
平成２４年度農政課題解決研修
 

 ジャガイモなどの土壌センチュウ、　　

　　ウイルス病の同定・診断・防除技術

 

　　　　研修テキスト

本研修テキストについては、引用等著作権法上認められた行為を除き、北海道農業

研究センターの許可なく複製、転載はできませんので、利用される場合は北海道農業研

究センター（連絡先：電話番号：011-857-9490）にお問い合せ下さい。
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平成２４年度革新的農業技術習得支援事業 
 

研修課題等 研修目的、内容 

ジャガイモなどの土壌セン

チュウ、ウイルス病の同定・

診断・防除技術Ｂ[Ｃ２３] 

ジャガイモや野菜類の難防除病害虫である土壌センチュウ（ネコブ

センチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウ等）およびウイル

スの最新の診断法および生態的特性を利用した防除技術につい

て習得する。 

 
日 付 研修内容又は指導内容等 研修方法 研修指導者名 研修実施場所 

 

8月29日 

～8月31日 

（３日間） 

 

・有害線虫の種類と生態 

・線虫の調査法と診断・種類

同定法 

・線虫種の遺伝子診断法 

・有害線虫の防除技術 

・植物ウイルスの遺伝子・血清

診断法 

 

講義 

および 

実習 

北海道農業 

研究センター 

奈良部 孝 

相場 聡 

伊藤 賢治 

串田 篤彦 

眞岡 哲夫 

九州沖縄農業

研究センター 

岩堀 英晶 

中央農業総合 

研究センター 

関本 茂行 

千葉県農林総

合研究センター 

 武田 藍 

北海道農業 

研究センター 

 

第１会議室 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1 

第３会議室 

線虫隔離実験室 

電顕室 

 

使用する研修テキスト 
「線虫学実験法」日本線虫学会，2004 年 3 月発行，247pp.   

参考テキスト 
 「線虫の見分け方」植物防疫特別増刊号 No.8，日本植物防疫協会，2004 年 5 月発行，99pp. 

 

Ⅰ 作物を加害する主要な線虫（北日本） 

１．ネコブセンチュウ Meloidogyne 
 寄主植物の根にこぶ（ゴール）を形成し、養水分を奪い生育を阻害する。症状が進行すると全

体的な生育不良、地上部の萎凋・枯れ上がり等が認められる。根菜類では岐根・奇形が生じる。 
 日本には１３種が報告されているが、そのうち畑作物・野菜を加害する重要種は、サツマイモ

ネコブセンチュウ、アレナリアネコブセンチュウ、キタネコブセンチュウの３種であり、四国・

九州の南部から沖縄にかけてはジャワネコブセンチュウが加わる。いずれも寄主範囲が広い。施

設栽培ではサツマイモネコブセンチュウの検出割合が圧倒的に多い。その他、果樹（特にリンゴ）

を加害するリンゴネコブセンチュウが知られる。 
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サツマイモネコブセンチュウに加害されたトマト根  キタネコブセンチュウに加害されたニンジン 

 
２．ネグサレセンチュウ Pratylenchus 
 根に褐色壊死斑が形成され、寄生程度が著し場合は壊死斑が癒合して根のくびれ・脱落を生じ、

根菜類では岐根・寸詰まりとなる。作物や寄生程度によっては病斑が不鮮明で、地上部には目立

った症状が現れない作物が多い。 
 日本には１８種が記録されているが、キタネグサレセンチュウが寄主範囲が広く最重要加害種

である。また、関東以南ではミナミネグサレセンチュウも重要な加害種である。その他、寄主範

囲の広いノコギリネグサレセンチュウ・ムギネグサレセンチュウ、果樹やイチゴを加害するクル

ミネグサレセンチュウ、チャやリンゴなど木本を加害するチャネグサレセンチュウなどが知られ

る。 

   

キタネグサレセンチュウによる被害（左からダイコン、ニンジン、ゴボウ） 
 
３．シストセンチュウ Heterodera, Globodera 
 寄主植物の根に白色のちに褐色のシスト（体内に卵を保有した皮嚢）を形成する。寄生密度が

高い場合、地上部の生育抑制、葉色の退緑・黄化、萎凋、下葉の枯れ落ち等の症状が現れる。 
日本には１２種が報告されているが、いずれも寄主植物が限定される。そのうちジャガイモシ

ストセンチュウ（ジャガイモ、トマト）、ダイズシストセンチュウ（ダイズ、アズキ）、クローバ

シストセンチュウ（クローバ類、カーネーション）が重要種である。 



- 3 - 

  

ダイズシストセンチュウに加害されたダイズ畑   ダイズ根に寄生するダイズシストセンチュウ雌成虫 

 
４．ハセンチュウ Aphelenchoides  
（ハガレセンチュウ、イチゴセンチュウ、イネシンガレセンチュウ） 
 作物の地上部に寄生して被害を与える。ハガレセンチュウは主にキク科植物を加害し、葉の斑

点や下葉の枯れ上がり、奇形花を生じる。イチゴセンチュウはイチゴのほか各種花卉類を加害し、

着果不良や葉全体の枯死を生じる。イネシンガレセンチュウはイネを加害し、止葉の先が枯れて

細く縮れ（ほたるいもち）、黒点米や“しいな”が生じる。 

   
イチゴセンチュウに加害されたユリ    同ユリの被害葉（分離線虫数 左から 11,000、12,000、100 頭） 

 

 

５．クキセンチュウ Ditylenchus 
 球根に寄生し、鱗球の褐変・壊疽、腐敗を生じる。イモグサレセンチュウはニンニク・アイリ

スを加害し、ナミクキセンチュウはスイセン等（北海道ではシバザクラの枯死例も）を加害する。 
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イモグサレセンチュウによるニンニク鱗茎の被害症状（左、中）と鱗茎内の線虫（右） 

 
 
Ⅱ 線虫分離法 

 
１．サンプリング法 （研修テキスト p.78-86） 

土壌線虫のサンプリングでは、採土法と採集した土壌コアの取り扱いがサンプルの質に大き

く影響する。 
1) 土壌採種器具 
 移植ごて（日本で一般的）、半管状土壌サンプラー（栽培期間中の採土に有利） 
2) 採土するパターン 
 組織的（系統的）パターンが信頼性高い 
例 日本：９点法「検診圃場（10a 目途）を目測で９等分し、各々の中央部から採土した土壌

を混合」、米国：8 歩法「0.3～0.4ha を単位に分画し、採土点間の距離間隔を 8 歩とする」 
3) 採土する深さ 
 一般的には表層から 20cm までの深さを採土 
4) 土壌の状態 
 耕起整地後の採土が望ましい、雨天時の採土は避ける 
5) 土壌の収納、保管 
 ポリエチレン袋、直射日光を避ける、室温で数ヶ月保存しても分離数に大きく影響しない 
6) 攪拌の影響 
 激しい振動や長時間の攪拌（1 分以上）は避ける 
7) 土壌の定量 
 水分を含んだ重量を基準、必要に応じてサンプル土壌を乾燥し、土壌水分量を補正 
8) サブサンプルの反復 
 ３反復以上、機械的に平均せず、極端に値が異なる場合は除外して平均する 
9) 標本サイズの推定 
 標本抽出精度の算定式に従い、採土するコア数を決定する。 
 例 50cm×50cm：1 点、10 ㎡以内：16 点、1ha 未満：集中分布かランダムな分布かで異なる 



- 5 - 

２．土壌からの分離法 
（研修テキスト p.86-95） 

1) ベルマン法 
水に浸けた土の中を動く線虫は、自分の重みでだんだん下に落ち、時間が経つと、土の下に敷

かれたティッシュを通りぬけて水の中に出る。この方法では運動性の低い線虫は集められないが、

観察のときに邪魔になる土壌粒子の混入が少ないというメリットがある。 

 

1. 土壌 20g を、ティッシュペーパー

が敷かれた網皿に入れ、水を張っ

たベルマンろうとに置く。  
2. 72 時間後に線虫の集まった管び

んを回収する。  

 
2) 二層遠沈浮遊法 
線虫は水より重いので（比重約 1.05）、水の代わりに、比重が重い砂糖水などを使うと、線虫

だけを土から浮き上がらせることができる。この方法は回収率が高いのと、短時間でできるとい

うメリットがあるが、砂糖水の影響で線虫が弱ってしまうことがある。 

 

  

１．50ml の遠沈管に土壌 10g と水 20ml を入れてよくかきまぜる。  
２．遠沈管の底までピペットを挿入し、40%砂糖水 10ml を静かに入れる。  
３．1,500 回転で 1 分間遠心。泥水は底に沈殿し、線虫は水と砂糖水の境界線に集まる。 
４．上澄を 20〜40µm のふるいでこして、ふるいの上に残った線虫を集める。あるいは、 

水と砂糖水の境界線からピペットで線虫を吸い取る。 
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3) ふるい分け法 
ふるいを使って線虫をゴミ・泥から分離する。操作が繁雑な上に、土壌粒子との完全な分離が

困難だが、大量の土をベルマン法や二層遠心法にかけられる程度まで少なくするために使われる。 

 

1. 採集した土壌をバケツにあけ、水を加えて塊をくずしながらよくかきまぜる。  
2. 泥水をかきまぜながら、1〜2mm のふるいを通して別のバケツに受ける。この操作をもう

一度繰り返す。  
3. 1mm のふるいを通り抜けた泥水を 5 分静置してから 150µm のふるいに通し、ふるいの

上に残った線虫をビーカーに回収する（この時、バケツの底にたまった泥をふるいに流す

と目詰まりするので注意する）。ふるいを通った水は別のバケツに集めておく。バケツに

残った泥に水を加えて、もう一度同じ操作を繰り返す。  
4. 150µm のふるいを通りぬけた泥水を 30 秒静置してから 38µm のふるいにかけて、ふるい

に残った線虫をビーカーに回収する。バケツに残った泥に水を加えて、もう一度繰り返す。  
5. 38µm のふるいを通過した泥水を、念のため、もう一度 38µm のふるいにかけて線虫を回

収する。  
6. ビーカーに集めた水が多過ぎる場合は、30 分静置した後、余分な上澄みを 25µm のふる

いでこしながら捨てる。泥が多く含まれている場合は、二層遠心浮遊法などで線虫だけを

分離する。  
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３．根・植物体からの分離法（研修テキスト p.95-100） 
 
Ⅲ 被害査定法 

１．ネコブセンチュウ（研修テキスト p.103-105） 

 
図 トマトの根こぶ程度 

 
サツマイモネコブセンチュウ汚染圃場でトマトを 90 日以上栽培した場合の判定基準 

0：根こぶ無し。 
1：根こぶがわずかに認められるが被害は目立たない。 
2：一見して根こぶが認められる。大きな根こぶやつながった根こぶは少ない。 
3：大小の根こぶが多数認められる。根こぶに覆われて太くなった根も見られるが、根系全体の

50%以下。 
4：多くの根が根こぶだらけで太くなっている。 

根こぶ指数（gall index）は、株ごとの根こぶ程度を調査区の平均値に直したもので、百分率に換

算されて示される。 
根こぶ指数 = 調査区の根こぶ程度の平均値 ／４ × 100  

 
２．シストセンチュウ（研修テキスト p.105-106） 
 シストの寄生程度（０～４）を判定、シスト指数（０～100）を算出 
 
３．ネグサレセンチュウ（研修テキスト p.106-108） 
 ネグサレセンチュウ被害程度（０～４：作物によりそれぞれ例示有り）を判定、ネグサレ指数

（０～100）を算出 
 
 

0 1 2 

3 4 
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Ⅳ 顕微鏡を用いた線虫の形態観察 

 
１．生体観察と固定標本観察（研修テキスト p.9-24） 
 
２．植物寄生性線虫と自活性線虫の区別 

 
 

植物寄生性 

自活性 
（細菌食） 

口針 

自活性 
（細菌食） 

自活性 
（肉食） 

自活性 
（雑食） 

自活性 
（菌食） 
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◎ネコブセンチュウ（Ａ，Ｈ）、ネグサレセンチュウ（Ｇ）、シストセンチュウ（Ｆ）と 
間違えやすい線虫 
糸状菌食線虫（Ｂ，Ｃ，Ｉ：ティレンクス科線虫、Ｂ：雌成虫，Ｃ：雄成虫，Ｉ：頭部拡大、 

Ｄ，Ｅ，Ｊ：アフェレンコイデス属線虫、Ｄ：雌成虫，Ｅ：雄成虫，Ｉ：頭部拡大） 
 

 
 
 
 
 

A H 

B 

C I 

D 

E J 

F 

G 
A-G 

H-J 
20 μ 

100 μ 
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３．ネコブセンチュウの特徴（参考テキスト p.11-16） 

  
根にこぶ（ゴール）を形成 ゴール内には洋ナシ型の雌成虫が認められる 
ゴールの頂部には卵嚢（卵塊）が認められる  

  
サツマイモネコブセンチュウのゴール キタネコブセンチュウのゴール 
（線虫密度が高いとゴールが数珠状に連なる） ゴールから細根が多数伸長するのが特徴 
 
同定のポイント：雌成虫の会陰紋（Perennial pattern）の形態 

 
 

会陰紋 
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1) サツマイモネコブセンチュウ Meloidogyne incognita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) アレナリアネコブセンチュウ M. javanica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) キタネコブセンチュウ M. hapla 
 

20μm 
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４．ネグサレセンチュウの特徴（参考テキスト p.17-20） 

 
 
1) キタネグサレセンチュウ Pratylenchus penetrans 

 

 
  上：雌成虫頭部、中：雌成虫尾部、下：雄成虫尾部 
 
2) ノコギリネグサレセンチュウ P. crenatus 
3) ムギネグサレセンチュウ P. neglectus 
4) クルミネグサレセンチュウ P. vulunus 
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５．シストセンチュウの特徴（参考テキスト p.23-28） 
1) ダイズシストセンチュウ Heterodera glycines  

  
 
 
2) ジャガイモシストセンチュウ Globodera rostochiensis 

  
 

  
    シスト尾端周辺の拡大写真            同（左とは別個体） 

 窓（中心部に陰門隙）     肛門 

土壌から分離されたシスト（レモン形） ダイズ根に寄生する雌成虫（白色） 

土壌から分離されたシスト（球形） ジャガイモ根に寄生する雌成虫（黄色） 
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3) クローバシストセンチュウ Heterodera trifolii 

  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
６．ハセンチュウの特徴（参考テキスト p.50-55） 
イチゴセンチュウ Aphelenchoides fragariae 

 

 
  上：雄成虫頭部、下：雌成虫尾部、右：雄成虫尾部 

 

クローバシスト 
２期幼虫頭部 

ダイズシスト 
２期幼虫頭部 

ジャガイモシスト 
２期幼虫頭部 

 
同上 
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ジャガイモシストセンチュウ土壌検診の実施方法について 

【北海道ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ防除対策基本方針の推進について】別記２の詳細】 
 
①  土壌採取の実施期間は、１０月上旬から１１月下旬までとし、調査ほ場はお

おむね１ヘクタール単位とし、土壌の採取を８歩幅法で行う。 
 １ヘクタール未満のほ場は、0.5 ヘクタール以上を単位として採取する。 

②  採取試料は、各試料ごとにビニール袋に入れ、袋の表面には農家名、農家番

号及びほ場番号を記入する。 
③  採取は、表土５センチメートルを除き、下方の作土層１０センチメートルか

ら１箇所１０グラム程度(スプーン１杯分)とする。 
 

●土壌採取・シストの分離・卵数調査の具体的な実施方法と留意事項 
 

１ 土壌採取（サンプリング）の方法 

(1)  土壌採取の実施期間は、１０月上旬から１１月下旬までとする。 

(2)  調査ほ場は、おおむね１ヘクタールを単位とし、種馬鈴しょほ場の土壌採取は８歩幅法で

行い、一般馬鈴しょほ場の土壌の採取は、原則８歩幅法で行うこととする。   （８歩幅

法による採取は下記の図を参考とし、採取法によるヘクタール当たり採取点        
数は下表を参考にすること。 

    なお、いずれの採取法の場合でも、２キログラムの十分に混和した試料を用意する。 
     ただし、１ヘクタール未満のほ場については、０．５ヘクタール以上を単位とし 

て採取し、この場合も２キログラムの十分に混和した試料を用意すること。 
ほ場での土採取 

 
                                      
                                     

       （８歩幅法１ｈａ当たりの土壌採取箇所は２７８点となる）  

  

←8歩幅→ 

           ↑ 

    ８歩幅 

     ↓ 

     

       

    
 

 

採取法による ha 当たり採取点数一覧                     （参考） 

 採取法 調査幅（１歩＝０．７５ｍ） ヘクタール当たり採取点数 

 ８歩幅法 ０．７５ｍ× ８歩＝ ６．０ｍ ２７８点 【１０，０００㎡／（ ６    ｍ× ６    ｍ＝     ３６   ㎡）≒   ２７８点】 

(約３ｋｇ≒１０ｇ×２７８点／ｈaの採取が可能） 

１６歩幅法 ０．７５ｍ×１６歩＝１２．０ｍ   ６９点 【１０，０００㎡／（１２    ｍ×１２    ｍ＝    １４４   ㎡）≒     ６９点】 

５０歩幅法 ０．７５ｍ×５０歩＝３７．５ｍ     ７点 【１０，０００㎡／（３７．５ｍ×３７．５ｍ＝１，４０６．２５㎡）≒        ７点】 
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ほ場１点からの土採取方法とビニール袋に入れた試料 

作土層

３ｋｇ程度／１点

山下太郎

１－②

１５．１０．１２

農家名

ほ場番号農家
番号

採取年月日

１５ｃｍ

排土

５ｃｍ

スプーン１杯分
約１０ｇ

地表

 

 (3)  土壌は、表土５センチメートルを取り除き、下方の作土層１０センチメートルから１点当

たり１０グラム程度（スプーン１杯分）を採取するものとする。 

      採取土壌は、各ほ場ごとにビニール袋に入れ、袋の表面には農家名、農家番号及びほ場番

号を記入する。（土壌は、上記の図を参考に採取し処理する。） 

 (4) 試料は、乾燥機（機内で土壌が飛ぶので「送風装置」は使用しない）や金属（アルミ）バ

ットを用意し、採取土壌をバットに薄く広げ、乾燥機で７０～８０℃で２日処理し、シスト

内の卵を死滅させる。（土塊はできるだけ細かく砕き、石れき、根部等を取り除く）。 
 (5)  乾燥・殺センチュウ処理後の試料は、もとのビニール袋におさめシストを分離し調査を行

う。 
土壌採取（サンプリング）の方法 

横一線に展開して土壌を採取 

                 種馬鈴しょ  は、必ず「８歩幅法」で土壌採取 
一般馬鈴しょ は、原則「８歩幅法」で土壌採取 

 

８ 歩 ≒

 

８ 歩 ≒
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２ シストの分離方法及びシスト数・卵数の調査方法 

 (1)  試料の調整 

   ほ場調査で集めた採取土について、再び風乾を行いきょう雑物を除き砕土の上、十分かき

まぜる。 

      ８歩幅法で採取した２キログラムの試料から、分離用試料として１ほ場試料あたり   

３００グラム（１００グラム×２＝２００グラムは２反復検診用、１００グラムは独立行政

法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター （以下 「 
（独） 農研機構 北海道農研」という）に同定依頼用として保管）をビニール袋に入れ、農

家名、農家番号及びほ場番号を記入して湿気のない場所に保管する。 

      なお、種馬鈴しょほ場から採取した試料については、基本方針の第４の２の（１）のアに

基づく自主的な土壌検診により新たにセンチュウが発見された場合、横浜植物防疫所札幌支

所による発生地域内全植え付け予定ほ場の土壌検診を受けなければならないこととなるので、

２キログラムの採取試料から分離用試料（３００グラム）を調整した残りに農家名、農家番

号及びほ場番号を記入して、同支所から指示を受けるまで湿気のない場所に保管する。 

 (2)  分離作業の時期 

      分離用試料の調整ができ次第、直ちに分離を行うこととする。 
 
  準備するもの 

乾燥機    金属(アルミ)バット   篩い(φ200×60mm)   ３㍑入りビーカー 

   流しホース      実体顕微鏡(40 – 50 倍) 
 

(1) シストの分離・シスト数の調査 
  ア 分離の手順と検鏡 

   (ｱ)  分離用試料(３００グラム)から１検診分の１００グラムを取り、３リットル入りのビ

ーカー（ホーローまたは合成樹脂製）に入れる。 

   (ｲ)  水をビーカーの８分目くらいまで注ぎ、家庭用泡立て器などを用いてよく攪拌する。 

       約１分間静置して舞い上がった土砂や粘土を沈殿させた後（シストは浮き上がる性質

がある）、ビーカー内の上澄み部分を二段に重ねた篩（"ふるい"：上段に目の大きさ８５
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０マイクロ（１８メッシュ／０．８５ミリメートル）の粗い目、下段に目の大きさ２１

２マイクロ（７０メッシュ）／０．２１ミリメートル）の細かい目のものを配置）に注

ぎ込む。浮遊物はビーカーの壁面に付着する傾向があるので注意深く注ぎ込む。大きな

浮遊物は上段の粗い篩、シストを含む小さな浮遊物は下段の細かい篩に捕捉される。 

(ｳ) 再度、上記(ｲ)の操作を繰り返す。 
(ｴ) 下段の細かい篩に残ったシストときょう雑物に、水道水等の水を吹き付けて篩 

        の片隅に集める。 
(ｵ) 直径１５０ミリメートルのろ紙（厚さ規格Ｎｏ．３）の内側に鉛筆または水でに 
   じまない油性マジックで農家名、ほ場番号などを書き、二つ折りにし、さらに少 

       しずらして四つ折りにする。 

     (ｶ)  漏斗台に設置した直径９０ミリメートルの漏斗に(ｵ)のろ紙を設置し、洗浄瓶の         
水を流して漏斗の内壁にろ紙が密着するように貼り付ける。 

     (ｷ)  ろ紙内に(ｴ)で集めたシストときょう雑物を、洗浄瓶の水で流し入れる。注入水          
の水面がろ紙の上端近くまで達するようにすると、軽い浮遊物はろ紙の周縁に集まる。 

   (ｸ)  ろ紙をシャーレの上に広げ、４０～５０倍の実体顕微鏡でろ紙の上端（周縁）近くの

部分を中心に観察し、シストを拾い出し、数を数える。 

          空シストのみ確認となった場合は、調査ほ場にシストが存在する確率が高いことから、

再度土壌採取を行い、検診を実施する。 
    イ 器具の滅菌・洗浄 

          シストの分離や計数調査で使用した器具は、オートクレーブ処理や煮立てたお湯に数

分浸漬することで滅菌し、その後洗浄する。 
    ウ 残土の処理 

    (ｱ) 検鏡用試料を量った後の残土は、上記２ (1)「試料の調整」作業前に乾燥・殺センチ

ュウ処理を行ってはいるが、土中にシストが残存している可能性があることから、原則

として採取したほ場に戻すこととする。 

     (ｲ)  シストの分離後、ビーカーに沈殿した土は、他の病害を死滅させるため１００℃ 

で１日処理することとする。 
●シストの分離・シスト数の調査 
採取した試料(2kg/１ほ場)  → 土壌の乾燥(70-80℃で２日)  → 殺センチュウ処理 
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乾燥・殺センチュウ後の土壌 → 検診用に 100g×３回分計量 → ５㍑ﾋﾞｰｶｰに土壌 100g    

                                        
             シストのいる下段の篩いの土砂を  
篩いの中の土とシスト  →   流水で篩いの片隅に集める  → 漏斗上のろ紙内へ移す 

 
軽いシストはろ紙の周縁に集まる → シャーレ上にろ紙に広げる  → 実体顕微鏡で探す 

シストはろ紙周縁部に集まる → 茶色く丸いのがシスト    → シストを集める  

 
(4)  卵数の調査 

  ア シストの破砕 

    できるだけ夾雑物を除き、シストをシラキュウスの時計皿、小型シャーレ、小型試験管
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（長さ約１００ミリメートル、内径１０ミリメートル）などに入れて先の丸いガラス棒な

どで破砕する。 

  イ 希釈・攪拌 

    破砕したものを、固定液、シスト殻ごと洗浄瓶の水で１００ミリリットルのメスシリン

ダーに流し入れる。シスト破砕に用いた容器の内面に付着した卵を全て移せるように洗浄

作業を繰り返す。水を加えてメスシリンダー内の水量を１００ミリリットルとした後、ピ

ペット等でよく攪拌する。 

  ウ 卵の計数 

    攪拌後、卵が沈まないよう直ちに希釈水の一部を駒込ピペット（２～５ミリリットル）

でピーターの計数スライドまたは界線格子線入りスライド（容量 1ml）に移し入れ、４０

～８０倍の実体顕微鏡で卵数を計数する。【土壌１ｇ分が１ミリリットルに相当することとな

り、この中の卵数を計数することで、発生ほ場の密度を区分する。】 

 

    明らかな空卵（卵殻）、内部が乳白色に汚濁した死卵は計数から除外するが、生卵か死卵

かを判断できない場合は必ず計数する。 
        また、幼虫も卵数の内数として計数するが、全体が黒色化又は茶褐色化しているものや、

透明なもの、ちぎれているもの等は計数から除外する。 
 
    乾土１００グラムから分離した卵を１００ミリリットルで希釈した場合、１ミリリット

ル中の卵数が乾土１グラム中の卵数となる。 
 
●卵数の調査 

シストの破砕      → つぶれたシストと白い卵   → ﾒｽｼﾘﾝﾀﾞｰ内を攪拌 

 
ﾋﾟｰﾀｰ計数ｽﾗｲﾄﾞは、24 格子内   実体顕微鏡(40-80 倍)で 24 格子    充実卵は黒っぽい 
が１ml に設定されている →   内の生卵・幼虫数を計数      → 空卵は透明 
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眞岡哲夫 
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1．	 はじめに	 

	 平成２４年度普及指導員等研修（革新研修）研修課題名「ジャガイモなどの土壌センチュウ、

ウイルス病の同定・診断・防除技術[Ｃ２３]」のうち、筆者の担当する「植物ウイルスの遺伝
子・血清診断法」について、以下主にジャガイモのウイルス病の診断同定を例に解説を進める

こととしたい。 
	 平成 2010年度のわが国のジャガイモ生産量は 229万 tで、栽培面積は 82,500ha、重量ベー
スでは水稲に次ぐ基幹作物として農業上重要な地位を占めている。「食料・農業・農村基本計画」

（農林水産省、2010a）では、2020年までにジャガイモの生産量を 290万 tに増加させ、生食、
加工食品用、でん粉原料等の用途に応じた原料の安定供給体制の構築を図る目標が設定されて

いる。 
わが国の基幹作物であるイネやムギは種子繁殖性植物であり、種子には病原体が入りづらい

構造になっているため、たとえ親が病気にかかっても、次世代へ伝搬するリスクを低く抑える

ことができる。ところが、ジャガイモの場合は、種子ではなく植物体の茎の一部である塊茎を

植え付け、子いもを収穫する。このような増殖を栄養体繁殖といい、特にウイルス病の場合は

親が病気にかかると種いもを通じて次世代にウイルスが感染し大きな被害をもたらす。このた

めわが国では、戦後まもなく植物防疫法に基づく無病種いもの増殖・供給体制を敷き、その結

果ジャガイモの生産性を飛躍的に向上させることに成功した。ところが、日本で発生が確認さ

れているジャガイモウイルスのうち、効率的検出法が確立されているのは数種にすぎず（佐藤

ら、2000a）、ウイルスを見過ごす可能性があるため、育種、検疫、種いも生産の効率が低下し、
上記目標達成の障害となっていた。種苗管理制度の多様化や、加工用ジャガイモ生塊茎の輸入

解禁など、近年のジャガイモ栽培をとりまく情勢は急速に変化しており、それに伴う病害虫発

生リスクも増大しているが、上に述べたように、万全の備えがとれているとはいいがたい状況

である。さらに、公務員制度改革や企業での人員削減、団塊世代の大量定年などにより、植物

防疫、検疫、防除に関わる人材の量的質的な減少・低下が大きな問題となっており、社会の公

有財産としてこれら人材の育成、教育が喫緊の課題となっている。 
本研修では、はじめに日本で発生が確認されている 12 種のジャガイモウイルスを個々に紹

介し、次にジャガイモウイルス診断・同定の実際と問題点を述べる。 
なお、ジャガイモの名称については、作物名のバレイショと、植物名のジャガイモがあり、

適宜使い分けられているが、本稿では以降統一して「ジャガイモ」を用いる。 
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2．	 わが国のジャガイモに発生するウイルスと発生状況	 

 
わが国のジャガイモには、12種類のウイルスの発生記録がある。各ウイルスの特徴と最近の

発生状況を以下にまとめた。 
 
１．アルファルファモザイクウイルス(AMV) 
英名・科属名（以下省略）は、Alfalfa mosaic virus、 Bromoviridae Alfamovirus。葉に鮮

明な黄色、黄白色の斑紋を生じる。この病徴が、織地のキャリコ模様に似ていることからキャ

リコ病という病名がつけられている。ウイルス粒子は桿菌状で径 30～60nm（nm、ナノメート
ル、10 億分の 1 メートル）の４種類の多粒子からなる。アブラムシにより伝搬される。1962
年長野県に初発し（小室ら、1964）、以降発生状況は明らかではなかったが、著者らの 2005年
の調査により岡山県で発生を確認した（眞岡ら、2006b）。発生規模は小発生。 
 
２．キュウリモザイクウイルス(CMV) 

Cucumber mosaic virus、 Bromoviridae Cucumovirus。病名はモザイク病で、葉に淡黄色
モザイクを生じる。直径 30nmの球状粒子。アブラムシで伝搬される。1968年神奈川県で初発
した（松涛ら、1972）。1990 年北海道でも発生を確認しているが（佐藤ら、2001）、発生規模
は小発生。 
 
３．ジャガイモ黄斑モザイクウイルス(PAMV) 

Potato aucuba mosaic virus、 Potexvirus。葉に黄斑モザイクをあらわすことから黄斑モザ
イク病といわれる。粒子は長さ 580nmのひも状で PVA、PVYなど他のウイルスと重複感染し
たときにはアブラムシにより伝搬される。1935 年に初記載され（福士、1935）、1950 年代メ
ークインに発生したが、現在発生はほとんどない。 
 
４．ジャガイモ葉巻ウイルス(PLRV) 

Potato leafroll virus、 Luteoviridae Polerovirus。葉が巻きあがり肥厚する特徴的な病徴か
ら葉巻病といわれる。粒子は直径 24nmの球状で、アブラムシにより伝搬されるが、汁液のな
すりつけなどによる伝搬は起こらない。1920 年代から発生し（Kasai、 1921）、1959 年頃か
ら増加した（田中、1974）。現在も発生が多い。 
 
５．ジャガイモモップトップウイルス(PMTV) 

Potato mop-top virus、 Virgaviridae Pomovirus。塊茎に特徴的な褐色輪紋を生じることか
ら塊茎褐色輪紋病という病名がついている。長さ 150nmと 300nmの２種類の粒子を持つ。粉
状そうか病菌（Spongospora subterranea）が媒介する土壌伝染性ウイルス。1980年に広島県
のジャガイモ（品種農林１号）に初発した後発生が見られなかったが（井本ら、1986）、2005
年突如として北海道に再発生した（眞岡ら、2006a）。近年の調査では、発生地近辺の約６割の
圃場からウイルスが検出されている（眞岡ら、2007、 Nakayama et al. 2010）。わが国では圃
場で栽培されているジャガイモの地上部に、海外で報告されているようなモップトップ（萎縮

叢生）症状や黄斑モザイク症状が観察された例はない。これは、夏場の気温、地温が、北欧な

ど PMTV多発地に較べ高いことによるものと予想されるが、詳細は不明である。 
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６．ジャガイモ Aウイルス(PVA) 
Potato virus A、 Potyviridae Potyvirus。葉にモザイクを生じることから病名はモザイク病。

長さ 730nmのひも状粒子で、アブラムシにより伝搬される。1967年岡山県で発生した（松涛・
末次、1972）。著者らの調査では、山梨県、長野県、静岡県等の在来品種から高率に検出され
たが、一般商業栽培品種からは検出されなかった（Maoka et al. 2010、 眞岡、2010）。発生規
模は小発生。 
 
７．ジャガイモ Mウイルス(PVM) 

Potato virus M、 Carlavirus。葉に条斑えそ、縮葉、油ぎった光沢やれん葉を生じるとされ
るが、著者らの調査では無病徴感染が多くみられた。病名はモザイク病。長さ 650nm のひも

状粒子で、アブラムシにより伝搬される。1967年群馬県で発生（堀尾ら、1969）。著者らの調
査では、山梨県、長野県、静岡県等の在来品種から極めて高率に検出されたが、一般商業栽培

品種からは検出されなかった（Maoka et al. 2010、 眞岡、2010）。わが国の PVMについては
血清学的、分子生物学的多様性が報告されている（畑谷・眞岡、2008、鈴木・畑谷、2008）。
発生規模は小発生。 
 
８．ジャガイモ Sウイルス(PVS) 

Potato virus S、 Carlavirus。単独感染では病徴を示さないことが多い。病名はモザイク病。
長さ 650nmのひも状粒子で、アブラムシにより伝搬される。1958年主要品種の感染が報告さ
れ（秋元ら、1958）、1960年に病原が同定された（行本ら、1960）。1967年北海道で発生し（堀
尾・雲居、1974）、現在も発生が多い。なお、別種として報告されていた南部潜在ウイルス
（Southern potato latent virus）は、近年の研究で PVSのアンデス系統であることがわかっ
た（畑谷ら、2003）。 
 
９．ジャガイモ Xウイルス(PVX) 

Potato virus X、 Potexvirus。葉にモザイク、えそモザイクを生じるとされているが、単独
では潜在感染することが多い。病名は、モザイク病。長さ 515nm のひも状粒子で、接触によ

り伝搬する。1941年北海道で初発が確認され（田中ら、1956）、現在も発生がみられる。 
 
10．ジャガイモ Yウイルス(PVY) 

Potato virus Y、 Potyviridae Potyvirus。ウイルスの系統やジャガイモの品種により病徴が
異なり、葉にえそ、れん葉、不明瞭なモザイク、塊茎にえそなどを生じる。病名は、モザイク

病、塊茎えそ病。長さ 730nmのひも状粒子で、アブラムシにより伝搬される。1930年代から
発生記録があり（福士、1932）、1950年代に病原ウイルスが同定された（明日山・野口、1950）。
普通系統（O）、えそ系統（N（旧 T））により病徴が異なり（堀尾、1993）、1990 年代には長
崎で塊茎えそ系統（TN（海外では NTNと呼ばれる））による塊茎えそ病も発生した（平石ら、
1998）。さらに、2009年に欧州型 NTN系統の発生も確認された（Chikh Ali et al. 2010; Ogawa 
et al. 2012）。ジャガイモウイルスの中では現在最も多く発生している。 
 
11．トマト輪点ウイルス(ToRSV) 

Tomato ringspot virus、 Comoviridae Nepovirus。圃場では潜在感染することが多い。葉
に軽いえそ斑を生じる。病名はウイルス病。直径 28nmの球状。線虫で伝搬される。1987年北
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海道で無病徴株から分離された（佐藤ら、2000b）。2005 年鹿児島県でも発生を確認している
（眞岡ら、2006b、眞岡、2010）。発生規模は小発生。 
 
12．トマト黄化えそウイルス(TSWV) 

Tomato spotted wilt virus、 Bunyaviridae Tospovirus。直径 85nmのやや不定型な球状粒
子。アザミウマで伝搬される。無病徴で潜在感染するほか、葉にモザイク、えそモザイクを生

じる。病名はえそ病。2001年長崎県ではじめて発生が報告された（松尾ら、2003）。発生規模
は小発生。 
	 以上見てきたように、2005年から 2009年にかけて著者が行った調査では、12種のジャガイ
モウイルスのうち、効率的検出法が確立されている PLRV、 PMTV、PVS、 PVX、 PVY の
他に、効率的検出法が生産現場に普及していない AMV、PVA、PVM、ToRSVの各ウイルスが
ジャガイモから検出された（眞岡、2010）。 
 
3．	 ジャガイモウイルスの診断法	 

 
	 現在ジャガイモウイルスの診断は、肉眼による病徴観察、ELISA 法等の血清学的診断法、
RT-PCR等の遺伝子診断法、接種検定法、電子顕微鏡観察法などを適宜組み合わせて行われて
いる。 
 
3-1． 病徴観察 
	 病徴観察は、ジャガイモのみならず、全ての植物ウイルスの診断法における最も基本的なテ

クニックである。しかし、ジャガイモウイルス病の病徴は、品種、生育ステージ、栽培条件な

どにより大きく異なり、また、無病徴感染するウイルス、重複感染の組み合わせで特定の病徴

を出すウイルス、地上部に病徴を現さないウイルスなどがあることから、病徴観察のみで診断

を行うことはかなり難しい。さらにジャガイモでは、感染当代に生じる１次病徴と、保毒塊茎

から生じる２次病徴が異なる場合があり、病徴による診断をさらに困難にしている。一方、著

者の経験では、病害図鑑等の執筆（眞岡、2006；眞岡、2012）にあたっては、最も典型的で激
しい病徴を選んで写真掲載、記述することが多いので、圃場のジャガイモが感染しているウイ

ルスの典型的な病徴をあらわしていない限り、図鑑等の文献は、実際の診断に役立つことは少

ないのではないかと考えている。そのため、ジャガイモウイルスの診断は、病徴観察を基本に

置きながらも、必ず他の診断法を併用し、ダブルチェック、トリプルチェックを行って、感染

しているウイルスを特定していくことが重要である。 
 
3-2． 血清学的診断法 
 
3-2-1． ELISA法 
	 ELISA（Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay）は、植物ウイルスの診断法として最も普
及している方法である。著者は、上記 12種類のウイルスに対し、市販の ELISAキットを購入
して、一次検査に使用している（Maoka et al. 2010）。抗血清、AP（Alkaline phosphatase）
コンジュゲート共、Agdia社（米国）のものを使うことが多いが、PVSについては、Agdia社
製の血清は、発色してくる時間が短い上に、バックグラウンドが高く、使い勝手が悪かったた

め、NEOGEN 社（スコットランド）の同キットを使用している。PMTV抗血清は、Agdia社
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では販売をしていないため、BIOREBA社（スイス）製のものを使用している。また、NEOGEN
社の PMTV抗血清も、問題なく使用できることを確認している。PVMについては、上に述べ
たように多様性があり、特に、農業生物資源ジーンバンク所蔵の MAFF 株（MAFF307027）
は、米国アイダホ株に近い、特殊な株であることが判明しており（畑谷・眞岡、2008、鈴木・
畑谷、2008）、Agdia社製抗血清との反応性が低い。しかし、在来品種から分離された PVMは、
同社抗血清に良く反応したので、PVMの ELISA診断にあたっては、これらの反応性に留意し
て実験を進める必要がある。 
 
3-2-2． その他の血清診断法 
	 その他の血清診断法として、購入可能な商品としては、Agdia社のイムノストリップがある。
またその他の方法として、ティッシュブロット、ウエスタンブロット、寒天ゲル法、スライド

ラテックス凝集法などがあるが、20 年以上前の ELISA 法普及前に、スライドラテックス凝集
法を使用していた経験を除き、ジャガイモウイルスの診断法として、著者が実際に使用した経

験はない。 
 
3-3． 遺伝子診断法 
 
3-3-1． RT-PCR法 
	 ジャガイモウイルスの遺伝子診断法の基盤技術となるのは、RT-PCR法である。この方法を
ベースに、下に述べるマクロアレイ法や、MPH法が開発されてきた。RT-PCR法については、
PMTVの土壌汚染診断法（Nakayama et al. 2010）や、マクロアレイ診断法の確立過程で、わ
が国の各ウイルス分離株に対するプライマーセットを設計し、相互に非特異的な反応を起こさ

ないプライマーセット群を選択した（Maoka et al. 2010）。著者はこの過程で、Multiplex 
RT-PCR の確立も試みたが、12 種のうち、7-8 種までは成功したものの、結局 12 種全てを
Multiplex RT-PCRで検出することは断念した。その原因は、12種を対象にすると、ウイルス
間の非特異反応が必ず生じること、cDNA の増幅に必要な資源を奪い合うことで、競合に負け
た特定のウイルスの検出が難しくなること、などであった。Multiplex RT-PCRは、誤解を恐
れずに極言すれば手抜きの診断法といえる。個々の診断に充てる PCRチューブや高額な試薬、
実験の手間などを節約することが目的の手法であるが、多くの文献が示すとおり、Multiplex 
RT-PCRは、節約の代償として、ウイルス検出の精度と感度を失っている。従ってこの手法で
は、陽性反応が得られたウイルスの判定は何ら問題ないが、陰性の判定については、想定され

る位置に cDNAのバンドがないからといって、試料中にそのウイルスが存在しないと直ちに判
定することはできない。Multiplex RT-PCRの実施に当たっては特にこの点に注意する必要が
ある。 
 
3-3-2． RT-PCR-MPH（マイクロプレートハイブリダイゼーション）法 
	 RT-PCRでは、時に想定される位置以外に複数のバンドが検出されたり、健全植物や他種ウ
イルスなどに対して非特異的なバンドが形成され、判定が困難になる場合が生じる。このよう

な場合には、あらかじめウイルス特異的配列に相補的な cDNA断片を作製しておき、RT-PCR
増幅産物にハイブリダイズさせることで、増幅したバンドが真にウイルスの遺伝子か否かを判

定すればよい。このような目的で開発された技術が、RT-PCR-MPH（Hataya et al. 1994）で
あり、著者らが開発した PMTVの MPHでは、RT-PCRに優る感度で、試料中のウイルスを検



6 
 

出することに成功している（Nakayama et al. 2010）。MPH法の最大の利点は、その検出感度
の高さもさることながら、バックグラウンドの値が、ほとんど 0に近く、判定に迷うことがな
いという点にある。さらに、ELISA法に用いているプレートと同じものを用いているので、多
検体の検出にも向いており、今後他ウイルスの検出にも応用されることが期待されている。 
 
3-3-3． マクロアレイ法 
上述したように、ジャガイモのウイルスは、植物に病徴をあらわさないものがあり、肉眼観

察による病徴診断には限界があった。また、上記 12 種類のウイルスすべてを一度に診断でき
る方法はこれまでなかった。そこで著者らは医学分野でヒト肉腫の病理診断等に使用されてい

たマクロアレイ（元井、2004）を用いた全ウイルスの一括診断法を開発した（眞岡・畑谷、2005）。 
	 その結果、本法を実際に利用し、AMVや PMTVなど、これまで検出法がなく、発生実態が
明らかでなかったウイルスをジャガイモから検出できるようになった（Maoka et al. 2010、眞
岡ら、2005、2006a、2006b）。マクロアレイ法は、上述した RT-PCR-MPH 法と比較すると、
多検体の検出には向かないが、１検体からの他種ウイルスの同時検出には威力を発揮できる。

従って、育種母本のウイルス検定等、重要度の高い検体に対する診断に利用してほしい技術で

ある。 
 
3-4． その他の診断法 
	 検定植物への汁液接種による接種検定法や、ウイルス粒子を直接観察する電子顕微鏡観察法

は、それぞれ優れた診断法であるが、研究機関や原原種生産現場など、限られた場所で使用さ

れている方法である。これらの手法は自ら習得するよりも、これらの診断法を保有している機

関へ試料を持ち込み、検定を依頼することが現実的であり、ウイルス診断の早道であると思わ

れる。 
 
 
4．	 今後侵入が警戒されるジャガイモウイルス等	 

	 海外等でのジャガイモウイルスの発生状況から、今後わが国のジャガイモに発生する可能性

の高いウイルスを列挙してみると、TRV（タバコ茎えそウイルス）と PSTVd（ポテトスピン
ドルチューバーウイロイド）があげられる。TRV は、PMTV と類似する病徴を塊茎に生じ、
しばしば病原の判定を混乱させるウイルスである。またセンチュウにより媒介される土壌伝染

性ウイルスである点も特徴的である。TRVはわが国では既に、ダイズ、タバコ、多くの花き類
等で発生が報告されており（與良ら、1985）、ジャガイモへの侵入が懸念されている。 
	 一方、PSTVdは、ジャガイモで最も問題となっているウイロイド病の一つであり、わが国で
は、トマトや花きでの発生が確認されている（福島県病害虫防除所、2009、農林水産省、2010b）。
PSTVdは接触伝搬により容易に感染することから、他作物からジャガイモへ侵入させない方策
を早急にとる必要がある。特に、種いもに侵入すると、経済的な損害が莫大になるばかりでは

なく、最悪の場合は、当年生産に必要な種苗が確保できなくなる事態も想定されることから、

侵入を想定した、リスク評価を早急に行い、直ちに対策を講じておく必要がある。PSTVdは外
被タンパク質を持たないため、ELISA法等血清学的診断法による検出が不可能である。既報の
RT-PCR等遺伝子診断法（Hataya, 2009）により検出法を整備し、塊茎の奇形等類似病徴の検
定を行える体制を構築する必要がある。 
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5．	 調査データを学術論文にするテクニック	 

	 業務の一部として、ジャガイモウイルス病を調査することは、それ自体有意義なことである

が、その情報を可能な限り公開し、後進の参考とすることもまた重要である。本研修の主旨か

らはやや離れるが、以下、業務調査等で得たデータを、学会発表や論文に仕立てるためのテク

ニックについて、記したい。著者が編集委員を担当している北日本病害虫研究会には、市販

ELISA キットを用いて行ったウイルス病調査の論文が投稿されて来る。良くあるパターンは、
「○○社の○○ウイルス検定キットを用いて県内で栽培している○○について○○株を調査し

たところ、○○株に発生が認められ、本県での○○ウイルスの発生が確認された。なお、発生

は北部の○○地方に多く、南部の○○地方で栽培している○○は、○○ウイルス未発生である」

というものであるが、そのデータを見ると、いくつかの問題点があり、県の調査結果としては

通用するが、論文としては通用しないことが多い。問題の第１点は、対照試料を設けていない

ことである。ELISA検定を実施する際は、陽性対照に充分な反応が得られ、なおかつ陰性対照
（健全植物）に反応しないことを確認の上、供試サンプルの発色程度を評価する。健全植物に

反応していたり、逆にホモロガスなウイルスに反応がなければ、その試験結果はたとえ発色が

得られていても判定することができない。その第２は、ELISAの陽性反応即ちウイルスの同定
にはならないという点である。ジャガイモ感染葉が、A ウイルス抗血清に反応した場合、書け
るのは「ELISAで Aウイルスに反応する株があった」、「ELISAで Aウイルスが検出された」、
「ELISA の結果これらのジャガイモは A ウイルスに感染していると診断された」までであっ
て、「A ウイルスの発生を確認した」「A ウイルスと同定した」とは、書けない。発生確認や同
定には、コッホの３原則の確認や他の手法での確認が必要となるので、論文を書く際には自分

の実験結果を正確な用語で表現することに注意を払う必要がある。 
	 逆に考えると、あらかじめこれらの問題点に対処しておけば、業務で行ったデータを使って、

学術論文が書けることになる。陽性対照は、近隣の試験場やジーンバンクから取り寄せれば入

手可能である。ジャガイモウイルスの場合は、筆者が所属する北海道農業研究センターで全ウ

イルスを保有しているので、必要な際には問い合わせてほしい。また、陰性対照は、植物によ

っては確保することが困難な場合もあるが、ジャガイモの場合は、原原種等のウイルスフリー

の信頼性の高い材料を入手することが可能である。これらを調査前に用意し、ELISA検定時に
対照区を入れることで、調査のデータを論文化できる可能性が高くなる。 
	 近年は、公的機関のコンプライアンスが強く求められており、業務の中身を広く公表するこ

とがこれまで以上に重要になっている。せっかくの膨大な調査を、できるだけ論文として残し、

後進の研究者へ残して頂けるよう、ぜひお願いしたい。 
 
 
6．	 おわりに	 

わが国のジャガイモ生産は、植物防疫法等の法令により世界的に見ても極めてレベルの高い

無病種いも生産配布体制が敷かれていることから、種いもを原因とする重大なジャガイモ病害

の発生がこれまでほとんど認められていない。しかしながら、近年の社会情勢の変化から、本

制度の維持に配する人員が減少し、世代交代もあいまって専門家の育成および病徴観察・診断

技術の継承が組織的に不可能になってきている。一方目を圃場の外に向ければ、各地で継承さ

れている在来ジャガイモ品種中には、未だ PVAや PVMといった重要ウイルスが多発しており、
これらがいつ何時商業栽培のジャガイモ圃場に再侵入してくるか、予断を許さない状況にある。

その際これらウイルスの病徴を圃場で見極められるか、検出法で発見できるかは、現場で診断



8 
 

を行っている担当者の技量にかかっている。このような状況にある農業基盤を改善・強化する

ことが、本研修の目的の一つであり、本稿がジャガイモウイルス診断の一助となり、ひいては

ジャガイモの安定生産、生産リスク軽減、自給率向上に寄与できることを願っている。 
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