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日本におけるジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の育成

森 元幸*

要 ヒ::.
臼

1972年に北海道で初めてジャガイモシストセンチュウの発生が磯認され，発生地は道内で拡大する

とともに，長崎県や青森県などでも発生を確認し，全国の発生面積は 1万halこ達しさらに増加傾向に

ある。本線虫の発生確認と同時に，総合防除の基幹となる抵抗性品種育成に着手し， 1978年に「ツニ

カ」が命名登録され，その後多数の抵抗性品穏が導入もしくは育成されてきた。 1995年以降は，生食

用として消費者の人気を得た「キタアカ 1)Jやサラダ原料として適性の高い「さやか」などの抵抗性

品種の栽培面積が増加し約8，OOOhaを越えた。利用特性向上を目指した抵抗性品種育成と同時に， 日

本には未発生のシスト線虫侵入に備えた抵抗性母本育成を続けている。

はじめに

ジャカ、二イモシストセンチュウCGloboderarostochiensis) 

のシスト(卵嚢)は化学的・物理的に耐久性が高

く，自然条件の土壌中で10年以上活性を維持し，

塊茎および塊茎に付着した土とともに移動して伝

染する。このため菌際植物検疫上第一級の有害線

虫とされ，汚染調場での採種栽培は認められてい

ない。 1972年に北海道ではじめて発生が確認され

てから，抵抗性品種の普及を基幹とする総合防除

が進められてきた(山田:1987)。

シスト線虫抵抗性品種を感染問場で栽培すると，

農薬を用いた化学的防除なしでも土壌中のシスト

線虫密度が減少する。また生産された塊茎にシス

トが付着しないため，塊茎に付着した土壌の移動

を防げば，生産物の流通を通しての発生面穣拡大

を抑制できる。さらに抵抗性品種の利用は，輪作

や化学的助除の利用との相乗効果により，より効

果的な手法となる。本稿では，抵抗性品種育成の

経過と現状，将来への展望を紹介する。

B本での発生確認と分布拡大

パレイショに寄生するシスト線虫は，ジャガイ

Breeding of th巴 PotatoCyst Nematode Resistant 

Varieties in Japan 

*北海道農業研究センタ- Moto}叫 ciMORI 

モシストセンチュウ CG. rostochiensis) とジャ

ガ、イモシロシストセンチュウ (G.Pαllidα)の2

種類が知られており，ヨーロッパ，南米各毘など

50カ国以上で分布が認められている。わが菌では，

1972年に北海道虻田郡真狩村で，初めてジャガイ

モシストセンチュウの発生が確認された。日本へ

の伝播経路は， 1960年頃に南米ペルーから輸入し

てテンサイ育苗用床土などに施用していたグアノ

(海鳥糞)と共に，侵入したと推測されている

(稲垣:1984)。その後， 1977年には初発生地から

東へ約300km離れた斜盟郡清里町でも分布が認

められ， 1992年には長崎県でも発生が確認された。

さらに2003年には青森県，そして2007年に

察でも発生を確認し全国的な広がりとなった。近

年は道内でも新規発生の確認が相次いで発生地域

の拡大が問題となっており，全国の発生面積は 1

万haに達しさらに増加傾向にある(鴎1)。

ハH
v
n
H
υ

ハH
u
n
H
U

ハH
V

ハH
u
n
H
U

ハH
V

ハHυ

ハHυ

ハH
v
n
H
V

ハu
v
n
u
u
n
u
v

ハH
u
n
H
V

ハHυ

ハH
U
n
H
U

ρ
n
v
a
4
&
n
J
U

ハH
u

n

ハU

1
よ

唱

i

τ

上

宅

i
(2)経
団
間

60.000 

40.000 

20.000 

0 
1970 1975 1980 1985 19羽 1995 20∞2005 

年

シスト線虫発生産首脳

図 1 日本のパレイシ藷栽培道議と
シスト線虫発生面積の捻移
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なお，日本で発生しているシスト線虫はジャガ

イモシストセンチュウの 1種でパソタイプ(レー

ス)はRo1のみであり，他の種およびパソタイ

プは確認されていない(串田・百田:2005)。

シスト線虫の生活史と抵抗性品種の効果

本鰻虫のシスト中には200~500個の卵があり，

パレイショの根から分泌された物質に反応して鮮

化し，幼虫が根に侵入する。この卵は経年で約70

%が活性を維持し，瞬化するまで10年以上も生存

してパレイショの根を待ち続ける。根に侵入した

幼虫は，ホルモン様物質を分泌して線虫頭部付近

に巨大細胞を形成させ，ここから栄養を吸収して

成長する。根の内部に寄生した幼虫が養分を吸収

するとパレイショの生育は停滞し，高密震闘場で

は下葉から枯れ上がり収量は半減する。雄成虫は

頚部のみを根内に侵入し，球状の虫体の大部分を

根面に露出した状態となる。交尾後の雌成虫は体

内に卵を形成し，体表皮は徐々にタンニン化して

死に，直径約0.6mmのシストを形成する。北海

道では60日程度で l世代を経過する(相場・稲垣:

1992)。

汚染圃場に抵抗性品撞を栽培した場合，卵が瞬

化して幼虫が根に侵入するまでは躍病性品撞と問

じである。その後根中に巨大細胞を形成できない

ため，幼虫は餓死する。このようにしてシスト内

の卵を瞬化させ幼虫をすべて死滅させることから，

抵抗性品撞を栽培すると土壌中の線虫密度は大幅

に低下する(表1)。しかし，抵抗性品撞であって

も中密度(乾土 1g中10卵〕以上の闘場では減収

し，その品種間差は大きい(串田ら:2004)。

表 1 抵抗性品種および擢病性品種の
栽培時におけるシスト線虫の消長

株当り寄生虫数株当り こtt議中の卵数
卵数上と

品将:名 (頭) 桜妥(乾土 l日中)
一一一一一一 。(%)
縦成虫磁波虫 (g) 繕付時収穫時

とうや(抵抗位:) 0 0 37 119 11 9 

男爵努(羅病性) 1814 379 33 119 919 772 

試験場所:真狩宇摘抗役検定試験強場(道立中央袋試)
試験年次:1987~1988年
言寄生虫数淵資:7月下旬
卵数1:1ニz収穫時卵数/植付Ili寺卵数X100
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シスト隷虫抵抗性導入の育種戦略

本線虫の発生確認と開時に，農林水産省北海道

農業試験場および北海道立農業試験場の協力のも

と，総合防除の基幹となる抵抗性品種育成に着手

し，次のように研究を展開した(西部・稲垣:

1980)。

①既存の国内品種の中に抵抗性品種がないか検索。

②外国の抵抗性品種を導入評価して直接利用。

③抵抗性遺伝資源を探索導入し国内品種に抵抗性

を付与した新品種を育成。

④異レースや異種の発生に備え異なる来歴の抵抗

性遺伝資源を導入して母本を育成。

①と②が比較的短期間で一応の目的を達成でき

るのに対し，③は目的達成までに長期間を要する

が抵抗性以外の形質についても援れた品種を育成

できる利点がある。④は将来への蓄積である。

遺伝資源の評舗と抵抗性品種「ツニカ」の導入

北海道産シスト線虫に対する抵抗性検定を，保

有する遺伝資源について行なった。実用性を有す

る国内品種，保存育成系統および外国品種の中か

ら，抵抗性を見出せなかった。しかし，近縁栽培種

および野性種から 3種8系統，Solanum andigena 

(179，186，210，216，232)， S. vernei (181， 445)， 

S. bαllsii (93)に抵抗性を認め，種間雑種32系

統が抵抗性であることを認めた。

1971年に旧東ドイツから導入した rTunikaJ

と rSkutellaJをはじめとして， rPr閃邑vale叩ntJ叩J

rEhudJ， rMaraJおよび rProminentJなどの

抵抗性品種が海外から導入され，生育特性と

力を評価すると共に線虫発生地帯における適応性

を検討した。これにより rTunikaJは，線虫発

生地帯の主要品種「紅丸jおよび「農林 1号」に

代わる澱粉原料用抵抗性品種として認められ，

1978年「ばれいしょ導入 3号」として登録され，

「ツニカ」と命名されると共に北海道における奨

励品種に採用された(西部・稲塩:1980)。しか

し線虫発生地帯でもあまり普及せず， 1982年の69

haを最高に栽培面積はその後減少した。
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シスト線虫抵抗性検定法の改良

当初，抵抗性侶体の選抜は，交配種子を播種し

て養成した実生を，汚染土壌で直接栽培する「幼

苗検定法Jによった。この方法では，抵抗性個体

の無線虫化のために，通常の育種過程より l年多

く要する難点があった。これを解決する方法とし

て， iぺア塊茎法Jを開発しその後は本法によっ

た(図 2)。実生{自体をポットで養成し，同一株か

|シスト線虫扱抗性検定|
ヌポット毅培・シスト接怒

|ベア一躍の収穫に J夜寝LJ個体i獄図湯に糊|

同一樹、らの筏妄に約譲 -1怒しもとじて保存/

抵抗枝問体の遂抜

図2 ペアー纏姦法によるシスト線虫抵抗性の検定

ら収穫された 2個の塊茎に閉じ番号を付し 2群に

分け，一方を線虫抵抗性の検定に用い，他方を種

いもとして保存する。検定の結果，抵抗性が認め

られた個体のみを以降の選抜に供する O この方法

により，育種年限を 1年延ばすことなく線虫抵抗

性検定が可能となり，効率的な抵抗性の早期選抜

がなされるようになった(西部・稲垣:1980)。

「ペア塊茎法」は，隅離温室内でポットを使用

する検定法である。広い面積と大量の土壌を必要

とし，殺菌土壌の調整や栽培管理，線虫調査，あ

るいは検定後の土壌消毒などに多大な労力を要し

ている。そこで，省スペース化・者労力化を巨的

として密閉容器による線虫抵抗性検定「カップ検

定法jを開発して簡便化を図った(圏 3)。小型の

蓋付き透明プラスチックカップに検定イモと少量

プラスチックカップ
(径 6cm程度)
密閉し，小さなさな空
気穴をあける

小手立の検定期怒いも

J 章約如糊鮒2切抑92001初2001ぴ。叩

(は130C~2お5
0

C の草範E殴)

されたシスト

図3 プラスチックカップによる
シスト線虫抵抗性の検定

の殺薗土を入れ， ジャガイモシストセンチュウの

シスト数個を接種した後，暗黒で200Cに保管する

ことによって，感受性で約 1カ月頃から線虫が確

認できる(百回ら:2003)。

さらに近年では， PCRマーカーを用いたジャ

ガイモシストセンチュウ抵抗性検定法が長崎県

(大林:2006)や北海道(私信)で開発され，抵

抗性選抜に利用を開始した。

「ツニカJ由来の品種育成と外菌品種の導入

「ツニカJを母本とする交自己からは比較的優良

な後代が得られ，本線虫に抵抗性を有する多数の

優良品種が育成された。「トヨアカリ j は初めて

の抵抗性育成品種で， iツニカ」より高澱粉多IlX:

の澱粉原料用品種である。「キタアカリ」は黄色

粉質の肉賞で高ビタミンCの生食用品種， iエゾ

アカリ」は黄白色粘質の肉費で煮崩れず、煮物に向

く生食用品種， iムサマルj はフライ遊性の優れ

る加工食品用である O さらに澱粉原料用の「サク

ラフブキJは， iトヨアカリ Jを父とする育成品

種である(表 2)。

表 2

ヱゾアカリ(日)
1990 とうや(日)

ベニア力リ(日)
さやか(日)
花様il!l(K)

普賢丸(N)

スタークイーン(K)

20∞ ト勝こがね(日)
ひかる(0)

春あかり(N)

アイユタカ(N)

スターノレピー(日)
キタムラサキ(日)
スノマーチ(K)

ゆきつ.Yら(K)
さゃあかね(K)

ノーザンルビー(H)
はるか(日)
きたかむい(0)

市.導入品穣。

トヨアカリ(H)

ムサマノレ(K) アスタノレテペ0)
アトランチソク*(C) サクラフブキ(K)

ヤンキーチソノマーキ(C)アーリースターチ(H)

きたひめ(0)

オホーツクチ。ノプ(K)

らんらんチ、ノプ(H)
こがね丸(H)

プレノてレント*(0)

ナッフブキ(K)

( )内 育成渇所もしくは導入場所
H;北海道E星野f(北海道良試)， K;:!t見俊試(根鎖|袋試)，
N;;長総愛野支場， 0;ホクレン{位農業団体系，
C;カノレどーポテト。
:命名主主録王手・後良品穣認定年等による分類のため，穏的登録
年とは数年のズレがある。

-9-



10 北屋建第76巻第 l号 (2009年 1月)

ところで， 1972年以降の約20年間は， シスト線

虫抵抗性の導入を最優先としたため，それ以前の

育成系統に比べ収量水準が劣るばかりでなく，塊

茎の外観や調理品質，油加工適性および澱粉品質

など利用特性も犠牲にせざるをえなかった。この

ため国産品種育成に加え，需要構造の変化に対応

して利用特性を考慮した外罷品種が導入された。

ポテトチップ原料用としてアトランチックとヤン

キーチッパーが，紅丸タイプの離水率の{互い澱粉

原料用としてアスタルテが導入された。また，当

初は澱粉原料用として導入されたプレパレントは，

独特の食味を有する生食用として斜里地域の特産

品種向けに導入された(表 2)。

iR392-50jによる効率的な抵抗性品種の育成

「ツニカ」などは抵抗性遺伝子を 1つしか持た

ないsimplex(Hlhhh)であるため，後代の抵抗

性個体出現率は約50%と考えられ，初期世代で半

数以上を棄却することになった。このため選抜効

率を高めるためには，抵抗性遺伝子を複数有する

母本系統の育成が不可欠であった。アメリカ合衆

国コーネル大学から抵抗性遺伝子がduplex

(H1H1hh)とsimplex(Hlhhh)の組合せである

交配種子「狂udsonX Wauseonj (R392) を導

入し，選抜系統の後代検定により抵抗性遺佳子を

triplex (H1H1H1h) に持つ iR392-50jを選定

した(森・梅村:1992)0 1R392-50jを交配親と

する組合せでは，後代の96.4%以上が抵抗性であ

ると期待されるため，実生世代での抵抗性検定を

行わず，生産力予備検定終了後に確認の検定を行

うのみで十分となった。本系統の後代からは，

「とうやj，iベニアカリ j，iさやかj，iアーリー

スターチj，i花標津」など多数の優良品種が育成

された(表 2)。

暖地二期作向け抵抗性品穣の育成

1992年に長輔県で本線虫の発生が縫認され，当

面の対応策として同年の秋作から北海道で育成さ

れた抵抗性品種「キタアカリ j，iエゾアカリ j，

fムサマルj，iとうやj，iさやかJ等の適応性を

検討した。春作において， iとうやj と「さやか」

10 

は「デジマ」並の収量を示したが，小玉傾向であ

り商品性は劣った。秋作では，いずれの品種も収

量が劣り，特に休眠期間の長い「とうやJと「さ

やか」で顕著であった。北梅道で育成された抵抗

性品種は，媛地二期作栽培での普及は困難である

と判断された。

愛野支場の育成途中系統には，片親がシスト線

虫抵抗性を持つ交配組合せが含まれており，これ

らの系統について1993年と1994年に北海道農業試

験場線虫研究室で抵抗性検定を実施した。抵抗性

として選抜した系統の中から，暖地二期作向けと

しては初めての抵抗性品種「普賢丸Jが育成され

た。

北海道で育成された抵抗性品種を交配親とする

と日長感応性が強く塊茎の長期休眠により，出芽

遅れ，生脊不良と塊茎肥大遅れが生じ，青枯病等

の暖地特有の病害にも抵抗性がないなど，問題点

が多発した。媛地二期作では，年に春と秋の 2回

栽培することから初期選抜の効率が 2倍であり，

この利点を生かして暖地栽培適性の高い抵抗性母

本系統の早急な選抜を行った。育成系統の出芽期

や収量性は，シスト線虫抵抗性導入以前に臣複し，

そうか病に強く食味に優れる「春あかり j，iデジ

マJより多収で外観が優れる「アイユタカJが育

成された(中尾:2003)。

用途ごとに利用特性が優れる抵抗性品種の育成

食卓に上るパレイショは，それぞれの調理法に

適した特性を持つことが求められており，見た目

も消費者をひきつける魅力のあるものでなければ

ならない。つまり，治費者にとってシスト線虫抵

抗性は意識外のことであり，当然のことながら商

品として魅力がなければ購入しない。黄色粉質の

肉質で虫食味である「キタアカリ j，早生で早期

出荷に適し滑らかな舌触りの「とうやjなど，消

費者にとって魅力ある品種が栽培面積を伸ばして

いる(表 3)。

高収量かっ高品質で、あることは加工原料用にとっ

て重要である。「さやか」は告が浅く剥皮歩留り

が高く，サラダに適し白色の引き締まった肉質で

変色も少ない。ポテトチップは場げたときに焦げ



2000年以障になると，日本で育成したシスト線

虫抵抗性品種もしくは抵抗性母本後代系統を親と

する第二世代の品種が育成されるようになり，用

途ごとに利用特性の改良が進んでいる。「花標津」

を片親として疫病冨場抵抗性に加え栽培特性を改

良した「さゃあかねj，紫肉でシスト線虫抵抗性

を有する「島系571号」を用いて実用性を向上さ

せた紫肉の「キタムラサキj，Iムサマル」と「十

勝こがねjの組合せから多収性とフライ適性を併

せ持つ「こがね丸Jなど，多数の品種が育成され

普及が期待される(表4)。
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自がつかないことが望ましく， Iきたひめ」は長

期貯蔵原料に適する。このように実需の利用場面

で効率に優れる品種が，栽培面穣を伸ばしている

(表 3)。

日本における品穣ごとのバレイショ耕音面積 (2006年)

シスト線虫発生面積と抵抗性品種栽培面積

シスト線虫の発生商穣は1972年から継続して増

加傾向にあるが，その増加速度を超えて抵抗性品

種の作付面積は増加している。特に1995年以降の

栽培面積増加率は顕著で，約8，000haを越え総栽

培面積の10%も越えた(図4)。もしこの傾向が

続くならば，近い将来にシスト線虫発生地の多く

が抵抗性品種で埋められると期待したい。

現状は， シスト線虫発生面種の多い後志や網走

での抵抗性品種栽培割合は必ずしも高くなく，ま

たパレイショ栽培面積の多い十勝でも支庁別普及

率の平均より低い(表 5)。このような主産地では，

栽培の伝統がある有名銘柄を保有しており，後志

の f男爵薯Jや十勝の「メークイン」など，根強

い人気を背景に擢病性品種が栽培されている O ま

た，食品加工原料として援れる「トヨシロ」が十

栽培面積 比率

(ha) (%) 

男爵箸 21.129 24.5 

コナフブキ 16.689 11.9 

メークイン 10，306 11.9 

トヨシロ 9.181 10.6 

ニシユタカ 5，918 6.9 

キタアカリ 3，015 3.5 

デジマ 2.493 2.9 

ホッカイコガネ 1.840 2.1 

ワセシロ 1，536 1.8 

スノーデン 1，374 1.6 

とうや 1，312 1.5 

2芸林 1号 1，287 1.5 

さや均 1，266 1.4 

きたひめ 1，200 1.3 

紅丸 1，119 0.8 

その他(低抗性)料 1，702 2.0 

その他(緩病性 4，919 5.7 

合計 86，286 100.0 

勺 S;縫病をl:品種， R;抵抗主主品種
町了一 1)ースターチ，アスタノレテ，サクラフブキ，アトランチック，

ムサマノレなど

表3

用途なと

生食

J凝粉

主主食

チップ

主主食

生食

生食

フライ，生食

生食，チソプ

チップ

生食

主主食， チップ

サラダ

チ Y7。

I段粉

抵抗性*

s

s

s

s

s

R

S

S

S

S

R

S

R

R

S

R

S

 

名穣
ζヨ
ロロ

j毅粉原料は収量性が第一義であり， Iコナフブ

キjの多収性の壁は大きい。このような状況で，

シスト線虫の高濃度汚染地を中心に「アーリース

ターチj，Iアスタルテj，IサクラフブキJなどの

抵抗性品種が作付けされている(表 3)。

シスト線虫抵抗性を有する第二世代の品種表 4

用i金など

チップ

生食， Q霊地

澱粉

生食，暖地

サラダ

生食，言宇皮

生食間，紫肉

生食

チ '17"

7ライ

生食

生食

生会

♂ 

さやか

予号館丸

島系544~'

長系108号

Maris Bard 

87028-6 

烏系561号

とうや

83068C-51 

十勝こがね

花擦津

さやか

とうや

X

一x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

♀ 

ホワイトフライヤ-

T8973-20 

ムサマノレ

アシマ

87062-217 

北海77号

島系571号

Pentland Dell 

とうや

ムサマノレ

I-853 

T9020戸 8

イエローシャーク

育成場所

ホクレン

長崎農試

北見袋試

長蛇農試

ホクレン

北農日f

北炭研

北見J:i!試

北益金研

北袋研

北見l段試

北農政

ホクレン

育成年*

きたひめ 2001 

王手あかり 2002 

ナツ 7ブキ 2003 

7イユタカ 2003 

ひカ〉る 2003 

スタールビー 2004 

キタムラサキ 2004 

ゆきつぶら 2005 

らんらんチ yプ 2005 

こがね丸 2006 

さゃあかね 2006 

はるか 2007 

きたかむい 2007 

半.命名登録年もしくは控室良品積認定年

品種名

11-
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ーゆ…シスト線虫発生商穣
-等一抵抗性品種の栽培面積

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
年

~4 B本におけるシスト線虫発生面積
と抵抗性品種栽培萄穣の捻移

表5 北海道の支庁別パレイショ栽培面積，
抵抗性品種の栽培面穣， :l底抗性品穣
の栽培割合およびシスト線虫発生面積

支 IT 
;段低宿敵 抵抗性品機抵抗性品種シスト線虫

(ha) の栽培商畿の栽培割合発生面積
a) (ha) (%) (ha) 

:ril'守 754 144 19.1 92 

渡j日 1060 203 19.1 293 

総山 1400 29 2.1 。
後芯 4450 653 14.7 4875 

空長官 1000 289 28.9 。
上川 3390 679 20.0 55 

留鈎 68 8 12.2 。
宗谷 13 13.8 。
網走 18200 2068 11.4 3190 

JJEl振 675 199 2自.4 223 

釘i匂 38 。 。。 。
十勝 23600 2652 11.2 117 

到11路 507 61 12.1 471 

根室 540 171 31.7 331 

合計またはSJ1.均 55695 7158 12.9 9646 

2006年‘北海道農政部の調主主

勝で，澱粉原料として多収の「コナフブキjが網

走で栽培され，いずれも羅病性品種である。しか

し消費者や実需の需要変化に適合した抵抗性品

種が多数育成されており， これらの需要拡大が

発生地で、の作付け増加につながると期待している

(Moriet al. : 2007)。

将来に向けて

世界各地で、複数のパソタイプや異種が発生して

いるにもかかわらず，幸運にも百本で発生してい

るシスト線虫は 1種のパソタイプRo1のみであ

る。それ故に，新しいシスト線虫の侵入に傍える

12 

危機管理として抵抗性母本育成を続けていかなけ

ればならない。現在用いられている抵抗性遺伝子

は，近縁栽培亜種S.tuberosum ssp. and匂ena

由来である O これ以外の抵抗性導入を図るため，

線虫抵抗性野生撞S.vernei， S. multidissectum， 

S. sanctae -rosae由来の種間雑種を作出し， B1 

~B2世代まで戻し交雑を進めた(入倉ら: 1987)。

これらの抵抗性野生種は 2倍体種であるため，普

通栽培種(四倍体)のこ措性半数体を作出して交

配したり， 2倍体種をコルヒチン処理により倍加

して四倍体として交配を行った。得られた雑種の

抵抗性個体の出現率は主働遺伝子支配の分離比よ

り低く，複数の遺佳子の関与 (polygene) もし

くは細臨質遺伝などが推察された。複数遺伝子支

配によると推察される抵抗性の判定は，雌成虫寄

生の程度を 6段階の階級値に区分して判定した。

この中でS.vernei由来のB1世代から実用形質に

優れ，後代での線虫抵抗性出現率が高い母本系統

WB792202-1を得た。さらに 2回の戻し交雑を経

て実用性の鐙れる f北海87号Jが育成された。

近年では，キリンアグリバイオ(槻植物開発研究

所から遺伝資源として寄贈を受けたフランス品種

を利用し， ジャガイモシロシストセンチュウ等の

抵抗性導入にも着手している。
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