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※本成果の一部は、革新的技術開発・緊急展開事業（うち先導プロジェクト）
北海道畑作で新たに発生が認められた難防除病害虫ジャガイモシロシストセン
チュウおよびビート西部萎黄ウイルスに対する抵抗性品種育成のための先導的
技術開発」（ID:16802900）の研究成果である。
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・世界的なバレイショの最重要害虫

・南米（アンデス山地）原産

・収量減（50%減となる場合も）

・種馬鈴しょ生産への影響

・土壌中で長期（10年以上）生存

・耐久態－農薬が効きにくい

土壌中のシストとシスト内の卵

0.1mm

第２期幼虫（侵入ステージ）

根に寄生する雌成虫と雄

♀

♂

1 mm
1 mm

ジャガイモシストセンチュウ類（PCNｓ）とは？
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ジャガイモシストセンチュウ

Globodera rostochiensis （Gr）
1972年初確認、道外でも発生

２種のジャガイモシストセンチュウ類

ジャガイモシロシストセンチュウ

Globodera pallida （Gp）

2015年初確認、道内のみ発生
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GrとGpの違い

ジャガイモシロシスト（Gp）
シストの色：白→褐色

ジャガイモシスト（Gr）
シストの色：白→黄色→褐色

発育温度 ふ化適温 ふ化期間 国内の抵抗性品種の有無
Gp 8～23℃ 15～18℃ 約11週 フリア, きたすずかのみ
Gr 10～25℃ 20℃前後 約6週 キタアカリなど多数
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ジャガイモシストセンチュウ類の生活史

バレイショの根から
分泌される物質に
反応しふ化

シストから遊出した
2期幼虫は土壌中を
移動しバレイショの
根に侵入

Feeding cellを形成し
養分を吸収しながら
脱皮を数回行う

頸部を根に, 
体を根外に出し
シスト(内部に200-
300の卵)を形成

土中で寄主作物が
栽培されるまで待つ
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１： 寄主範囲が極めて狭い

増加する機会は少ない

ジャガイモシストセンチュウ類の生態的特性

バレイショ トマト ナス
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シスト：卵の保護カプセル
・乾燥、低温などの劣悪環境に高い耐性
・薬剤も効きにくい ・長期（10年以上）
生存

２．長期間耐久生存できる

シストの状態では防除
効果を得られにくい

線虫をシストから出す
ことが防除のポイント

ジャガイモシストセンチュウ類の生態的特性
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３. 宿主作物を察知する能力

効率的､緻密な増殖戦略をもつ

ふ化促進物質

ジャガイモ： ソラノエクレピンＡ

防除に応用可能
（現状はコスト面で壁がある）

‘suicide hatch’ （自殺的ふ化）
を引き起こす
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開花時：生育遅れと萎凋（左側が被害圃場）

萎凋と下葉脱落の被害症状

収穫前：株全体黄化と早い枯れ上がり

根にシストが
着生

被害状況（写真はいずれもGrの被害）
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線虫密度が高いと．．大きな減収

◎ 圃場の線虫密度：乾土1gあたり 10 卵未満なら、ほぼ減収なし
〃 50 卵以上だと、大きな減収

相
対

収
量

（
被

害
な

し
＝

１
）

植付時の線虫密度（卵数/g乾土）

低密度：10％以下の減収

中密度：10～50％の減収

中～高密度：50％以上の減収の可能性
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発生面積は北海道・長崎・青森などのバレイショ主要生産地で拡大

（道農政部調べ）
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Gpの国内初確認

2015年に網走市で初確認、現在までに1市3町で発生確認

⇒現在までの発生面積は計1,000ha程度（正確な数字は未公表）

95圃場330haで防除が終了していない（R4.3月時点）

⇒令和8年3月31日までの期間で緊急防除を実施中。

・発生圃場でのなす科植物の作付け禁止

・区域内で生産された作物の移動制限

・Gpの付着がある場合の作物の廃棄命令
オホーツク地方に発生

でん粉原料用バレイショは地域
の基幹作物であり, 農業に大打撃

ジャガイモシロシストセンチュウのシスト
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バレイショ生産を支える要因

•健全な種いも生産と検疫機構の確立

•安価な生産資材と高度な農業技術

•高品質で耐病虫性に優れる品種の育成

↓ ↓                
原原種 → 原種 → 採種 →一般栽培

↑          ↑

バレイショの種いも生産の流れ

植物防疫法に基づく検査

採種指定道県の監督

PCNｓが確認された圃場では種イモ生産が行えない。
⇒PCNｓが広がると種イモの安定生産が維持できない。
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拡散の要因

 汚染種いも
 汚染土壌の還元（ex. 澱粉工場・製糖工場）
 汚染圃場との機械共有
 強風や水（雪解けや大雨など）

拡大の原因→土と共に移動する

PCNｓは自力では他の畑に移動できない。
畑に入れない、入ってもそこで増やさないことが重要。
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ジャガイモシストセンチュウ類の対策

輪作
健全種イモ

20-30%減/年

化学農薬抵抗性品種 捕獲作物分散防止の徹底

基本対策

・特効薬(手段)はなく複数の対策を組み合わせて実施することが重要
・GpもGrも同じ対策が有効
（但しGｒ抵抗性品種＝Gp抵抗性品種ではない）
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捕獲作物による密度低減効果

捕獲作物：ハリナスビ（ロケットリーフ）
ペルビアナム（ポテモン）

播 種 ：エアシーダ（グラスシーダ）
播種量：0.7kg/10a、ほ場全面
回 数 ：年1作、60～70日間栽培
処理後：除草剤（土壌処理剤）処理

栽培後は裁断してすき込み 伊藤ら （2015年 北農）
Grに対する試験

捕獲作物の栽培によりPCNs密度を約8割低減できる
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抵抗性品種による密度低減効果

抵抗性品種 感受性品種

養分吸収できず
成長しない

多核細胞を作り、
養分吸収
雌成虫に成熟

抵抗性ばれいしょの根内

シストセンチュウ幼虫侵入

感受性品種と同様、
初期成育が阻害される場合も
（PCN密度高いと減収）

・幼虫は根の中で死ぬか
生き残っても雄にしかなれない

密度低減効果
（Ｇｒは8-9割減、Ｇｐは品種の抵抗性程度

によって異なる）

卵から幼虫が一斉に孵化
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・フランスの育種会社Germicopa社が育成し、日本に導入した品種

・2016年以降、当時国内にあったGｐ抵抗性品種の比較試験を行い、
抵抗性の強さ、収量性などから選抜

・2020年～ 発生地域での一般栽培開始

Ｇｐ抵抗性でん粉原料用「フリア」
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「フリア」のGｐ密度低減効果

栽培前後での密度変化（圃場）

13.3 5.9 13.2 7.6 39.5

密度の異なる5圃場の土での
密度変化（ポット）

「フリア」の栽培によるGｐ低減効果が確認された.
圃場試験で4割, ポット試験で平均3割程度密度を低減.
無栽培では2割減少, 感受性品種の栽培で10倍以上増加

※括弧内の数字は栽培前の線虫数、感受性品種栽培後の数字
は栽培後に何倍に増加したかを示す
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「フリア」の生産性

品種名 早晩性
茎長

（cm）
上いも数
（個/株）

上いもの
平均重（g）

フリア 晩 66.6 15.5 90.2
コナフブキ 晩 79.1 10.2 110.4
コナヒメ 晩 79.4 11.8 96.7

品種名
上いも収量
（kg/10a）

標準比
（％）

でん粉
価（％）

でん粉収量
（kg/10a）

標準比
（％）

フリア 6,079 121 18.5 1,069 100
コナフブキ 5,008 100 22.4 1,074 100
コナヒメ 5,070 101 20.2 979 91

「フリア」は茎長がやや短く, 上イモ数がかなり多く, 小玉.
上いもはかなり多収だが, でん粉価が低くでん粉収量はコナフブキ並.
⇒ストロン離れの悪さ、収量の不安定さが見られる

現在フリアの欠点を改良した品種を育成中

北農研、北見農試、オホーツク振興局管内現地圃場（2箇所）の計4箇所
3か年7事例の平均。
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Ｇｐ抵抗性生食加工用品種「きたすずか」

男爵薯 きたすずか さやか

長所（「さやか」との比較）
・Ｇｐ抵抗性が“中”であり、かつジャガイモシストセンチュウ（Ｇｒ）抵抗性の

生食加工用品種である（国内で初）。

短所
・褐色心腐が多発する場合がある（場所や年次によって異なる。とうや、スノー

マーチなど褐色心腐の出やすい品種と同程度か少ない。）。

男爵薯 きたすずか さやか
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生育と収量性

農業特性の比較（北農研センター：平成29-令和3年、道総研：令和元～3年 4場所8事例）

 早晩性：やや早（「さやか」より早く、「男爵薯」より遅い）

 上いも数：「さやか」より多く「男爵薯」より少ない

 上いも平均重： 「さやか」より軽く「男爵薯」より重い

 でん粉価：低い

 規格内いも重：さやか並の多収

試験場所 品種名
早晩
性

上いも
数

（個/株）

上いも
平均

重（g）

上いも
重

（kg/10a）

さやか
比（％）

規格内
いも重

（kg/10a）

さやか
比（％）

でん粉
価（％）

きたすずか
やや
早

9.8 121 5,196 101 4,203 103 12.5

さやか
（対照）

中 8.8 137 5,148 100 4,066 100 13.9

男爵薯
（標準）

早 11.7 85 4,295 83 3,283 81 13.8

きたすずか － 10.7 118 5,512 106 4,299 102 13.9

さやか － 9.3 128 5,198 100 4,204 100 14.6

男爵薯 － 11.5 88 4,312 83 3,250 77 15.5

北農研
センター

（育成地）

道総研
試験研究
機関平均
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品種名 Gp Gr そうか病 疫病 Yモザイク病
きたすずか 中 有 弱 弱 弱
さやか
（対照）

（弱） （有） 弱 弱 （弱）

男爵薯
（標準）

弱 無 弱 弱 弱

注１）抵抗性は 「バレイショのジャガイモシロシストセン
チュウ抵抗性検定マニュアル」（2019年農研機構北海道農業
２）括弧はGp抵抗性では異なる条件下での試験結果、Gr、Y
モザイク病では既往の評価であることを示す。

病害虫抵抗性

Ｇｐが感受性品種
より増殖しにくい
（約10分の１）

Ｇｐ抵抗性以外
は「さやか」並

※Ｇｐシストを含むポットで各品種・系統を栽培した際
のＧｐの増殖率。感受性品種を100とした値（北農研）。

ＧｐとＧｒ抵抗性はありますが、その他の病害への抵抗性はありません
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「きたすずか」の普及に向けて

 「きたすずか」を植えれば必ずＧｐが発生しないわけではありません。
「さやか」や「男爵薯」などの感受性品種を植えた場合に比べ、Ｇｐの
侵入リスクを低減させることを狙った品種です。

 防除終了圃場に「きたすずか」を推奨するかは未定です。今後も試験を
継続しますので、国や北海道の指導に従ってください。

 「さやか」に比べサラダ適性が劣る、販路が確立されていないなどのデ
メリットもありますが、Ｇｐの侵入・拡大のリスクを低減させられる大
きなメリットがあります。
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Ｇｐ抵抗性を維持するために

「フリア」と同じ抵抗性遺伝子を持つ
植物上で実験的にGpを連作（5回、8回）
すると、抵抗性遺伝子の効果がなくなった.
Fournet et al. (2013) 

8回の連作で感受性品種
と同程度にGｐが着生

抵抗性が低下

新たに出現
したGp 元のGp

ドイツで見つかったOberlangen集団は
既存の抵抗性品種でも一定程度増殖可能
で, 抵抗性遺伝子の作用が弱まっている.
Mwangi et al. (2019)

⇒抵抗性品種でも連作は絶対に止めましょう.
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近年育成したＧｒ抵抗性品種

しんせい
（ポテトチップス用）

シャイニールビー
（カラフルポテト）

ノーブルシャドー
（カラフルポテト）
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詳細な情報を知りたい方は

「農研機構 バレイショ」と検索してください。
「バレイショ種(Solanum tuberosum L.)の品種一覧 - 農研機構」
（https://www.naro.go.jp/collab/breed/0100/0106/index.html）
に農研機構の育成品種が掲載されています。

栽培試験用の種イモ配布については、農研機構北海道農業研究センター
寒地畑作研究領域畑作物育種グループまでご相談ください。
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今日のまとめ

 ＰＣＮｓの拡大防止は将来に渡ってバレイショ生産を安定的に継続する
ために重要です

 ＰＣＮｓから畑を守るために、「畑に入れない」、「増やさない」
⇒土壌流入を減らす、輪作徹底、抵抗性品種の利用、捕獲作物の利用

 Ｇｐ抵抗性は海外で既に効果が低下しています。
⇒抵抗性品種でも連作はやめましょう（Ｇｒ抵抗性品種も）



28ご静聴ありがとうございました

多様なバレイショ遺伝資源


