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ミナミネグサレセンチュウのサツマイモ品種における増殖性

上杉謙太l・岩堀英晶1・立石 靖1

Reproduction of Pratylenchus co.併aeon sweet potato cultivars. Kenta U白 ugi¥Hideaki 
Iwahori¥ and Yasushi Tateishil 

Reproduction of Praちllenchuscoffeae on 25 sweet potato cultivars was examined in 
greenhouse and field plot tests. In the greenhouse test P. coffeae reproduced on 21 culti-
vars with PflPi values of 1.2・26.9.In the field plot test all cultivars had final population 
densities higher than the initial densities. The P. coffeae reproduction rate on each culti-
var had little correspondence with the level of resistance detennined in a breeding proce-
dure based on storage root damage. of all 印Itivarstested， Elegant Summer showed the 
lowest reproduction rate in both tests. }pn. J Nematol. 38 (1)， 35-40 (2008). 

Key words: Elegant Summer， reproduction rate， resistance， root-Iesion nematode. 

緒 巨司

ミナミネグサ レセ ンチュウ (Praかlenchusco/-

ルae)は本州以南に広く分布する広食性の線虫で

あり、 rDNAITS領域のPCR-RFLPパターンにより

識別される 3型のうち、 A型がサツマイモに寄

生性を持つ (Mizukuboet al.， 2∞3)。ミ ナミネグ

サレセンチュウが寄生したサツマイモでは病斑

形成により塊根の品質が低下し、被害が甚だし

い場合は減収を引き起こすことから、本種は主

に南九州においてサツマイモの重要な生産阻害

要因のーっとなっている(後藤，1992)。ミナミ

ネグサレセンチユウによる被害程度(塊根上に

形成された病斑の多少)はサツマイモ品種間で

異なる事が知られており(高坂， 1950;後藤，

1964)、本種に対して抵抗性を有する品種の育成

が進められてきた(菊川 ・坂井1969;丸峯 ・坂

本， 1979)。抵抗性品種では線虫害が回避される

だけでなく、線虫密度抑制効果も期待されるた

め、線虫感受性作物との輪作が試みられ、一定

の効果が認められている(八尋ら， 1983;鳥越，

l九州沖縄農業研究センター 熊本県合志市須屋2421

1 National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa 
R巴gion，2421， Suya， Koshi， Kumamoto 861-1192， Japan. 

1994)。このような抵抗性品種を利用した線虫防

除を検討する上では、品種の線虫増殖性に関す

る情報が不可欠となるが、多くのサツマイモ品

種では塊根の被害程度に基づいて評価された抵

抗性程度が公表されているものの、増殖性につ

いてはほとんど調査されていない。また、八尋

ら (1983)、佐野 (1998)が指摘している ように、

抵抗性程度の強い品種でもミナミネグサレセン

チュウが増殖する場合があるため、品種の線虫

増殖性を明らかにすることは重要で、ある。そこ

で、本研究ではサツマイモ25品種について、ポ

ット条件下および圃場条件下で試験を行い、ミ

ナミネグサレセンチュウの増殖性を調査した。

材料および方法

1. ポット試験

1 )供試サツマイモ品種

近年育成された農林登録品種、および、サツ

マイモネコブセンチュウでの研究例が多い主要

サツマイモ品種から25品種を選定した (表 1)。

試験は数品種ごとに、試験 1(2∞6年5月開始)、

試験2 (同 9月開始)、試験3 (同11月開始)の

3回に分けて実施し、いずれの試験にも対照品

種として農林2号を供試した。
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定植 4日後(試験 3では11日後)に、カルス

より分離後36時間以内のミナミネグサレセンチ

ユウ500頭を含む線虫懸濁液を接種し、直ちに適

量湛水した。反復数は 6以上としたが、シロユ

タカとハマコマチでは枯死株が発生したため、

4反復調査とした。

5 )線虫密度調査

有効積算温度1，3∞日度(発育零点12.2"C(水久

保， 1997 )) が経過した、線虫接種90~110日後

にビニル袋中でサツマイモの根系と土壌をほぐ

して分離し、根重および土壌重を測定した。土

日本線虫学会誌

2 )供試線虫

熊本県合志市産の l雌に由来し、アルフアル

ファカルスで継代、増殖させたミナミネグサレ

センチュウのRFLPタイプAを用いた。

3 )サツマイモの栽培

サツマイモの l節苗を、滅菌黒ボク土壊と育

苗土(健苗:入江農芸(株))の等容積混合土壌

約200gを充填した口径 9cmの透明ホロリエチレン

ポッ トに定植し、温室内(平均25.7"C)で栽培し

た。

4 )線虫の接種

第 1号第38巻

ミナミネグサレセンチュウのサツマイモ品種における増殖性(ポット試験)1 

ネグサレ
センチュウ
抵抗性3

弱

表 1.

補正後
PfIPi2 

分離線虫数/試験
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強
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中
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品種

農林2号

備瀬

宮農36号

農林1号

ジェイレッド

ベにまさり

高系14号

コガネセンガン

種子島紫7

アケムラサキ

タマオトメ

アヤコマチ

ベニオトメ

クイックスイート

ムラサキマサリ

タマユタカ

オキコガネ

シロユタカ

ハマコマチ

ノTープルスイートロード

ミナミユタカ

サニーレ ッド

ダイチノユメ

ベニアズマ

エレガントサマー

lデー タは反復 (n孟 6、ただしシロユタカ、ハマコマチはn= 4)の平均値を示す。
2土壌からの分離効率を44%とした場合のPflPi。
3育成地の研究報告に掲載された各品種の育成 ・特性評価に関する論文・成果情報による (高系14号は
対照品種として示されたデータ)。ーはネグサレセンチユウ抵抗性が公表されていないことを示す0

4同一文字問にはT由ey-Kramer検定の有意水準5%で、差が無い事を示す。4文字以上はabcdeをa-eのよう
に省略した。
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壌の飾わけによる混入根片の除去、および根の

水洗は行わなかった。線虫の分離にはベルマン

法 (72時間)を用い、土壌20gおよび、約 5mm

に細断した根 2gを各 2反復供試した。根は塊根

も含めて供試し、 4gに満たない場合は、 1反復

2gを上限として 1ないし 2反復で全根を供試し

た。分離された線虫数の平均値を根重および土

壌重から換算して、ポットあたりの総線虫数を

算出した。予備試験の結果から、ベルマン法の

土壌からの線虫分離効率は44%と仮定した。根

からの分離効率は考慮しなかった。分離効率で

補正した増殖率はlog(x+ 1)変換後、統計解析

ソフト]MP5.0.1]を用いてANOVAおよび、Tukey-

】(ramer法で、品種の平均値を比較した。

2.圃場試験

1 )供試サツマイモ品種

ポット試験と同じ25品種(表 2)を用いた。

2 )試験区と栽培概要

陸稲の均一栽培によりミナミネグサレセンチ

ユウおよびモロコシネグサレセンチュウ

(Pratylench附 zeae)が増殖した九州沖縄農業研究

センター内圃場(熊本県合志市)を用いた。 1

畝 8株(畝幅65cm株間30cm) をl試験区とし

て2反復を設けた。土壌は黒ボク土で、基肥と

してlOa当たり窒素2.4kg、リン酸10.2kg、カリ

ウム14.4kgを施用し、畝は黒色ポリマルチで被

表2.サツマイモ品種の栽培による ミナミネグサレセンチュウ密度の

推移(園場試験)1 

分離線虫数/20g土壌

品種 挿苗前 ω日後 終了時 PfIPi2 

(5/12) (7/14) (9/19) 

農林2号 5.4 67.9 1回 2 25.6 

備瀬 7.3 63.3 169.1 24.1 

宮農36号 7.3 64.1 96.4 13.3 

農林1号 7.1 15.3 41.8 6.9 

ジェイレッド 3.0 9.8 81.4 27.1 

べにまさり 4.9 6.5 44.4 9.3 

高系14号 1.8 4.6 27.6 16.8 

コガネセンガン 5.2 18.7 154.8 28.7 

種子島紫7 7.3 18.2 前.1 10.5 

アケムラサキ 5.5 36.0 362.2 54.8 

タマオトメ 3.2 19.1 75.9 26.2 

アヤコマチ 4.8 29.2 77.4 16.4 

ベニオ トメ 8.6 31.3 51.8 6.4 

クイックスイート 6.8 55.5 110.1 14.7 

ムラサキマサリ 5.0 7.4 50.1 10.0 

タマユタカ 2.8 12.3 65.1 22.3 

オキコガネ 4.2 6.4 107.6 23.6 

シロユタカ 7.4 21.5 60.5 6.6 

ハマコマチ 5.0 17.1 46.9 9.1 

ノTープルスイートロード 3.2 13.8 11.3 3.3 

ミナミユタカ 3.3 5.2 23.6 9.7 

サニーレッド 9.5 17.1 40.0 3.5 

ダイチノユメ 4.4 9.0 54.4 10.9 

ベニアズマ 8.9 10.9 52.5 7.1 

エレガントサマー 3.9 7.8 6.9 1.7 

1データは 2反復の平均値を不す。
2PfIPi =終了時分離線虫数/挿苗前分離線虫数
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覆した。2006年 5月15日の挿苗から 9月19日ま

で127日間栽培した。地温データより算出した栽

培期間中の有効積算温度は1，735日度であった。

3 )線虫密度調査

挿苗前(5月12日)、挿苗60日後 (7月14日)~ 

栽培終了時(9月19日)の 3回、各区畝内の株

聞から等間隅に 3点土壌を採取した。土壌はよ

く混和した後に20gよりベルマン法 (72時間) 3 

反復で線虫を分離し、得られた平均値をデータ

として用いた。試験圃場に発生するミナミネグ

サレセンチュウとモロコシネグサレセンチュウ

を識別して計数することはできなかったため、

両種をまとめて幼虫、雌成虫、雄成虫別に計数

した。計数後、両種の混在比を下記の方法で推

定し、ミナミネグザレセンチュウ数を算出した。

4 )線虫混在比の推定

試験圃場は前作までの数年間陸稲の均一栽培

を行っていたことから、挿苗前の調査では各試

験区の混在比を同率と仮定した。各区より雌成

虫あるいは幼虫を l頭ずつ (計50頭)ランダム

に取り出し、岩堀ら (2000) の方法に準じて

PCR-RFLP法により種同定を行い、ミナミネグサ

レセンチュウの割合を求めた。なお、モロコシ

ネグサレセンチュウには雄成虫が出現しないた

め、雄成虫はすべてミナミネグサレセンチュウ

とみなした。得られた割合から、ミナミネグサ

レセンチユウ数 (PC) をPC=M+a(F+L) と

して算出した (M:総雄成虫数、 F:総雌成虫数、

L:総幼虫数、 a:ミナミネグサレセンチュウの

割合)060日後と栽培終了時の調査では、品種間

で混在比が異なると考えられるため、区ごとに

混在比を推定した。 l区につき雌成虫20頭のV値

を測定し、 V孟76:ミナミネグサレセンチュウ、

V壬75:モロコシネグサレセンチュウ(水久保，

1992)と同定して各区のミナミネグサレセンチ

ユウの割合を求めた。75<V<76の場合には同定

不能とし、他個体を再計測した。得られた割合

より、 PC=M+aF+L(M+aF) I (M+F)として

算出した。

結果および考察

ポット試験 1-3における農林 2号の補正後

Pj/Pi (土壌からの分離効率を44%とした場合の

増殖率)は、それぞれ26.9、16.9、13.5となり、

試験 lの増殖率がやや高かったが試験問に有意

な差は認められなかった。試験 1では 1反復に

おいて著しい増殖が認められた影響が大きかっ

たと考えられる(この l反復を除いた場合の補

正後Pj/Piは16.0)。以下の品種聞の比較では、 3

試験の結果を統合し、農林 2号は最も増殖率の

高かった試験 lのデータを用いた。

表 lに25品種のポット試験終了時における分

離線虫数および補正後Pj/Piを示した。調査した

25品種中、 17品種ではポットあたりの分離線虫

数が接種頭数 (5∞頭)以上となり、明らかな線

虫の増殖が認められた。増殖率は補正後Pf/Piで、

2-8の品種が多く、これらの品種間では統計的に

有意な差はほとんど認められなかった。エレガ

ントサマー、ベニアズマ、ダイチノユメ、サニ

ーレッド、ミナミユタカ、パープルスイートロ

ード、ハマコマチ、シロユタカではポットあた

りの分離線虫数が接種線虫数を下回り、見かけ

上の増殖率が 1以下となった。しかし、サニー

レッド、ミナミ ユタカ、ハマコマチ、シロユタ

カでは補正後PflPiが 1より大きくなることから、

わずかながらミナミネグサレセンチュウが増殖

していたと考えられる。また、本試験では根か

らの分離効率を100%としているため、補正後

PflPiが 11こ近かったベニアズマ、ダイチノユメ、

)¥.ープルスイート回一ドでも、実際はミナミネ

グサレセンチュウが増殖していた可能性が高い。

表2に圃場試験におけるミナミネグサレセンチ

ユウの密度推移を示した。試験圃場におけるミ

ナミネグサレセンチュウの混在比は挿苗前の調

査では10%と低かったが、 60日後には品種平均

で2.5% -42.5%、調査終了時には75% ~97.5% とな

った(データ省略)。混在比から推定した挿苗前

のミナミネグサレセンチュウ密度はいずれの品

種も 10頭以下(以下圃場試験に関して示した線

虫密度は20g土あたりの分離線虫数)であった

が、 60日後、栽培終了時の線虫密度はすべての

品種で挿苗前より増加した。圃場試験のPflPiと

ポット試験の補正後Pj/Piの聞には、正の相闘が

認められた (Spearmanの順位相関、 p=0.59、
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P<O.Ol)。なお、混在比から推定したモロコシネ

グサレセンチュウ密度は挿苗前の10.5頭-42.9頭

から、調査終了時には0.1頭-15.8頭となり、い

ずれの品種でも密度が低下した(データ省略)。

ポツ卜試験で

低かつた 8品種のうち、ベニアズズ、マ、ダイチノ

ユメ、ミナミユタカ、ハマコマチ、シロユタカ

では、栽培期間後半の密度上昇が大きく、 Pj/Pi

は6以上と高かった。圃場試験ではポット試験と

比べて栽培期間が長く(有効積算温度から予測

される最大経過世代数はポットで 4世代、圃場

で5世代)、根系が制限されず塊根も形成される

ことなどから、これら低増殖性の品種において

も栽培後期に線虫密度が上昇し、増殖率が高ま

ったものと考えられる。ポット試験での補正後

Pj/Piが2以上とな った17品種では、 14品種にお

いてミナミネグサレセンチュウが挿苗前の10倍

以上に増殖し、挿苗前10頭以下だった線虫密度

が終了時に50頭以上まで上昇する場合が多かっ

た。

以上のように、本試験ではミナミネグサレセ

ンチュウ抵抗性程度の異なる25品種を供試した

が、ポット試験では21品種でミナミネグサレセ

ンチュウの増殖が認められ、圃場試験では挿苗

前の 6倍以上に線虫密度を上昇させる品種が多

かった。抵抗性程度が弱~強のいずれの品種で

も増殖性が高い場合があり、抵抗性程度と増殖

性の聞には明瞭な関係は認められなかった。田

淵ら(1985) は、ミナミネグサレセンチュウ抵

抗性程度と品種栽培後の土壌線虫密度に相関関

係を認めているが、本試験の結果はミナミネグ

サレセンチュウ抵抗性程度を増殖性の指標とし

て用いるべきでないことを示している。例えば、

ネグサレセンチュウ抵抗性が強、やや強とされ

ているアケムラサキとジェイレッドは、増殖率

が低いことはなく(表1)、表 2が示すように、

被害は回避できたとしても圃場のミナミネグサ

レセンチュウ密度は大きく上昇すると考えられ

る。逆に、サニーレッドおよびベニアズマは、

それぞれ抵抗性が中、および、やや弱aとされる

が、増殖性は比較的低かった。このような抵抗

性と増殖性の不一致はサツマイモネコプセンチ

ユウ抵抗性品種の一部でも知られており(佐

野 ・岩堀、 2∞2)、サツマイモの線虫抵抗性検定

が塊根の被害度(ミナミネグサレセンチュウの

場合は塊根上に形成された病斑の多少)を指標

とした耐性(tolerance)で評価されてきたためと

考えられる。今回の調査では線虫増殖率を指標

として抵抗性 (resistance) を評価しており、塊

根だけでなく根系全体での線虫増殖性を反映し

ていることや、線虫の侵入・増殖が病斑として

顕在化する程度が品種により異なることなどの

要因から、一部の品種で抵抗性と耐性の評価が

一致しなかったものと思われる。また、サツマ

イモネコブセンチュウで報告されているような

品種に対して寄生性の異なるレースの存在(佐

野・岩堀， 2002， Sano and Iwahori， 2005)が検

定結果に影響している可能性もある。 ミナミネ

グサレセンチュウでは地域個体群によりサツマ

イモにおける増殖性に差があることが知られて

おり (Mizukuboet al.， 2∞3)、今後、品種に対す

る反応についても検討する必要があろう 。

ミナミネグサレセンチュウの防除を目的とし

てサツマイモ品種を輪作に組み込む際には、高

度な線虫密度抑制効果が求められる。調査した

25品種では、いずれの品種においても圃場条件

下での線虫密度低下は認められなかった(表2)。

既往の研究では、ミナミネグサレセンチュウ要

防除密度の低いサトイモと組み合わせる場合、

代表的抵抗性品種として試験例の多いミナミユ

タカでも、 2年輪作では効果が不十分とされて

いる(八尋ら， 1983)。ネグサレセンチュウの増

殖率は同一に制御された条件下での試験問でも

振れが大きいとされるが (DeWaele and Elsen， 

2∞2)、本試験ではエ レガントサマーの増殖性が

ポット、圃場ともにミナミユタカより低く(表

1， 2)、最も有望な品種と考えられる。
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試験で調査した。ポット試験では、 21品種にお

いてミナミネグサレセンチュウの増殖が認めら

れ、そのPjfPiは1.2-26.9となった。圃場試験では、

すべての品種において栽培終了時の ミナミネグ

サレセンチュウ密度が挿苗前より高くなった。

品種のネグサレセ ンチュ ウ抵抗性程度と増殖性

の聞には明瞭な関係は認められなかった。調査

した25品種の中では、エレガントサマーで増殖

性が最も低かった。
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