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枝振りや⼤きさなどの樹形に⼈が⼿を加えて作られる盆栽や植⽊は、伝統技術に裏打ちさ

れた芸術品です。⽇本庭園への評価の⾼まりや「BONSAI」ブームを受けて、海外で⾼い⼈

気を維持しており、盆栽 、植⽊及びそれらの苗⽊（以下、これらを総称する場合は「造形樹」

と表記します）を輸出する際にはそのための検査や検疫に合格して、輸出相⼿国が輸⼊を禁

⽌する病害⾍が付着していないことを⽰す必要がありますが、輸出相⼿国の検疫で不合格と

なる理由の多くが、植物寄⽣性線⾍の検出によるものです（植物に寄⽣しない線⾍は検疫

対象ではありません）。造形樹の輸出額は 2017 年には約 126 億円でしたが、その後は減

少して 2019 年は約 93 億円でした（図Ａ）。これは、主要な輸出相⼿国で植物寄⽣性

線⾍の侵⼊を防ぐために検疫条件が強化されたことで、輸出可能な造形樹の量が減少したこ

とが主な原因と考えられています。 

 

 
図Ａ 植⽊等の輸出額の推移 

2019 年 農林⽔産物輸出⼊概況の公表資料のうち 
２ 農林⽔産物の輸出実績（2019 年⾦額上位 20 品⽬）から作成 

はじめに 
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 植物防疫所が実施する線⾍を対象とした輸出検査では、全ての⼟壌や根を調査することは

できないため、根の周囲の⼟壌の⼀部を採取して調査しており、輸出検査に合格して輸出さ

れた樹⽊から、相⼿国の検疫で植物寄⽣性線⾍が検出されることがあります。その場合は線

⾍が検出された樹⽊だけではなく、当該樹⽊を含む荷⼝全体が不合格になり、⾼額な経済

的損失が⽣じてしまいます。このため輸出促進に向けて、線⾍汚染のない造形樹の⽣産技術

や、商品価値の低下を抑えながら樹⽊から線⾍を除去する技術の開発が求められています。

しかしながら、⼀部の樹種を除いて、線⾍は樹⽊に明瞭な⽣育不良を⽣じさせないことから、

栽培及び流通の過程で⽣産者や輸出関係者が、その存在に気付くことは困難です。線⾍の

汚染防⽌技術や除去技術を開発するためには、樹⽊やそれを栽培する⼟壌から植物寄⽣

性線⾍を的確に検出する技術が必要になりますが、線⾍は微⼩かつ透明であること、⼟壌中

には植物に無害な線⾍も多く棲息していること、樹⽊の根の周囲の⼟壌には農耕地とは異な

る多様な植物寄⽣性線⾍が発⽣していること、オオハリセンチュウなど⼀部の線⾍は野菜など

を加害する線⾍と同じ⼿法では⼟壌から分離されにくいこと、線⾍の形態的特徴から植物寄

⽣性か否かを⾒分けることは専⾨家にしかできないこと、これらが技術開発上の課題でした。 

農研機構では、これまで農林⽔産省による⾰新的技術開発・緊急展開事業において、造

形樹の輸出拡⼤に向け、その主要な⽣産地域である埼⽟県１）、千葉県２）、⾹川県３）及

び福岡県４）等と連携し、輸出検疫対象となる病害⾍の問題解決に取り組んできました。

2019 年には、「EU 諸国向け輸出のための植⽊、盆栽及び苗⽊の線⾍対策マニュアル」を発

⾏しています。このたび、関係都道府県の公設試における今後の線⾍対策技術の開発に資

するため、植物寄⽣性線⾍のうち検疫上重要な種群が含まれるオオハリセンチュウを対象とし

て、新たに開発した⼿法を加えた遺伝⼦情報に基づく判別技術を標準作業⼿順書として整

理しました。本判別技術を利⽤すれば、線⾍分類の専⾨家ではなくても⼿順に従って作業す

ることでオオハリセンチュウと他の線⾍を判別することができ、公設試等において広く対策技術の

開発に取り組むことが可能になります。線⾍対策技術の開発促進によって経済的損失のリス

クが軽減され、造形樹輸出の拡⼤につながることを期待いたします。 
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本⼿順書で対象とする植物寄⽣性線⾍の種類は、今後の改訂で拡充する予定です。本

⼿順書の内容の⼀部は、農研機構⽣研⽀援センター「⾰新的技術開発・緊急展開事業

（うち地域戦略プロジェクト）」の⽀援を受けて実施した研究の成果です。 

 

 

参考︓ 輸出⽤の造形樹の⽣産に関する情報 

1) 埼⽟県の輸出盆栽 

https://www.pref.saitama.lg.jp/hana-midori/chishiki-joho/901-

20100105-4-1.html 

2) 千葉県産農林⽔産物・加⼯品の輸出額 

https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/export/table.html 

3) グラフで⾒る⾹川県の農業・⽔産業 ４．農産物の⽣産と流通の現状 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/12177/1-5.pdf 

4) 福岡県花き振興計画 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/355835_53948501_misc.

pdf 

 

  

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/355835_53948501_misc.pdf
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n 免責事項 

• 農研機構は、利⽤者が本標準⼿順書に記載された技術を利⽤した結果⼜は技
術を利⽤できないことによる結果について、⼀切責任を負いません。 
 

• 本⼿順書は公設試等の研究・指導機関での利⽤を想定しています。 

 

• 本⼿順書に記載の図表は農研機構が著作権を有するものです。 
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線⾍とは線形動物⾨に属する動物の総称で、⼈間の⽣活と関わりの深い線⾍の例として

は、回⾍やアニサキスが挙げられます。線⾍のうち造形樹輸出の障害となるのは植物に寄⽣す

る種類のみですが、特定の種類が障害になるのではありません。樹⽊や農作物で実際に被害

が⽣じる可能性があるのか否かにかかわらず、⽣きた植物を栄養源とするすべての線⾍種が検

査・検疫の対象となります。ここで問題となるのが、造形樹の根の周囲の⼟壌から検出される

が、農耕地⼟壌からの検出が稀な線⾍の存在です（図 1-１）。野菜や畑作物の重要有

害線⾍（ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウ）の取扱経験のある⽅であっ

ても、造形樹輸出の障害となる様々な植物寄⽣性線⾍には対応できないことがあります。 

本⼿順書で対象としたオオハリセンチュウは、成⾍の体⻑が 1〜5 mm と⼤型の植物寄⽣

性線⾍です。EU 諸国向け盆栽の輸出条件として植物防疫所に登録された圃場で少なくとも

2 年間栽培管理することが義務付けられているほか、植物防疫所が実施する栽培地検査に

おいて、サンプリングされた盆栽の⼟壌からある種群（アメリカオオハリセンチュウグループ、Ⅱ－

4－（2）参照）に属するオオハリセンチュウが検出された場合、その盆栽は当該年度中の輸

出が認められないという、他の植物寄⽣性線⾍よりも⼀段階厳しい取扱がなされています。こ

れは同グループに植物ウイルス媒介性の種が含まれており、EU 諸国が域内侵⼊を特に警戒

しているためです。ゆえに、造形樹輸出の障害となる植物寄⽣性線⾍を取り扱う際には、オオ

ハリセンチュウであるのか否かの判別に加えて、アメリカオオハリセンチュウグループに属する種か

否かを判別することも重要です。 

Ⅰ．造形樹輸出の障害となる線⾍ 
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図 1-1 造形樹の根の周囲の⼟壌から検出される 

農耕地では稀な植物寄⽣性線⾍の例 
Ａ〜Ｃ︓オオハリセンチュウ、 Ｄ︓ユミハリセンチュウ、 Ｅ︓イシュクセンチュウ 
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本⼿順書で紹介する「形態的特徴に基づいて線⾍を⾒分ける能⼒を要しないオオハリセン

チュウ判別技術」の全体構成を図 2-1 に⽰します。１．及び２．では、線⾍を⼟壌から分

離して、顕微鏡下で視認できる状態にする操作について説明します。分⼦⽣物学的⼿法で

線⾍を判別する際に、オオハリセンチュウと他の⼟壌線⾍とで取扱⼿法が⼤きく異なるのは

２．の⼯程です。３．及び４．では、⼟壌から分離した線⾍群集中の１個体の線⾍を溶

解して鋳型 DNA として、オオハリセンチュウ判別⽤プライマーを⽤いた PCR（⽤語解説）に

供試する⽅法について説明します。PCR 及びアガロースゲル電気泳動に係る操作には、本技

術のために改変を要する点はありませんので、それらの説明は省略します。PCR 増幅に基づく

オオハリセンチュウ判別の実例については、Ⅲ．技術の活⽤事例 の項に⽰します。 

 

 
図 2-1 本標準⼿順書で紹介する技術の全体構成 

  

Ⅱ．オオハリセンチュウの判別 
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１. ⼟壌の採取 
造形樹の根の周囲から⼟壌を採取します。⼟壌採取⽤の器具は、調査対象が盆栽、植

⽊⼜は苗⽊のいずれなのか（盆栽の場合は⻑期の栽培で根が固結しているのかどうか、植⽊

の場合は根巻きか地植えかコンテナに鉢上げされた状態か）、採⼟に伴う根部の破壊を⽣産

者がどの程度許容するのかに応じて、根堀り、シャベル、熊⼿、コルクボーラー、線⾍スコップな

どを使い分けます。採⼟の時期については、例えばある樹⽊にオオハリセンチュウが発⽣している

のか否かを判断したい場合は、⼟壌中の線⾍個体数が増える夏季前後に新しい根の周囲か

ら採⼟することが推奨されます。ただし、この時期はほとんどの樹種の⽣育期に当たるため、根

の損傷が地上部の⽣育（商品価値）に影響する点に留意する必要があります。検疫では線

⾍が１頭検出されただけでも不合格になりうることを考慮すると、採⼟点数や採⼟量を増やし

て、より多くの⼟壌を採取することが推奨されますが、樹⽊の根の状態は樹種、品⽬、栽培年

数、⼟壌などの違いによって⼀様ではないため、調査ごとに採⼟マナー（例えば、樹⾼ 3ｍの

地植え樹⽊の株元から50 cmの位置から、線⾍スコップを⽤いて径25 mm・深さ200 mm

の⼟壌コア 3 点を採取して混合）を定めて採⼟します。採取した⼟壌は樹脂製の袋やコンテ

ナに収容して、⽇射、40℃以上の⾼温、5℃以下の低温及び乾燥を避けて、後述する線⾍

群集の分離操作まで保管します。採取後の⼟壌を数週間〜数か⽉間保存する必要がある

場合は、10℃前後で冷蔵保管することが推奨されます。冷蔵保管された⼟壌は直ちに分離

に供試せず、事前に室温で３⽇間静置することが推奨されます。 

 

２．オオハリセンチュウが含まれる線⾍群集の分離 

（１）改変湿式ふるい分けベルマン法 

⼀部改変したウェットシービング法（参考資料１）とベルマンロート法（⽤語解説）を組

み合わせた以下の⽅法（以下、「改変湿式ふるい分けベルマン法」と表記します）で、線⾍

群集を⼟壌から分離します。この⽅法は、物理的なダメージに弱い上に⼟壌中の移動能⼒が

⼩さいオオハリセンチュウの分離に適しており、１回の操作で 100〜500ｇの⼟壌から分離が

可能で、オオハリセンチュウ以外の広範な植物寄⽣性線⾍も分離することができます。改変湿
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式ふるい分け法単独でもオオハリセンチュウの分離は可能ですが、⼟壌や有機物の混⼊が少

なく顕微鏡観察のしやすい線⾍群集を得るために、⼟壌中で既に死亡していた個体の除外が

可能なベルマンロート法と組み合わせて使⽤します。以下の各⼯程の説明では、オオハリセン

チュウの分離を考慮した操作に下線を付けています（後述する（２）ベルマントレイ法の⼯

程説明でも同様です）。 

以下の⼀連の⼯程では、⼟壌懸濁液を流し込むふるい⾯を⼀貫して⽔⾯下に置くことで、

ふるい⾯にオオハリセンチュウが直接衝突してダメージを受けることを防いでいます。また、分離

前の⼟壌を⽔と⼗分に馴染ませることで⼟壌粒⼦からのオオハリセンチュウの遊離を促すととも

に、ベルマンふるい上に注⼊する残渣の量を少なくすることでオオハリセンチュウがフィルターを通

過しやすくしています。加えてベルマンロート法では、ロートの内壁に線⾍が残留することが多い

ため、これを回収する操作を⼯程⑪で加えることで、分離ロスを減らします。 各⼯程の流れを

図 2-2 に⽰します。 

 

 

図 2-2 改変湿式ふるい分けベルマン法の各⼯程の流れ 
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主な使⽤機器（図 2-3、図 2-4）︓ 

・ ふるい（直径 20 cm）⽬開き 850 μm 及び 38 μm 各１挺 

・ ステンレス製ビーカー 容量３ℓ１個、容量５ℓ２個 

・ ステンレス製タライ 径 25 cm×深さ 10 cm、径 50 cm×深さ 16 cm 各１個 

・ ベルマン分離装置（径 9cm ロート、ロート及び架台、ベルマンふるい、ガラス製試験管） 

① 樹脂製の袋などに収められた⼟壌に、⼿袋をはめた⼿を差し⼊れて穏やかに攪拌します

（図 2-3Ａ）。この際に視認された粗⼤な有機物（枯れ葉や枝）や⽯及び⼤型の⼟壌

動物（ミミズや昆⾍）は、ピンセットを⽤いてできるだけ除去します。 

② 容量３ℓのステンレス製ビーカーに 100〜500ｇの⼯程①の⼟壌を移し、ビーカーの 1.5

リットル⽬盛りまで⽔を注ぎ、⼿袋をはめた指先で⼤きめの⼟塊をほぐした後（図 2-3Ｂ）、

20〜30℃の室温下で 24 時間静置して⼟壌と⽔をなじませます。 

③ 直径 50ｃｍのステンレス製タライに直径 25ｃｍの同タライを収め、後者に⽬開き 850 

μm ふるいを収めて、ふるい⾯が⽔⾯下になるまで直径 25ｃｍのタライ内に⽔を注ぎます。

⼯程②で静置後のビーカーに⼿袋をはめた⼿を⼊れて攪拌することで⽣じた⼟壌懸濁液を

すべて、前記の⽬開き 850 μm ふるいの⽔⾯下のふるい⾯に流し込み、粒径の⼤きい⼟

壌や有機物⽚をふるい⾯上に除去します（図 2-3Ｃ）。ふるい⾯に残った残渣には線⾍

が付着している可能性があるため、シャワーの⽔流を上から当ててから廃棄し、残渣をすすい

だ⽔は⼟壌懸濁液に加えます（図 2-3Ｄ）。攪拌後にビーカーの底に直ちに沈む⼟壌は

ふるい⾯に注ぎ込みません。 

④ ⼯程③で容量３ℓのステンレスビーカーの底に残った⼟壌に再び１.5 ℓの⽬盛りまで⽔

を加えて、⼯程③と同様に攪拌して⽣じた⼟壌懸濁液を⽬開き 850 μm ふるいの⽔⾯下

のふるい⾯に流し込む操作をさらに４回（合計５回）繰り返します。⼟壌懸濁液を合計

５回採取した後にビーカーの底に残った⼟壌は廃棄します。 

⑤ ここまでの⼯程で、⼟壌中の線⾍は２つのタライの中に溜まった⼟壌懸濁液（７〜８ℓ、

直径 25ｃｍのタライから溢れた⼟壌懸濁液は、その外側の直径 50ｃｍのタライ内に溜ま
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っている）にすべて分離されていることになります。この⼟壌懸濁液をすべて、容量５ℓのス

テンレスビーカー２台に移し（図 2-3Ｅ）、⻑さ 30 cm の薬さじを⽤いて２台のビーカー

内の⼟壌懸濁液を⼗分に攪拌（図 2-3Ｆ）してから５分間静置して、⼟壌（粒径 850 

μm 未満）を沈殿させます。 

⑥ ⽬開き 38 μm のふるいを、バット（材質不問、直径 20 cm のふるいが収まるサイズで、

5 cm 以上の⾼さがあれば形状も不問）に収め、⼯程③と同様にふるい⾯が⽔⾯下にな

るまでバット内に⽔を注ぎます。⼯程⑤で静置後の容量５ℓのステンレスビーカー内の⼟壌

懸濁液を前記の⽬開き 38 μm ふるいの⽔⾯下のふるい⾯に流し込んで、適宜ふるい⾯を

揺すりながらふるい分けます（図 2-3Ｇ）。ビーカーの底に沈んだ⼟壌はふるい⾯に流し込

みません。 

⑦ ⼯程⑥で得た⽬開き 38 μm ふるい⾯上の残渣（線⾍が含まれている）を、ふるい⾯の

裏からシャワー状の⽔流を当てて⼀端に寄せた後（図 2-3Ｈ）、洗浄瓶の⽔流で容量

200 ml のガラスビーカー内に残渣を洗い落とします（図 2-3Ｉ）。 

⑧ ⼯程⑥で２台の容量５ℓのステンレスビーカーの底に残った⼟壌を⼀⽅にまとめて、ビーカ

ーの４ℓ⽬盛りまで⽔を加えてから⼯程⑤と同様に攪拌後に５分間静置し、⼯程⑥〜⑦

と同様に⽬開き 38 μm ふるいの残渣をガラスビーカー内に洗い落とします。 

⑨ ベルマンロートの管部にシリコンチューブを介してガラス製試験管（径 12 mm、丸底）を

つなぎ、チューブの部分に気泡が⼊らないように注意しながら、ロート及び試験管内に⽔を

満たします（図 2-4Ａ）。ロートの上部にフィルター（ラボ⽤の紙ワイパーや書道⽤の半紙）

を敷いたベルマンふるいを置き（図 2-4Ｂ，Ｃ）、フィルターがロート内の⽔に浸って裏⾯に

気泡が⼊っていない状態にします。 

⑩ ⼯程⑦〜⑧でガラスビーカーに洗い落とした⽬開き 38 μm ふるいの残渣を、⼯程⑨でロ

ート上に置いたベルマンふるいに注⼊します。この際は、残渣越しにフィルターが透けて⾒える

程度に残渣の注⼊量を加減します（図 2-4Ｄ）。残渣の量が多い場合は複数本のロー

トに分けて注⼊します。 
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⑪ 20〜30℃の室温下で⼯程⑩のベルマンロートを２⽇間静置します。38 μm ふるいの残

渣中の線⾍は静置期間内にフィルターを通過してロート内の⽔に移動し、そのまま沈降して

⼯程⑨でロートにつないだ試験管の底部に集積します。静置後のロート内の⽔を容量 200 

ml のガラス製の液量計にすべて回収しながら試験管を取り外します（図 2-4Ｅ）。ロート

の内壁を洗浄瓶の⽔流で洗い流した⽔も液量計に回収します。 

⑫ ⼯程⑪で回収した試験管及び液量計を６時間静置し、いずれも底部から 1ｃｍの位

置までの⽔を残して、それより上部の⽔はアスピレーターで除去します（図 2-4Ｆ）。試験

管及び液量計の底部の⽔を顕微鏡観察して、線⾍群集が分離されていることを確認しま

す。 

  分離された線⾍は、顕微鏡観察下で能動的な運動性が認められる⼜はピンセットの先で

触れた場合に反応動作が認められる個体は⽣存しており、後述する「Ⅱ－３．線⾍１個

体の溶解」に供試することができます。分離後の線⾍は⼯程⑫の試験管を 10℃前後で保

管すれば、数⽇〜数週間は⽣存状態で維持することが可能です。ただし、分離後のオオハ

リセンチュウは他の植物寄⽣性線⾍よりも死亡しやすく、顕微鏡観察をしているわずかな間

にも不動化する場合があります。 
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図 2-3 改変湿式ふるい分けベルマン法のうち、ふるい分け操作に使⽤する 

主な機器及び線⾍群集分離⼯程（①〜⑧）の⼀部図解 
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図 2-4 改変湿式ふるい分けベルマン法のうち、ベルマンロート法に使⽤する 

主な機器及び線⾍群集分離⼯程（⑨〜⑫）の⼀部図解 
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（２）ベルマントレイ法 

   オオハリセンチュウは、ベルマンふるい内に 2〜3 cm の厚さで収められた⼟壌を抜けて、

下⽅に移動する能⼒が乏しいため、ベルマンロート法単独では分離効率が低くなります。こ

の点を改善した分離法がベルマントレイ法（図 2-5）です。この⽅法では、（１）改変湿

式ふるい分けベルマン法で分離する場合よりも、オオハリセンチュウに与える物理的なダメー

ジをさらに⼩さくすることが可能で、分離された個体の運動性は相対的に良好です。 

主な使⽤機器︓ 

・ ステンレス製網かご（外⼨ 324×254×55 mm） 

・ ステンレス製バット（外⼨ 332×476×82 mm） 

・ ふるい（直径 20 cm）⽬開き 38 μm 

① 樹脂製の袋などに収められた⼟壌に、⼿袋をはめた⼿を差し⼊れて穏やかに攪拌します。

この際に視認された粗⼤な有機物（枯れ葉や枝）や⽯及び⼤型の⼟壌動物（ミミズや

昆⾍）は、ピンセットを⽤いてできるだけ除去します。 

② ステンレス製網かごにフィルター（書道⽤の半紙１枚）を敷き（図 2-5Ａ）、薬さじを

⽤いて⼯程①の⼟壌をフィルター上に塊が⽣じないように薄く広げます（図 2-5Ｂ）。この

サイズの網かごでは約 100ｇの⼟壌を供試することができますが、⼟壌の種類や⽔分の含

有程度によってはさらに増量が可能です。 

③ ステンレス製バットに２ℓの⽔を⼊れ（図 2-5Ｃ）、そこに⼯程②の網かごを底⾯に気

泡が⼊らないように注意しながら静かに⼊れ、⼟壌の上部まで⽔が⾏き渡ることを確認して

から（図 2-5Ｄ）、20〜30℃の室温下で３⽇間静置します。⼟壌中の線⾍は静置期

間内にフィルターを通過してバット内の⽔に移動します。 

④ 改変湿式ふるい分け法の⼯程⑥と同様に、⽬開き 38 μm のふるいを幅 28 cm、⾼さ

7 cm のバット（材質不問）に収め、ふるい⾯が⽔⾯下になるまでバット内に⽔を注ぎます。 

⑤ ⼯程③の分離装置からステンレス製網かご（フィルター及び⼟壌を載せたまま）を、フィル

ター上の⼟壌粒⼦がステンレス製バット内の⽔に落ちないように注意しながら取り去り（図
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2-5Ｅ）、バット内の⽔を容量３ℓのステンレス製ビーカーに移し替え、そこにバット内をす

すいだ⽔も加え（図 2-5Ｆ）、それらを⼯程④のふるいの⽔⾯下のふるい⾯に流し込んで

ふるい分けます（図 2-5Ｇ）。 

⑥ ⼯程⑤で得たふるい⾯上の残渣を、ふるい⾯の裏からシャワー状の⽔流を当てて⼀端に

寄せた後、洗浄瓶の⽔流で容量 200 ml のガラス製液量計内に残渣を洗い落とします。

改変湿式ふるい分けベルマン法の⼯程⑫と同様に、6 時間静置後に液量計の底部から 1

ｃｍの位置までの⽔をアスピレーターで除去して（図 2-5Ｈ）、底部の⽔を顕微鏡観察し

て、線⾍群集が分離されていることを確認します。 
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図 2-5 ベルマントレイ法による線⾍群集分離⼯程の⼀部図解 
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３． 線⾍１個体の溶解 
線⾍１個体から、ろ紙押しつぶし法（参考資料２）で線⾍の溶解物を得ます。この溶解

物は線⾍１個体由来の鋳型 DNA として、そのまま PCR に供試することができます。 

主な使⽤機器及び試薬︓ 

・ 実体顕微鏡 

・ 滅菌ろ紙⽚（2 mm ⾓に細断してオートクレーブ後に乾燥させておく、図 2-6Ａ） 

・ 線⾍溶解緩衝液（表 2-1） 

① 時計⽫内に移した線⾍群集を実体顕微鏡下で観察し、線⾍釣り具（図 2-6B、参考

資料２）を⽤いて線⾍１個体を釣り上げて、滅菌したスライドグラス上の滅菌⽔の⽔滴内

に移します（図 2-6C）。 

② ⽔滴中に⽬的の線⾍だけが移されていることを確認し、その後⽔滴が⾃然乾燥して線⾍

が⼲上がった直後に、滅菌したピンセットで挟んだ滅菌ろ紙⽚を線⾍に被せ、そのままスライ

ドグラスに押しつけて線⾍を潰し、ろ紙⽚で潰れた線⾍を拭き取ります。 

③ 表 2-1 の保存溶液Ⅰ及びⅡを等量、使⽤直前に混合した線⾍溶解緩衝液 4 μℓを

PCR チューブ内に分注し、⼯程②のろ紙⽚を緩衝液に浸します。 

④ ⼯程③の PCR チューブをサーマルサイクラーにセットして、50℃で２時間の処理で線⾍を

溶解し、その後 95℃で 10 分間の処理で Proteinase K を失活させます。 

⑤ ⼯程④のチューブに滅菌⽔ 196 μl を加えてから攪拌し、-30℃で線⾍溶解物を凍結し

ます。1 回の PCR に解凍した線⾍溶解物 5 μl を供試する場合、この⽅法で線⾍１個

体から 40 回分の PCR が可能な鋳型 DNA が得られます。 
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表 2-1 線⾍溶解緩衝液１）の組成（Sakai, 2010） 

 
1) 等量の保存溶液Ⅰ及びⅡを使⽤する直前に混合する 
2) 湯煎後に発泡しないように適度に攪拌して、SDS が析出していない状態で計量する 

 

 
図 2-6 線⾍１個体の溶解に使⽤する器具及び溶解⼯程の⼀部図解 

Ａ︓滅菌ろ紙⽚  B︓線⾍釣り具（イネ科植物の茎を尖らせたもの）   
C︓滅菌⽔滴中に移したオオハリセンチュウ１個体（⼯程①） 

 

４．PCR 
 前記の⽅法で作成した対象線⾍の溶解物を PCR に供試して、その産物でアガロースゲル

電気泳動を⾏い、増幅バンドの有無から結果を判断します。対象線⾍がオオハリセンチュウ

（Xiphinema spp.）か否かを判別すればよい場合（種の判別は不要で、オオハリセンチュ

ウか否かを判断できればよい場合等）はプライマーセットＡ（表 2-2）を、オオハリセンチュウ

保存溶液
（倍濃度） 最終濃度

1 M Tris-HCl（pH8） 10 μl 10 mM

0.5 M EDTA（pH8） 10 μl 5 mM

Proteinase K（20 mg/ml） 25 μl 500 μg/ml

滅菌⽔ 455 μl －

10％ SDS２） 10 μl 0.1％

滅菌⽔ 490 μl －

試薬等

Ⅰ
（-30℃で保存）

Ⅱ
（室温で保存）
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の種を推定する必要がある場合（検疫上重要なアメリカオオハリセンチュウグループに属する種

か否かを判断する必要がある場合等）はプライマーペアＢ〜Ｇ（表 2-2）を選択します

（参考資料４）。PCR 反応液（表 2-3）を調製する際にマルチプレックス PCR ⽤の酵素

を⽤いた場合は、いずれのプライマーセット／ペアも表 2-4 に⽰したプログラムで PCR が可能

です。プライマーペアＤでは 100〜300 bp の範囲にマイナー増幅バンドが認められる場合が

ありますが、結果の判定は表 2-2 に⽰したメイン増幅バンドの有無に基づいて⾏います。 

 

表 2-2 オオハリセンチュウ検出⽤ PCR プライマーの塩基配列 

 
1) アメリカオオハリセンチュウグループに属する種 
2) Oliveira et al. (2005) 
3) 100〜300 bp の範囲にマイナー増幅バンドが認められる場合あり 

  

⽤途 プライマー
セット／ペア

判別対象の
オオハリセンチュウ

プライマー
名称

塩基配列（5ʼ→ 3ʼ） 産物⻑
（bp）

増幅
領域

BL182) CCCGTCGMTACTACCGATT

070_R TATCCCAACTCCGCTACAAC

099_F GCTACTACCGATTGGATGAC

099_R GTTGGGACGTCTGAAGACTA

007_F TCCTCCGCTTAGAGGTATTG

007_R AAACGGAGATGGCTTTCCTC

015_F GTAGAATCACAGGACACTCAAAC

015_R CTCATAATTGAGTAGGTGCTATC

013_F GAGAGCGGCTCTTTTTCGG

013_R TACCCAGAACGGGGTACCAA

106_F CAAGGTTGTAGCGGAGTTTG

106_R CTTTCCCGTTAGGCTCGTCA

099_F GCTACTACCGATTGGATGAC

099_R GTTGGGACGTCTGAAGACTA

010_F CGTCGGTGATTCGCGTTTAG

010_R GCGGCGTTAGAAATTCGATAG
Ｇ キイチゴオオハリ

オオハリ
センチュウ
か否かの

判別

Ａ ６種オオハリ

オオハリ
センチュウ
種の推定

Ｂ コーヒーオオハリ 1)

Ｃ Xiphinema  sp.1)

Ｄ ヤマユリオオハリ

Ｅ X. parachambersi

Ｆ X. hunaniense

299

－

418

624

  419 3)

408

660 リボソームDNA
ITS1領域

リボソームDNA
ITS1領域

リボソームDNA
ITS1領域

ミトコンドリア
DNA

COⅠ領域
ミトコンドリア

DNA
COⅠ領域

リボソームDNA
ITS1領域

リボソームDNA
ITS1領域
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表 2-3  PCR 反応液の組成例                   表 2-4 PCR プログラム 

 
1) プライマーセットＡの場合 
2) プライマーペアＢ〜Ｇの場合 
 

 （１）オオハリセンチュウか否かの判別 

 オオハリセンチュウは⼟壌線⾍の中でも⼤型で、その成⾍（１〜5mm）は線⾍群集中で

も⽬⽴つ存在であるため、相対的に存在を認識しやすい線⾍といえます。しかしながら、オオハ

リセンチュウと同じ Dorylaimida ⽬の線⾍には、同様に⼤型で⼝針を持ちながら植物寄⽣

性ではない種類が多数存在し（⽤語解説）、それらは普遍的に造形樹の根の周囲の⼟壌

からも分離されます。また、死亡したオオハリセンチュウは内部構造が直ちに変質して、⼝針を

含む形態的特徴が視認しにくくなります。そのため、植物寄⽣性線⾍の取扱経験が相応にあ

る⽅でも、オオハリセンチュウか否かの判断を迷う場合があります。 

 表 2-2 のプライマーセットＡを⽤いて PCR した結果、明瞭な増幅バンドが認められた造形

樹から分離された線⾍は、オオハリセンチュウであると判断されます。このプライマーセットの利点

は、６種類のオオハリセンチュウ（後述する造形樹で発⽣が確認されている５種及びキイチゴ

オオハリセンチュウ）を１回の PCR で増幅可能であることです。また、プライマーセットＡのうち

１つのプライマー（070_R）は、ボンサイオオハリセンチュウ、コナラオオハリセンチュウ及びサトウ

キビオオハリセンチュウとも共通する配列に基づいて設計されているため、未検証ですが前記６

種以外のオオハリセンチュウも増幅される可能性があります。 

最終濃度 前熱変性 94℃ 30秒間
Multiplex PCR Assay Kit Ver. 2

（タカラバイオ） 0.07 0.56% 熱変性 94℃ 30秒間

2 × PCR buffer 6.25 － アニーリング 57℃ 15秒間

プライマー 各0.05 各50 μM 伸⻑ 72℃ 30秒間

滅菌⽔ 0.981)

1.082) －

線⾍溶解物 5 － 最終伸⻑ 72℃ 10分間

合計 12.5 －

試薬等（μl／チューブ）

35サイクル



 

２２ 
 

 （２）オオハリセンチュウ種の推定 

これまでに国内で報告されているオオハリセンチュウは 13 種（参考資料３，４、５）で、

そのうち造形樹では５種（コーヒーオオハリセンチュウ、Xiphinema sp.、ヤマユリオオハリセン

チュウ、X. parachambersi、X. hunaniense）の発⽣が確認されています。キイチゴオオ

ハリセンチュウの造形樹からの検出はこれまで報告されていませんが、寄主として報告されてい

る樹種に照らせば、今後の調査で発⽣が確認されうる種と考えられます。EU 諸国向け盆栽

の輸出条件である栽培地検査において、他の植物寄⽣性線⾍よりも⼀段階厳しい取扱がな

されているアメリカオオハリセンチュウグループに属する種はこのうち、コーヒーオオハリセンチュウ、

Xiphinema sp. 及びボンサイオオハリセンチュウ（⽇本から欧州に輸出された樹種不明の

盆栽から検出された線⾍に基づいて 1979 年に新種記載）の３種です。ただし、造形樹を

対象とした近年の調査では、ボンサイオオハリセンチュウの発⽣は確認されていません。      

 表 2-2 のプライマーペアＢ〜Ｇを⽤いて PCR した結果、増幅バンドが認められた線⾍はそ

れぞれのプライマーペアに対応したオオハリセンチュウ種であると推定されます。これらの反応は

個々の種に特異的であるため、造形樹以外の植物から分離された線⾍であっても、コーヒーオ

オハリセンチュウ、Xiphinema sp.、ヤマユリオオハリセンチュウ、X. parachambersi、X. 

hunaniense 及びキイチゴオオハリセンチュウのいずれの種であるのかを推定することができま

す。 

留意点として、プライマー設計に使⽤した種特異的な配列部分が同⼀⼜は相同性が⾼い

他のオオハリセンチュウ種でも DNA が増幅する可能性があります。具体的には、プライマーペア

Ｅでは X. parachambersi（⽇本から中国に輸出されたクチナシ及びマユミから検出された

線⾍に基づいて 2018 年に新種記載）と近縁のコナラオオハリセンチュウが、プライマーペアＧ

ではキイチゴオオハリセンチュウと近縁の X. japonicum（⽇本から中国に輸出されたイヌマキ

から検出された線⾍に基づいて 2017 年に新種記載）で、それぞれ増幅バンドが認められる

可能性があります。 

 この標準⼿順書第１版では提⽰しておりませんが、アメリカオオハリセンチュウグループの複数

種に共通する配列に基づいて設計したプライマーも既に作出しており、１回の PCR でコーヒー
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オオハリセンチュウ及び Xiphinema sp.の網羅的な検出が可能であることを確認しています。

これについては、今後の改訂で表 2-2 のプライマーに係る情報を拡充する予定です。   
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農研機構中央農業研究センターで実施した本技術の活⽤事例を紹介します。 

１. 造形樹から分離された線⾍の判別 
改変湿式ふるい分けベルマン法で、造形樹の根の周囲の⼟壌から線⾍群集を分離し、そこ

に含まれる線⾍１個体の溶解物を調製して、表 2-2 の各プライマーセット／ペアを⽤いて得

た PCR 産物の 1.5％アガロースゲル電気泳動像を図 3-1 に⽰しました。電気泳動像のレー

ン１〜３はイヌツゲ、レーン４はゴヨウマツ、レーン５及び９はツバキ、レーン６はクワ、レーン７

〜８は造形樹の培養⼟（未使⽤）から分離された線⾍です。レーン１〜６は、種同定され

た線⾍⼜は 28S リボソーム RNA 遺伝⼦ D2–D3 領域配列の BLAST 検索結果に基づい

て種を推定した線⾍で、その結果を図 3-1 の注釈に⽰しています。レーン７〜９は、形態的

特徴から植物寄⽣性ではないと判断された対照の線⾍です。 

 
図 3-1 オオハリセンチュウ判別⽤プライマーを⽤いた PCR 産物のアガロースゲル電気泳動像 

Ⅲ．技術の活⽤事例 
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その結果、プライマーセットＡではレーン１〜６の線⾍（造形樹で発⽣が確認されている

５種オオハリセンチュウ及びキイチゴオオハリセンチュウ）が１回の PCR で網羅的に増幅され、

プライマーペアＢ〜Ｇでは表 2-2 に⽰した判別対象のオオハリセンチュウ種のみが増幅されま

した。また、いずれのプライマーを⽤いた PCR でも、レーン７〜９の対照線⾍は増幅されませ

んでした。 

 

２． 造形樹の線⾍群集 DNA からのオオハリセンチュウ検出 
 表 2-2 のプライマーを⽤いた PCR は、線⾍群集全体から抽出した DNA を供試した場合

にも有効です。この⽅法を⽤いれば、その線⾍群集にオオハリセンチュウ⼜は特定のオオハリセ

ンチュウ種が存在していることを増幅バンドの有無から判断することができます。 

 参考資料６の⽅法で線⾍群集全体から抽出した DNA を供試して、プライマーセットＡを

⽤いて得た PCR 産物の３％アガロースゲル電気泳動像を図 3-2 に⽰しました。その結果、

⾮植物寄⽣性線⾍ 1,000 頭、2,500 頭⼜は 10,000 頭に、コーヒーオオハリセンチュウ１

頭を混⼊した線⾍群集から抽出した DNA を供試した場合、いずれの線⾍群集からも混⼊し

た１頭の存在を検出することが可能でした（図 3-2Ａ〜Ｃ）。また、オオハリセンチュウの発

⽣が認められたイブキ、イヌツゲ、キャラボク及びゴヨウマツの⼟壌から分離した線⾍群集 DNA

からも、この⽅法でオオハリセンチュウの存在を⽰す増幅が認められました（図 3-2Ｄ〜Ｊ）。

これらの樹種ではオオハリセンチュウ以外の植物寄⽣性線⾍（ネグサレセンチュウやユミハリセン

チュウ）及び植物寄⽣性ではない様々な線⾍が発⽣していましたが、⾮特異的な増幅バンド

は認められませんでした。 

留意点として、コーヒーオオハリセンチュウとヤマユリオオハリセンチュウが混在した⼟壌の線⾍

群集 DNA を、プライマーセットＡを⽤いた PCR に供試した場合、前者に対応する増幅バンド

は認められるものの、後者に対応する増幅バンドが認められない事例が確認されています（図

3-2Ｆ）。このことから、これ以外の組み合わせで複数種のオオハリセンチュウが混在している

場合も同様に、個々の種に対応する増幅バンドが認められない可能性があります。 
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図 3-2 プライマーセットＡを⽤いた PCR による線⾍群集 DNA からの 

オオハリセンチュウ検出例 
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中項⽬１のタイトル（Meiryo UI16 ポイント）⽂字⾊改変可 

PCR（polymerase chain reaction、ポリメラーゼ連鎖反応） 
標的 DNA 配列を増幅するための分⼦⽣物学的⼿法⼜はその原理となる反応です。本⼿

順書では、同属線⾍でも塩基配列の種間差が⼤きいリボソーム DNA の ITS1 領域⼜はミト

コンドリア DNA の COⅠ領域のうち、特定のオオハリセンチュウ種にだけ存在する配列に基づい

てプライマーペア（標的配列の両端に相補的な⼀対の短鎖 DNA）を設計して、種の判別に

利⽤しています。 

 

ベルマンロート法 
⼟壌から線⾍を分離する代表的な⽅法の⼀つで、⼟壌を和紙や紙ワイパーなどのフィルター

で包んだ状態で⽔に浸すと、線⾍が⼟壌中を下⽅移動してフィルターを通過する性質を利⽤

した分離法です。⽅法が簡便であること、⼀定の運動性がある⽣存個体を分離できること

（⼟壌中で死亡している個体は分離されない）、得られる線⾍群集が清澄で顕微鏡観察

がしやすいこと、ロートを⽤いることで線⾍群集の濃縮が可能であること、などの利点がありま

す。その⼀⽅、線⾍の分離効率は相対的に低く、本質的に運動性が乏しい線⾍（オオハリセ

ンチュウやワセンチュウ）の分離効率がさらに低くなるという⽋点があります。そのためこの⽅法

単独による調査では、対象⼟壌中に存在する植物寄⽣性線⾍を網羅的に把握することはで

きません。 

 

Dorylaimida ⽬の⾮植物寄⽣性線⾍ 

 オオハリセンチュウと同じ Dorylaimida ⽬の線⾍には植物寄⽣性ではない種が多数存在

し、それらは造形樹の⼟壌に限らず、広範な農耕地⼟壌からも分離されます。明瞭な⼝針を

持つ⼤型の種は、オオハリセンチュウなどの植物寄⽣性線⾍と誤認されやすい線⾍です。 

⽤語解説 
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        ⾮植物寄⽣性 Dorylaimida        オオハリセンチュウ  
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