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 野菜などに発生する病害が種子伝染する場合、汚染種子はこれまでは発生が無かった

地域に新たな病害の発生をもたらす。また、従来から発生していた病害であってもレー

スなどの新たな病原性分化型が種子を介して侵入し、作付けされていた抵抗性品種が罹

病化することも考えられる。一方、近年、国際的な種子流通量が増加しており、国内生

産向けの野菜種子の多くが海外で生産されて輸入されている。このため、汚染種子によ

って国内未発生の新病害あるいはレースなどの病原性分化型が、我が国に侵入する危険

性も増大している。さらに、セル苗育苗などの集約的な育苗方法の普及などにより、種

子伝染性病害の重要性が増している。種子伝染性病害の場合、汚染種子によって病気を

圃場に持ち込まないことは、それ以降の防除が不必要になり、種子消毒は最も効率的な

防除手段となる。 
ここでは、野菜における種子伝染性病害についてその概略と最近、話題となっている

病害について紹介する。 
 
１． 種子伝染病の種類 

 大畑ら（1999）、Maude
ら（1996）、Agarwal ら

（1997）等の成書で示さ

れているように、野菜に

発生する病害の多くが種

子伝染することが報告さ

れている。野菜病害にお

ける種子伝染性病害を表

１～３に示した。これを

見るとほとんどの重要病

害が種子伝染することが

わかる。 
種子伝染と言っても種

子における病原体の存在

位置やその他の伝染方法

等によって個々の病害に

おける種子伝染の重要性

が異なってくる。例えば、

種皮表面に土壌粒子など



と共に付着する程度の病

害では、種子伝染は、そ

の伝染環において大きな

意味を持たない。また、

Fusarium 属菌によって

発生するナス科野菜の萎

凋病、ウリ科野菜つる割

病等の土壌伝染性病害で

は、圃場に定着した後は

土壌伝染の重要性が増す。

一方、種皮組織、あるい

は種皮内部の組織に病原

体が存在するような病害

で、他の伝染方法のウエ

イトが低いような病害で

は種子伝染の重要性が最

も高くなる。 
 育苗方法などの栽培方

法も種子伝染の重要性を

決定する重要な因子とな

る。かつて、イネの箱育

苗が普及したときにそれ

までの潜在的な病害が顕

在化したり、定植後に主

に発生する病害として認

知されていた病害が種子

伝染病として重要視され

た。このように栽培技術

の変遷に伴って種子伝染

性病害の種類や重要性も

変化するものと考えられ

る。 
 
２． 野菜における種子伝染性病害の特徴 

(1) 海外生産種子の輸入 
現在、正確な数値は明らかにではないが、国内に流通している野菜種子において海外



で採種された種子は少なくなく、採種を国内で行っているイネとは異なる。気象条件等

の栽培条件や生産コストの面で有利であるために国外に採種地を求める傾向が強くなっ

ているもとと考えられる。しかし、冒頭で述べたように国外から種子を輸入することは、

海外から国内未発生の病害や病原性分化型の日本への侵入門戸を開いていることになり、

輸入にあたっては、種子伝染性病害の侵入を防ぐ努力が種苗会社に求められる。 
わが国では、侵入した場合に甚大が被害の発生が予想される病害を植物防疫法施行規

則により「輸出国で栽培地検査を要する植物及び検疫有害動植物」または「輸入禁止植

物及び検疫有害動植物」に指定して国内への侵入を警戒している。野菜関係では、「輸出

国で栽培地検査を要する植物及び検疫有害動植物」としてエンドウ萎凋病菌（Fusarium 
oxysporum f. sp. pisi）、インゲンマメ萎凋細菌病菌（Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens）、スイカ果実汚斑細菌病菌（Acidovorax avenae subsp. citrulli）、ソラ

マメに発生する Broad bean stain virus と Broad bean true mosaic virus が指定されて

いる。 
国内に種子伝染性病害の侵入を防ぐには、種子消毒技術の確立と種子からの種子伝染

性病原体の検出技術の開

発及び開発技術の関係機

関への普及が重要である。

現在、種子伝染性病原体

の検出技術について各国

で開発が進められている

が、組織的には ISHI（国

際健全種子推進機構）に

おいて国際的な検査基準

の策定が行われている。

ISHI において策定が進

められている病害を表 4 に示した。 
 

(2) 育苗技術と種子伝染性病害 
わが国では、葉菜類を中心としてセル育苗などの高密度で集約的な育苗法が普及して

いる。最近では、果菜類でもセル育苗が行われるようになった。作物によっては、それ

までの地床育苗と比較して育苗時における土壌伝染病の発生が回避され、全体としての

病害発生も減少することが考えられる。しかし、このような高密度で集約的な育苗にお

いて、種子伝染性病害は第二次伝染の促進などによって発生が促進される可能性が考え

られる。例えば、キャベツではこれまでは重要視されていなかった病害が育苗期に大き

な被害を及ぼすことが明らかにされている。そのため、今後、セル育苗などの集約的育

苗における種子伝染性病害の発生動向に注意する必要がある。 



日本では、果菜類を中心として生育特性の改善と土壌病害防除を目的として接木栽培

が行われている。方法にもよるが、接木ではナイフなどによる苗の切断と接木後に一定

期間の保湿過程があるため、汁液と共に伝染する病害では、接木によって広範囲に第二

次伝染すると共に一部の病害では発病も促進されることになる。そのため、細菌病等の

汁液などで伝染可能な種子伝染性病害の場合、わずかな汚染種子率でも接木を経ること

によって汚染苗の割合が大きくなる危険性がある。 
以上の理由から、わが国では種子伝染性病害の重要性が高いものと考えられる。 

 
３． 種子伝染病の防除法 

 種子伝染病の場合、採種圃場における防除と無発病圃場からの採種、種子消毒が最も

重要な防除手段であることは言うまでもない。野菜の場合、わが国ではほとんどの種子

が種苗会社から供給されている。そのため、採種栽培から種子消毒までの過程は種苗会

社の責任において実施されるべきものと考えられる。特に採種用栽培から採種後の調整

までの過程は、一般の生産農家では関与できない過程であるので、ここではわが国でで

主に用いられている種子消毒法と生産農家における留意事項について説明する。 
 
(1) 温湯浸漬法 
 種子組織と病原体との耐熱性の違いを利用した方法であり、一般的には、50～60℃に

設定した温湯に 10～30 分間の比較的短時間浸漬して処理する。変法として次亜塩素酸

溶液等の薬液を併用した方法も報告されている。温湯浸漬法では処理温度と処理時間は、

発芽率の低下や奇形の発生などの発芽障害の出現率と消毒効果に大きく影響するので

個々の野菜種と病原体との組み合わせにおいて厳密に設定するする必要がある。本法は

小規模であれば一般の農家でも適用できるが、条件によっては発芽障害が発生しやすい

ので設定温度と処理時間を厳密に守らなければならない。 
 
(2) 乾熱消毒法 
 温湯浸漬法と同様に種子組織と病原体間の耐熱性の違いを利用した方法であり、一般

的には乾燥種子を 70～80℃で１～数日間処理する。本法では、種皮表面だけでなく、胚

や胚乳などの種皮内部に存在する病原体をも不活化することができる。処理に先立って

40℃程度で 1～数日間予備乾燥を行い、乾熱処理による発芽障害を軽減する措置も併用

される。本法は、装置の大きさによっては大量に処理することが可能だが、特殊な装置

あるいは施設を必要とするので農家段階での実施は困難である。ウリ科野菜のつる割病、

緑斑モザイク病等の病害では、種苗会社で処理している事例もある。乾熱消毒後の種子

では種子の種類や新旧によっては貯蔵性が低下する事例も報告されており、注意が必要

である。 
 



(3) 殺菌剤による消毒法 
 野菜における防除薬剤を使用した種子消毒では、薬剤液への浸漬処理、粉衣処理、ペ

レット処理、皮膜処理などの処理法が知られている。種子消毒に用いる薬剤として、イ

ネでは種々の病害に対して多くの薬剤が種子消毒剤として登録されているが、野菜病害

ではチウラム・ベノミル剤、チウラム・チオファネートメチル剤、チウラム剤、キャプ

タン剤、イプロジオン剤、イミノクタジンアルベンシル酸塩剤等が一部の種子伝染性病

害に対して登録されているに過ぎない。特に、細菌病の防除を目的とした種子消毒剤は

全く登録されていないのが現状である。重要な野菜の種子伝染性病害に対して種苗会社

で殺菌剤処理を行った種子が販売されていることが多い。これとは別に、無処理種子に

ついて個別に殺菌剤による種子消毒を行う場合、薬剤液への浸漬処理または粉衣処理を

行うことになるが、薬剤の選択には「農薬適用一覧表」を参照されたい。 
 
(4) 青果物生産時の留意事項 
 上述したように一般の青果物を生産する農家では、種子消毒を実施することは事実上、

困難であると考えられる。そこで、種子伝染病にによる被害拡大を防止する目的で育苗

時には施設などの衛生を徹底すると共にには下記のことに留意する。 
① 種子の管理と播種 

使用する種子について種子消毒の有無とロット番号などを確認すると共に記録

しておく。種子消毒がなされていないもので実施が可能な場合は、可能な方法

で種子消毒を行う。この場合、消毒処理による発芽障害の発生には十分に注意

する。 
② 育苗時の管理 

条播などの場合は、過度の厚播きは避ける。種子は種子袋毎、ロット毎に播種

し、以後、別々に管理するようにする。また、広範囲な第二次伝染を防止する

ため、一定数量を管理単位として管理単位間は一定の間隔を開け、管理単位毎

に育苗管理を行う。育苗期間全体を通して発病を有無を観察し、発病が認めら

れた場合は、発病株とその周辺の株を除去して薬剤防除を行う。 
③ 接木時の注意事項 

接木は、最も第二次伝染を誘発しやすいと考えられ、細菌病、ウイルス病など、

汁液で伝染する病害では特に注意する。そのため、接木は管理単位毎に行い、

一定数量毎あるいは１つの管理単位毎に使用する刃物等の道具や手を消毒する。

接木後の活着を良くするために保湿する場合は、可能な限り保湿期間を短くし

て保湿後の発病に注意する。 
 

４． 最近話題となったあるいは発生の多い種子伝染病 

(1) スイカ果実汚斑細菌病 



本病は、1989～1995 年にかけてアメリカで発生して甚大な被害をもたらした。本病

がわが国に侵入して蔓延した場合、スイカなどのウリ科野菜で甚大な被害となることが

予想されることから、種子などの輸入に際して「輸出国に栽培地検査を要求する有害動

植物」に指定して侵入を警戒していた。しかし、1998 年に山形県ではじめて発生が確

認され、その後、1999 年、2001 年に長野、鳥取、徳島県で発生した。これらの発生は、

国内産のスイカ種子が汚染していたためと考えられる。その後、2004 年には長野県で

トウガン台木スイカに、2005 年には長野県でトウガン台木スイカに、北海道と茨城県

ではメロンに発生した。トウガン台木スイカでは台木であるトウガンの種子が原因であ

ることが明らかにされた。また、北海道の発生ではタイ産の台木用メロン種子が、茨城

県の発生ではタイ産のメロン種子（自根）が病原細菌に汚染していたために発病したこ

とが明らかとなった。スイカの場合、わが国では育苗期に発病が多く、50%以上の苗に

本病が発生した事例も少なくな

い。これは、スイカではそのほと

んどが接木栽培されており、接木

とその後の活着促進を目的とし

た保湿が第二次伝染と発病を促

進しているためと考えられる。 
本病の防除では、主たる伝染

経路が種子であるため、健全種子

の使用が本病の防除では最も重

要な方法である。これは、2001
年までのスイカでの発生事例で

は発病圃場の翌年における発生

はなく、発病後に発病残渣を圃場

外に持ち出して適切に処理する

ことにより、同一圃場での翌年の

発生を回避できる可能性が示さ

れているからでもある。しかし、

病原細菌が被害残渣と共に土壌

中で越冬する可能性もあるので、他の病害と同様に発生圃場での連作を避けるようにし

たい。野菜茶業研究所ではスイカ果実汚斑細菌病防除マニュアルを作成して配布及び

Web 上で公開している（http://vegetea.naro.affrc.go.jp/joho/manual/suika.pdf）。この

防除マニュアルから果実生産農家における本病の防除の要点を図１に抜粋した。他の病

害と同様にそれぞれの栽培段階で、重要なポイントを押さえながら予防・防除にあたる

ことが重要である。 
 



(2) エンドウ萎凋病 
 本病はアメリカで発生が確認され、スイカ果実汚斑細菌病と同様に「輸出国に栽培地検

査を要求する有害動植物」に指定され、わが国への侵入を警戒していた。しかし、平成

2002 年に愛知県、2003 年に静岡県で相次いで発生が確認されている。本病の病原菌に

は現在までに 11 のレースが存在することが報告されているが、重要であるとされるの

は被害が激しいレース 1、2、5、6 である。土壌中で容易に生残して土壌を介して伝染

すると共に防除が困難であることから、感受性品種の連作によって被害が拡大して甚大

な被害となる可能性がある。また、一端、種子を介して生産地に持ち込まれた場合、撲

滅が根案であり、他地域への被害の拡大が危惧されている。 
 本病の防除は、健全種子を用いるのが予防策として重要である。一端、発生した場合、

発生圃場では他作物との輪作や土壌消毒など他の土壌病害に準じた防除対策が考えられ

る。防除薬剤としてカーバムナトリウム塩液剤とクロルピクリンくん蒸剤が登録されて

いる。また、抵抗性品種を栽培するのが最も経済的な防除法であるが、現在までのとこ

ろ、日本で発生したレースについては明らかにされていない。 
 
(3) トマトかいよう病 

本病は、1950 年代頃から北海道などで発生が確認され、その後、全国で発生が認め

られるようになった。一時期、発生は減少していたが、最近再び日本各地で発生してい

る。特に、これまで全く発生が見られていなかった養液栽培トマトで発生する事例もあ

り、種子伝染が主原因であると考えられる場合も多い。一般的に知られている病徴は、

葉と葉柄などに出現するかいよう症状、萎凋症状と維管束部の褐変、髄部の崩壊、果実

上の鳥目状白斑であるが、露地栽培トマトでは、小葉の葉縁壊死による下葉からの枯れ

上がりも観察される。 
本病は典型的な種子伝染病として古くから知られており、種子伝染様式や種子消毒

法、種子からの病原体の検出法についての研究蓄積も多い。種子消毒法として酸処理、

塩酸処理と 66℃の乾熱処理の組み合わせ処理、乾熱処理（80℃で 48 時間、85℃で 24
時間）、温湯処理（55～56℃で 25～30 分）、次亜塩素酸ナトリウムあるいは次亜塩素酸

カリウムと温湯処理の組み合わせ処理が報告されている。また、種子伝染の他、残渣と

共に土壌中で生残することも報告されている。 
本病の発生予防には、健全種子を用いるのが最も重要である。種子が消毒されてい

ない場合、発芽障害の発生に注意を払いながら種子消毒を行うことも必要かもしれない。

また、ウリ科野菜の果実汚斑細菌病の同様に育苗時に頭上潅水によって第二次伝染する

ことも報告されているので、育苗時に潅水や接木を行う際は第二次伝染を最小限にする

ように注意する。摘芽、摘心、摘果など、刃物を使って植物体に直接付傷する作業を行

う際には、一定の本数毎に刃物などの道具や手を消毒するなど定植後の第二次伝染防止

に努めることも重要である。 



５．最後に 

上述したように、わが国の野菜種子の生産と供給はほとんどが種苗会社によって行わ

れている。そのため、野菜種子における種子伝染性病害は、重要な種子品質の一つであ

り、種苗会社が責任をもって対応すべきものと考えられる。そのため育苗開始以降を除

いて、都道府県の普及指導機関、農家の段階で実施すべき対策は無いと思える。しかし、

ある種子伝染性病害が大発生して甚大な被害があった地域において、普及指導機関、農

業協同組合、育苗業者と栽培農家が一帯となって種子消毒、圃場衛生、耕種的防除など

の防除に取り組んだ結果、翌年には翌年にはほとんど発生が見られなくなったとの事例

も聞いている。そのため、種子伝染性病害が広範囲に発生した場合、関係する機関など

が一帯となって防除対策に取り組むことが必要と考える。 
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