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マツノマダラカミキリの初期保持線虫数に及ぼすこセマツノザイ

センチュウの影響:競争種によるマツ材線虫病拡大阻害機構

軸丸祥大

軸丸祥大:マツノマダラカミキリの初期保持線虫数に友ぼすこセマツノザイセンチュウの影響: 競争種によるマツ

材線虫病拡大阻害機構，広島県林技セ研報39:31-38， 2007.人工踊室(任意の線虫を媒介昆虫に乗り移らせる方法)

を用いて，ニセマツノザイセンチュウがマツノマダラカミキリのマツノザイセンチュウ初期保持線虫数に及ぼす阻害

効果を調べた。人工踊室に 2種線虫を接種した処理区では，マツノザイセンチュウのみを接種した処理区よりもマツ

ノマダラカミキリの初期保持線虫数が有意に少なかった。しかしながら，二つの処理区間で分散型第 3期幼虫数(マ

ツノマダラカミキリに乗り移るステージである分散型第4期幼虫に脱皮する可能性のある線虫数)に違いは無かった。

2種線虫を接種した処理区における分散型第4期幼虫の出現率の低さと分散型第4期幼虫数の少なさが，この処理区

における初期保持線虫数の低下に結びついたと考えられる。媒介見虫の初期保持線虫数に及ぼすニセマツノザイセン

チュウの阻害効果をマツ材線虫病の防除方法へ応用することを論議した。

「キーワード」ニセマツノザイセンチュウ，マツノザイセンチュウ，種間競争，マツノマダラカミキリ，初期保持線

虫数，便乗関係，マツ材線虫病

はじめに 合には増殖型から分散型に線虫の生活環が移行する 19)。

外来種の侵入は世界的に生態系の撹乱を引き起こして 分散型の生活環には分散型第3期幼虫と分散型第 4期幼

いる 4) 5) 7) 8)凶回。森林生態系においても事態は同様で 虫というこつの幼虫期が含まれる(図 1)。分散型第 4

あり，世界三大流行樹木病害(ニレ立ち枯れ病，五葉マ

ツ発疹さぴ病およびクリ胴枯れ病)はすべて侵入生物に

よる病害である。異なる大陸聞の貿易の増加などにより，

新たな生態系へ様々な生物が移動する機会が増加したこ

とがその原因と考えられている。一方，その地域の生物

学的・非生物学的な要因が外来種の侵入・拡大に対して

障害となることも知られている 6)剖 27)。

マツ材線虫病の病原体であるマツノザイセンチュウは

北アメリカ原産と考えられており， 1900年代初頭に日本

増輔頬型鵠第「? 紬湘吋吋吋型て寸ヤ:Tア4哨期

増輔殖型醐第ヒ

に侵入したと言われている四)田)。本病の被害は我が固に 図一 1 マツノザイセンチュウおよびニセマツノザイ

続き，中国，台湾，韓国およびポルトガルに拡大し，世 センチュウの生活環(前原171)を改変

界のマツ林に対して大きな脅威となっている。このこと

から，前述の世界三大流行樹木病害にマツ材線虫病を加

えて世界四大流行樹木病害と定義されるようになった。

それに対して，マツノザイセンチュウの近縁種であるニ

セマツノザ、イセンチュウは，日本に土着であり，わが国

土着のマツに対して非病原性である叫。これら 2種線虫

の生態は次のように類似している。 2種の生活環には増

殖型と分散型の 2型が存在する。好適な環境下では増殖

型幼虫が出現して個体数を増加させ，環境が悪化した場
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期幼虫は宿主となるマツ聞を移動する特殊なステージで

ある。媒介見虫 (Monochαmus属カミキリ)の踊や新

生成虫が近くにいた場合，分散型第 3期幼虫 (JIII) は

分散型第4期幼虫 (JIV)へ脱皮する。分散型第 4期幼

虫は媒介見虫の成虫へ乗り移り，媒介見虫の摂食痕や産

卵痕を経由して新たなマツへ侵入する 3)路)21)22) 2種線

虫は餌や媒介見虫などの資源を共有しているため，マツ

林において共存した場合に厳しい種間競争が起こること



が予想される。例えば， Kishil3)によって，マツ材線虫

病の激害地域ではニセマツノザイセンチュウがマツノザ

イセンチュウに置換されたことが報告されている。これ

に対して，広島県北部のニセマツノザイセンチュウ分布

域ではマツノザイセンチュウが侵入したにも関わらず，

その分布拡大が阻害されていることが我々の研究から明

らかになり，マツ材線虫病拡大阻害へのニセマツノザイ

センチュウの関与が示唆されている。

媒介昆虫が枯死木から脱出するときに保持している線

虫数(初期保持線虫数)の違いは新たな宿主に伝播され

る線虫数に影響する 9)制。それゆえ， 2種線虫の競争を

考える上で初期保持線虫数は重要な要因である。通常，

枯死木中からは一種の線虫が検出されることが多いが，

長島ら田)やKishi12
)は野外条件下において同ーのマツ枯

死木から 2種線虫が検出されることを報告している。し

かしながら 2種線虫が生息するマツから脱出する媒介

昆虫の初期保持線虫数については全く検討されていない。

本研究の目的は(1)媒介見虫へ乗り移る際のニセマツ

ノザイセンチュウとマツノザイセンチュウの競争関係を

調べることと， (2)この競争関係を応用したマツ材線

虫病防除技術の開発の可能性を論議することである。

2 材料と方法
2. 1 2種の線虫

広島県庄原市高野町において分離したニセマツノザイ

センチュウおよびマツノザイセンチュウを供試した。こ

れらの線虫を灰色カピ病菌 (Botrytiscinerea Pers.) 

の菌叢上で25
0

Cにおいて培養した。培養 2-3週間後，

ベールマン法 (25
0C，24時間)を用いて線虫を回収し，

各線虫について 1mlあたり 3，000頭の濃度になるように

蒸留水を用いて調整した。 2種の混在した線虫懸濁液は，

2種それぞれの溶液を同量混合することで得た。この溶

液には 1mlあたり1，500頭のニセマツノザイセンチュウ

とマツノザイセンチュウがそれぞれ混在していた。

2. 2 媒介昆虫一

以下の手順で得た広島県三次市産マツノマダラカミキ

リ個体群を供試した。伐倒後， 2週間程度25
0

Cで保管し

たアカマツ健全木由来の丸太(約70cm)の外樹皮を正方

形(1.5x 1.5cm)に除去し，露出した材に小さな窪みを

作った。この窪みに，鮮化直後のマツノマダラカミキリ

幼虫を一頭接種した後で外樹皮を戻し，ガムテープで

接着した。丸太一本あたり 10頭程度の幼虫を接種した。

幼虫を発育させるためこれらの丸太を250Cで約 4ヶ月保

管し，その後，休眠を覚醒させるため10
0

Cに約 4ヶ月保
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管した。休眠覚醒したマツノマダラカミキリ終齢幼虫を

これらの丸太から取り出した。線虫の乗り移り実験を行

う直前に測定したこれらのマツノマダラカミキリ幼虫の

平均体重は593mg(標準偏差=155mg)であった。

2. 3 線虫を媒介昆虫ヘ乗り移らせる方法

Aikawa et al. 2)によって開発された，任意の線虫を

媒介昆虫に乗り移らせる方法(人工踊室)を用いて乗り

移り実A験を行った。長さ約 7cm，中央径約 4cmの小丸太

をアカマツ健全木から切り出した。ドリ jレを用いてこの

小丸太の木日中央部に深さ約 5cmの穴を穿ち，人工踊室

として用いた。底に石英砂をひいたポリカーボネイト製

容器(高さllcm，内径6.7cm)に，人工踊室が上になる

ようにこの小丸太を一本ずつ入れた。この容器をオート

クレーブ処理(121
0

C，15分)し，小丸太の木口に線虫

の餌となる青変菌 (Ophiostomαminus(Hedgcock) 

H. et P. Sydow)を接種した。小丸太はその後， 25
0

C・

全暗の条件下で 4週間培養し 青変菌を蔓延させた。そ

の後，小丸太にマツノザイセンチュウ3，000頭を加える

処理区(ザイセン処理区)とマツノザイセンチュウ1，500

頭およびニセマツノザイセンチュウ 1，500頭を加える処

理区(2種混在処理区)を設けた。線虫の接種直後，休

眠覚醒したマツノマダラカミキリ幼虫を人工踊室へー頭

ずつ接種し，その後アルミホイルを丸めて作ったボール

で人工踊室を封じた。ザイセン処理区と 2種混在処理区

へそれぞれ， 25および26頭のマツノマダラカミキリ幼虫

を供試した。小丸太を25
0C・全暗の条件で培養し，毎日

マツノマダラカミキリ成虫の脱出を調査した。成虫が脱

出していた場合には，性別と体重を記録後，乳鉢と乳棒

を用いて一頭ずっすりつぶし，ベールマン法 (250

C，2 

3日)により初期保持線虫数を調べた。

2. 4 線虫の調査方法

人工踊室内に残存する線虫数とステージを調べるため，

マツノマダラカミキリの脱出直後にナタを用いて小丸太

を縦に四分割し，人工踊室周辺の材(厚さ約0.5cm) を

採取した。採取した材は勇定パサミを用いて細分し，ベー

ルマン法 (250

C，2 -3日)により線虫を抽出した。人

工踊室由来の各サンプルについて平均54頭の線虫をラン

ダムに選別し，生物顕微鏡下で分散型第 3期幼虫，分散

型第4期幼虫およびその他(増殖型第2期幼虫，増殖型

第3期幼虫，増殖型第4期幼虫および成虫)に分類した。

マツノザイセンチュウの分散型第3期幼虫は丸い尾端と

体内に蓄えられた脂質頼粒による黒化した体色が同定の

指標である問。一方，ニセマツノザイセンチュウの分散
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ついては対数変換を，各種の割合については逆正弦変換

をそれぞれ行った。

3 結果
ザイセン処理区では16頭の 2種混在処理区では19頭

のマツノマダラカミキリがそれぞれ脱出した。マツノマ

ダラカミキリ幼虫の接種から成虫脱出までの日数は両処

理区間で有意には異ならず，ザイセン処理区(平均値土

標準誤差=39.8土1.9)および 2種混在処理区(平均値

2種混在

処理区
ザイセン
処理区

4[1 
蔀
剖

零 0.6
蜜
σ3 

職
制

斐0.2
¥円

。

1.0 

0.8 

0.4 

型第 3期幼虫は尾端の突起と黒化した体色により形態的

に特徴付けられる。ドーム状の頭部，口針の欠如および

黒化した体色が分散型第 4期幼虫の形態的な特徴である。

人工踊室に集合した総線虫数 (T)は脱出した成虫の初

期保持線虫数 (N，) と人工踊室に残存した線虫数(凡)

の和から求めた (T=Ni十凡)。叫には人工踊室周辺の

材に残存したJIII，JN，増殖型幼虫および成虫数が含

まれる o 1もに含まれるJIII(RJIII)とJIV(RJIV)は人工

踊室に残存する線虫数 (Np) と各サンプル中のJIIIおよ

びJNの割合の積から推定した O 人工踊室に存在した

JIII総数 (TJIII)は初期保持線虫数，人工踊室に残った

JIIIおよびJN数の和から求めた (TJIII=Ni+ RJIII+ RJIV)。

JN総数 (TJ川は初期保持線虫数および、人工踊室に残っ

たJN数の和から求めた(1:肝=Ni+RJIV)。人工踊室に

集合した分散型第 3期幼虫の割合(分散型第 3期幼虫割

合)は人工踊室に存在したJ皿総数を人工踊室に存在し

た総線虫数で除して求めた (TJIII/T)oJNへ脱皮した

JIIIの割合(分散型第 4期幼虫割合)はJN総数を人工

踊室に存在したJIII総数で除して求めた(TJIV / TJIII )。

媒介見虫へ乗り移ったJNの割合(乗り移り率)は初期

保持線虫数をJIV総数で除して求めた (N/TJIV)。
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ザイセン処理区と 2種混在処理区における分散

型第 3期幼虫割合

図-3

図中の棒グラフおよびパーはそれぞれ各処理区における平均

値と標準誤差を示す。異なるアルファベットにはt-検定により

有意差があることを示す。

2. 5 調査数量の統計処理

線虫の媒介見虫への乗り移りに関するそれぞれの過程

の線虫数，分散型第 3期幼虫割合，分散型第4期幼虫割

合および乗り移り率を 2つの処理聞で比較するためか検

定を行った。なお，統計的検定の前に，各種の線虫数に

50，000 50.000 

2種混在

処理区
ザイセン
処理区

40.000 

10，000 

。

30，000 

20.000 

訴
議
=
一
吋

2種混在

処理区
ザイセン
処理区

40.000 

顛
倒
蟻
謡 20.000

10.000 

。

30.000 

ザイセン処理区と 2種混在処理区におけるJIII

総数

図-4ザイセン処理区と 2種混在処理区における総線

虫数

図-2

図中の棒グラフおよびパーはそれぞれ各処理区における平均図中の棒グラフおよびバーはそれぞれ各処理区における平均

値と標準誤差を示す。異なるアルファベットにはt検定により

有意差があることを示す。 JIIIは分散型第3期幼虫を示す。
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値と標準誤差を示す。異なるアルファベットにはt-検定により

有意差があることを示す。



話0.8

円糠 0.4

揺制
(R、 0.2 

。
ザイセン 2種混在

処理区 処 理 区

図-5 ザイセン処理区と 2種混在処理区における分散

型第4期幼虫割合

図中の棒グラフおよびパーはそれぞれ各処理区における平均

値と標準誤差を示す。異なるアルファベットにはt-検定により

有意差があることを示す。

40.000 

-・・::; 20.000 同「
10，000 

。
ザイセン 2種混在

処 理 区 処理区

図-6 ザイセン処理区と 2種混在処理区におけるJIV

総数

図中の棒グラフおよびパーはそれぞれ各処理区における平均

値と標準誤差を示す。異なるアルファベットにはt-検定により

有意差があることを示す。 JIVは分散型第4期幼虫を示す。

±標準誤差=35.8:t1.1)であった(t-検定，P>0.05)。

2つの処理区間で、総線虫数に有意な差は無かった(図

2) (t-検定，P>0.05)。分散型第 3期幼虫割合はザイ

セン処理区が 2種混在処理区に比べて有意に高かった

(図 3)(t検定，P< 0.05) 0 JIII総数は 2つの処理区間

で有意に異ならなかった(図 4) (t-検定， P>u・.05)。
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時
:;.. 0.6 
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ザイセン 2種混在

処 理 区 処 理 区

図-7 ザイセン処理区と 2種混在処理区における乗り

移り率

図中の棒グラフおよびパーはそれぞれ各処理区における平均

値と標準誤差を示す。異なるアルファベットにはt-検定により

有意差があることを示す。

50.000 

事訴 40.000 

制

響窓日+63 O ， O 0 0 

~ 20.000 
寵
5事

10，000 

。
ザイセン 2種混在

処理区 処理区

図-8 ザイセン処理区と 2種混在処理区における初期

保持線虫数

図中の棒グラフおよびバーはそれぞれ各処理区における平均

値と標準誤差を示す。異なるアルファベットにはt-検定により

有意差があることを示す。

理区において有意に多かった(図 6)(叫会定，P<0.05)。

一方、乗り移り率は処理区間で有意な違いが無く(図 7) 

(t検定，P>0.05)，初期保持線虫数はザイセン処理区

が 2種混在処理区に比べて有意に多かった(図 8) (t-

4食定，P<0.05)。

4 考 察
分散型第 4期幼虫割合はザイセン処理区において有意に 今回の実験結果から，ニセマツノザイセンチュウの存

高く(図 5)(t-検定，P<0.05)， JIV総数もザイセン処 在によりマツノザ、イセンチュウのマツノマダラカミキリ
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への乗り移りが阻害されることが示された。この結論は，

2種混在処理区の初期保持線虫数がザイセン処理区に比

べて有意に少なかったことを根拠にしている。

2つの処理区における各線虫ステージの個体数と割合

を比較し，どの過程を経て初期保持線虫数の違いが生じ

たのかを検討すると，総線虫数では 2処理区間で違いは

認められず，分散型第3期幼虫割合はザイセン処理区で

有意に高かった。しかし この違いはJIII総数の処理区

間の有意な違いには結び、つかなかった。分散型第4期幼

虫割合はザイセン処理区において有意に高く， JIV総数

もザイセン処理区において有意に多かった。一方，乗り

移り率は処理区間で有意な違いが無かったことから，初

期保持線虫数の違いは両区においてJIIIからJIVが出現

する過程が異なることに起因すると考えられる。マツノ

ザイセンチュウのJIIIからJIVの出現にはMonochαmus

属カミキリが羽化に伴って分泌する物質が重要な役割を

果たすと言われている制 O ニセマツノザイセンチュウが

混在することにより，マツノザイセンチュウのこの物質

に対する反応が低下したことで分散型第4期幼虫割合と

JIV総数が低下し，最終的に初期保持線虫数が低下した

と考えられる。

2種混在処理区の初期保持線虫数の減少はこの処理区

におけるマツノザイセンチュウの接種頭数の減少 0，500

頭)が原因ではない。 Aikawaand Togashi1
)は本研究

と同様の人工踊室を用い，接種頭数が媒介昆虫の初期保

持線虫数に及ぼす影響を検討している。彼らの結果によっ

.て，マツノザイセンチュウの接種頭数が1，000から50，000

頭の間で変化しでも，その違いは初期保持線虫数に影響

しないことが示されている。

媒介昆虫の初期保持線虫数はマツ材線虫病の拡大を左

右する重要な要因の一つである。初期保持線虫数が多い

媒介見虫ほど，多くの線虫をマツに伝播する確率が高く

なり，多くの線虫が伝播されたマツはマツ材線虫病によ

り枯死しやすくなる o Elton 71やPimm却)は生物の侵入

に対して，土着の生物が何らかの抵抗を示すことを指摘

し，これをbioticresistanceと定義した。本研究で示さ

れたマツノザイセンチュウの媒介昆虫への乗り移りに及

ぼすニセマツノザイセンチュウの阻害効果は，このbiotic

resistanceのーっと考えられる。実際，ニセマツノザイ

センチュウが分布する広島県北部では，県南部などの温

暖地に比べてマツ材線虫病の被害拡大が阻害されている

ことが知られている O 本研究によって明らかになった生

物学的なマツ材線虫病拡大阻害機構を応用し，マツ材線

虫病の新たな防除方法を開発することが検討されている。

マツノザイセンチュウとニセマツノザイセンチュウの
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形態的な識別は，雌成虫や増殖型の幼虫であれば可能で

あるポ，媒介昆虫に乗り移るステージである分散型第4

期幼虫の形態で種を識別することは困難である。このた

め， 2種混在処理区において媒介見虫に乗り移った線虫

に関して 2種線虫の比率は不明である。しかし，仮に

2種混在処理区において媒介見虫に乗り移った線虫が全

てマツノザイセンチュウであると仮定しでも，ザ、イセン

処理区の初期保持線虫数の30%未満であり，このことか

らもニセマツノザイセンチュウによる阻害効果が確認で

きる。

非生物学的要因のいくつかがマツノマダラカミキリに

乗り移る線虫数に影響を及ぼすことが知られている。踊

室が極端に乾燥もしくは湿った場合には媒介昆虫の初期

保持線虫数が低下する(例えば，小林ら14) 森本・岩

崎制 Togashi311)。生物学的な要因であるマツノザイセ

ンチュウの増殖に不適な菌類もまた，媒介見虫の初期保

持線虫数を低下させることが示されている則。本研究に

より，マツノマダラカミキリの初期保持線虫数を低下さ

せる生物学的要因のーっとしてニセマツノザイセンチュ

ウが加えられた。しかしながら ニセマツノザ、イセンチュ

ウが具体的にどのようにしてマツノマダラカミキリの初

期保持線虫数を低下させるのかについては残された課題

である。

5 おわりに
本研究によって，ニセマツノザイセンチュウは媒介見

虫(マツノマダラカミキリ)へのマツノザイセンチュウ

の乗り移りを阻害することが示された。また，本研究と

同様の方法を用い，カラフトヒゲナガカミキリを供試し

た実験においても同様のニセマツノザイセンチュウによ

る乗り移り阻害効果が実証されている叩)。

広島県北部のマツ林においてニセマツノザイセンチュ

ウはカラフトヒゲナガカミキリによって媒介されること

が我々の調査から明らかになっている。ニセマツノザイ

センチュウはマツノザイセンチユウの競争種であり，カ

ラフトヒゲナガカミキリはマツノマダラカミキリの競争

種である。このことから，競争種によるマツ材線虫病拡

大阻害機構を効率的に発揮させるためにはニセマツノザ

イセンチュウを保持したカラフトヒゲナガカミキリの林

内密度を上昇させる必要がある O われわれの予備的な調

査により 2種の競争種が分布する広島県北部のマツ林

において， 5月中旬から 6月下旬にかけて健全木50本あ

たり 1-2本の割合で劣勢木の間伐を行うことにより，

カラフトヒゲナガカミキリの産卵およびニセマツノザイ

センチュウの伝播が促されることが示された。カラフト



ヒゲナガカミキリが産卵し，幼虫が発育した間伐木はマ

ツノマダラカミキリの産卵時期には産卵資源として不適

な状態になっているため，マツノマダラカミキリがこれ

らの間伐木を産卵に利用する可能性は低い。翌年，これ

らの間伐木からニセマツノザイセンチュウを保持したカ

ラフトとヒゲナガカミキリ成虫が脱出することで競争種

の林内密度が上昇することも明らかになった。この方法

を応用した競争種によるマツ材線虫病拡大阻害の効果検

証が今後の課題である。
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Effect of Bursaphelenchus mucronatus on initial nematode load 
of Monochamus alternatus: Inhibitory mechanism of pine wilt 

disease expansion by competitors of the pathogen， 
B. xylophilus， and its primary vector 

Shota J ikumaru 

Summary 

Effects of Bursα:phelenchus mucronαtus on the number of B. xylophilus carried by an adult Monochαmus 

alternαtus were investigated using artificial pupal chamber. When pupal chambers were infested with both 

Bursα:phelenchus nematodes， the initial nematode load of M.αlternαtus was significantly lower than that 

of the beetle that emerged from pupal chambers infested with B. xylophilus alone. However， within the two 

treatments there was no difference in the abundance of the third-stage dispersal juveniles (JIII)， which woul 

dmolt to the fourth-stage dispersal juveniles (JIV) to board beetles. Low probability of JIII to JIV and 

small number of JIV in pupal chamber infested with both Bursα:phelenchus nematodes would result in low 

initial nematode load. An eradication strategy for pine wilt disease using the inhibitory effect of B. 

mucronatus on initial nematode load of the insect vector was discussed. 

Key words: Bursα:phelenchus mucronαtus， Bursaphelenchus xylophilus， interspecific competition， Monochαmus 

alternαtus， nematode load， phoresy， pine wilt disease 
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