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１　はじめに
　ジャガイモシロシストセンチュウは、世
界50カ国以上で発生が確認されている植物
寄生線虫であり、ばれいしょ等のなす科植
物の根に寄生し、植物の養分を吸収する害
虫である。寄生した植物を枯死させてしま
うことから、その生産に甚大な被害をもた
らす害虫であり、被害の大きさや防除の困
難さから海外においても農業上重要な線虫
とされている（図１）。

図１  ジャガイモシロシストセンチュウの形態
Ａ：雄成虫、Ｂ：幼虫、Ｃ：シスト
※ 雄成虫は1.2 mm程度、幼虫は0.5 mm程度、シストは0.6 
mm程度

A B C

　平成27年８月に北海道の網走市の一部地
域において、国内で初めてジャガイモシロ
シストセンチュウの発生が確認されたこと
を受け、網走市内及びその周辺市町におい
て、発生範囲を特定するための調査を実施
した。その結果、発生範囲が一部地域であ

ることが明らかになり、ジャガイモシロシ
ストセンチュウのまん延を防止するため
に、平成28年10月から植物防疫法に基づく
緊急防除を開始した。
　今回は、ジャガイモシロシストセンチュ
ウの緊急防除の現状を中心に記載する。

２　これまでの対応
（１）発生範囲の特定調査
ア　平成28年度までの調査
　① 　ジャガイモシロシストセンチュウの
発生ほ場を特定するために実施した平
成28年度春季までの調査の結果、平成
27年夏の調査において発生が確認され
た２地区（大字）を含め、網走市の11
地区で発生が確認された。また、11地
区内でばれいしょを生産した実績のあ
る全てのほ場を対象に土壌調査を実施
した結果、網走市11地区の161ほ場
680haで発生が確認された（調査対象
面積4,957haの13.7％）。

　② 　網走市近隣で、かつ、ジャガイモシ
ストセンチュウが確認されている７市
町（北見市、大空町、置戸町、清里町、
訓子府町、小清水町及び斜里町）にお
いて、ジャガイモシストセンチュウ抵
抗性品種のばれいしょ栽培ほ場を対象
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に植物検診を実施した結果、ジャガイ
モシロシストセンチュウの発生は確認
されなかった。

イ　平成29年度の調査
　 　平成29年３月に開催された対策検討会
議において、網走市の11地区でジャガイ
モシロシストセンチュウの発生が確認さ
れたことを踏まえ、平成29年度春季調査
として、発生が確認された11地区に隣接
する地区の中から、平成28年度秋季調査
の結果、また、地形や過去の営農形態等
を踏まえ、調査を実施することとなった。
　 　このことを踏まえ、大空町の２地区に
おいて、過去10年間にばれいしょを生産
した実績のある全てのほ場を対象に土壌

調査を実施した結果、１地区２ほ場２
haでジャガイモシロシストセンチュウ
の発生が新たに確認された。これにより、
発生ほ場は網走市11地区及び大空町１地
区の計163ほ場682haとなった（図２）。

（２）緊急防除の実施
ア　緊急防除の開始
　 　平成28年９月の対策検討会議におい
て、ジャガイモシロシストセンチュウに
ついては、それまでの発生範囲特定調査
の結果、発生が網走市内の11地区に限ら
れているものの、①ばれいしょ等のなす
科植物の栽培に伴い、発生密度が急激に
増加すること、②農業機械等の移動、寄
主植物以外の収穫物の出荷等に伴う土の

図２　ジャガイモシロシストセンチュウの防除区域の状況
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移動によるまん延のおそれがあることな
どから、植物防疫法に基づく緊急防除を
実施し、寄主植物の移動規制等が必要と
の見解が示された。このことから、省令
の公布等の必要な手続きを経た上で、平
成28年10月から植物防疫法に基づく緊急
防除を開始した。
イ　緊急防除の内容
　 　この緊急防除では、ジャガイモシロシ
ストセンチュウの根絶と他地域へのまん
延を防止するため、発生が確認された11
地区を防除区域に指定し、①発生ほ場に
おけるばれいしょ等のなす科植物の栽培
を禁止、②発生ほ場における対抗植物及
び土壌くん蒸剤を用いた防除、③防除区
域内で生産されたなす科植物の地下部
（ばれいしょ）やその他植物の地下部で
あって土の付着したもの（てんさい、根
菜類等）の移動を制限（移動させる場合
は、植物防疫官が土壌のまん延防止対策
措置が講じられていることを確認）など
の対策を講じている。

（３）防除等の実施状況
ア 　土壌消毒及び対抗植物の栽培による防
除
　 　事前の実証試験においてジャガイモシ

ロシストセンチュウの密度低減効果が確
認されたD-D剤を用いた土壌消毒及び
ハリナスビ等の対抗植物の栽培による防
除については、平成29年度から本格的に
発生ほ場において開始された。これまで、
土壌消毒が39ほ場189ha、対抗植物の栽
培が92ほ場319haで実施された（図３）。

イ　侵入原因の特定に向けた調査
　 　ジャガイモシロシストセンチュウの侵
入原因及びまん延要因の特定を図るた
め、平成29年度は、網走市内の関係機関
等に、ほ場で使用している肥料や農業機
械の導入状況等の聞き取り調査が実施さ
れた。この調査の結果については平成29
年12月に開催された対策検討会議におい
て報告され、調査結果を受けて、より多
様な侵入原因を考慮し調査を進めること
とされた。

３　今後の検討事項
（１）最新の研究成果を踏まえた防除対策
　平成28年からの「安全な農林水産物安定
供給のためのレギュラトリーサイエンス研
究委託事業」において、緊急防除で用いら
れている防除法の実証等が行われている。
平成29年度の研究成果として、土壌消毒１

原図：農研機構 北海道農業研究センター
図３　防除機器及び対抗植物

土壌消毒剤かん注機器 対抗植物（左：ハリナスビ、右：トマト野生種）
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回と対抗植物の栽培による防除２回の組み
合わせは、現在の防除対策である土壌消毒
２回と対抗植物の栽培による防除１回の組
み合わせと同様に、有効な防除対策の候補
である等の研究成果が得られた。今後も防
除効果の実証を進めると伴に、効果的な防
除方法の確立をめざしている。
（２）防除区域内の検疫措置
　平成29年12月に開催された対策検討会議
において、緊急防除において実施している
移動制限等の検疫措置について検討され
た。この中で、検疫措置については、これ
までジャガイモシロシストセンチュウの発
生範囲が特定されていなかったため、地区
（大字）単位で一律に同様の措置としてき
たところであるが、平成27年の発生確認以

降からこれまでに実施した発生範囲特定の
ための調査により、地区内での発生ほ場が
特定されたことを踏まえ、移動制限に係る
植物防疫官による検査については、ジャガ
イモシロシストセンチュウのまん延の危険
度を踏まえた対応とすることが妥当と判断
されている。

４　おわりに
　ジャガイモシロシストセンチュウの緊急
防除の円滑な実施には、関係各位の協力が
不可欠である。今後、ジャガイモシロシス
トセンチュウを適切に防除し、日本のばれ
いしょの安定生産が図られるよう、緊急防
除の実施にご理解とご協力をいただくよう
お願いしたい。
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