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strigosaエンバク「KHla」のネグサレセンチュウ抑制効果

上杉謙太I)t • 串田篤彦2) • 桂 真昭I) ・上床修弘I)・村田 岳I) • 岩渕 慶3)

（］）農研機構九州沖縄農業研究センター・ 2)農研機構北海道農業研究センター・

3)ホクレン農業協同組合連合会）

Suppressive effect of black oat, Avena strigosa,、KHla'onroot-lesion nematodes. 

Kenta Uesugi , Atsuhiko Kushida , Masaaki Katsura , Naohiro Uwatoko , Gaku Murata and 

Kei Iwabuchi3)びNAROKyushu Okinawa Agricultural Research Center, Koshi, Kumamoto 

861-1192, Japan. 2)NARO Hokkaido Agricultural Research Center, Sapporo, Hokkaido 062-8555, 

Japan. 3)HOKUREN Federation of Agricultural Cooperatives, Sapporo 060-8651, Japan) 

Suppressive effects of root-knot nematode-suppressive black oat'KHla'on root-lesion 

nematodes, Pratylenchus penetrans and P. coffeae, were examined in inoculation and field tests. 

Results of inoculation tests indicated that'KHla'was as poor a host for P. penetrans as black 

oat'Hay oats', which is a common P. penetrans-suppressive green manure crop in Japan. In 

field tests,'KHla'reduced soil P. penetrans density significa叫 ylower than bare fallow and the 

effect was not different from those of'Hay oats'or'Saia'. These results indicated that'KHla' 

can be used as a P. penetrans-suppressive crop like'Hay oats'and'Saia'. Although'KHla'and 

'Hay oats'were poor hosts also for P. coffeae in inoculation tests, field nematode densities after 

cultivation of these black oats were not significantly different from that after bare fallow, 

indicating that the suppressive effects of these black oats on P. coffeae were not comparable to 

those on P. penetrans. 
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緒 言

strigosaエンバク Avenastrigosa Schreb. はセイヨ

ウチャヒキやエンバク野生種とも呼ばれ，飼料やカ

バークロップとして利用されるイネ科作物である

(Suttie and Reynolds, 2004)。本草種の栽培は，キタ

ネグサレセンチュゥ Pratylenchuspenetrans (Cobb) 

の密度低減に有効であることから（奈良部ら， 2002),

日本では主に線虫抑制効果を持つ緑肥として利用され

ているが， strigosaエンバクの主要品種はサツマイモ

ネコブセンチュウ Meloidogyneincognita (Kofoid & 

White) に対しては感受性である (Uesugiet al., 

2018)。サツマイモネコブセンチュウは関東以南を中

心に広く分布し，ニンジン，ダイコン，ゴボウなどキ

タネグサレセンチュウと共通の作物を加害する（吉田，

1992)。このため， strigosaエンバク栽培でネグサレ

センチュウ害を低減できても，圃場によってはネコブ

t uesugik@affrc.go.jp 

センチュウ害を助長してしまう可能性がある。また，

サツマイモネコブセンチュウは多くの作物を加害する

多犯性の線虫であるため， strigosaエンバクを単なる

緑肥や飼料として利用する場合でも，後作作物のネコ

ブセンチュウ害に与える影響を考慮する必要がある。

このような strigosaエンバクの負の影響を避ける

方法の一つとして，サツマイモネコブセンチュウ抑制

性の系統を利用することがあげられる。上述のように，

strigosaエンバクの主要品種はサツマイモネコブセン

チュウに感受性であるが，一部ではその増殖を抑制す

る系統が報告されている (Silva,1992)。国内におい

ても， strigosaエンバク系統である「KHla」がサッ

マイモネコブセンチュウの増殖を抑制し，栽培後の線

虫密度を感受性品種よりも低く抑えることが示された

(Uesugi et al., 2018)。「KHla」 は 暖 地 に お け る

strigosaエンバクの利用場面を拡大するものとして期

待されるが，ネコブセンチュウ抑制性の strigosaエ

ンバクがキタネグサレセンチュウに対する抑制性も保

持しているかは，本系統を含めまだ検討されていない。
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「KHla」がサツマイモネコブセンチュウ抑制性を示し

ても，キタネグサレセンチュウに対する抑制性が低け

れば，従来品種のようなキタネグサレセンチュウ抑制

目的の利用には適さない可能性がある。そのため，

「KHla」のキタネグサレセンチュウに対する抑制効果

を確認しておくことは本品種の利用上重要である。ま

た， strigosaエンバクは本州以南でサトイモやサツマ

イモを加害するミナミネグサレセンチュウ

Pratylenchus coffeae (Zimmermann) の増殖も抑制

することが明らかにされている（山田ら， 2000)。し

かし, strigosaエンバクのミナミネグサレセンチュウ

に関する研究例は少なく，圃場での密度低減効果も十

分検討されていない。本線虫に対する抑制効果の有無

を明らかにしておくことは，暖地における「KHla」

の利用上重要である。

そこで，本研究では「KHla」のキタネグサレセン

チュウおよびミナミネグサレセンチュウに対する抑制

効果を，過去に線虫抑制試験例の多い strigosaエン

バク品種と比較することにより調査した。本文に先立

ち，本研究に際し有益な助言を多くいただいた龍谷大

学の岩堀英晶博士，農研機構中央農業研究センターの

立石靖博士に心よりお礼申し上げる。

材料および方法

1. 室内接種試験

「KHla」におけるキタネグサレセンチュウ， ミナミ

ネグサレセンチュウの増殖性を調壺するため．セルト

レイ苗への接種試験を実施した。なお，「KHla」は品

種名「テララ」として現在品種登録出願中であるが，

本報では「KHla」で表記した。試験には，「KHla」,

ネグサレセンチュウ抑制性strigosaエンバクの対照

品種として「ヘイオーツ」（雪印種苗株式会社），ネグ

サレセンチュウ抑制性を持たない近縁種のネコブセン

チュウ抑制性 (Tateishiet al., 2016) エンバク A.

sativa L. 「スナイパー」（雪印種苗株式会社）を供試

し，両線虫の好適寄主であるキュウリ Cucumis

sativas L. 「つばさ」（タキイ種苗株式会社）も感受性

対照として検討した。供試線虫は，キタネグサレセン

チュウの 2系統（沖縄・北海道）およびミナミネグサ

レセンチュウの 2系統（熊本・鹿児島）を用いた。ミ

ナミネグサレセンチュウには寄生性の異なる RFLP

タイプ (Mizukuboet al., 2003)が知られているが

熊本系統はA型，鹿児島系統はB型である。これらの

ネグサレセンチュウ系統は単雌に由来し．アルファル

ファ Medicagosativa L. のカルス上で維持・増殖した。

供試植物は黒ボク土を充填した200穴セルトレイに播

種し， 25℃ 12112Dに設定したインキュベータ (LH-

30-8CT, 株式会社日本医化器械製作所，照明は最大

設定）で栽培した。供試した黒ボク土は事前に80℃に

設定した乾燥機内で24時間加熱した。播種 1週間後，

各植物の株元に線虫約300頭（成幼虫混合）を脱イオ

ン水に分散させた懸濁液を滴下して接種した。接種30

日後に供試植物を回収し，全根を次亜塩素酸ナトリウ

ムー酸性フクシン法 (Byrdet al., 1983)で染色して

根内の線虫と卵を実体顕微鏡下で計数した。セル内の

土壌はビーカーに洗い流し，土壌内の線虫を 2層遠心

浮遊法で分離して生物顕微鏡下で計数した。土壌中の

卵については調査しなかった。各植物 6株を供試し，

試験は各線虫系統について 2回ずつ実施した（試験1.

試験2)。ただし， ミナミネグサレセンチュウ鹿児島

系統の試験2については材料線虫の不足から接種頭数

を株あたり 200頭接種として実施するとともに，キュ

ウリの 2株について生育不良のためデータから除外し

た。

2 圃場試験

(1) キタネグサレセンチュウ

試験は北海道芽室町の北海道農業研究センター内の

キタネグサレセンチュウ汚染圃場で2009年（試験 1)

2012年（試験2)および2013年（試験3)に実施した。

試験 lでは，圃場に 1区2.5X4.0mの試験区を設定し，

「KHla」栽培区キタネグサレセンチュウ抑制性

strigosaエンバクの対照品種として「ヘイオーツ」お

よび「サイアー」（ホクレン農業協同組合連合会）栽

培区，そして，無栽培（裸地休閑）区の各処理を 3反

復ずつ乱陳法で割り当てた。試験区にはN:P:K=

3.8 : 6.4 : 3.2kg/10a相当量の施肥を行い， 6月3日に

10kg/10a相当量の種子を条間30cmで播種した。

strigosaエンバクは 8月3-4日に地上部を細断し，

刈り株ごと試験区に鋤き込んだ。各試験区における土

壌線虫密度調査のための土壌採取は，栽培前 (5月18

日）および栽培後 (8月4日鋤き込み直後）に行った。

各区中央部分の15点より深さ約 5-20cmの土壌を採

取し，混合してその区のサンプルとした。ネグサレセ

ンチュウは生土20gの2反復からベルマン法 (3B間）

により分離して生物顕微鏡下で計数した。 2反復の線

虫数が大きく異なる場合は後日さらに 2反復より分離

し，得られた 2または4反復の平均値をその試験区の

データとした。再分離までの間土壌は約15℃で保存

した。試験2および試験3は試験1に準じて行ったが，
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以下の点を変更した。試験区は2.5X3.Qm(試験2).

および， 2.5X2.0m(試験 3) とし， 4反復を乱陳法

で割り当てた。施肥はN: P : K = 5.0 : 0.0 : 0.0kg/10a 

（試験2), および， 2.4: 4.0 : 2.0kg/10a (試験3) と

した。播種と刈り取りは，試験2では 8月6日と10月

5日，試験3では 8月9日と10月88に行った。土壌

採取は栽培前と栽培後（鋤き込み前）に行い，試験2

では 8月2日と10月5日，試験3では 8月9日と10月

8日に試験区中央部分からそれぞれ6点を採取した。

試験2では栽培前線虫密度の低かった 4試験区はデー

タから除外し，各処理3反復の結果を解析に用いた。

なお，試験3は串田 (2015)の試験3と同時に実施

した。そのため，本試験の試験3 「ヘイオーツ」区お

よび無栽培区のデータは串田 (2015)の試験3と同じ

である。

(2) ミナミネグサレセンチュウ

試験は熊本県合志市の九州沖縄農業研究センター内

のミナミネグサレセンチュウ (RFLP-A型）汚染圃

場で2016年に実施した。圃場に 1区1.7mx 2.4mの試

験区を設定し，「KHla」栽培区，「ヘイオーツ」栽培

区，「スナイパー」栽培区，無栽培（裸地休閑）区の

各処理を 4または 5反復でランダムに割り当てた。こ

れらのうち，栽培前線虫密度が低かった 3試験区は

データから除外し，各処理3-5反復の結果を解析に

用いた。試験区には N: P : K = 10 : 10 : 10kg/10a 

相当量の施肥を行い， 2016年 9月 68に4kg/lOa 

(「KHla」, 「ヘイオーツ」）または 8kg/lOa (「スナイ

パー」）相当量の種子を条間40cmで播種した。エン

バク類は12月7日に地上部を除去した後に，各区4箇

所より 2株程度エンバク類の根を掘り取った。根は水

洗した後に，一部 (22.lg~26.3g) を数 cmに細断し，

ポリエチレン袋に入れて25℃で保存した。保存 7日後

に500mlの水を加え，根外に遊出したネグサレセン

チュウを水とともに回収して目開き20μmの飾で集め，

生物顕微鏡下で計数した。残りの刈り株は12月21日に

ロータリー耕ですき込んだ。エンバク類を栽培した後

作における作物被害を評価するため，各試験区におい

て翌2017年の 5月22日からサツマイモ「べにはるか」

を畦間90cm株間30cmで2畦栽培した。サツマイモ

は10月31日に各区 5株を収穫し， 50g以上の全塊根に

ついて病斑程度 (0: 病斑なし~4:病斑非常に多い，

Mizukubo et al., 2003) を評価した。各試験区の土壌

線虫密度調査のための土壌採取は，エンバク類栽培前

後，および，サツマイモ栽培前後の2016年9月6日，

12月31日， 2017年5月16日， 10月31日に行い，各試験

区中央部分の 6点（サツマイモ栽培後は 5点）より深

さ約 5~20cmの土壌を採取し，混合してその試験区

のサンプルとした。ネグサレセンチュウは生土20gの

3反復からベルマン法 (38間）により分離して生物

顕微鏡下で計数し，得られた 3反復の平均値をその試

験区のデータとした。

3 統計解析

統計解析ソフト JMP12.2.0(SAS Institute Inc.) を

用いた。卵数および線虫数データは log(x+0.5)変換，

栽培前後の線虫密度比 (PrfP)データは Box-Cox変

換を行い， TukeyのHSD検定で処理間の比較を行っ

た。ただし，室内接種試験におけるキタネグサレセン

チュウ北海道系統の試験2, および，キタネグサレセ

ンチュウ沖縄系統の試験1では，対数変換データの等

分散性がBartlett検定により棄却されたため， Steel-

Dwass検定で処理間の比較を行った。

結 果

1 . 室内接種試験

キタネグサレセンチュウ 2系統では，「KHla」にお

ける根内の卵数と根内外の総線虫数（根内卵数＋根内

線虫数＋土壌線虫数）は「ヘイオーツ」と差が無いか，

有意に少なく，「スナイパー」，「つばさ」より有意に

少なかった (Fig.la, b ; TukeyのHSD検定（北海道

系統試験 1, 沖縄系統試験 2) または Steel-Dwass

検定（北海道系統試験2,沖縄系統試験 1),P<0.05)。

総線虫数は「スナイパー」，「つばさ」がいずれの試験

でも接種頭数の300頭を上回ったのに対し，「KHla」

では300頭未満であった。

ミナミネグサレセンチュウ熊本系統では，「KHla」

根内の卵数と総線虫数は「ヘイオーツ」と同程度であ

り，「スナイパー」，「つばさ」よりも有意に少なかっ

た (Fig.le ; TukeyのHSD検定， P<0.05)。総線虫

数は「スナイパー」，「つばさ」が接種頭数の300頭を

上回ったのに対し，「KHla」では300頭未満であった。

ミナミネグサレセンチュウ鹿児島系統の試験lでは，

KHlaの根内卵数は「スナイパー」・「つばさ」よりも

有意に少なかったものの，「ヘイオーツ」より多かっ

た (Fig.ld ; TukeyのHSD検定， P<0.05)。ただし，

平均卵数は「ヘイオーツ」が1.2個に対し「KHla」が

5.2個といずれも少なく，差は小さかった。鹿児島系

統の試験 2では「KHla」の根内卵数は，「ヘイオー

ツ」，「スナイパー」のいずれとも有意差が認められな

かったが，「KHla」の平均卵数 (7.8個）は「スナイ
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パー」 (39.5個）よりも少なく「ヘイオーツ」 (3.2個）

に近かった。鹿児島系統におけるエンバク類 3品種の

総線虫数は，いずれも接種頭数（試験 1は300頭，試

験2は200頭）を下回った。

2. 圃場試験

(1) キタネグサレセンチュウ (Table1) 

試験1-3のいずれも栽培前土壌線虫密度は処理間

で有意な差は認められなかった。 strigosaエンバク栽

培後の土壌線虫密度は，いずれの品種も栽培前より大

きく低下し， 2012年の「ヘイオーツ」を除き無栽培よ

りも有意に低くなった (TukeyのHSD検定， P<

0.05)。栽培前後の土壌線虫密度比 (PcfP) では，

2012年の「ヘイオーツ」を含めいずれの strigosaエ

ンバク栽培も無栽培より低く，品種間での差は認めら

れなかった。

(2) ミナミネグサレセンチュウ (Table2) 

エンバク類栽培前の土壌線虫密度には処理間の差は

認められなかった。エンバク類栽培後の線虫密度は，

「KHla」, 「ヘイオーツ」，無栽培間に有意差は認めら

れなかったが，栽培前後の線虫密度比 (PcfP)では

「ヘイオーツ」が他の処理よりも有意に低かった

(TukeyのHSD検定， P<0.05)。エンバク類の根内

線虫数は「ヘイオーツ」が「スナイパー」よりも少な

かったが (TukeyのHSD検定， P<0.05), 「KHla」

と両者の間に有意差は認められなかった。翌春のサッ

マイモ栽培前では，「KHla」, 「ヘイオーツ」，無栽培

区の土壌線虫密度と栽培前後の線虫密度比 (PcfP)

はほぼ同じで処理間の差が認められなかった。また，

「KHla」,「ヘイオーツ」の線虫密度比 (PcfP)は「ス

ナイパー」とは差が認められなかった。サツマイモ栽

培後にはいずれの処理でも467~556頭/20gと土壌線

虫密度が大きく上昇し，サツマイモ塊根に著しい被害

（病斑程度平均3.9~4.0)が発生して処理間の差は認め

られなかった（データ省略）。

考 察

strigosaエンバクのキタネグサレセンチュウ抑制効

果は，主に「ヘイオーツ」，「サイアー」を用いて検討

されており (Townshend,1989 ; 串田， 2015など），

品種・系統間による効果の差を調査した例はほとんど

ない。山田 (1998) はstrigosaエンバクのキタネグ

サレセンチュウ抑制系統選抜に際して根内の卵数を指

標として利用し，ライムギの線虫抑制系統選抜でもこ

の指標を利用している（山田ら， 2009)。今回の室内

接種試験でも根内に産下された卵数を調査したが，

「KHla」のキタネグサレセンチュウ卵数は「ヘイオー

ツ」と同等かやや少なかった (Fig.la, b)。また，圃

場試験でも「KHla」と「ヘイオーツ」「サイアー」と

の間には差が認められず，いずれも無栽培と比較して

高い線虫密度低減効果を示した (Table1)。以上の結

果は，「KHla」が既存品種と同様にキタネグサレセン

チュウ抑制作物として利用できることを示している。

strigosaエンバクのキタネグサレセンチュウの抑制メ

カニズムは未知の部分が多いが，根内における線虫の

発育・産卵抑制が影響していると推定されている（山

田， 1998)。この抑制作用に関する遺伝的背景は不明

であるが， strigosaエンバク自体がキタネグサレセン

チュウにとって不適な寄主であり，種内の品種・系統

間差は比較的小さいのかもしれない。これに対し，

「KHla」のサツマイモネコブセンチュウ抑制性は主働

遺伝子に支配されていることが示唆されており（上床

ら， 2017), このような対立遺伝子を保持する一部の

strigosaエンバク系統がサツマイモネコブセンチュウ

抑制性を獲得していると考えられる。サツマイモネコ

ブセンチュウ抑制性の獲得がキタネグサレセンチュウ

抑制性に影響しないことは， strigosaエンバクが両線

虫に対して抑制性を発揮する上で重要な特性である。

なお，今回のキタネグサレセンチュウ密度低減効果に

ついては，北海道の 6月播き，および， 8月播きで確

認した結果であり，他の栽培地や栽培時期で同様の結

果が得られるかはまだ確かめられていない。圃場にお

ける線虫密度低減効果には，植物根内における線虫の

発育・産卵抑制に加え，線虫の根への誘引性や生残性，

根量とその栽培中の推移など，多様な要因が影響する

ことが予想される。「KHla」は「ヘイオーツ」「サイ

アー」に比べ出穂が早い特性を持っており（未発表

データ），九州における秋作飼料用品種としての適性

が高い。栽培地域や栽培時期を変えた場合でも線虫密

度低減効果に品種間差が見られないかどうかは，今後

試験例を重ねて検証していく必要があるだろう。

strigosaエンバクのキタネグサレセンチュウに対す

る効果は多くの研究で調査されているものの， ミナミ

ネグサレセンチュウに対する効果は検討された例が少

ない。 strigosaエンバクはミナミネグサレセンチュウ

に対する寄主適合性が低いことがポット試験により明

らかにされているが（山田ら， 2000, 材料線虫の

RFLP型不明），九州における秋作圃場栽培では

strigosaエンバク栽培ー無栽培間に土壌線虫密度の差

は検出されていなかった（上杉ら， 2010,RFLP-A 
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Table 1. Population fluctuation of Pratylenchus penetrans in 20g soil during black oat cultivation") 

Test no. 

1 (2009) 

Treatment 

KHla 

Saia 

Hay oats 

Bare fallow 

n 

3

3

3

3

 

Before planting 

57. 3 土 25.5

69.8 士 14.5

41. 3 土 9.7 

48.0 土 12.9

After cultivation (月 IP; (%) bl) 

5.2 土 0.7 b (13. 4 土 5.6 b) 

6.2 土 1.6 b (8. 6 土 1.3 b) 

3.3 土 1.0 b (9. 5 土 3.7 b) 

37.2 土 11.6a (79.4 土 12.2 a) 

2 (2012) KHla 3 91. 0 土 34.5 11. 3 土 4.7 b 

Saia 3 87. 3 土 33.2 9. 7 土 5.7 b 

Hay oats 3 138. 0 土 12.2 16. 0 土 3.2ab 

Bare fallow 3 103. 0 土 13.6 56. 7 土 11.0 a 

3 (2013) KHla 4 154. 1 土 31.3 20. 5 土 5.6b 

Saia 4 139. 5 土 28.2 26. 9 土 9.6b 

Hay oats 4 130. 0 土 33.3 21. 6 士 5.0b 

Bare fallow 4 121. 6 土 15.9 110. 1 土 19.4a 

(14. 0 士 3.0 b) 

(13. 1 土 4.9 b) 

(12. 2 土 3.3 b) 

(55. 2 土 8.4 a) 

(13. 1 土 1.5 b) 

(18. 8 土 6.7 b) 

(17. 9 土 3.3 b) 

(89. 0 士 7.0 a) 

a) Means士 SE.Column with the same letter do not differ significantly (P < 0. 05) according 
to Tukey HSD test with log (x + 0. 5) data (soil nematodes) or Box-Cox transformed data (A 

IP;). b)片 /Pi=number of nematodes after cul ti vat ion/ number of nematodes before planting. 

Table 2. Population fluctuation of Pratylenchus coffeae during oats cultivation and number of nematodes in oat 

roots at the end of cultivation•l 

Nematodes in 20g soil (Pr/ P, (%)bl) 

Treatment n Before planting 
of oats 

After cul tivat1on Before planting of 
of oats sweet potato 

Nematodes per g 
fresh root of oats 

KHla 4 89. 6 土 14.1 34. 1土 6.4 ab (38. 5 土 6.8 a) 22. 2士 5.7 (24. 4 土 6.3 ab) 42. 3土 11.9 ab 
Hay oats 4 128. 1土 15.7 27.9 士 4.8 b (21. 7 土 2.3 b) 31. 9 土 4.5 (24. 8士 1.6 ab) 20. 4 土 4.9 b 
Sniper 3 152. 7土 22.3 78. 3土 12.6 a (51. 2土 2.2 a) 58. 4 土 7.3 (39. 1土 4.3 a) 108. 0土 28.6 a 
Bare fallow 5 102. 9士 20.7 41. 3土 8.5 ab (40. 1土 5.4 a) 21. 1土 4.1 (21. 0士 2.6 b) 
a) Means土 SE.Column with the same letter do not differ significantly (P < 0. 05) according to Tukey HSD test with log (x + 0. 5) 
data (soil and root nematodes) or Box-Cox transformed data (P, IP.). b) Pr IP,= number of nematodes after cultivation of oats, 
or before planting of sweet potato / number of nematodes before planting of oats. 

型）。本研究の室内試験では，「KHla」と「ヘイオー

ツ」のミナミネグサレセンチュウ RFLP-A型に対す

る反応は差が無く，いずれも寄主適合性は低いと考え

られた (Fig.le)。一方，圃場栽培試験では，「KHla」

における栽培前後の線虫密度比 (P/P)は「ヘイオー

ッ」よりも高く，栽培終了時の根内線虫数も有意では

ないものの 2倍程度の差があった (Table2)。このた

め，これら 2品種は圃場条件下ではミナミネグサレセ

ンチュウに対する反応に一定の差が生じる可能性があ

ると思われた。ただし，サツマイモ栽培前の調査では

2品種の土壌線虫密度や栽培前後の線虫密度比 (Pi/

P)に差が見られなかった点や，室内試験の結果に差

が見られなかった点を考慮すると，本研究ではこれら

2品種間に実用上の明瞭な差があるとまでは判断でき

なかった。このような「KHla」「ヘイオーツ」間差の

有無にかかわらず，これら 2品種栽培後の土壌線虫密

度と栽培前後の線虫密度比 (P/P) は無栽培との

差がキタネグサレセンチュウに比べて小さく，サツマ

イモ栽培前時点では 3処理間の差がなくなって後作サ

ツマイモの被害抑制効果も確認されなかった。本試験

では， strigosaエンバク栽培による実用的なミナミネ

グサレセンチュウ線虫密度低減効果は得られなかった

と考えられる。ミナミネグサレセンチュウの試験では，

飼料用途を想定してキタネグサレセンチュウの試験よ

り少ない播種量 (4kg /lOa) を用いた。キタネグサ

レセンチュウに対しては「ヘイオーツ」の 5kg/lOa 

播種と10kg/10a播種に線虫密度低減効果の差が無い

ことが報告されているが（串田， 2015), 播種量が影

響した可能性については検討の余地がある。播種量以

外の要因では， strigosaエンバクの栽培時期 (9~12 



78 Kyushu Pl. Prot. Res. Vol. 64 

(a) Pratvlenchus oenetrans Hokkaido isolate 
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(d) Pratylenchus coffeae Kagoshima isolate 
(RFLP-phenotype B) 
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■ Eggs in roots D Nematodes in roots □ Nematodes in soil 
Fig. 1. Number of eggs and nematodes in'KHla', Avena strigosa'Hay oats', A sativa'Sniper'and Cucumis 

sativas'Tsubasa'30 days after inoculation of 300 mixed stages of root-lesion nematodes. Mean of six 
replicates except for four replicates for'Tsubasa'in test 2 of Kagoshima isolate (d). Error bar indicates SE of 

total nematodes (eggs in roots+nematodes in roots+nematodes in soil). Bars with the same letter do not 
differ significantly (P<0.05) according to Tukey HSD test with log (x+0.5) data (lower case beside bars 
indicates result of eggs in roots and capital above bars indicates results of total nematodes). Steel-Dwass 
test was used in test 2 of Hokkaido isolate (a) and in test 1 of Okinawa isolate (b). 

月）は地温が徐々に低下し，熱帯性のミナミネグサレ

センチュウの寄生活動に好適ではなくなっていくこと，

線虫の生残特性や根への誘引性がネグサ レセ ンチュウ

種間で異なり，同じ不適寄主を栽培した場合でもミナ

ミネグサレセンチュウでは密度低減効果が得にくい可

能性があること ，などが考えられる。キタネグサレセ

ンチュウの場合寄主適合性が低いにもかかわらず線

虫密度低減効果が十分ではないライムギの事例が報告

されており（山田 ら， 2009), 対象線虫に対する寄主

適合性が低いだけでは線虫密度低減効果を得るのに不

十分である ことが示唆されている。strigosaエンバク

によるミナミネグサ レセンチュウ密度低減の可能性に

ついては，播種量や地温も含めキタネグサレセンチュ

ウに関する議論で述べたような諸要因についての検討
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が必要であろう。ただし， strigosaエンバクでは積極

的な線虫密度低減効果までは得られなくとも， ミナミ

ネグサレセンチュウに対する寄主適合性が低いことは

本試験や過去の試験で一致しており，線虫増殖リスク

を低減する上では有用な輪作作物であると考えられる。

ミナミネグサレセンチュウ RFLP-B型については

接種試験のみで調査を行った。「KHla」「ヘイオーツ」

間には卵数にわずかな差が認められたもののいずれも

寄主適合性は低く，実用上の差は無いように思われる

が，圃場条件下での反応については今後の検討が待た

れる。

線虫抑制作物の利用は有効な有害線虫管理法の一つ

であるが， strigosaエンバクのサツマイモネコブセン

チュウに対する感受性や，サツマイモネコブセンチュ

ウ抑制‘ノルガムのミナミネグサレセンチュウに対する

感受性（山田ら， 2000)など， 目的外の線虫種に対す

る影響が問題となる場合がある。本調査で明らかにし

たように，「KHla」のキタネグサレセンチュウに対す

る線虫密度低減効果は，既存品種と同程度に高かった。

一方， ミナミネグサレセンチュウに対しては無栽培と

比較して有意な密度低減効果は認められなかったもの

の，既存品種と同じく寄主適合性は低く，線虫増殖リ

スクは低いと考えられた。 strigosaエンバク「KHla」

は，サツマイモネコブセンチユゥ，キタネグサレセン

チュウ， ミナミネグサレセンチュウという重要有害線

虫3種の増殖を抑制するため，これらの発生する地域

において有用な輪作作物になり得ると考えられる。ま

た，「KHla」はサツマイモネコブセンチュウ抑制性の

遺伝資源として，新品種開発における利用も期待され

る。
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