
強酸性電解水を利用したイネシンガレセンチュウの検出法

＊ ＊＊西本浩之 ・上田晃久

強酸性電解水のイネシンガレセンチュウに対する施用効果について検討したとこ摘要：

ろ、強酸性電解水に浸漬したイネ籾から多量のイネシンガレセンチュウが分離されるこ

とが明らかになった。その結果に基づき、イネ籾内の線虫密度を正確に把握するための

強酸性電解水利用について試験を行った。線虫の検出はHoshino and Togashi (2002)の

大量抽出法に準拠したが、強酸性電解水による腐食を防ぐために籾受け部はステンレス

線のネットではなくポリエステル布を用い、それを200mLの処理液を入れた300mLビーカ

ーの中に固定した。乾燥および24時間水浸漬した籾（籾は縦に切断）では、水道水によ

る検出よりも希釈した強酸性電解水（ｐH 3.5、有効塩素濃度9～11ppm）の方が検出され

る線虫数が多かった。また、水道水で処理した後の籾を希釈した強酸性電解水で再び処

理することによって、より多くの線虫を回収した。pH を3.5に、あるいは有効塩素濃度

を9～10に、またはその両方を調整した処理液は検出される線虫数を増加させたが、希釈

した強酸性電解水が最も高い検出数を示した。これらのことから、強酸性電解水はイネ

籾からイネシンガレセンチュウを分離する処理液として水媒体より効率が良く、優れて

いることが分かった。

イネシンガレセンチュウ、強酸性電解水、検出法、線虫、イネキーワード：

Aphelenchoides BesseyiAn Extraction Method for the Recovery of
in Seeds by Electrolyzed Strong Acid WaterOryza Sativa

NISHIMOTO Hiroyuki and UEDA Akihisa

During a study on the application effect of electrolyzed strong acid water (ESW)Abstract:
for the white tip nematode, , we observed that a great number ofAphelenchoides besseyi
the nematodes were extracted from seeds immersed in ESW. Based onOryza sativa
the result, investigations were conducted to utilize ESW for accurate estimate of the
nematode density in seeds. We generally followed a mass extractionOryza sativa
method of Hoshino and Togashi (2002) for extraction of the nematodes; however, we
used a polyester textile instead of a stainless wire net as material of tray for rice seeds
to prevent from corroding by ESW, and suspended it in a smaller 300 mL glass
container with a 200 mL extracting solution. A diluted ESW containing a pH of 3.5
and 9-10 ppm of available chlorine resulted in greater numbers of the nematodes from
dried and 24-hour water-soaked rice seeds (both bisected longitudinally) as compared to
tap water. Also, it recovered greater numbers of the nematodes when a reextraction
was conducted immediately after extraction from dried rice seeds with tap water.
Adjustment medium solutions (pH 3.5 and/or available chlorine concentration 9-10 ppm)
also increased the number of extracted nematodes, but yet the diluted ESW gave
highest recoveries of the nematodes. These facts show that ESW is superior in
efficiency as extracting solution for recovering from rice seeds toAphelenchoides besseyi
water medium.

, Electrolyzed strong acid water, Extraction method,Key words: Aphelenchoides besseyi
Nematode, Rice

本研究は、2005～2006年度産学官共同研究「電解水を利用した病害等防除技術の確立」で得られた成
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緒 言

強酸性電解水はｐHが1～3で酸化作用の強い次亜塩素

酸を含み、その消毒効果を利用して農業分野では種子

の殺菌、うどんこ病など一部の病害の防除、収穫後の果

実の鮮度保持に有効であることが報告されている 。１-６）

このように強酸性電解水の農業病害虫に対する利用は

その殺菌作用に限られており、アブラムシ、アザミウ

マ、コナジラミ、ハダニ類など主要な農業害虫に対す

る殺虫効果は認められていない 。一方、重要害虫で
７）

ある作物寄生性線虫類は上記害虫に比較して体サイズ

が小さく、強酸性電解水を施用した場合の影響は小さ

、 。くないと考えられるが 今まで全く調査されていない

イネシンガレセンチュウはイネ籾内に寄生し、イネ

籾を介して伝播する。したがって、籾内の線虫密度を

正確に診断することは、防除対策を立てる上で極めて

重要である。そこで、強酸性電解水がイネシンガレセ

ンチュウの分離数に与える影響と強酸性電解水を媒体

として利用したイネシンガレセンチュウの検出法につ

いて検討した。

材料及び方法

強酸性電解水製造装置はホシザキ電機株式会社製ROX-

20TA-Uを用いた。塩化カリウム500gを2Lの水に溶解し

た液を補助剤とした時、作出した強酸性電解水の有効

塩素濃度は約41ppm、pHは約2.6であった。

１ 前処理、浸種及び催芽時の強酸性電解水処理がイ

ネシンガレセンチュウの分離に与える影響

供試材料として1997年産「黄金晴」のイネシンガレ

センチュウ汚染籾を用いた。前処理（15℃、1日間 、）

浸種（15℃、4日間 、催芽（32℃、1日間）を設定し、）

各工程の初めにそれぞれ強酸性電解水を1回処理する前

処理区、浸種（処理）区、催芽時（処理）区の3区を設

けた。強酸性電解水処理以外の工程は蒸留水を用い、

対照として蒸留水のみの区も設けた（図１ 。1Lビーカ）

ーを用い、籾15g（630粒）に対して強酸性電解水ある

いは蒸留水を500mL注ぎいれ、攪拌後恒温器内に静置し

た。各処理工程の終了後、液中の線虫を20μmの篩を用

いて回収し、シラキュース皿に移して実体顕微鏡下で

個体数を調べた。その後、直ちに乳鉢でイネ種子と籾

を分離し、ベルマン法（25℃、24時間）でイネシンガ

レセンチュウの検出を行った。対照の蒸留水区も強酸

性電解水処理区に合わせて、線虫の検出を行った。試

験は5反復行った。

２ 希釈した強酸性電解水によるイネシンガレセンチ

ュウ検出

供試材料として2006年産「あいちのかおりSBL」のイ

ネシンガレセンチュウ汚染籾を用いた。線虫分離装置

は図２の通りで、底面にポリエステル布を張り付けた

直径5cm、高さ2.5cmの塩ビパイプにハサミで縦に切断

した籾50粒を置き、籾が水中で浮遊しないように同様

のポリエステル布を上部から被せ、プラスチックバン

ドを塩ビパイプ内壁にはめ込むことによって籾を布で

挟んだ。この塩ビパイプを200mLの媒体が入った300mL

容量のビーカーに籾が十分浸るまで沈め、固定した。

ビーカーを全暗、25℃の恒温器内に静置後、20μmの篩

を用いて線虫を回収し、シラキュース皿に移して実体

顕微鏡下で個体数を調べた。

(1) 乾燥籾と24時間水浸漬籾における水道水と20%強

酸性電解水による検出

媒体として水道水と20%強酸性電解水（強酸性電解水

40mLをメスシリンダーに量りとり、300mLビーカーに入

前処理

15℃、1日

浸　　種

15℃、4日

催　芽

32℃、1日

蒸留水・浸種

蒸留水・催芽

蒸留水・前処理 ○

○

○

×

△

△

○

○

×

△ ○ ×

電解水・浸種

電解水・催芽

電解水・前処理 ◎

○

○

×

△

△

◎

○

×

△ ◎ ×

○：蒸留水 ◎：電解水（強酸性電解水） △：液交換 ×：終了

試験区

蒸留水処理（対照）

強酸性電解水処理

図１ 前処理、浸種及び催芽時の処理工程
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図２ 塩ビ管とポリエステル布を用いた線虫分離法

れた後、200mLのメモリまで水道水を注ぎ足した）を用

い、乾燥籾と24時間水浸漬籾について線虫の検出を行

った。20%強酸性電解水の有効塩素濃度は9～11ppm、pH

は3.5であった。検出時間は15時間とした。試験は5ビ

ーカーを1組とし、6反復行った。

(2) 乾燥籾を水道水処理後、水道水および20%強酸性

電解水により再処理した場合のイネシンガレセン

チュウの検出

水道水で線虫の検出を15時間行い、直ちに再度水道

水と20%強酸性電解水で線虫の検出を20時間行った。試

験は5ビーカーを1組とし、3反復行った。

３ pHと有効塩素濃度を調整した媒体によるイネシン

ガレセンチュウの検出

供試材料と線虫分離装置は「材料及び方法の2」と同

様である。媒体として次亜塩素酸ナトリウム溶液と1N

の塩酸で有効塩素濃度とpHを調整し、pHを3.5（有効塩

素濃度は1ppm以下）に調整した溶液、有効塩素濃度を

（ ） 、 、約9～10ppm pHは7.1～7.2 に調整した溶液 pHを3.5

有効塩素濃度を9～10ppmに調整した溶液を用いて線虫

を検出した。検出時間は15時間とした。試験は5ビーカ

ーを1組とし、6反復行った。

試験結果

１ 前処理、浸種及び催芽時の強酸性電解水処理がイ

ネシンガレセンチュウの分離に与える影響

(1) 液中に泳出した線虫数

液中に泳出した線虫数を表１に示した。前処理時に

泳出する全検出線虫数は蒸留水処理と強酸性電解水処

理間で差はなく、10頭前後であったが、浸種時には強

酸性電解水処理によって泳出する線虫数は100頭近くに

なり、蒸留水処理の線虫数に比べて約3倍多く、有意差

が認められた。さらに、催芽時では強酸性電解水処理

による線虫数は約300頭に達し、蒸留水処理の線虫数も

増加したものの、約6倍の開きがあった。生存線虫数に

ついても、浸種時および催芽時の処理で強酸性電解水

の方が蒸留水に比較して有意に多かった。

(2) ベルマン法で分離された線虫数

ベルマン法で分離された線虫数を表２に示した。強

酸性電解水による前処理後のイネ籾からベルマン法で

分離された全検出線虫数は約250頭で、蒸留水処理の約

3倍であった。蒸留水処理、強酸性電解水処理ともに浸

種後、催芽後の全分離線虫数は徐々に減少するが、す

べての工程で強酸性電解水処理による分離線虫数が有

意に多かった。また、生存線虫数も全工程で強酸性電

解水処理による分離線虫数が有意に多かった。

２ 希釈した強酸性電解水によるイネシンガレセンチ

ュウ検出とその有効性

表１ 蒸留水と強酸性電解水を前処理、浸種および催芽時に用いた時に液中に泳出した線虫数

 前処理時 浸種時 催芽時 
処理液 

全線虫数 2) 生存線虫数 
 

全線虫数 生存線虫数 
 

全線虫数 生存線虫数 

蒸留水 9.8±1.0 a4)  5.2±0.6 a   28.0±3.2 a  3.0±0.9 a   48.0±10.1 a 5.4±0.6 a 

電解水 1) 10.8±3.3 a  3.4±2.2 a   91.2±12.4 b  72.8±11.2 b   293.8±23.9 b 176.4±28.1 b 
1) 強酸性電解水。 
2) 生存線虫数+死亡線虫数。 

3) 15g 当たりの検出線虫数、 ５反復の平均値±S.E.、 Student の t 検定において異符号間は 5%水準で有意差あり。 
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表２ 蒸留水と強酸性電解水を前処理、浸種及び催芽時に用いた後のイネ籾からベルマン法で分離された線虫数
 前処理後 浸種後 催芽後 

処理液 
全線虫数 2) 生存線虫数 

 
全線虫数 生存線虫数 

 
全線虫数 生存線虫数 

蒸留水 92.2±25.5 a4) 13.6±3.9 a  55.8±22.0 a 5.2±1.8 a  19.8±3.3 a 1.4±0.7 a 

電解水 1) 249.0±39.8 b 127.4±32.9 b  206.8±42.8 b 103.8±33.8 b  45.8±7.4 b 11.8±2.7 b 
1) 強酸性電解水。 

2) 生存線虫数+死亡線虫数。 
3) 15g 当たりの検出線虫数、 ５反復の平均値±S.E.、 Student の t 検定において異符号間は 5%水準で有意差あり。 

(1) 乾燥籾と24時間水浸漬籾における水道水と20%強

酸性電解水による線虫検出

乾燥籾と24時間水浸漬籾における水道水と20%強酸性

電解水による検出線虫数を表３に示した。乾燥籾の全

検出線虫数は、水道水が約100頭であったのに対して20%

強酸性電解水は200頭を超え、約2倍の差があった。生

存線虫数についても同様に20%強酸性電解水の方が水道

水よりも2倍程度検出数が多く、有意差が認められた。

24時間水に浸漬した籾では乾燥籾を用いた時より検出

線虫数が少なくなったが、乾燥籾と同様に検出線虫数

は水道水よりも20%強酸性電解水の方が有意に多かった。

(2) 乾燥籾を水道水処理後、水道水および20%強酸性

電解水により再処理した場合の線虫検出

乾燥籾を水道水処理後、水道水および20%強酸性電解

。水により再処理した場合の検出線虫数を表４に示した

乾燥籾を水道水で処理（処理1）後、再び水道水ある

いは20%強酸性電解水で処理（処理2）すると、20%強

酸性電解水で検出される線虫数が有意に多かった。ま

た、処理1と処理2の検出線虫数を合計した全検出線虫

数に対する処理2で検出された線虫数の割合は、処理2

で水道水より20%強酸性電解水を用いた場合の方が有意

に高かった。

３ pHと有効塩素濃度を調整した媒体によるイネシン

ガレセンチュウの検出

媒体としてpHを3.5（有効塩素濃度は1ppm以下）に調

整した液、有効塩素濃度9～10ppm（pHは7.1～7.2）に

調整した液、pHを3.5、有効塩素濃度を9～10ppmに調整

した液を用いた時の検出線虫数と、合わせて「2」で得

られた水道水および20%強酸性電解水を媒体として用い

。 、 、た時の検出線虫数を表５に示した pH 有効塩素濃度

およびpH・有効塩素濃度を調整した液を媒体とした場

合、各処理間で線虫検出数に有意差は認められず、い

ずれの処理区も水道水より多く、20%強酸性電解水より

少なかった。20%強酸性電解水を媒体とした液は、水道

水を含めたすべての液の中で全検出線虫数、生存線虫

表３ 乾燥籾と24時間水浸漬籾における水道水と20%強酸性電解水による検出線虫数

表４ 乾燥籾を水道水処理後、水道水および20%強酸性電解解水により再処理した場合の検出線虫数

 乾燥籾  24 時間水浸漬籾 
処理液 

全線虫数 2) 生存線虫数  全線虫数 生存線虫数 

水道水 98.7±8.7 a3)  60.9±5.1 a  83.6±8.2 a 46.2±4.4 a 

20%電解水 1) 213.8±17.0 b 139.6±7.3 b 
 

132.1±7.6 b 88.1±4.1 b 
1) 20％強酸性電解水。 
2) 生存線虫数+死亡線虫数。 

3) 25℃15 時間後の 50 粒当たりの検出線虫数、 50 粒５ビーカーを１組とし６反復の平均値±S.E.、  
Student の t 検定において異符号間は 5%水準で有意差あり。 

 処理１2)  処理２5)  処理液 

処理１-処理２ 全線虫数 3) 生存線虫数  全線虫数 生存線虫数  
処理２の検出率(%)6) 

水道水-水道水 89.4±13.1 a4)  56.7±8.8 a  9.7±0.8 a 3.6±0.2 a   8.8±0.4 a 

水道水-20%電解水 1) 108.0±10.8 a  65.0±5.9 a  23.5±1.7 b 10.9±1.1 b  18.5±1.0 b 
1) 20％強酸性電解水。 
2) 25℃15 時間後の検出線虫数。 

3) 生存線虫数+死亡線虫数。 
4) 50 粒当たりの検出線虫数、 50 粒５ビーカーを１組とし、３反復の平均値±S.E.、  Student の t 検定において異符号間は 5%水準で有意 

差あり。 

5) 25℃20 時間後の検出線虫数。 
6) 全検出線虫数（処理１の全虫数+処理２の全虫数）に対する処理２の全虫数の割合、50 粒１ビーカー単位で算出。 
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 検出線虫数 
処理液 ｐH 

有効塩
素濃度 

ppm 全線虫数 4) 生存線虫数 

水道水 7.1-7.2 <1.0  98.7±8.7 a5) 90.9±5.1 a 

20％電解水 1) 3.5 9-11  213.8±17.0 b 139.6±7.3 b 

ｐH 調整 2) 3.5 <1.0  129.4±11.2 ac 87.2±7.8 c 

塩素濃度調整 3) 7.1-7.2 9-10  142.7±19.6 c 83.6±11.6 ac 

ｐH・塩素濃度調整 3) 3.5 9-10  146.8±13.6 c 88.6±8.1 c 

1) 20％強酸性電解水。 

2) 1mol/L 塩酸で調整。 
3) 一級次亜塩素酸ナトリウム溶液と 1mol/L 塩酸で調整。 
4) 生存線虫数+死亡線虫数。 

5) 25℃15 時間後の 50 粒当たりの検出線虫数、 50 粒５ビーカーを１組とし、６反復の平均値±S.E.、  
Student の t 検定において異符号間は 5%水準で有意差あり。 

表５ 水道水および20%強酸性電解解水とpH及び塩素濃度を調整した媒体による検出線虫数

数ともに最も多く、有意差が認められた。

考 察

強酸性電解水は殺菌力を有し、残留性が少なく安全

性が高いことから、医療や食品分野とともに農業分野

においても農作物の病害防除対策として期待されてい

る。イネについては種子伝染性の病害に対して有効で

あることが示されているが、同じく種子伝染するイネ

シンガレセンチュウに対する強酸性電解水の影響は調

査されていなかった。そこで、籾中のイネシンガレセ

ンチュウに対する影響を見るために、籾を強酸性電解

水に浸漬した場合の液中への泳出数とベルマン法によ

る線虫の分離数を調べた。前処理（15℃、1日 、浸種）

（15℃、4日 、催芽（32℃、1日）の3工程のいずれか）

に強酸性電解水を1回処理したところ、浸種時と催芽時

の強酸性電解水処理において液中に泳出するイネシン

ガレセンチュウが蒸留水処理より有意に多く、催芽時

では蒸留水処理に比較して約6倍の線虫数が確認され

た。さらに、各処理後のイネ籾をベルマン法で分離し

たところ、いずれの強酸性電解水処理においても蒸留

水処理に比較して多くのイネシンガレセンチュウが検

出された。特に15℃でわずか1日の強酸性電解水処理を

行う前処理時の処理において、最も多くのイネシンガ

。 、レセンチュウが検出されたことは注目に値する 通常

籾を水（蒸留水）に浸漬するだけでは、内頴と外頴の

内側で休眠しているイネシンガレセンチュウまで十分

に水が浸透せず、イネシンガレセンチュウはわずかし

か泳出しない。ベルマン法では、籾すり器などを用い

て内頴と外頴を分離した後に浸漬するが、それでも水

（蒸留水）だけでは覚醒できない線虫は多いと考えら

れる。強酸性電解水はイネ籾中で乾燥・休眠状態にあ

るイネシンガレセンチュウを覚醒させ、活動性を高め

るように機能すると推察される。

従来からベルマン法がイネ籾からイネシンガレセン

。チュウを検出する一般的な手法として用いられている

ベルマン法は簡便で土壌中の線虫の分離にも広く利用

されているが、分離率が低く分離虫数の振れもやや大

きい 。また、短時間で効率良くイネシンガレセンチ
8)

ュウを分離する手法としてHoshino and Togashi は9)

大量抽出法を考案しているが、いずれも媒体として水

（蒸留水あるいは水道水）を用いている。前処理、浸

種及び催芽時の強酸性電解水処理の試験結果からイネ

シンガレセンチュウの検出媒体として強酸性電解水の

有効性が示唆されたので、次試験では効率的なイネシ

ンガレセンチュウの汚染診断法を開発するために、強

酸性電解水を媒体として用いた検出を行った。分離法

はHoshino and Togashi に準拠したが、酸による腐9)

食を防ぐために籾受け部はステンレス線のネットでは

なく塩ビパイプの底面にポリエステル布を張り付けた

容器を用いた。本分離法では休眠状態にある線虫の覚

醒を促すためにイネ籾を縦に切断するが、その状態で

強酸性電解水を処理すると線虫がダメージを受け検出

、 。数が減少するので 水道水で20%に希釈した液を用いた

結果から明らかなように、20%強酸性電解水を用いるこ

とによって検出できる線虫個体数は乾燥籾で2倍以上に

なり、生存している線虫数の割合も水道水処理に比較

して若干高いことから20%強酸性電解水による線虫への

ダメージはないと考えられる。また、24時間水に浸漬

した籾では、水道水と20%強酸性電解水の両処理ともに

検出される線虫数は減少するが、乾燥籾と同様に20%強

酸性電解水の方が線虫の検出数が有意に多かった。さ

らに、水道水処理後の籾を水道水および20%強酸性電解

水で再処理したところ、20%強酸性電解水再処理におい

て有意に検出個体数が多かったことから、水道水処理

では検出できない線虫が20%強酸性電解水を用いること

によって検出できることが確認された。

強酸性電解水の化学的な特徴は緒言で述べたように

pHが2～3で次亜塩素酸を含むことである。もし、単にpH

を下げれば、あるいは次亜塩素酸を添加すれば、また
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はpHと有効塩素濃度を操作することによってイネシン

ガレセンチュウの検出数が増加するのかを確かめるた

めにpHと有効塩素濃度を調整した媒体を用いた検出試

験を行った。pHを20%強酸性電解水と同じ3.5に調整し

た液や有効塩素濃度を10ppm程度に調整した液を処理液

として用いた時、線虫の検出数はやや増加する傾向が

認められ、pHと有効塩素濃度をともに調整した処理液

では、生存している線虫数と死亡した線虫を含めた全

。検出線虫数において有意に水道水処理液より多かった

しかし、20%強酸性電解水を用いた場合は、pHや有効塩

素濃度を人為的に調整した液に比較して遙かに検出さ

れる線虫数が多かった。単に低pHや次亜塩素酸の影響

だけではなく、強酸性電解水が有する他の要因との相

乗効果が線虫の検出に寄与していると考えられる。

以上から、強酸性電解水を媒体とすることによって

イネシンガレセンチュウを効率的に検出できることが

明らかになった。イネシンガレセンチュウ寄生密度の

低いほ場で線虫による汚染度を正確に把握するために

は、できるだけ確実に線虫を検出する必要があること

から、特に強酸性電解水は有効である。検出可能な線

虫数が多ければ、本試験で示したような小型の分離装

置で対応できる。また、強酸性電解水は雑菌の繁殖を

抑制するので、20%強酸性電解水を用いた場合でも液の

濁りが少なく、顕微鏡下で線虫を確認しやすくなるメ

リットがある。今後、強酸性電解水はベルマン法など

他の分離法やイネシンガレセンチュウ以外の線虫検出

にも応用できる可能性があると思われる。

病原菌の増殖抑制や殺菌以外の強酸性電解水の利用

は、おそらく本報告が初めてである。強酸性電解水は

安全で、製造装置さえあれば容易にかつ安価に作出で

きる。さらに多くの分野で利用されることを期待する

とともに、本報告がその端緒となれば幸いである。

研究を実施するに当たり、電解水生成装置「ROX-謝辞：

20TQ-U」を貸与いただいたホシザキ電機株式会社に深

く謝意を表する。
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