 kg/ 

10a相当量を作条に施用した。反復なし。各品種

目個体を調査した。

試験 2:札幌郡広島町(現，北広島市)の59頭

/土壌25gが検出される圃場にダイコンを1990年

7月2日から 9月2日まで畦幅60cm，株間24cm

で栽培した。施肥は N-6，P-IO.8， K-7.2 kg/l0a 

相当量を全層に混和した。 l区5.28rrf， 2反復設

計。 5mの1畦を l試験区とした。播種時に試験

1と同じ殺虫剤を施用した。

試験 3:夕張郡長沼町(雪印種苗農場)で19.7頭

/土壌25gが検出される圃場に1996年 7月2日か

59 

ら9月3日まで、畦幅60cm，株間30cmで栽培した。

N-8， P-21， K-6 kg/l0a相当量を全層に混和し

た。 l区5.28rrf， 3反復設計。各区10個体を調査

した。播種時にキスジトビハムシ防除のためにテ

フルトリン粒剤 (0.5%)4 kg/l0aを作条施用した。

試験 4:夕張郡長沼町(雪印種苗農場)で24.7頭

/土壌25gが検出される圃場に1997年 6月16日か

ら8月18日まで、畦幅60cm，株間30cmで、栽培した。

N-5， P-18， K-6 kg/l0a相当量を全層に施用し

た。 l区3.6rrfの3反復設計，各区10個体を調査

した。播種時に試験3と同じ殺虫剤を施用した。

2)キタネコブセンチュウ

101頭/土壌25gが検出される 4rrfコンクリー

ト枠内で1986年 5月29日から 8月13日まで栽培し

た。施肥量 N-12，P-15， K-IO kg/l0a相当量を

全層に施用した。播種時にエチルチオメトン粒剤

( 5 %) 4 kg/l0aを作条に施用した。反復なし。

収穫時に各品種10個体を調査した。

結果

1)キタネグサレセンチュウ

ダイコンの収穫期に問題となる主な被害症状は，

主根の白色水泡状白斑・黒点，黒斑，および線虫

密度の高い場合にみられる分岐などの奇形であり，

このために商品価値が低下する。年次を追ってダ

イコン品種の被害程度を検討した。なお，本項で

は線虫の被害程度を比較するため各品種の栽培適

期を無視して同ーの時期に栽培して検討した。

試験 1: 1986年に実施した線虫密度15頭/土壌

25gの枠試験であるが、多くの品種が根腐れ指数

50-60の中ランクであるのに対し、「万城」は16

の徴ランク、「八州」は34の少ランクであり，ま

た，商品化率は「万城」が100%，i八州」では82

%と他品種よりも高く，他品種から区別された

(表 5)。

試験 2: 1990年に実施した線虫密度59頭/土壌

25gの掴場試験である。全品種の根腐れ指数は75

以上の多ランクに該当した。これらの中で iYR

くらま」の根腐れ指数がやや高く，この値は iT

340Jおよび「庚」との聞に統計的有意差を認め

たが，商品化率は iYRくらま」が 0%，iT340J， 

Q
U
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表5 ダイコン品種に対するキタネグサレ
センチュウの被害(試験1)

収穫時

供試品種 根腐れ奇形商品寄生数線虫根長

指数指数化率 (個体) 密度 (cm)

耐病宮重 66目7a 8.3 22.2 280 94 44.1 

四月早生 66.7a 12.5 16.7 333 160 38.1 

西町理想 63.9a 2.8 33.3 297 101 39.4 

宮重総太り 63.9a 19.4 33.3 280 136 32目。
白秋 63.9a 11.1 44.4 193 152 48.1 

春光 50.0a 32.1 57.1 207 89 33.5 

早太り大蔵 50.0a 0.0 77.8 230 92 32.8 

耐病西町理想 43.8a 37.5 50.0 237 133 30.0 

八洲 34.1ab 13.7 81.8 383 65 41.1 

刀域 15.6b 6.3 100.0 112 60 35.6 

n.s. 
注)1986年・枠試験，線虫密度:15頭/土壌 25g，
播種目:5月29日，収穫日:8月13日，
アルファベットはSteel-Dwassによる検定結果
(5 %有意水準)， n.s.:有意差なし。

表6 ダイコン品種に対するキタネグサレ

供試品種

YRくらま

耐病宮重

耐病総、太り

快進総太り

T340 

庚

センチュウの被害(試験2)

根腐れ

指数

90.3a 

85.0ab 

80.5ab 

79.5ab 

77.9b 

77.1b 

収穫時

奇形 商品 線虫 根長

指数 化率 密度 (cm) 

4.2 0.0 

0.0 0.0 

20.8 0.0 

3.4 0.0 

4.6 6.3 

2.1 2.8 

n.s. 

9 

22 

16 

18 

16 

22 

41.7 
47.4 

37.2 

38.7 

38.9 

39.3 

注)1990年・厨場試験(広島町)，
播種時線虫密度:59頭/土壌25g，播種目:7月2日，収穫日:
9月2日，アルファベットはSteel-Dwassによる多重検定結果
(5 %有意水準)n.s.は有意差なし。

「庚」は各々6.3%，2.8%で，実用上，大きな違

いではなかった(表 6)。

試験 3 (1996年)および試験 4 (1997年):長

沼町の同一圃場における試験であり，線虫密度は

土壌25g当り各々 19.7頭， 24.7頭であった。結果

を表 7に一括したが，両試験ともに根腐れ指数75

以上の多ランクの品種が多数を占めた中で rT340j，

「喜太一j，r夏天下」の根腐れ指数は高い方に該

当した。根腐れ指数50-74の中ランクには「幸太j，

「献夏j，r夏元太j，r献夏青首j，r優太Jおよび

「福天下」が該当したが，それらの中で「福天下」

の値が最も低く，その商品化率は試験 3で90.0%，

試験 4で46.7%と供試品種の中で最も高く，経済

的な優位性が示された。

栽培適期

春まき

夏まき

表 7 ダイコン品種に対するキタネグサレ
センチュウの被害(試験3)・(試験4)

供試品種

T340 

喜太一

T396 

春風太

天宝

秀太郎

幸太

夏天下

献夏

夏元太

試験 3(1996年〕
根腐れ 奇形商品

指数指数化率

95.0 a 1.3 0.0 

86.3 abc 3.8 0.0 

82.5 abcd 7.5 0.0 

78.9 bcd 7.5 0.0 

78.8 bcd 8.8 0.0 

76.3 bcd 2.5 5.0 

71.3 cd 0.0 20.0 

88.8 ab 3.8 0.0 

70.0 d 0.0 20.0 

68目4d 3.8 31.6 

試験 4(1997年)

根腐れ奇形商品

指数 指数化率

95.0 a 6.7 0.0 

90.0 a 5.8 0.0 

74.2 ab 3.3 20.0 

71.3 ab 6.7 16.7 

秋まき

献夏青首

耐病総太り

YR朔太

80.0 bcd 7.5 0.0 

76.3 bcd 0.0 0.0 

YR てんぐ

涼太

76.3 bcd 

75.0 bcd 

2.5 0.0 

0.0 11.1 

83.3 ab 3.3 13.3 

80.8 ab 0.0 16.7 

優太 68.8d 5.0 20.0 

福天下 51.3e 0.0 90.0 62.4 b 3.3 46.7 

n.s. 

注)試験 3 (1996年):圃場試験(長沼町，雪印種苗農場)，
播種時線虫密度・ 19.7/土壌 25g，
播種目:7月2日，収穫日:9月3日

試験 4 (1997年):園場試験(長沼町，雪印種苗農場)，
播種時線虫密度:24.7/土壌25g，
播種目:6月16日，収穫日:8月18日

n.s 

アルファベットはSteel-Dwassの多重比較結果(5%有意水準)，
n.s.は有意差なし。

2)キタネコブセンチュウ

キタネコブセンチュウのダイコンに対する被害

は生産地において問題視されていないが，線虫密

度の高い本試験でも，各品種で細根に少数のコブ

を認めるのみ(根こぶ指数50以下)であり，ダイ

コンに大きな被害を及ぼす線虫でないことが確認

された(表 8)。

表 8 ダイコン品種に対するキタ
ネコブセンチュウの被害

収穫時

供試品種 根こぶ 奇形 商品 線虫密度
指数 指数 化率 /土壌25g

耐病宮重 6.3 ab 0.0 100.0 3 

四月早生 25.1 ab 18.8 100.0 l 

西町理想 28.6 a 0.0 100.0 44 

宮重総太り 14.3 ab 。。 100.0 。
白秋 21.4 ab 。。 100.0 I 

春光 28.1 a 6.3 100.0 。
早太り大蔵 39.3 a 5.6 100.0 17 

耐病西町理想 9目4ab 2.7 100.0 2 

八洲 3.1 b 2.7 100.0 2 

万城 18.8 ab 2.7 100.0 1 

n.s. 

注)1986年・枠試験，播種時密度・ 101/土壌25g
播種目:5月29日，収穫日:8月31日，アルファベットは
Steel-Dwassの多重検定結果 (5%有意水準)， n.s.は有意差
なし。
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考察

本試験で用いたダイコンの根腐れ程度区分図

(図 1)は筆者がダイコンの試験を初めて行った

美瑛町における耕作者の判断が基礎となっている

が，その当時，生食用として販売可能な被害程度

は根腐れ程度 2 (根腐れ指数では50)以下であっ

た。これを基準に品種の被害程度を検討した。な

お，本試験における奇形は問題とならない範囲で

あった。

1986年の成績では， i万城j，i八州」の根腐れ

指数が他の品種より明らかに低く，商品化率が顕

著に高かった。 1996年・ 1997年の試験では，根腐

れ指数が最も低く，商品化率の高い品種として

「福天下」が選ばれた。

佐藤・赤坂 (1990)は斑点数を数える詳細な調

査により， iおしん」が安定して被害の低い品種

と判定したが，実用的な被害回避策までの効果は

ないとした。近岡(1983)は秋播ダイコンの被害は，

対照の「都系三浦」に対して「亀戸j，i宮重」の

被害が特に高く， i聖護院j，i寺尾二年子」で被

害が軽いとした。

(3) ダイコン圃場におけるネグサレセンチュウ密

度とダイコンの被害消長

方法

1988年に恵庭市において初期密度，品種，栽培

法(マルチ，露地)の異なるダイコン栽培圃場の

内，キタネグサレセンチュウ生息 5闇場，ノコギ

リネグサレセンチュウの生息 1圃場を選び，土壌

中の線虫密度，ダイコンの根腐れ指数および作物

の生育を継時的に調べた。調査個体数は生育期 5

個体、収穫時10個体とした。

線虫密度調査用土壌は播種前は圃場全体から，

ダイコン生育期にはダイコンの抜き跡から，収穫

時には掘り取り跡を混和して採取した。全てが加

工(漬物)用として栽培されていた。これら品種

のネグサレセンチュウに対する被害程度の検定は

していない。

結果

ダイコン主根の被害症状および根腐れ指数，土

壌中の線虫密度，ダイコンの根長の推移を図2に

示した。品種，播種時期，栽培法が異なる圃場の

調査であったが，キタネグサレセンチュウ生息圃

場では，初期密度が高いほど根腐れ指数が甚だし

くなる結果が示された。土壌中線虫密度は播種時

からダイコン栽培中には低下し，収穫時密度はほ

ぼ播種時並みとなる圃場が多かった。

線虫によるダイコン主根の被害症状は，播種半

月から 1か月頃には淡灰色，灰褐色の不鮮明な症

状を呈し，それ以降，白斑に移行した。ノコギリ

ネグサレセンチュウの生息する 1圃場 (F)の被

害を初期密度がほぼ同等であったキタネグサレセ

ンチュウのD圃場と比較すると，根腐れ指数は極

めて低く推移した。

考察

ネグサレセンチュウによるダイコンの被害症状

は，播種半月から 1か月頃には主根に淡灰色，灰

褐色の不鮮明な症状を呈し，それ以降，白斑に移

行したが，これは幼苗期における初生皮層の裂皮

と関係があるようで，裂皮以降，主根の急激な肥

大により，独立した白斑になると考えられた。

(4) キタネグサレセンチュウ密度とダイコンの被

害解析

方法

試験 1:線虫密度の異なる土壌を容れた枠圃場

8個を選び，ダイコン「天春」を1988年 5月31日

から 8月 9日まで，栽植密度60X20cm，施肥量

はN-15，P-15， K-15 kg/10a相当量を全層に施

用した。播種時にエチルチオメトン粒剤(5%) 

の 4kg/10aを作条に施用した。反復なし。収穫

期に各区10個体を調査した。

試験 2:線虫密度の異なる土壌の入った枠圃場

14個を選び，ダイコン「耐病総太り」を1990年 6

月26日から 8月30日まで，栽植密度50x20cmで

栽培した。施肥および殺虫剤は試験 1と同じであ

る。

試験 3:恵庭市と美瑛町の農家圃場で実施した

前記3の発生消長試験の収穫時の数値を用いた。

キタネグサレセンチュウ密度，ダイコンの品種，
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図2 ネグサレセンチュウ類の密度消長及びダイコンの被害発生消長 (1988，恵庭市)
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キタネグサレセンチュウ固場は図のA~E園場，ノコギリネグサレセンチュウ園場は右下の F圃場である。
凡例は左上のキタネグサレセンチュウA園場を参照。ダイコンの根長の近くに記した灰褐色，白斑などは調査時点におけるダイコン
の主な被害症状を記した。口内の数字は根腐れ指数，数字のみは線虫密度を示す。

作型が異なる圃場において，初期密度とダイコン

の被害(根腐れ指数，奇形指数)，商品化率を各

区10個体の調査から算出した。なお，計算から除

外したが，ノコギリネグサレセンチュウが生息す

る2圃場が認められたので，その数値を同じグラ

フ上に示した。

結果

試験 1: i天春」について線虫密度と根腐れ指

数・奇形指数および商品化率を調べた。根腐れ指

数との関係では，症状が軽い根腐れ指数50(少ラ

ンク)となるときの線虫密度は図 3Aの式 y=

72.5xj(2.3+x) (y :根腐れ指数， x 線虫密度)

より， 5.1頭/土壌25gであった。線虫密度と奇形

指数の関係は一定の傾向を認めないが，ほぼ25程

度に止まった。次いで根腐れ程度および奇形程度

がともに 2(少ランク)以下の個体率80%が得ら

れる線虫密度(要防除水準)は，図 3Bの式 y=

88.591-1.l358x (y :商品化率， X 線虫密度)よ

り， 7.6頭/土壌25gと算出された。「天春」の本

線虫に対する感受性の検定を行っていないが，こ

の試験結果から，本品種はキタネグサレセンチュ

ウの被害を強く受ける品種と考えられた。

試験 2: i耐病総太り」について試験 1と同じ

項目について調べた。本品種は先の試験により，

根腐れ指数が多ランク中位に位置づけられた品種

である。根腐れ指数が50となる時の線虫密度は図
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4Aの式 y=81.3xj(15.6十x)(y :根腐れ指数;

x:線虫密度)より， 24.9頭/土壌25gと算出され

た。奇形指数は18以下であった。また，商品化率

80%が得られる線虫密度(要防除

水準)は図 48の式y=94.477-

0.6268x (y :商品化率， x 線虫

密度)より， 23.1頭/土壌25gと算

出された。

試験 3: 1988年，恵庭市と美瑛

町の現地農家圃場を調査した。線

虫密度のほかに播種目，品種，栽

培法(露地・マルチ)が異なる圃

場を一括して播種時キタネグサレ

センチュウ密度と根腐れ指数の関

係を図 5に白丸 (0)で示した。

これによると根腐れ指数は播種

期，品種，栽培法との関係はとく

にみられず，線虫密度との聞に高い相関関係が認

められた。奇形指数のグラフを割愛したが，最高

で12.5であった。根腐れ指数50時点、の線虫密度は

y=114.9xj(38.4+x) (y :根腐れ指数， x 線虫

0:キタネグサレセンチュウ
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と，根腐れ指数50および25の時の

線虫密度(土壌25g当り)は枠試

験の「天春」では各々5.1頭， 1.2 

頭，枠試験の「耐病総太り」では

各々 24.9頭， 6.9頭であり，種々

の品種が含まれる圃場試験では各々

29.6頭， 10.7頭となった。また線

虫による被害のーっとして知られ

.・ノコギリネグサレセンチュウ 北秋， 8.1(露) "¥._5.28 (マ) る奇形指数は，各試験ともに低く，

品質への影響は少ないと考えられ

fこ。

10 W W @ W 00 rn 
矯種時線虫密度(土壊25g)

図6 キタネグサレセンチュウ密度とダイコン(品種，播種目，栽培法一括)
本試験では根腐れ程度および奇

形程度がともに 2(指数では50)

の商品化率の関係(恵庭市・美瑛町， 1988) 
品種名，播種目， (露)露地栽培・(マ)マルチ栽培，・:計算から除外している。

密度)より， 29.6頭/土壌25gと算出された。計算

から除外したが，ノコギリネグサレセンチュウの

数値を黒丸(・)で示したが，線虫密度に対する

根腐れ指数はキタネグサレセンチュウに比して極

めて低い値を示した。

図6には線虫密度と商品化率の関係を示した。

商品化率80%が得られる線虫密度(要防除水準)

はy=190.12-3.03x (y :商品化率 ;x 線虫密度)

より， 36.3頭/土壌25gと算出された。計算から

除外したが，ノコギリネグサレセンチュウ生息2

圃場の値を黒丸(・)で示した。播種時密度が

63.5頭/土壌25gの品種「さとみ」では商品化率

100%が得=られており，キタネグサレセンチュウ

に比して極めて被害程度の軽いことが示された。

以上， 3つの被害解析の数値を得た。本来は品

種ごとに要防除水準が検討されるべきであるが，

ここでは最も低い値を示した「天春」の7.6頭/土

壌25gをダイコンにおけるキタネグサレセンチュ

ウの要防除水準とした。病害虫防除基準(現，病

害虫・雑草防除ガイド)にはこれを10頭/土壌25

gと記載した。

考察

前項でキタネグサレセンチュウの被害程度に品

種間差を認めたので，線虫密度と被害の関係は本

来ならば品種ごとに検討すべきである。

はじめに線虫密度と根腐れ指数との関係を求め

以下を生食用として商品価値のあ

る個体とし，その商品化率80%が得られる線虫密

度を要防除水準とした。その値は土壌25g当り

「天春」で7.6頭， I耐病総太り」で23.1頭，品種

混合の圃場試験で36.3頭と算出された。ダイコン

の要防除水準として最も低い値の「天春」の7.6

頭/土壌25gを採用した。

他の研究者による線虫密度と被害(筆者の根腐

れ程度または指数)の関連を検討した報告がある。

近岡ら(1971)は線虫密度 1-10頭/土壌50gに

おける被害指数(筆者の根腐れ指数)は 1-25ま

たは25-50の範囲に入るとした。大林 (1989)は

三浦市農協出荷基準を参照し，優品となる被害程

度(筆者の根腐れ程度) 1以下とするには 5頭/

土壌50g以下，実用的な要防除密度を10頭/土壌

50gと推定した。藤村 (1990)は多数の圃場試験

における播種前の線虫密度と収穫時のダイコンの

被害指数(筆者の根腐れ指数)の関係から要防除

被害水準を被害指数20-25(徴ランク)とし，要

防除密度を 2-4頭/土壌50gとした。

各研究者は要防除水準を根腐れ指数25未満の線

虫密度としている。筆者の成績をこれに合わせる

と，既述のとおり根腐れ指数25時点の線虫密度は，

感受性が高いと考えた「天春」で1.2頭/土壌25g，

根腐れ指数が多ランクの中位とした「耐病総太り」

で6.9頭/土壌25gとなる。研究者により要防除水

準は若干異なっているが，いずれも低密度である
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ことが特徴的である。この要防除水準は需要と供

給の関係によっても異なると考えられる。
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