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Ⅰ 植木から検出される植物寄生性線虫

　千葉県の輸出主要樹種であるイヌツゲ、イヌマ

キ、キャラボク、ゴヨウマツを栽培する 47 ほ場

から、163 点の土壌を採取して植物寄生性線虫の

実態調査を行った。その結果、92% のサンプルか

ら何らかの植物寄生性線虫が検出され、輸出前の

線虫対策の必要性が改めて明白となった（武田ら、

2013）。検出された植物寄生性線虫は 9 科に及び、

その中でもオオハリセンチュウ属（Xiphinema spp. 
以下「オオハリセンチュウ」、図 3）、ユミハリセ

ンチュウ類（Trichodoridae 科 以下「ユミハリセン

チュウ」）、ネグサ

レ セン チュウ 属

（Pratylenchus spp. 以
下「ネグサレセン

チュウ」）の検出

事例が多かった。

　このうちオオハ

リセンチュウやユ

ミハリセンチュウ

には、ウイルスを

媒介する種が あ

り、各国で警戒対

象となっている。

Ⅱ　薬剤処理手法開発の取り組み

1　主要線虫に対する薬剤の効果の違い

　輸出前の植木の効果的な処理手法として、鉢上

げした植木の根部を麻布や麻紐で被覆して薬剤に

浸漬する根鉢浸漬処理（図 4）が開発された。し

かしながら、ネグサレセンチュウに効果が確認さ

れているホスチアゼート液剤では、オオハリセン

チュウ及びユミハリセンチュウに対する効果が不

十分であり、両線虫に対して効果が認められたベ

ノミル水和剤及び MEP 乳剤では、ネグサレセン

チュウに対する効果は認められないなど、Ⅰの調

査で検出事例が多かった線虫全てに対して効果的

な薬剤はまだ見いだされていない（Takeda et al., 
2015）。そのため、寄生している線虫の種類によっ

て薬剤を適切に選択する必要がある。

■はじめに

　日本の伝統的な植木・盆栽類の人気は海外で高

まっており（図 1）、輸出額は 15 年前の 10 倍以上

に増加している（2014 年時点、図 2）。しかし、輸

出量の増加とともに、輸出時または輸入時の検疫

で土壌中から植物寄生性線虫が検出される事例

（以下、「線虫検出事例」）があり、検疫上の対応

を求められることが多く、早急な対策が急務と

なっている。千葉県農林総合研究センターでは、

植木輸出促進に向け、2009 年度から新たな農林水

産政策を推進する実用技術開発事業「植木・盆栽

類の輸出促進に向けた線虫対策及び生産・輸送技

術の開発」、2012 年度からプロジェクト「輸出用

植木の生産安定化に向けた栽培技術の開発」の中

で線虫防除技術の開発に取り組んだので、その成

果の一部を紹介する。

図 2　全国植木輸出額の推移（財務省「貿易統計」より）

図 3　イヌツゲから検出された
 オオハリセンチュウ

図 1　輸出のためコンテナ詰めされる植木
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図 5　薬液の株元潅注

図 4　輸出用植木の根鉢浸漬処理

表　植木の地下部線虫類に使用可能な薬剤（2016 年 12 月）

薬剤名

〈根部浸漬〉

ホスチアゼート液剤

MEP 乳剤

ベノミル水和剤

〈株元潅注〉

MEP 乳剤

ベノミル水和剤

樹木類

樹木類

樹木類

イヌツゲ

イヌツゲ

ネグサレセンチュウ

オオハリセンチュウ

オオハリセンチュウ

オオハリセンチュウ

オオハリセンチュウ

10 分間根部浸漬

30 分間根部浸漬

30 分間根部浸漬

10L/m2 株元潅注

10L/m2 株元潅注

1,000 倍

500 倍

500 倍

500 倍

500 倍

希釈倍数 対象作物 対象線虫 使用方法

2　根鉢浸漬処理による効果の持続期間

　オオハリセンチュウを対象として、ベノミル

水和剤と MEP 乳剤による効果をさらに詳しく検

証した。その結果、両薬剤ともに処理 1 週間後に

はオオハリセンチュウ密度が急激に減少し、ベ

ノミル水和剤では処理 90 日後まで低密度状態が

継続したが、MEP 乳剤では処理 2 週間後には密

度の回復が認められた（Takeda et al., 2015）。密度

回復の原因は、土壌中の卵がふ化したことによ

るものだと考えられる。なお、輸出の際に用い

られているリーファーコンテナのように 5℃暗黒

下で保存された場合には、その後の密度の再上

昇が起こらないことが確認されている（Takeda et 
al., 2015）。
3　株元潅注処理との組み合わせ

　根鉢浸漬処理は非常に効果的であるが、検疫

では対象線虫が 1 頭でも検出されると対応が求

められることもあるため、鉢上げ前の線虫密度

が高い場合には、浸漬処理のみでは効果が十分

ではないことが考えられる。そこで、栽培中に

薬液で処理し、あらかじめ線虫密度を低減させ

ておき、根鉢浸漬処理の効果をより確実にする

ための株元潅注法を確立した。

　これは、所定量の薬液を樹木の株元に潅注、

その後 100L/m2 の潅水を行い、薬液を地中深くま

で浸透させるというものである（図 5）。処理効

果の持続期間は、周辺部などからの再汚染のた

め、根鉢浸漬処理よりも短く、ベノミル水和剤

でも半年程度で処理前の半分程度にまで線虫密

度が回復する。また、オオハリセンチュウは 5 ～

6 月に卵のふ化が観察されているため、ふ化後の

時期である夏期の処理が望ましい。このため、

輸出前の夏期に株元潅注処理をしておき、冬期

の輸出直前に根鉢浸漬処理をすることで、より

効果的な防除となることが確かめられている。

4　薬剤の適用拡大状況

 　2016 年 12 月現在、植木の地下部線虫に対して

適用のある薬剤は下表のとおりである。なお、

これら薬剤のうちいくつかは、輸出を目的とす

る地元の要望を受けて本県が適用拡大試験を実

施したものである。

■おわりに

　相手国の検疫条件に合致する植木・盆栽類を

輸出することは、日本ブランド植木の信頼性を

向上させ、日本の伝統文化を世界へ発信するこ

ととなり、今回紹介した線虫防除方法は、安定

した輸出を行う上で、重要な技術と考えられる。

また、植木産地の振興は、伝統技能や伝統的景

観など、文化の維持・発展にも大きく寄与する

ことが期待される。一方で、検疫の場面での線

虫検出事例を完全になくすことはできていない。

また、相手国到着後に根鉢浸漬処理が原因と考

えられる薬害の報告もある。このため、2016 年

度から始まった革新的技術開発・緊急展開事業

（うち地域戦略プロジェクト）「植木類の輸出に

おける線虫事故を防止する技術の開発及び実証」

では、薬害の回避やより高度な線虫管理の確立

を目的に根洗や隔離栽培の手法を開発中である。
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