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はじめに 

 害虫防除のための天敵利用には長い歴史があり、IPMにおいては当初から基幹的防除手

段として位置づけられてきた。しかし、日本において天敵利用研究が実際に盛んになっ

たのは1990年代からであり、その背景には防除の省力性・軽作業性・安全性に対する農

家の要請と農産物の安全性に対する消費者の関心の高まりがあった。天敵活用を核とす

るIPM技術開発では多くの研究者･技術者の努力で数々の成果が生み出され、将来は天敵

活用が一層重要になると見込まれている。IPMに比べて使用可能な防除手段が著しく制約

される有機農業では天敵利用技術への期待は一層高まっている。しかし、意識的に活用

されている天敵の種数はまだわずかであり、利用面積も極めて限られている。成功例が

ある一方で失敗例も多く、とりわけ露地作物での利用は進んでいない。ある場所で成功

したからといって同じ技術が別の場所でもうまく機能するとは限らないのが天敵の利用

である。安定した防除効果を発揮する天敵活用技術を開発するためにも、農業現場で実

際に利用する場面においても、害虫の発生を支配する農生態系に関する多くの知識が必

要となる。ここでは天敵を活用する現地適正技術の開発においてとくに重要になる点に

焦点をあてて基礎知識を解説し、それに関連づけて現在開発中の技術を含めて天敵利用

技術の具体例を紹介したい。なお、IPMと天敵利用に関する一般的知識についてはすでに

多くの出版物がある（Morse & Buhler, 1997; 中筋，1997；鈴木，2000；矢野，2003 な

ど）のでそれを合わせ参考にしていただきたい。 

 

１．天敵の評価法 

 天敵の利用法は一般に、天敵導入の永続的利用をはかる伝統的生物的防除、大量増殖

虫を用いる放飼増強法、土着天敵の保護増強法の３つに大別される。天敵の働きを高め

る保護増強法は土着天敵ばかりでなく他の利用法においても重要である。伝統的生物的

防除は果樹害虫対策では将来も成功事例が期待されるが、FAOによる天敵導入の国際規約

制定の動きが本格化して以来、その利用には厳しい制約がついている（広瀬、2003）。そ

こで、ここでは汎用性が高く実際の生物的防除の主体をなしている放飼増強法と保護増

強法に的をしぼりたい。 

 対象害虫の密度を十分に抑制できる可能性のある天敵の候補をどう選択するか、すな

わち天敵の潜在的な害虫制御能力をどうやって事前に評価するか、が天敵利用の 初の

課題となる。かって天敵の能力を評価する基準として用いられてきたのは安定な平衡状

態における害虫密度であった。理論や実験の対象とされていたのは伝統的生物的防除で

成功例が多かった種特異性の高い寄生蜂と害虫のシステムであり、寄主を発見する能力



が高いほど害虫密度を低く抑えられることが示された（Hassell, 1980）。実際に、寄主

特異性が高い寄生蜂を用いた伝統的生物的防除の成功例では、天敵導入前に比べて害虫

密度が1/5000 程度に低下して安定した状態に落ち着いている（DeBack & Rosen, 1991）。

しかし、この状態に達するまでには長期間を要しており、栽培期間が短い一年生作物に

用いる天敵の評価基準には使えない。それに、そもそも一年生作物では 1 作期の間に天

敵―害虫系が安定した平衡状態に達することはない。近年になって、一年生作物の施設

栽培を前提として新たな天敵の評価基準が Sabilis & Rijin (1997) や Urano et 

al.(2003)によって考案された。彼らは、天敵が害虫の 高密度を許容水準以下に抑制で

きるか否かを評価基準に導入した。続いて、比較的単純な仮定をおいて天敵―害虫系の

数理モデルを構築し、この基準をクリアーできる条件を害虫と天敵の潜在的増殖能力、

および天敵の捕食能力の関数として示した。図１はその考え方の骨子を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．害虫と天敵の典型的な密度変動パターン 

 

 

害虫の 高密度を許容水準以下にするためには、害虫密度が増加から減少に転ずる時

点における害虫密度を許容水準以下で抑えればいい。この時点では天敵による捕食量が

害虫の増殖数と等しくなる。害虫密度を彼らはさらにモデルの解析を通して放飼増強法

における天敵の放飼時期、放飼量、放飼回数についても示唆を与えた。これらの理論的

予測の妥当性は実際の天敵利用において実証され、天敵の事前評価と放飼法決定に活用

されるようになっている。彼らの解析モデルや Yano (1989a,b)のシミュレーションモデ

ルなどから導かれたおもな帰結を以下に要約する： 

１）害虫の増殖率は害虫と天敵の密度比に依存する。 

２）害虫より天敵の方が高い増殖能力を有するならば、均質な環境下では害虫は必ず絶
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滅する。 

３）天敵1頭あたりの捕食能力が高いほど害虫絶滅までの時間は短縮する。 

４）害虫に対する天敵の初期密度が高いほど害虫の 高密度は低下する。したがって、

害虫が存在する限りは天敵の放飼時期が早いほど害虫密度の抑制効果は高く、害虫の初

期密度が高いほどより多くの天敵放飼が必要となる。 

５）天敵の放飼数が一定なら、分割放飼の方が効果は安定する。 

６）天敵の放飼数が一定値を超えると、害虫密度の抑制効果は放飼数によらず一定とな

る。 

７）代用餌、代用寄主の供給は天敵の効果を安定させる。 

 以上は、生物的防除に活用する天敵種の選択や放飼法を決定する上で、ベースとなる

知識となり、新たに導入された評価基準は候補となる天敵が害虫密度を制御する潜在能

力があるかどうかを評価する上で有益である。ただし、モデルの前提条件がそのまま満

たされる場はほとんどないので、天敵の潜在能力を実現するためには様々な工夫が必要

となる。たとえば、施設野菜では従来に比べて栽培期間が長期化しており、効果の高い

天敵を用いると害虫と天敵がともに著しい低密度になり天敵が絶滅してしまい、その後

の害虫密度の急増を招くことがある。このようなケースでは断続的な天敵放飼、天敵の

供給源となるバンカー植物の利用、広食性天敵の利用などの対応策をコスト面を考慮し

て検討されることになる。 

 

２．天敵の効果を不安定化させる要因 

 実際の生物的防除では様々な要因によって期待された害虫密度の制御を実現できない

ことが少なくない。天敵の生活環の成立を満たす条件が揃っていても、場所が違えば、

あるいは同一場所でも年によって防除効果が安定しない原因は、害虫の潜在的増殖率、

天敵の潜在的増殖率、あるいは天敵 1 個体当たりの捕食量が条件によって変動するため

である。ここではとくに注意を要する３つの要因をとりあげたい。 

１）気象条件 

 とりわけ温度、ついで湿度の影響が大きいことが広く知られている。害虫と天敵の発

育･生殖の限界温度は異なるのが普通であり、天敵の捕食行動も温度の影響を強く受ける

（浦野ら，2003）。適温域を外れると天敵放飼の効果が低下するだけでなく、適温域内で

も必要な天敵放飼数は温度に依存することに注意したい。 

２）高次天敵 

 これまでに行われた理論的・実証的研究はいずれも、天敵を攻撃する高次天敵は天敵

の増殖率を低下させ、害虫密度の抑制にマイナスとなることを明らかにしており、天敵

導入にあたっては２次寄生蜂の混入防止のために細心の注意が払われてきた。アブラム

シ類の重要天敵であるアブラバチ類の働きが２次寄生蜂群によって妨げられることは広

く知られているが、捕食性天敵の働きが寄生蜂によって低下する事例は決して少なくな

い。害虫の天敵である一次寄生蜂と害虫に利する二次寄生蜂が区別されずにいることも



多いので、高次天敵対策は天敵の活用において盲点となりやすい。圃場に侵入する高次

天敵の種構成や個体数は周辺環境に依存する。 

 害虫と天敵をともに攻撃する随意的高次天敵（図２）は害虫密度の抑制にプラスに働

くケースとマイナスに働くケースがあることが明らかにされている（Kakehashi et al., 

1984）。より大型の捕食性天敵は小型の捕食性・寄生性天敵も攻撃する随意的高次天敵で

あることが多く、寄主範囲が広い外部寄生蜂や単寄生性寄生蜂も同様である。具体例に

ついて随意的高次天敵の評価が行われたことはほとんどないけれども、少なくとも小型

の有力天敵が存在する圃場において随意的高次天敵を増やすことは害虫防除上マイナス

となりうることに留意したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．害虫ー天敵ー高次天敵系の例 

 

 

３）施肥管理と栽培品種 

 多肥条件は一般に害虫の増殖率を高める。害虫の増殖率が上がるとそれ自体の効果に

加えて天敵：害虫の密度比が低下し天敵による死亡率が低下するので、天敵の効果を低

下させる。さらに施肥管理や栽培品種に依存して作物の形態が異なるので、天敵の移動

や害虫捕獲効率が大きな影響を受ける場合がある。 

 

３．天敵活用技術の具体例 

 すでに普及段階にある生物的防除、とくに天敵の放飼増強法については本研修でも別

途説明されるので、ここでは現在開発中の技術を中心にとりあげ、天敵利用の潜在的可

能性を紹介したい。 
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１）トビイロウンカに対するカタグロミドリカスミカメの利用 

 長距離移動性害虫は生物的防除が も困難であると考えられている。トビイロウンカ

はその代表であり、合成化学農薬が登場するはるか以前から日本をはじめとする東アジ

アで大発生を繰り返してきた。しかし、本種が熱帯アジアで害虫化したのは合成化学農

薬が使用されるようになってからである。トビイロウンカに対する抵抗性品種が育成さ

れ普及したのは本種が害虫化した後であった。トビイロウンカの害虫化には多肥栽培も

影響している可能性があるが、非選択的殺虫剤の多用が引き起こしたリサージェンスが

害虫化の主因であると分析されている（Suzuki, 2004）。見方を変えれば、化学農薬が使

われる以前の熱帯アジアでは天敵が安定的にトビイロウンカの発生を抑制していたこと

になる。そこで日本と熱帯アジアの天敵相を比較した結果、長距離移動性天敵であるカ

タグロミドリカスミカメの密度に顕著な差があることが明らかになった。ケージ実験で

この天敵の増殖率の高さと捕食能力を確認した上で本種の接種的放飼を野外で行った結

果、本種の活用が有効であることが示された（鈴木，1998；Matsumura et al., 2005）。 

 

２）水稲のウンカ類に対するクモ類の活用 

施設栽培に比べて露地栽培では天敵の活用技術の開発が遅れている。露地栽培の生態

系は開放系なので環境条件の制御がより困難であり、とりわけ水稲などの土地利用が作

物では防除に高いコストをかけられないという制約があるからであろう。このような制

約条件下で実現できる可能性が高い防除法は天敵の保護増強法である。日本の水田にお

けるウンカ・ヨコバイ類の重要天敵はキクヅキコモリグモなどのクモ類であることが知

られている（Kiritani, 1979）。また、日本における無農薬の不耕起栽培やインドネシア

における無農薬栽培では、クモ類の代替餌となるユスリカ類などの発生が多く、それが

クモ類の密度を増加させウンカ類の発生抑制に寄与することが報告されている（Settle 

et al., 1996）。しかし、代替餌の増加は両刃の剣である。餌総量の増加は天敵の密度を

増加させる一方で、対象害虫の捕食率が低下する可能性があるからである。シミュレー

ションモデルを用いた解析結果から、餌総量が著しく低い水田初期に代替餌を増やして

クモ類の密度を高め、ウンカ類が増加する時期には代替餌を減らし、密度の高まったク

モ類をウンカ類に振り向ける戦略が有効である可能性が示された（Suzuki et al., 2006）。

施肥・水管理によって代替餌の発生を調節し、クモ類によってウンカ類を防除する試み

が現在進められている（森本、未発表)。 

３）糖給餌と天敵誘引物質を併用したコナガの防除 

 天敵の保護増強法では、天敵の潜在的増殖率あるいは捕食能力の実現を妨げている要

因を取り除く対策をとる。開放系の栽培環境では、このほかに天敵の移入率を増加させ、

移出率を低下させる方策も重要となる。完全変態する天敵は一般に成虫期と幼虫期で食

性が異なるので、生活環を全うできる餌条件がより複雑になる。 

 重要天敵を数多く含むコマユバチ科の寄生蜂は、寄主体液摂取を行わず、花や甘露か

ら糖類を摂ってエネルギー源としている(光永,2005)。アブラナ科害虫のコナガを攻撃す



るコナガサムライコマユバチは、水だけを与えた場合に比べて糖を給餌すると寿命が約8

倍に、生涯産卵数は約10倍に増加することが明らかにされている(光永ら、2005)。一方、

コナガが加害されたアブラナ科植物はコナガサムライコマユバチを誘引する香りを放出

することが知られている。この香り成分と糖給餌装置を使ったコナガの防除技術が開発

され、その有効性が実証されている。 
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１．はじめに

食の安全・安心志向が高まる昨今、病害虫防除における合成農薬の使用量の削減は避けては通れない課

。 、 、 、 、題となっている とりわけ 施設栽培ではアブラムシ ハダニ アザミウマ等が多発しやすいことから

。 、 、農薬の多用が余儀なくされてきた しかし 薬剤抵抗性の発達や海外からの侵入害虫の増加の問題も生じ

生物農薬、フェロモン剤、物理的防除資材やこれらを合理的に組み合わせた総合的害虫管理( )技術のIPM
開発が強く求められている。こうした背景のもとで、近年、わが国においても天敵昆虫や天敵微生物等の

生物農薬が数多く登録され、イチゴ、ナス、ピーマンなどの施設野菜を中心としてその実用的な利用が始

まりつつある。しかし、作目や作型が多岐にわたる施設栽培において、品質、収量を損なわずに安定した

防除効果を得ることのできる防除体系を構築するには問題も多い。

ここでは、施設野菜の代表的な作目であるイチゴを例にとって、利用可能な生物農薬の開発状況、天敵

類を利用した 防除体系の概要と今後の課題について述べる。IPM

２．利用可能な生物資材

イチゴの重要害虫としてはハダニ類、ワタアブラムシ、ミカンキイロアザミウマ、ハスモンヨトウ、オ

オタバコガが挙げられる。これらの害虫に対して利用可能な天敵は、ハダニ類に対するチリカブリダニと

ワタアブラムシに対するコレマンアブラバチであり、既に一部の地域では実用的な利用が始まっている。

また、ハダニ類の新しい天敵としてミヤコカブリダニが 年に農薬登録され、その効果的な利用法が2003
検討されつつある。この他、ミカンキイロアザミウマに対しては天敵製剤としてククメリスカブリダニや

タイリクヒメハナカメムシ、微生物農薬として 剤が登録されている。Beauveria bassianazai

３．促成栽培イチゴにおける主要害虫の 体系IPM
チリカブリダニ等の生物資材を用いたイチゴ主要害虫の 体系の概要を第１図に示した。IPM
イチゴは定植時期や栽培終了の時期が地域によって異なるが、概ね、促成栽培に準じる作型で栽培され

る。また、栽培条件は育苗期と本圃の二つに大きく分けられる。さらに、本圃では定植後の約１か月間は

IPM露地条件で栽培され、その後、ビニールが被覆され、施設下での栽培に移る。そのため、イチゴの

は育苗期、定植後の露地栽培の時期、その後の施設栽培条件の時期に分けて組み立てる必要がある。

１）育苗期

育苗期には、ハダニ類、ハスモンヨトウ、コガネムシ類などが発生する。この時期にはこれらの害虫に

対して薬剤防除を徹底し、害虫の寄生していない苗を確保する。とりわけ、ハダニ類については、寄生し

、 。 、 、 。た苗を本圃に定植すると その後の天敵利用が難しくなる そのため 発生に注意して 防除を徹底する

２）定植時～露地栽培期

定植時にはネオニコチノイド系粒剤を植穴処理し、ワタアブラムシやオンシツコナジラミの発生を抑制



する。ビニール被覆期のマルチ設置直前にネオニコチノイド系の粒剤（モスピラン粒剤など）を株元処理

する方法は省力的であり、普及が期待されている。また、この方法では、翌年の３月までアブラムシの再

発生はほとんどない。

また、定植後の露地条件下では、ハダニ類とハスモンヨトウに対して薬剤防除を徹底し、ビニール被覆

後にこれらの害虫を持ち込まないようにする。

３）ビニール被覆期以降

ハダニ類に対しては、ビニール被覆直後にハダニ類の発生が認められない場合でも薬剤（殺ダニ剤）に

よる予防防除を実施し、発生源をほぼ完全に断ち、この時期を起点として天敵類や微生物資材を利用した

体系がスタートする。

①ハダニ類

チリカブリダニを利用した 体系IPM
殺ダニ剤の散布後、２週間から１か月後を目安に、ハダニ類の発生がないことを確認し、チリカブリダニ

を 月～ 月にスケージュール放飼を行う。最初のカブリダニ放飼時にハダニの発生が見られる場合に11 12
は、カブリダニに影響の少ない殺ダニ剤（ビフェナゼート剤、物理的殺虫剤など）を散布し、その後にカ

ブリダニの放飼を行う。その後は、ハダニ類の発生に留意し、１月～３月に１、２回の追加放飼を行う。

これにより栽培終了時まで高い効果が得られる（第２図 。福岡県においてはほぼこれに準じる方法で平）

成 年に 戸の農家（約 ）で、ハダニ類に対するチリカブリダニの利用が行われている（福岡15 580 115ha
県農業総合試験場・病害虫部 嶽本弘之氏私信 。）

６～８月 ９月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

育苗期 定植

ハダニ類 　  　　チリカブリダニ 　　チリ 　　　　チリ

ワタアブラムシ 　 　　　　　植穴処理 　　

ハスモンヨトウ 　 　　BT剤 　

　

うどんこ病 　
硫黄くん煙

灰色かび病 　
バチルス・ズブチリス

炭疽病 雨よけ育苗

萎黄病 育苗棚 太陽熱土壌消毒

ハダニ類に対するチリカブリダニはミヤコカブリダニに置き換えできる。

ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ

植穴処理 ： ネオニコチノイド系粒剤 　　　　： 薬剤防除       ：薬剤のスケジュール防除

 　 露地条件

　　　　　　　コレマンアブラバチ

　　 IGR剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ククメリスカ

　　　　　　　　　　　　タイリクヒメハナカメムシ

　第１図　暖地の促成栽培イチゴでの天敵類を利用したIPM体系

病害虫の種類

10月

ﾋﾞﾆｰﾙ被覆・マルチ 　　　　　　 加温（8-10℃）



ミヤコカブリダニを利用した 体系IPM
ミヤコカブリダニはハダニ類の有力な天敵で、わが国にも生息する土着性の天敵である。本種の発育期

間（卵から成虫まで）は、 ℃下においてカンザワハダニの卵を餌とした場合、 日で、チリカブリダ25 5.1
ニの発育期間（約５日）と大きな違いは見られない。カンザワハダニを餌とした場合の１雌当たり最大捕

食数（／日）は、卵で 個、幼虫で 頭、第２若虫で 頭である。雌成虫を餌とした場合の捕食14.6 16.6 9.0
数は最大で 頭（／日）と少ないが、試験中に産下された卵に対する捕食が認められる。これらの結果1.2
から、ハダニ類に対する捕食能力はチリカブリダニに比べるとやや劣ると考えられる。しかし、イチゴの

カンザワハダニに対する密度抑制効果について検討した結果、ハダニの抑制能力はチリカブリダニと大き

な違いは見られない（第３図 。）

ミヤコカブリダニとチリカブリダニを同時に放飼した場合に、種間で競合が起きるかどうかについて検

討した結果、ミヤコカブリダニとチリカブリダニを同時に放飼した場合のイチゴのナミハダニに対する抑

、 （ ）、制効果は ミヤコカブリダニまたはチリカブリダニをそれぞれ単独で放飼した場合と同等であり 第４図

イチゴ株上で両種の生息が認められたことから、これら２種のカブリダニを同時に放飼しても種間の競合

は起きないと考えられる。

また、ミヤコカブリダニを用いた体系について検討した結果、チリカブリダニと同等の効果が得られて

いる（第２図 。一方、ミヤコカブリダニはチリカブリダニに比べると餌不足の条件での生存力が高いと）

されており、チリカブリダニよりも使い易い天敵ではないかと考えられる。

ミヤコカブリダニはチリカブリダニに比較すると高温条件での発育や捕食能力が高いことが知られてお

り、高温期に適した天敵と考えられている。しかし、本種の低温条件下での天敵としての有効性について

は詳細な検討事例がない。そのため、秋期から春期の低温期に栽培されるイチゴにおける本種の有効性を

M： コロマイト水和剤　 B ： マイトコーネフロアブル E ：アファーム乳剤
A ： アーデント乳剤 AC ：モスピラン粒剤　　　　　　　F ： カスケード乳剤　
R ： マッチ乳剤　　　　　　 S ： スピノエース顆粒水和剤 P ： チェス水和剤
N ： ベストガード水溶剤
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第２図.　ミヤコカブリダニまたはチリカブリダニを利用し
たハウス栽培イチゴのハダニ防除
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明らかにするため、冬期の低温条件下でのハダニに対する密度抑制効果を検討した。その結果、ミヤコカ

ブリダニはイチゴのハダニ類に対して、最低温度を８～10℃とする栽培条件下においても有効である。た

だし、低温条件では密度を抑制するまでの期間が長くなるので、予防的な放飼を心がける必要がある。
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第３図　イチゴのカンザワハダニに対するミヤコカブリダニの放
飼効果　（2003.10.10放飼）
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また、ミヤコカブリダニはハダニ類の他、チャノホコリダニや花粉なども食べる広食性の天敵であるこ

とが知られている。そこで、この他の害虫に対する捕食の可能性について検討した結果、イチゴの重要害

虫であるミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマの１齢幼虫も捕食す

ることが明らかになった（第６図、第７図 。アザミウマ類に対する本種の捕食量は、アザミウマ類の生）

物農薬として実用化されているククメリスカブリダニとほぼ同等であり、本種はハダニ類の天敵としてだ

けでなく、アザミウマ類との同時防除にも利用できる可能性があると考えられる。
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第５図　イチゴのカンザワハダニに対するミヤコカブリダニの放飼効果　
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アザミウマの幼虫

第７図　ミカンキイロアザミウマ１齢幼虫
を捕食中のミヤコカブリダニ雌成虫
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マルチ直前にワタアブラムシが２～３月に再発した場合には、コレマンアブラバチを放飼することで高

い効果が得られる（第８図 。また、ネオニコチノイド系の粒剤を処理しない体系ではビニール被覆直後）

からのコレマンアブラバチの放飼によってワタアブラムシの防除は可能である。

Beauveriaミカンキイロアザミウマに対しては、ククメリスカブリダニ、タイリクヒメハナカメムシ、

剤等の利用を試みたが、３～４月期の防除効果は実用的にみると十分でなく、さらに改善が必bassianazai
要である（第９図 。関東以北の寒冷地で問題となるオンシツコナジラミについては、オンシツツヤコバ）

チの利用が検討されつつある。
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４．今後の課題と新しい取り組み

以上のように、促成栽培イチゴの主要害虫のなかで、ハダニ類とアブラムシ類に対しては、チリカブリ

ダニ、ミヤコカブリダニ、コレマンアブラバチなどを利用し、農薬の使用量を必要最小限に削減した防除

体系を組み立てた。この 体系はスケジュール防除であり、また、害虫の発生前に予防的に薬剤IPM IPM
散布や天敵放飼を行うことが基本となっている。この基本体系をもとに福岡県や宮城県をはじめとし各地

で、地域の栽培暦に併せた 体系が作られ、その普及が進みつつある。今後は、防除効果の安定化をIPM
さらに追究するとともに経費削減を進める必要がある。

ハスモンヨトウについては、生物資材の利用という立場に立てば、ＢＴ剤の利用が可能であるが、経費

と散布回数の増加という観点からみると実用性は低い。現在普及を進めている体系では、カブリダニに影

響が少ないか残毒期間が短い殺虫剤を用いている。生物資材については、ハスモンヨトウ核多角体病ウイ

ルスの有効性やその利用方法について検討を進めているが、さらに有効な資材の探索あるいは技術の開発

が必要である。

ミカンキイロアザミウマに対しては、現時点では、生物資材の利用は実用的ではなく、有効な技術開発

が必要である。 （スワルスキーカブリダニ）は、アザミウマ類、ハダニ類、コナジTyphlodromips swirskii
、 、 、 、ラミ類 花粉などを餌とする広食性のカブリダニで オランダなど欧州では ピーマンやキュウリなどで

アザミウマ、コナジラミなどの複数の害虫を同時に防除できる天敵として注目されている。わが国でも、

本種の生物特性やピーマンやイチゴのアザミウマを対象とした防除効果などについて検討が始められてお

り、期待が持たれる。

以上のようにイチゴ害虫に対する生物資材を利用した 体系の技術開発、さらに、その普及が進みIPM
つつあるが、今後は、重要病害に対しても、生物資材を利用した技術開発、あるいは、その実用化のため

の研究に力を入れる必要がある。これが達成されれば、安全で、省力的で、低コストで、安定したイチゴ

病害虫ＩＰＭが確立され、また、その普及が一段と進むものと考えられる。



いもち病に対するマルチラインの持続的利用のための課題 

 

中央農業総合研究センター 病害抵抗性研究チーム 平八重一之 

 

品種抵抗性の利用による病害虫防除は、薬剤散布回数を減らすことができるため、環境保全型

農業の推進に果たす役割は大きい。品種のいもち病に対する抵抗性には、真性抵抗性と圃場抵抗

性とがある。真性抵抗性は特定のレース（菌系）を完全に抑えるか否かの質的な抵抗性であり、

その大部分は主働遺伝子に支配されている。一方、圃場抵抗性はいもち病菌のレースに関係なく

発現するが環境条件の影響を受けること、また、その大部分が複数の微動遺伝子に支配されてい

ることなどから、これまでの抵抗性育種は真性抵抗性の導入が主流であった。しかし、過去に育

成された真性抵抗性の導入品種は、いずれも普及後数年のうちに罹病化するという抵抗性崩壊の

歴史を繰り返してきた。これは、いもち病菌が突然変異によって病原性を変化させた結果、ある

いはそれまでは細々と生きていたいもち病菌が、抵抗性品種の導入という選択圧によって一挙に

増殖・蔓延した結果と考えられる。さらに、消費者に望まれる「コシヒカリ」などの良食味品種

は日本に分布するいもち病菌に対して真性抵抗性が無効であり、圃場抵抗性も弱い。 

これらの対応策として、とくに真性抵抗性品種の罹病化に対する有効な手段としてマルチライ

ン（多系品種）が実用化された。マルチラインでは、いもち病真性抵抗性遺伝子のみが異なる同

質遺伝子系統が混合栽培され、単独栽培で生じる抵抗性崩壊を回避できるのではないかと期待さ

れている。 

ここではまず、マルチラインの発病抑制について概説し、つぎにマルチラインを持続的に利用

するための取り組みとして、農林水産研究高度化事業課題「マルチラインの持続的利用に向けた

いもち病流行予測システム」（平成 18～20 年度）について紹介する。 

 

１．マルチラインの発病抑制 

 マルチラインのいもち病発病抑制の機構としては、①混合系統に占めるいもち病感受性系統の

比率低下による感染源量の抑制、②抵抗性系統が障壁となって感染の機会が減少するバリアー効

果、③非親和性のレースによる抵抗性の誘導があげられる。 
 マルチラインでは、一般に抵抗性系統と感受性系統とが混植される（ダーティクロップ法）。こ

の場合、感受性系統の比率を低下させることによりいもち病菌の増殖の場を減らし、病気の進展

が抑制される。また、感受性系統の傍にある抵抗性系統は、障壁となって感受性系統へいもち病

菌胞子が付着する機会を減少させ、発病を抑制する。このバリアー効果により、マルチラインで

は葉いもちの水平および垂直方向への病勢進展が抑制される。とくに葉いもちの垂直方向への病

勢進展抑制は、穂いもちにつながる上位葉の病斑形成を抑制するため、穂いもちの発生を減少さ

せる。一方、非親和性レースによる誘導抵抗性は発現部位が限られるため、マルチラインの発病

抑制に果たす役割は低いと考えられる。 
上記の機構により、抵抗性系統の混植比率を７～８割以上とすることで、いもち病の多発条件

下でも薬剤防除並みの発病抑制効果を示すことが知られている。いもち病防除のためのマルチラ

インに用いられる系統の数は現在、３～４個である。抵抗性系統を侵害するレースの分布率が高

まらなければ、マルチラインの効果は持続できると考えられる。しかし、この効果を持続するた

めに、マルチラインを構成する同質遺伝子系統の数をいくつにするのか、混植する系統をどのよ

うに組み合わせるのかについてはまったく不明の現状である。 

 

 



２．マルチラインの普及と系統育成の現状 

減農薬栽培のためのいもち病抵抗性のマルチラインは、現在、「コシヒカリ」と「ササニシキ」

で実用化されている。我が国で初めて普及に移されたマルチラインは、「ササニシキＢＬ」（宮

城県、1995 年）である。また新潟県では、2005 年から従来の「コシヒカリ」に替えて「コシヒカ

リ新潟ＢＬ」のマルチラインが 9万ｈａの大面積で一斉導入された。富山県においても、2003 年

から「コシヒカリ富山ＢＬ」のマルチラインが実用化されており、まったく農薬を使わない特別

栽培米として 2005 年には 400ｈａで栽培された。一方、「ひとめぼれ」、「あきたこまち」、「ヒノ

ヒカリ」等の主要品種でも同質遺伝子系統の育成が進んでおり、マルチラインは今後も全国的な

拡大が予想される（表１）。 
 

表１ 同質遺伝子系統育成の現状 

反 復 親 
親品種の真性抵

抗性遺伝子型 
導 入 遺 伝 子 育 成 場 所 普及年 

北海241号 ？ Piz,b,ta-2,z-t,t 北海道農試 （育成済）

まいひめ Pia Pii,k-h,k-m,z,ta,ta-2,z-t,b 青森農試藤坂  

トヨニシキ Pia Pii,k,ta,ta-2,z-t 東北農試 （育成済）

あきたこまち Pia,i Pik,k-m,z,z-t,ta,ta-2,b,t 秋田農試  

ササニシキ Pia Pik-s,i,k,k-m,z,z-t,ta,ta-2,b 宮城古川農試 1995 

ひとめぼれ Pii Pik,k-m,z,z-t,b,ta,ta-2 宮城古川農試  

まなむすめ Pii Piz,z-t,b,a 宮城古川農試  

日本晴 Pik-s/a Pii,k,z,z-t,ta-2,b 農研セ （育成済）

キヌヒカリ Pii Piz,z-t,ta-2,b 中央農研北陸  

コシヒカリ Pik-s Piz-t,ta-2,b,k-p,k-m,z 富山農技セ 2003 

コシヒカリ Pik-s Pia,i,ta-2,z,k,k-m,z-t,b 新潟農総研 2005 

ハナエチゼン Piz Pik,z-t,ta,ta-2,b 福井農試  

越南157号 Pia Pii,z,z-t,ta-2 福井農試  

ミネアサヒ Pia,i Pik,k-m,z,z-t,b,ta,ta-2 愛知農総試山間  

中部64号 Pii Pik,k-m,z,z-t,b,ta,ta-2 愛知農総試山間  

ヒノヒカリ Pia,i Pik-m,ta,ta-2 宮崎農試  

（小泉 2005、平成 17 年度高度先進技術研修資料より） 

 

３．問題点とその解決策 

先述のように、マルチラインを持続的に利用していくための大きな問題点は以下の２つである。 

第１には、混植される系統をすべて侵害できるスーパーレースが突然変異により出現・蔓延す

ると、マルチラインのいもち病抵抗性が崩壊する危険がある。たとえば、真性抵抗性遺伝子とし

て、それぞれ Pi-a、Pi-i、Pi-ta2、Pi-z をもつ４系統の混植では、レース 007 のいもち病菌に対

しては Pi-ta2、Pi-z の系統が抵抗性を発揮するが、突然変異によって、レース 347 のようなすべ

ての系統を侵害できるレースが出現すると、マルチラインの効果がまったく無くなってしまう。

この問題については、いもち病菌レースの長期変動を予測し、それに応じて抵抗性系統の構成を

変えていく対応策が考えられる。すなわち、10 年後に侵害レースが出現すると予測された場合に

は、その３年前から交替系統の種子生産を開始するといった戦略を立て、スーパーレースの出現

を抑えることができる。このためには、いもち病菌レースの長期変動予測法を開発する必要があ

る。 

第２の問題点は、減農薬栽培を目的としたマルチラインにおいて、農薬による防除を行って良

いかどうかの判断基準がない、ということである。マルチラインでは予防粒剤を施用しないこと

が基本であるため、特に穂いもちの発病を高精度に予測して、必要な場合のみ的確に穂いもちの



防除を行い、減農薬栽培と突然変異菌の出現・蔓延の抑制とを両立させることが重要である。し

たがって、精度の高い穂いもちの発病予測法が必要である。 

 

４．問題点解決のための研究課題 

  マルチラインを持続的に利用していくための問題点を解決するための取り組みとして、以下

に、農林水産研究高度化事業課題「マルチラインの持続的利用に向けたいもち病流行予測システ

ム」（平成 18～20 年度）について紹介する。 

マルチラインにおけるいもち病発病予測について、葉いもち発病予測モデル BLASTMUL２）が開発

され、2 種類の系統の混植において 1 種類のレースが分布する条件下では予測精度が高いことが

検証されている。また、レース変動の長期予測については、イネといもち病菌が抵抗性と病

原性を決定する遺伝子型の頻度を振動させながら共に進化するという理論モデルである植

物（宿主）－病原体の共進化モデル３）がある。しかし、これらのモデルは農業現場の各種要

因を十分に考慮していないため、実用性の付与が必要である。一方、予測において重要な

スーパーレースの出現頻度や蔓延の機構について、病原性突然変異を追跡するための DNA

マーカーの開発も進んでいる。マルチラインのための同質遺伝子系統をもつ試験研究機関

が連携して農業現場における病原性突然変異の出現頻度等を調査し、得られた各種要因の

パラメータを上記の BLASTMUL や植物－病原体の共進化モデルに導入することにより、実用的

なモデルの開発が可能と考えられる。このための研究課題（研究内容）は、以下のように

４つの大きな括りとその中の細部課題とに整理することができる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）マルチラインにおけるイネいもち病突然変異菌の出現・定着要因の解明 

（１）変異菌出現頻度の測定 

（２）多発圃場からの変異菌の移入頻度の測定 

（３）変異菌の適応度の測定 

（４）越冬菌量の推定 

 

マルチラインにおけるイネいもち病病原性変異菌の出現・
定着要因と穂いもち発病変動要因の解明

・出現頻度 ・低温
・病原性獲得に要するコスト ・施肥
・定着・伝搬経路 ・穂いもち抵抗性

レースの長期変動予測

モデルの開発
（植物－病原体共進モデル

を活用）

穂いもち発病予測
モデルの開発

（BLASTMULを活用）

いもち病流行予測システムの開発と公開

マルチラインにおけるイネいもち病病原性変異菌の出現・
定着要因と穂いもち発病変動要因の解明

・出現頻度 ・低温
・病原性獲得に要するコスト ・施肥
・定着・伝搬経路 ・穂いもち抵抗性

レースの長期変動予測

モデルの開発
（植物－病原体共進モデル

を活用）

穂いもち発病予測
モデルの開発

（BLASTMULを活用）

いもち病流行予測システムの開発と公開



レースの長期変動予測モデルおよび高精度穂いもち発病予測モデルの開発に必要なパラメータ

を作成するため、病原性突然変異菌（以下変異菌）の出現・定着に関わる各種要因を調査する。 

（１）変異菌出現頻度の測定では、抵抗性遺伝子ごとに、いもち病菌の接種で生じた病斑数か

ら変異菌の出現頻度を推定する。（２）多発圃場からの変異菌の移入頻度の測定では、離れた圃場

の分離株を調査し、変異菌の移入頻度と飛散距離を推定する。（１）、（２）においてはレースの判

別およびＤＮＡマーカーにより変異菌を確認する。（３）変異菌の適応度の測定では、病斑形成能

力、胞子形成能力、胞子の感染能力を元株と比較し、変異菌の適応度として推定する。（４）越冬

菌量の推定では、穂いもち発病程度と保菌もみ率との関係に基づき越冬菌量を推定する。以上に

より得られた結果は、レースの長期変動予測モデル構築および BLASTMUL の高精度化による穂いも

ち発病予測モデル開発のためのパラメータとして利用する。 

  

２）イネいもち病菌レースの長期変動予測モデルの開発 

（１）病原性突然変異および防除戦略パラメータの効果解析 

（２）植物－病原体共進化モデルを核としたレース変動の長期予測モデルの作成 

 

理論モデルである植物－病原体の共進化モデルに病原性突然変異のパラメータ、越冬菌量のパ

ラメータのほか、種子の生産・配布、混植系統の交替、薬剤防除等のパラメータ、前年のいもち

病流行実績と構成系統のパラメータ等を導入し、レース変動の実用的な長期予測モデルを開発す

る。さらに、胞子飛散距離のパラメータや抵抗性遺伝子ごとの突然変異菌出現頻度のパラメータ

を導入し、 終的には、マルチラインに使用する抵抗性系統と既存のいもち病菌レースとの関係

から、数年から数十年先の流行レースを予測するモデルを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

植物－病原体共進化モデルでは、イネの抵抗性遺伝子といもち病菌の病原性遺
伝子とは１：１の対応関係にあり、イネが抵抗性を獲得すると、これに対応して
菌の方も病原性を獲得する方向へ進化し、それによって抵抗性が無効になると、
イネは余分な抵抗性遺伝子をもつ必要が無くなり、すると菌の方も病原性遺伝子
を減少させる、というサイクルを繰り返す。このように、本モデルでは、イネと
いもち病菌は遺伝子の数を変化させながら共に進化するという理論予測が導かれ
る。 
 
 

３）葉いもちと穂いもちの発病予測が可能な BLASTMUL の開発 

（１）低温、施肥等が穂いもち発病程度に及ぼす影響の解明 

（２）葉いもち予測の高精度化と穂いもちの発病予測モデルの構築 

植物－病原体共進化モデル

イネ

菌

遺
伝
子
の
数

ｔ
抵抗性遺伝子：・増加 → 減少 → 増加・・・
病原性遺伝子： ・・・増加 → 減少 → 増加

植物－病原体共進化モデル

イネ

菌

遺
伝
子
の
数

ｔ
抵抗性遺伝子：・増加 → 減少 → 増加・・・
病原性遺伝子： ・・・増加 → 減少 → 増加



マルチラインの持続的利用のためには、毎年の栽培においても、穂いもち発病を正確に予測し

て適切な防除を行うことが重要である。穂いもちの発病には低温、多窒素、珪酸施用等によるイ

ネの体質の変化や葉いもち発病程度が影響する。そこで、マルチラインにおける葉いもち発病予

測モデルである BLASTMUL を高精度化するとともに、穂いもち発病の変動要因を取り込んだ穂いも

ちの発病予測モデルを作成し、葉いもちと穂いもちの発病予測が可能な BLASTMUL を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）マルチラインにおけるいもち病流行予測システムの開発と公開 

 

いもち病菌レースの長期変動予測モデルおよび葉いもちと穂いもちの発病予測が可能な

BLASTMUL が、ウェブサイト上で作動するシステムを開発する。 
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葉いもち発病予測モデル
BLASTMULの高精度化

・多系統、多レース対応へ改良
・突然変異パラメータの導入
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ウイルス媒介虫の IPM 

 
 野菜茶業研究所 
 野菜 IPM 研究チーム 
 本多健一郎 
 
１．はじめに 
 近年、アザミウマが媒介するメロン黄化えそ病やコナジラミが媒介するトマト黄化葉巻

病など、昆虫が媒介するウイルス病が野菜類を中心に流行しており、栽培現場ではその対

策に苦慮している。害虫防除の分野では、環境に負荷をかけない防除技術として総合防除

（IPM）の考え方が普及されつつあり、多大なコストをかけて圃場での害虫根絶を目指す

より、経済的に被害を生じない低密度で管理するという防除戦略が重要視されて来ている。

しかし、虫媒性ウイルス病の分野では、一度ウイルスの感染が起きた場合に治療が困難で

あること、アブラムシ、アザミウマ、コナジラミなどのウイルス媒介虫は１個体でもウイ

ルス媒介が可能であり、施設等にウイルス保毒虫が侵入すると甚大な被害を引き起こすこ

とから、許容できる密度水準が極めて低く、その防除コストは生産者にとって経済的な負

担となっている。本稿では、ウイルス媒介虫の IPM を考える上で重要と思われる項目を挙

げるとともに、併せて具体的な虫媒性ウイルス病の研究事例と防除対策について紹介した

い。 
 
２．虫媒性ウイルスの種類と媒介様式 
昆虫などの節足動物によって媒介される植物寄生性ウイルスは９科、36 属、約 680 種で、

なかでもアブラムシによって媒介されるものが最も多く、他にウンカ、ヨコバイ、アザミ

ウマ、コナジラミ、ハムシなどによる媒介がある（Gray and Rochon, 1999）。 
昆虫によるウイルスの媒介様式は、非循環型と循環型に大別され、さらに非循環型は非

永続型と半永続型に、循環型は非増殖型と増殖型に分けられる（Harris, 1981：1983）。 
非循環型では媒介虫がウイルスを獲得した後、虫体内潜伏期間が無くすぐにウイルスを

媒介し、脱皮によって媒介性は失われる。多くの場合、ウイルスは媒介虫の血液や唾液腺

には入らない。非循環型は媒介虫のウイルス保毒期間（媒介性持続期間）の長さによって、

非永続型と半永続型に分けられる。 
 循環型は従来永続型と言われていた媒介様式で、ウイルスの虫体内潜伏期間が明確にあ

り、脱皮によって媒介性は失われない。ウイルスは消化管から血液や唾液腺に取り込まれ、

虫体内でウイルスが増殖する増殖型と増殖しない非増殖型に分けられる。各媒介様式の特

徴を表１に、アブラムシなど吸汁性昆虫による媒介機構の模式図を図１に示した。 
 



表１． 各ウイルス媒介様式の特徴の比較

非永続型 数秒～数分 媒介率低下 あり あり なし 数分～数時間

半永続型 30分以上 媒介率高まる なし あり なし 数時間～数日

非増殖型 数分～数時間 媒介率高まる なし なし
あり

２～３日
数日～２，３週間

増殖型 数分～数時間 媒介率高まる なし なし
長い

７～10日
数週間～死ぬまで

媒介継続期間媒介様式
獲得・接種
吸汁時間

獲得吸汁時間
が長い時

循環型

絶食効果
脱皮による
媒介性喪失

虫体内
潜伏期間

非循環型

図１ アブラムシなどの吸汁性昆虫による植物ウイルスの媒介機構模式図

（Gray and Rochon, 1999 を改変） 

 

 
 

 
非循環型－非永続型媒介は、口針型媒介とも言われ、吸汁性昆虫によるウイルス媒介の

大半を占める。Caulimovirus，Potyvirus，Carlavirus，Potexvirus，Macluravirus，
Cucumovirus，Alfamovirus，Fabavirus などが該当する。同じウイルスが多くの媒介虫

によって媒介され、また１種類の媒介虫が多数のウイルスを媒介できる。例えば、モモア

カアブラムシは 100 種以上のウイルスを媒介し、キュウリモザイクウイルス（CMV）は 80
種以上のアブラムシによって媒介される。 

 
非循環型－半永続型媒介には、Closterovirus，Trichovirus，Sequivirus，Waikavirus な

どが該当し、Caulimovirus もこの媒介様式を取ることがある。半永続型媒介ウイルスの媒



介所要時間は非永続型より長く、30 分以上かかるほか、1) 非永続型では媒介虫のウイルス

保毒期間はおよそ数秒から数分の単位であるが、半永続型では時間から日単位である、2) 非
永続型ではアブラムシを吸汁前に絶食させると媒介効率が高まる絶食効果が認められるが、

半永続型にはない、3) 非永続型では１回のウイルス獲得吸汁時間が１分以上長くなると媒

介効率が低下するのに、半永続型ではそれが長くなるほど媒介効率が高まるなどの点に違

いがある。 
 
循環型－非増殖型媒介には Nanovirus, Luteoviridae (Luteovirus, Poleovirus,  

Enamovirus), Umbravirus, Geminivirus などが該当する。 
これらのウイルスは植物の師部に局在し、獲得吸汁されたウイルスは虫体内を循環して唾

液付属腺に取り込まれ、唾液とともに排出されて感染する。虫体内では増殖しない。 
 
循環型－増殖型媒介には Tospovirus, Reoviridae, Rhabdoviridae などのウイルスが該当

する。これらのウイルスは媒介昆虫の体内で増殖し、消化管、唾液腺、脂肪体、脳など各

種の組織で発見されるほか、多くのウイルスでは経卵伝染も認められる。増殖したウイル

スは吸汁の際に唾液腺から排出されて植物に感染する。Tospovirus では、媒介虫であるア

ザミウマの幼虫期に獲得され、体内で増殖した後、成虫期になってから媒介されるという

媒介虫の発育段階に応じた特異な媒介様式が知られている。 
 
２．ウイルス病の防除と媒介者特異性 
 虫媒性ウイルス病の大半を占める非循環型－非永続型媒介のウイルス病では、保毒した

アブラムシが植物上で探り吸汁を行えばウイルスを喪失してしまうため、圃場の周囲に障

壁作物を栽培するという方法で、比較的容易にウイルス病の感染を防止することができる。

具体的な事例としては、ナス圃場の外周にソルゴーを栽培する例（ナスのソルゴー巻き）

が有名である。障壁作物としては、ソルゴーの代わりにデントコーンなども利用できる。 
 これに対して、非循環型－半永続型媒介、循環型－非増殖型あるいは増殖型媒介のウイ

ルス病では、媒介虫が長期間ウイルスを保毒し続けるため、保毒虫そのものの飛来・侵入

を防止する必要がある。ただし、これら保毒期間の長い媒介虫とウイルスの組み合わせ（特

に循環型）では、ウイルスが媒介虫に取り込まれ保毒する機構が複雑なために、特定のウ

イルスを媒介できる昆虫の種類が限定されている。これを媒介者特異性と呼ぶ。例えば、

トマト黄化葉巻病の病原ウイルス（TYLCV）はタバココナジラミが特異的に媒介し、オン

シツコナジラミは媒介できない。従って、特定の媒介虫についてその発生生態と防除対策

を検討することにより、ウイルス病の流行を防止することが可能になると考えられる。以

下には、私が研究した虫媒性ウイルス病について、媒介虫の生態特性の調査結果と考えら

れる防除対策を紹介する。 
 



図２ ダイズわい化病と媒介アブラムシ（ジャガイモヒゲナガ

アブラムシ） 

図３ ダイズわい化病の媒介機構 

３．ダイズわい化病と媒介アブラムシ 
 ダイズわい化病はジャガイモヒゲナガアブラムシなどが永続的に媒介するウイルス病で、

病原ウイルス（SbDV）は Luteovirus に属し、循環型－非増殖型の媒介様式を示す。日本

では媒介するアブラムシの種類によって異なる系統が知られ、北海道と東北地方北部には

ジャガイモヒゲナ

ガアブラムシが媒

介する系統が、東北

地方以南にはエン

ドウヒゲナガアブ

ラムシとツメクサ

ベニマルアブラム

シが媒介する系統

が主に分布する（本

多，2001）。このウ

イルス病の発生は北海道で多く、発病したダイズ株は縮葉・わい化するとともに、莢が結

実しなくなる。発生が多い時には、圃場のダイズが収穫皆無になる場合もある。 
 SbDV のウイルス源は野外のクローバ類で、春にクローバでウイルスを保毒したアブラム

シ有翅虫が発芽して間もないダイズ圃場に飛来し、感染が起きる（１次感染）。ジャガイモ

ヒゲナガアブラムシが媒介

する系統では、圃場で増殖

したアブラムシが圃場内の

発病株でウイルスを保毒し、

隣接した株にウイルスを媒

介する２次感染が起きるた

め、本病による被害はさら

に拡大する。エンドウヒゲ

ナガアブラムシなどが媒介

する系統では、媒介虫がダ

イズ圃場で増殖しないため、

外部から飛び込んだ際の１

次感染のみが起きる。 
 ダイズわい化病を防除する場合は、浸透性殺虫剤を播種時に土壌混和してジャガイモヒ

ゲナガアブラムシの増殖を抑え、圃場内での２次感染を防ぐことにより、一定の効果が得

られる（玉田，1975）。しかし、浸透性殺虫剤の防除効果が十分ではない発芽初期に保毒ア

ブラムシが飛来して引き起こされる１次感染については、殺虫剤の茎葉散布以外に有効な

防除法が無い。ダイズ圃場に飛来する保毒アブラムシの数は場所や年次によって変化する
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図１ 　 異なる年次、 地点で５ 日おき に野外設置し たダイ ズ苗でのダイ ズわい化病の発病状況 

　 （ 芽室町・ 鹿追町： 1 9 9 9 年は毎回5 0 ～6 0 株を5 日間隔で設置、 2 0 0 0 年と 2 0 0 1 年は毎回3 2 株を設置。 札幌 

　 　 市： ６ 月は毎回8 0 ～9 6 株を設置、 ７ 月は8 0 株を１ 日から 2 5 日まで連続設置。 青森県六戸町： 毎回1 0 0 株 

　 　 を設置）

鹿追町

（ ７ 月は感染発病無し ）

（ ７ 月は感染発病無し ）

（ ７ 月は感染発病無し ）

芽室町

（ ７ 月は感染発病無し ）

（ ７ 月は感染発病無し ）

（ ７ 月は感染発病無し ）

札幌市

六戸町

（ ７ 月は感染発病無し ）

（ ７ 月は感染発病無し ）

（ ７ 月は感染発病無し ）

と思われるので、茎葉散布による防除を必要とする場所や時期を明らかにするため、北海

道と青森県の野外圃場４地点に５月下旬から７月まで５日間隔で苗トラップを設置して、

保毒アブラムシの飛来時期と飛来個体数を調査した。 

 
 その結果、圃場外から飛来した保毒アブラムシによるわい化病の１次感染は５月後半か

ら６月までの時期に限られることが分かった（図４）。媒介虫であるジャガイモヒゲナガア

ブラムシ有翅虫は７月に入って多数飛来する場合もあるが、そうした場合でもウイルス保

毒率は極めて低く、設置した苗にも感染は認められなかった。これらの結果から、わい化

病の１次感染時期は広範囲で一定の時期に限定されることが分かり、アブラムシ有翅虫の

飛来個体数の調査のみではウイルス感染の予測は困難で、ウイルス保毒虫の把握と苗トラ

ップなどによる感染時期の調査が重要であると考えられた。 
 ダイズわい化病の１次感染時期が６月末までに限定されることから、ダイズの播種を６

月に行えばわい化病の感染を回避することができる。生育に要する期間が限定されるため、

実施できる地域は限られるものの、ダイズの早生品種「ユキホマレ」を田植え後に遅まき

図 4 



し、わい化病の感染を回避する栽培技術が開発され、北海道の空知地方を中心に実用化さ

れつつある（渡辺ら，2006）。 
 
４．トマト黄化葉巻病と媒介タバココナジラミ 
 トマト黄化葉巻病は 1996 年に日本で初めて発生が確認され、2007 年７月までに関東以

西の 31 都府県で発生が報告されている。本病の病原ウイルス（TYLCV）は Geminivirus 科
の Begomovirus に属し、タバココナジ

ラミによって永続的に媒介される。媒

介様式は循環型－非増殖型である。温

暖地のトマト栽培地帯では、本病の発

生が恒常化し、重要な生産阻害要因と

なっている。 
本病の発病初期には新葉が葉縁から

退緑しながら葉巻症状となり、後に葉

脈間が黄化して縮葉となる。病勢が進

行すると、頂部が叢生し株全体が萎縮す

る（図５）。発病後は開花しても結実し

なくなり、大幅な収量減をもたらす。 
媒介虫であるタバココナジラミ（図６）は、ウンカ、ヨコバイ、アブラムシ、カイガラ

ムシなどと同様に半翅目の同翅亜目（Homoptera）に属し、蛹の発育段階を持たない不完

全変態昆虫である。成虫、幼虫ともに口針で植物の汁液から栄養を摂取し、甘露を排泄す

る。コナジラミ類の生物学的特徴として、幼虫期に固着生活を送ることが挙げられる。卵

から孵化した１齢幼虫は crawler と呼ばれ歩行能力を持つが、２齢以降になると脚を持たな

い固着生活者となる。幼虫期は４齢まであ

る。 
タバココナジラミは形態的に区別でき

る特徴が乏しいため、過去に世界各地で

様々な植物から採集された多くのコナジ

ラミ個体群が、単一の「タバココナジラミ」

として整理・記載された。このため、タバ

ココナジラミは世界中に分布し、おびただ

しい数の作物を加害する「大害虫」として

扱われている。しかし、タバココナジラミ

には寄主植物の異なる寄主レースや形態以

外の生物学的特徴が異なる数多くのバイオタイプが知られており、最近は主に遺伝子解析

によって区別されている。 

図５ トマト黄化葉巻病 

図６ タバココナジラミの成虫 



図７ 日本国内でバイオタイプ Q の発生
が報告された地域（網線部：2007 年７月
現在） 

 
日本では、従来からスイカズラやサツマイモ等に生息するタバココナジラミ（在来系統）

が本州以西に分布することが知られている（宮武，1980）。また、沖縄県などの南西諸島で

は、本州の在来系統とはアイソザイムのバンドパターンやミトコンドリア 16S rRNA 遺伝

子の塩基配列が異なる別系統のタバココナジラミの分布が報告されている（大泰司・岡田，

1996：Lee and De Barro, 2000）。これら在来のタバココナジラミは農作物で多発生するこ

とは少なく、農業上の重要害虫ではなかった。 
しかし 1989 年にタバココナジラミのバイ

オタイプ B（シルバーリーフコナジラミ）が

海外から侵入すると、国内各地で分布を広げ

て各種の野菜や花卉を加害するようになった

（松井，1993：1995）。バイオタイプ B は高

密度で寄生すると植物の生育を阻害し、幼虫

が排出した甘露に発生するすす病によって収

穫物の品質低下をもたらすほか、多くの農作

物で葉や茎、果実を白化させ、トマトでは色

彩異常果を発生させることが問題となった。

1996 年に TYLCV が侵入した後は、本ウイル

ス病の媒介虫としてその防除がより切実な問

題となり、タバココナジラミに対する薬剤防

除回数も増加することとなった。 

さらに最近、スペインを原産地とする別系

統のタバココナジラミ（バイオタイプ Q）が

日本へ侵入し（Ueda and Brown, 2006）、東

北地方南部から九州までの広い地域（36 都府県）に分布を拡大している（図７）。バイオタ

イプ Q はネオニコチノイド系の殺虫剤やピリプロキシフェン剤に強い抵抗性を示すほか、

バイオタイプ B と同様に TYLCV を媒介するため、ウイルス病の感染阻止も含めた防除体

系の再構築が必要となっている。 
 
南西諸島を除く日本国内では、タバココナジラミは冬季に野外で生存できず、野外の

TYLCV 罹病トマトも枯死するため、トマトなどの栽培施設が TYLCV と媒介コナジラミの

主たる越冬場所となっている。施設内で越冬したコナジラミは春の気温上昇とともに増殖

し、TYLCV 罹病株が存在した場合は施設内の他の株にウイルスを媒介する。そのため、時

期が進むにつれて施設内のウイルス罹病株率とコナジラミの保毒率は高まる。 



 施設内のコナジラミ密度が高まると、施設から野外へ脱出する保毒コナジラミも増加し、

初夏にトマト栽培を終了する場合には、何も対策を取らない場合、多量の保毒コナジラミ

成虫が野外に放出され、野良生えのトマトや家庭菜園トマトに TYLCV を媒介することにな

る。ウイルスに感染した野良生えトマトや家庭菜園トマトは新たなウイルス源となり、そ

こで発育・吸汁したコナジラミが保毒虫となって、夏から秋に定植される施設トマトにウ

イルスを媒介する。トマト周年栽培地帯における TYLCV の伝染環（模式図）を図８に示し

た。 

 
 
 タバココナジラミは夏季には多くの種類の寄主植物で育ち、これら罹病トマト以外の植

物で発育した大多数のコナジラミは TYLCV を持たない無毒虫である。熊本県の調査によれ

ば、雑草地で捕獲されたタバココナジラミ成虫はすべて無毒虫であり、罹病トマトの栽培

施設内で捕獲された個体のみ保毒虫であった（長崎県総合農林試験場ほか，2004）。野菜茶

業研究所が 2004 年に三重県北部のトマト栽培地帯で行った調査では、８月から 11 月にか

けて野外に設置したトマト苗で捕獲されたタバココナジラミ成虫の TYLCV 保毒率は、全体

で 10～15％以下という低い値であった（本多・北村，2005）。 
 大部分が無毒虫である野外のタバココナジラミ個体群を殺虫剤散布などによって徹底防

除しても、TYLCV 保毒虫に対する防除効果は低い。むしろ保毒虫の発生源である罹病した

図８ トマト周年栽培地帯における TYLCV の伝染環（模式図） 



野良生えトマトを除去し家庭菜園トマトで防除を行って保毒虫そのものを減らす方が、

TYLCV に対する防除効果は高い。また、トマト栽培終了時に株を抜根し、完全に枯死する

まで施設を密閉する蒸し込み処理を行うことによって、保毒虫の施設外への脱出を阻止す

ると同時に病原ウイルスの野外への放出も防止することができる（古家，2006）。 
 施設開口部への防虫ネット展張や紫外線除去フィルムの使用による保毒虫侵入の防止、

定植時の粒剤処理等を組み合わせることによって、トマト黄化葉巻病の発生を効果的に抑

制することができる（小川，2004：小川ら，2004）。また、防虫ネット展張と定植後の気門

封鎖剤および糸状菌製剤の散布によっても黄化葉巻病の発生を抑制できる（溝辺，2006）。
こうした防除技術を基本として、黄色粘着板や粘着テープによるコナジラミ成虫の捕殺や、

春の施設内コナジラミ密度を抑制する天敵寄生蜂の利用など、各種の防除手段を効果的に

組み合わせながら施設内外の保毒虫密度とウイルス量を減少させていくことが、トマト栽

培地帯におけるトマト黄化葉巻病の流行防止につながると言えよう。野菜茶業研究所では、

トマト黄化葉巻病の防除に活用できる防除技術とその活用法について暫定的な指針（野菜

茶研，2007）を取りまとめたので、参考にしていただきたい。 
 
５．ウイルス媒介虫の総合防除（IPM） 
 アブラムシが媒介するダイズわい化病では、ウイルス源（クローバ類）が野外に広く存

在するため、そこからの保毒虫の飛来とウイルス感染を防止することが防除のポイントで

あった。北海道で開発された早生品種ダイズの遅まき栽培技術は、わい化病の感染時期を

特定できた結果可能になったという点で、虫媒性ウイルス病の疫学的な研究の大切さを示

している。 
トマト黄化葉巻病ではダイズわい化病と異なり、トマト生産者の施設そのものがウイル

スの発生源であり、かつ被害を受ける対象でもある。このことは逆に、トマトの栽培技術

や施設の構造を改善することにより、ウイルスの伝染環を遮断することも不可能ではない

ことを示している。ウイルス媒介虫の総合防除（IPM）においては、媒介虫そのものに目

を奪われず、媒介されているウイルスの発生動態を把握することが大切であり、媒介虫の

生態調査とともにウイルスの検出と挙動の調査も必要となる。言わば、虫害研究と病害研

究の融合的な協調が求められている分野だと言えよう。 
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１ はじめに 
 
 我が国における野菜生産では，同一作物の周年栽培，栽培様式の多様化等により多種多様な病害虫が常時発生してい

る．そのような状況の中で，それら病害虫の発生を制御するために，栽培期間中に多種類の化学農薬が多数回散布され，

環境への負荷あるいは食品の安全性が著しく危惧されている．我が国で生産される生鮮野菜を海外からの輸入品に負けな

いものとして維持発展させていくためには，安全・安心で新鮮な生産物を消費者に提供していく必要があり，そのために

化学農薬への過度の依存から脱却した環境保全型病害虫防除技術の開発が極めて重要である． 

 しかしながら，施設栽培において常時発生している病害虫，とりわけ土壌伝染性ウイルス病を制御するためには，土壌

くん蒸剤の一種，臭化メチル剤による土壌消毒が も効果的であり，その適用範囲の広さと効果の安定性，さらに作業性

の良さなどの観点から農業現場の末端まで広く普及してきた．しかし，1992年，モントリオール議定書締約国会合により，

臭化メチルはオゾン層を破壊する物質として指定され，2005 年には不可欠用途や検疫用途等を除き先進国では全廃され

た．しかし我が国では，現在のところ施設野菜（キュウリ，メロン，スイカ，ピーマン，シシトウ）で発生する土壌伝染

性ウイルス病対策として，2009 年まで不可欠用途（特例措置）での限られた数量が使用許可されている．2010 年以降で

の許可は，本年行われる国際審査の決議を待たなければならない．このように，不可欠用途での本剤の利用は一時的なも

のであり，いずれ近い将来には完全に姿を消していく技術であると思われる．そのような状況になっても対応できるよう，

安定した防除効果，広い有効範囲，多くの作型に適応した土壌伝染性ウイルス病害防除技術，とりわけ環境保全型の新規

防除技術の開発は喫緊の課題である． 

 

 

２ 土壌伝染性ウイルス病 
 

 我が国の野菜生産圃場における主要な土壌伝染性ウイルス病は，施設野菜生産ではトウガラシ・ピーマン（シシトウを

含む）でのトウガラシマイルドモットルウイルス（PMMoV）によるモザイク病，キュウリ，メロン，スイカなどのウリ

科で発生するキュウリ緑斑モザイクウイルス（CGMMV）による緑斑モザイク病やメロンえそ斑点ウイルス（MNSV）に

よるえそ斑点病などが挙げられる．また，露地野菜生産では，レタスでのミラフィオリレタスビッグベインウイルス 



(MLBVV)，レタスビッグベイン随伴ウイルス (LBVaV)，野菜ではないがテンサイでのビートえそ性葉脈黄化ウイルス 

(BNYVV)が挙げられ，チューリップで甚大な被害を与えているチューリップ微斑モザイクウイルス (TMMMV)やチュー

リップ条斑ウイルス (TuSV)も土壌伝染性であり，甚大な経済的被害を発生させている（表１）． 

 タバコモザイクウイルス（TMV）と同属のPMMoVおよびCGMMVによる土壌伝染は，苗を本圃に定植する際に発生

する根表面にできる傷口から侵入・感染する，いわゆる物理的な接触感染であることが知られている．一方，ここで挙げ

たその他のウイルス（MNSV，MLBVV，LBVaV，BNYVV，TMMMV，TuSV）は，土壌中に広く生息する絶対寄生菌で

ある糸状菌（Olpidium属菌，あるいはPolymyxa属菌）により媒介される生物的伝搬である． 

 臭化メチル剤は，施設栽培における土壌伝染性ウイルス病防除の特効薬として苗定植前の土壌くん蒸に広く利用されて

きた．本剤使用によるウイルス病防除技術に代わる同等の効果を発揮する防除技術は，今のところ見あたらない．クロル

ピクリン・D-Dくん蒸剤やヨウ化メチルくん蒸剤などを利用した化学的防除法の開発も進められているが，下位葉縁が褐

変する薬害を生じることがまれにあることから，この回避策を検討しなければならない． 

 一方，化学農薬のみに頼る防除法は，本来励行しなければならない作業を失念させてしまうことがある．従来の耕種的

防除法である，健全な苗・資材・器具の使用と圃場の浄化や栽培方法・肥培管理の改善，あるいは抵抗性品種の利用など

を再確認する必要がある．また，近年普及してきた熱水・蒸気による土壌消毒処理に代表される物理的防除法を取り入れ

た栽培プログラムを実施することも，土壌伝染性ウイルス病の発生頻度を抑える試みとして重要である．私たちは，ピー

マンに発生する PMMoV を対象として，ポスト臭化メチルを視野に入れた環境保全型病害管理技術の開発に着手してい

る．その取り組みについて紹介したい． 

 

 

 

表１　我が国の主な土壌伝染性植物ウイルス一覧

ウイルス属名 ウイルス種名a)　（略称） 媒介方法

Tobamovirus タバコモザイクウイルス (TMV) 接触伝搬

トマトモザイクウイルス (ToMV) 接触伝搬

トウガラシマイルドモットルウイルス (PMMoV) 接触伝搬

キュウリ緑斑モザイクウイルス　（CGMMV)　 接触伝搬

Carmovirus メロンえそ斑点ウイルス (MNSV) 土壌菌伝搬

Carmovirus エンドウ茎えそウイルス (PSNV) 土壌菌伝搬

Necrovirus トルコギキョウえそウイルス (LNV) 土壌菌伝搬

Necrovirus タバコネクロシスウイルス (TNV) 土壌菌伝搬

Ophiovirus ミラフィオリレタスビッグベインウイルス (MLBVV) 土壌菌伝搬

チューリップ微斑モザイクウイルス (TMMMV) 土壌菌伝搬

Lettuce ring necrosis virus (LRNV) 土壌菌伝搬

所属未定 チューリップ条斑ウイルス (TuSV) 土壌菌伝搬

Varicosavirus レタスビッグベイン随伴ウイルス (LBVaV) 土壌菌伝搬

（タバコ矮化ウイルス）

Bymovirus オオムギマイルドモザイクウイルス (BaMMV) 土壌菌伝搬

オオムギ縞萎縮ウイルス (BaYMV) 土壌菌伝搬

イネえそモザイクウイルス (RNMV) 土壌菌伝搬

コムギ縞萎縮ウイルス (WYMV) 土壌菌伝搬

Furovirus ムギ類萎縮ウイルス (SBWMV) 土壌菌伝搬

Benyvirus ビートえそ性葉脈黄化ウイルス (BNYVV) 土壌菌伝搬

Beat soil-borne mosaic virus (BSBMV) 土壌菌伝搬

Pomovirus ジャガイモモップトップウイルス (PMTV) 土壌菌伝搬

a)ウイルス名が日本語は我が国で発生しているもの



３ PMMoVによるピーマンモザイク病の総合防除への取り組み 
 

 トバモウイルス属のPMMoVは，ピーマンやトウガラシにモザイク病を引き起こす重要ウイルスである．本ウイルスに

感染したピーマンやトウガラシは，葉に凹凸を伴う明瞭なモザイク症状を示し生育が抑制される．また，果実の果皮が黄

化したり奇形果が発生し，商品価値を著しく損なう．PMMoVによるモザイク病は，1972年に尾崎らにより報告されて以

来1)，日本各地で発生が確認されている2,3,4,5,6,7)． 

PMMoV は非常に安定なウイルスで，あらゆる場面で感染性を長期間保持している．さらに，接触伝染力が強く管理

作業等で株から株へ容易に伝染するため，連作地域では本病が慢性的に発生し，経済的被害を与え続けている．PMMoV

の一次伝染は主として種子伝染と土壌伝染による．種子伝染は70℃，3日間の乾熱種子消毒により効果的に抑制できるこ

とが判明している 4)．本病に対しては，臭化メチル剤に代わる土壌くん蒸剤は開発されておらず，代替技術の確立は喫緊

の課題である． 

このような状況の中，農林水産省ではPMMoVによるピーマンモザイク病の総合防除技術を確立するため，「土壌消毒

用臭化メチルの代替技術の開発に関する研究（平成8～10年：地球環境プロ）」, 「臭化メチル全廃に対応するための病害

虫制御の緊急技術開発（平成13~15年；ＩＰＭプロ）」および「生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発（平成16~20

年；生物機能プロ）」プロジェクトが推進されてきている．それらプロジェクトでは，土壌の熱水消毒によるトバモウイ

ルス不活性化技術の開発，土壌中のウイルス検出技術と圃場診断法の開発，土壌伝染遮断技術の開発，汚染根不熟促進技

術の開発，弱毒ウイルスの開発が実施されてきた． 

 

４ 土壌からのウイルス検出法の確立 
 

 種子伝染を除きPMMoVの一次伝染源は汚染土壌とされており，適切な防除法を選択するためには圃場のウイルス汚染

程度を把握することが重要である．従来の土壌中のウイルス検出方法は，緩衝液による土壌の抽出液をタバコ等の検定植

物に接種して，病斑数を測定する生物検定法が主である．しかしながら，検定植物の育苗場所の確保や操作の煩雑性など，

多数の試料を検定するには不向きである．一方，酵素結合抗体法（ELISA）は，コストも比較的安く，迅速かつ大量の試

料を同時に検定できる．土壌中のウイルス検出法として，簡便な間接ELISA法が既に開発されているが 8)，非特異反応が

出やすいことが指摘されている． 

 我々は，特異性の高い二重抗体サンドイッチ法（DAS-ELSIA

法）による土壌からの高感度ウイルス検出法を検討した．その

結果，リン酸緩衝液に2％ スキムミルクと0.05％ Tween 20を

添加した土壌の抽出液を用いることにより，非特異的な反応を

抑えウイルスを効率よく検出することに成功した 9)．今回確立

した方法により，茨城県内のピーマン圃場から採取した土壌中

の PMMoV 検出を試みたところ，モザイク病発生圃場の全て

の土壌において測定値（A405）が 0.1 以上であったのに対し，

未発生圃場の土壌は0.1以下であった（図1）．全国各地の主要

ピーマン栽培圃場から採取した土壌からもほぼ同様な結果が

得られた．よって，本法はピーマン圃場の土壌中におけるウイ

ルス病汚染程度の定植前圃場診断技術として利用できること

が示された． 

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
(14) (8) 

A 405 

未発病圃場土 発病圃場土 

図１ ピーマン栽培圃場における PMMoV の土壌汚染

度調査 

   上記（ ）内は，調査圃場数を示す． 



５ 抵抗性品種の利用による防除 
 
 ピーマンやトウガラシが属するカプシカム属には，トバモウイルスに対して抵抗性を示すL遺伝子を保有している野生

種が知られている．それらは，L1，L2，L3，L4 の４つの異なる遺伝子が同一の遺伝子座において対立遺伝子的な遺伝様式

を示すとされている 10)．また，これら4 つのL 遺伝子に対応するように，トバモウイルスはP0型，P1型，P1,2型，P1,2,3型

と 4 種類の病原型に分けられている（表２）．つまり，L2遺伝子を打破する P1,2型トバモウイルスは同時に L1遺伝子を打

破するため，一度抵抗性が破られるとL2遺伝子より下層の抵抗性遺伝子を保有する品種では，ウイルス感染の拡大を止め

られない．従って抵抗性品種を開発する際には，現状発生しているウイルスの病原型を把握した上で，そのウイルスに適

した抵抗性遺伝子を導入することが重要である．現在では，L3遺伝子を導入した品種の普及が進んでいるが，それを打破

するウイルス系統も発生し，徐々にではあるが全国的に蔓延してしまった 11)．そこでそのL3遺伝子を打破するウイルス系

統の感染拡大を止めるために， 後の砦としていたL4遺伝子を保有するピーマン品種の開発並びに試験栽培を開始した．

L3遺伝子打破ウイルス系統が蔓延している産地で栽培を開始した当初は高い防除効果が発揮されたが，産地導入後１〜２

年の間に残念ながらその抵抗性遺伝子も凌駕するL4遺伝子打破新型ウイルス系統が発生してしまった12)．今後， L4遺伝

子打破系統ウイルスの全国的な蔓延化を防ぐためにもウイルス，甚発生地域で１作の作付等，圃場土壌中のウイルス濃度

を下げるためのクリーニングクロップとしての利用等に限定し，決して連作などをしないような栽培上の工夫を考えてい

かなければならない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 弱毒ウイルスによる生物防除 

 

  弱毒ウイルスを利用した生物防除法は，環境保全型農業を実践する上で，さらに抵抗性品種に対する打破系統ウイル

スが発生している現状の克服には非常に期待される技術である．従来，PMMoV強毒株に対して４種類の弱毒ウイルス株

が作出されているが 13,14,15,16)，栽培条件によってはモザイク症状が現れ，生育に影響が出る場合が認められていた 17)．こ

れらの弱毒ウイルス株は，L3遺伝子を持つピーマン品種では弱毒ウイルスを接種した部分にえそ斑が生じ全身移行しない

ため干渉効果を発揮することができない．そこで当研究センターでは，L3遺伝子を持つピーマン品種においても全身に行

き渡りしっかりとした干渉機能を発揮する弱毒ウイルス（No. 16ワクチン）を選抜した 18)．No. 16ワクチンを子葉期に

接種したピーマン（品種：みおぎ(L3/ L+)、日本園芸生産研究所）を当センターのウイルス汚染圃場で４月〜９月の間栽培

表２ カプシカム属が有するトバモウイルス抵抗性遺伝子

カプシカム属種名 遺伝子型

トバモウイルス病原型

L+/L+C. annuum cv. Early Calwonder

L1/L1C. annuum cv. Bruinsma Wonder 

L3/L3C. chinense PI 159236

L2/L2C. frutescens cv. Tabasco 

L4/L4C. chacoense PI 260429

S：全身感染  R：局部感染で非全身感染（抵抗性）

 
 

P0

S

R

R
R

R

(TMV, ToMV) 

P1

S

S

R
R

R

(PaMMoV) 

P1,2(S)

S

S

R
S

R

(PMMoV-J) 

P1,2,3(I)

S

S

S
S

R

(PMMoV-Ij) 



（半促成栽培）したところ，そのワクチン処理ピーマン

は全栽培期間を通して外観正常であった（図２）．収

穫初期から強毒ウイルスで汚染した摘果ハサミでその

No. 16ワクチン接種ピーマンの整枝・摘果等の管理作業

を行っても発病は一切認められなかった（表３）。先の

半促成の慣行栽培（約3a）において，No. 16ワクチン

接種ピーマンの果実収量を健全区並びに強毒ウイルス

感染区のそれぞれと比較すると，強毒ウイルス感染区に

は明白な有意差が認められたが健全区では認められな

かった（図３・表４）．今後は，現有の抵抗性品種を生か

す上に置いても，またその抵抗性遺伝子を打破する新型ウ

イルス系統の発生を未然に防ぐためにも，本弱毒ウイルス

を核とした生物防除技術を日本全国のピーマン産地で広く

展開していく必要がある．そのためには，本弱毒ウイルス

を接種したピーマンにおいて，全国のピーマン産地におけ

る干渉性の実証試験や様々なピーマン品種での収量性等へ

の経済的影響を評価していかなければならない． 

 

 

 

 

 
 

 
 

７ 土壌伝染を抑える技術 
 
 7.1 ピートモス成型ポットを利用した土壌伝染抑制 

 PMMoVによるモザイク病は移植直後に発病した場合，その後の生育抑制が大きく，20〜50％の減収となる．寒天培地

を用いたモデル試験により，PMMoVの土壌伝染は移植時に生じる根の傷口からの感染が主原因と考えられたため19)，数

種の異なる移植法によるウイルス発病株率の違いを調査した．ポット苗から土をふるい落とし根が剥き出しの状態で汚染

土に移植（土壌落とし苗移植）した場合，約80％の発病株率を示した．しかし，ピートモス成型ポットで育苗した苗をそ

のポットごと汚染土に移植（ピートモス成型ポット苗移植）した場合は0〜14％の発病株率に抑えられ，十分な発病抑制

効果が確認された（図４）20)．このことは，移植作業時に生じた根面上の微少な傷からウイルスが侵入・感染するという

理論を傍証しており，圃場現場における実際の定植作業においても苗の根が直接汚染土に触れないよう根圏を保護するこ

とが重要であることを実証している．今後，実用化にあたってコストや利便性を考慮して，ピートモス成型ポット以外の

図３ ワクチン接種ピーマンの月別収量調査（10a換算） 
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６月 ７月 ８月 ９月

健全 No. 16 強毒

（トン）

表４　ワクチン接種ピーマンの総収量比較（10a換算）

健全 No. 16 強毒

総収量（t） 12.48 11.73 8.29

Pt値* >0.05 <0.001

*： 対、健全区

表３　　摘果時にウイルス汚染ハサミを使用した際のワクチン接種ピーマン防除効果

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6月1日 5 5 2 5 3 3 5 4 5 3

6月9日 6 5 6 6 7 7 9 6 4 6

6月15日 8 4 9 14 13 3 12 10 8 11

6月22日 16 発病 13 15 19 13 17 16 13 12

6月29日 18 13 15 23 22 12 9 15 10

7月5日 発病 発病 発病 12 15 7 10 8 14

7月12日 発病 4 14 24 11 10

7月20日 25 23 13 22 6

7月27日 32 8 13 10 37

8月3日 無発病 無発病 無発病 無発病 無発病

合計入鋏回数 53 14 43 55 77 124 107 105 96 109

摘果月日 Ｎｏ．１６ワクチン接種株無接種株

入鋏回数

図２ 栽培圃場における No. 16 ワクチン接種ピーマンと強毒ウイルス感染ピーマン 
 左写真：圃場における No. 16 ワクチン接種（左）、強毒ウイルス感染（中央）、健全（右）

の各ピーマンの様子、右上写真：No. 16 ワクチン接種ピーマンの生長点近傍の様子、右下写

真：発症した強毒ウイルス感染ピーマンの生長点近傍の病徴 

No. 16 ワクチン 

強毒ウイルス 
No. 16 ワクチン 強毒ウイルス 健 全 



保護資材の検索・利用も検討すべきであろう． 

 

 7.2 熱水（蒸気）土壌消毒によるウイルスの不活性化 

 熱水または蒸気土壌消毒法は，臭化メチル剤利用土壌消毒法

に代わる技術として様々な病害虫に対して防除効果が確認さ

れている．そこで，熱水土壌消毒法についてトバモウイルス病

に対する防除効果を検討した．各種トバモウイルスの罹病植物

をガーゼに包み異なる深さに埋め込み，透明ポリフィルムで覆

った土壌表面に95℃の熱水（200 liter/㎡）を散水した．処理５

日後に各深さに埋め込んだ試料を取り出し，生物検定法により

ウイルス活性を測定した．その結果，土壌温度が 90℃以上に

上昇した深さ 5〜10cm では何れの試料中のウイルスも不活性

化したが， 15cm以下の深さに埋めたウイルスはその活性は低

下したものの依然として感染性を保持していた．これらのこと

から，90℃以上の土壌温度が確保できる比較的表層であれば，本法はウイルスを確実に不活性化し，トバモウイルス病の

防除に有効であると考えられた 21)． 

 一方，ウイルス汚染土の上に滅菌土を10cm以上重層して移植した場合，土壌伝染は起こらなかった 21)．前述のピート

モス成型ポット移植の事例とも併せ，土壌伝染は移植時の傷によって起こり，その後の根の自然伸張期時には，ウイルス

感染は起こらないのであろうと考えられる 19)．このことから，比較的表層のウイルスを確実に不活性化できれば，移植時

の土壌伝染を抑えられる可能性がある． 近，圃場レベルにおける土壌の蒸気消毒によりトバモウイルスの土壌伝染が抑

制された例が報告された 22)．今後，土壌内病原菌・ウイルス・線虫害等との同時防除を目標として熱水または蒸気消毒技

術の利用を積極的に検討していくが必要があろう． 

 

 7.3 土壌への有機質資材の添加によるウイルス不活化の促進 

一般にトバモウイルスは安定性が高く，PMMoVについては土壌中の根で６ヶ月以上感染性を保持すると報告されてい

る 4,5)．また，PMMoV 罹病残渣を土壌に混和することで，土壌伝染が容易に起こる 6,20,23)．このことから，圃場では土壌

中の植物残渣に感染性を持つウイルスが長期間残存し，伝染源になっていると推察される．そこで，土壌中植物残渣に含

まれる PMMoV の不活性化を積極的に促進するため，種々の有機質資材を土壌に添加して PMMoV の不活性化程度を比

較した．その結果，各種資材の中ではセルロース添加によってPMMoVの不活性化が も促進されることが確認された 24)．

また，培養開始時に抗生物質を添加したところ，セルロースを添加したことによるPMMoV不活性化効果が消失した．よ

って，セルロース添加によるPMMoVの不活性化促進には，土壌中に生息するセルロースを分解する微生物が重要な役割

を果たしていると推察される． 

 

８ 管理作業によるウイルスの接触・感染阻止技術 
 
 トバモウイルスは接触伝染するため，わずかな発病でもその後の管理作業で容易に圃場全体に蔓延する．現在までに，

多くの抗ウイルス剤の探索が行われてきた 25)．そのなかで，シイタケ菌糸体抽出物であるレンテミン（野田食菌工業）ま

たはスキムミルクの葉面散布が，優れたウイルス感染阻止効果を発揮した 4,26,27)．本剤による感染阻止の作用機構は，薬剤

が糊のような働きをしてウイルス粒子が凝集することにより，その後の感染が阻止されると推察された 26)．現在，レンテ

ミンは抗ウイルス剤として唯一農薬登録されており，作業時の手指・器具消毒および移植・摘芽・誘引などの作業時直前

a）異なる文字は、Turky検定により，1％水準で有意差があることを表す．
b）発病株率は３反復の平均

図２　 PMMoV汚染土へのピーマン苗の異なる移植法とそ

の後のモザイク病発病株率
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散布により，キュウリ，トマト，ピーマン，タバコおよびシンビジウムに対するトバモウイルスの接触・感染阻止剤（農

薬）として販売されている． 

 群馬県ではトマトの管理作業時に使用するハサミで接触伝染するトマトかいよう病が問題となっている．本病の伝染を

防止するひとつの方法として，収穫用採果ハサミで一旦握った後解放する際にハサミの刃の部分に液体を噴霧する仕組み

を持つ「消毒液自動噴霧ハサミ」が開発・利用されるようになった 28) ．そのハサミは，現在市販されている．そこで私

たちは，その「消毒液自動噴霧ハサミ」をピーマンの剪定作業等に用いることによりPMMoVの接触伝染阻止効果を検討

した．本ハサミの刃先をPMMoV罹病葉粗汁液で汚染させ，レンテミン溶液やスキムミルク溶液により刃先を自動噴霧洗

浄後，ピーマン葉に切り込み接種した．無処理区では20 株中14〜20 株が感染したのに対して，消毒液処理区では20 株

中0〜2株に抑えられ，高い接触伝染阻止効果が確認された 29) ．今後は，ウイルス病用処理液と殺菌剤との混合液を用い

ることにより，管理作業用「消毒液自動噴霧ハサミ」を使用したウイルス病と接触伝染性細菌病の同時防除が可能と考え

られる． 

 

９ まとめ 
 

 オゾン層を破壊するとされている臭化メチル剤が，2005 年以降土壌くん蒸剤として使用できなくなったが PMMoV 抵

抗性ピーマン品種に対する打破系統ウイルスが全国的に広く発生している現状では，本技術に代わる防除法を開発するこ

とは容易ではない．よって，現有の抵抗性品種の利用を軸としながら，本稿で述べた種々の防除技術を組み合わせ，ピー

マンモザイク病の発病を抑える総合防除技術のシステム化が肝要と思われる． 

 

 

摘 要 

 

 我が国で発生する土壌伝染性ウイルス病，特にトウガラシマイルドモットルウイルスによるトウガラシ・ピーマンモザ

イク病について概説した．本ウイルス病の防除のために利用されてきた臭化メチル剤が2005年に撤廃されたことにより，

代替技術が求められている．ピーマン栽培圃場の本ウイルスによる汚染程度を正確に把握する技術，本ウイルス病の抵抗

性品種，その品種が持つ抵抗力を持続させる耕種的，あるいは生物的防除法を開発・実用化することにより，本ウイルス

病の環境保全型総合防除システムを確立しピーマンの安定生産ラインを確保することが可能となる． 
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平成19年度高度先進技術研修「IPM技術習得研修」

「化学農薬を用いない効果的な線虫防除対策」

千葉県農業総合研究センター 片瀬 雅彦

１ はじめに

環境問題は全地球規模の問題であり，農業分野では環境への負荷軽減に配慮した持続性の高い

生産方式の導入が進められている。この一環として，生物的防除，耕種的防除，物理的防除及び化

学的防除を矛盾なく組み合わせて，病害虫及び雑草の発生を経済被害が生じないレベルに抑える総

合的な病害虫・雑草管理（IPM）を確立するために，それぞれの個別技術の開発とその体系化が求め

られている。特に，2005年に臭化メチルの使用が一部を除いて全廃されたことを契機に，土壌消毒の

代替技術の開発が精力的に取り組まれてきた。

このような状況の中で，北海道立道南農業試験場において施設ネギの根腐萎凋病を対象に「土壌

還元消毒法」が開発された（新村ら，1999）。本法は化学農薬を用いない土壌消毒法として注目されて

おり，日本各地で普及に向けた試験が行われ，施設野菜及び施設花卉を中心に土壌病害及び線虫

害に対する防除効果が明らかにされた（久保・片瀬，2007）。本法は小麦フスマまたは米ヌカを利用す

る技術であるが，糖蜜（新村，2004ab；小松ら，2006a）などの利用や土壌還元消毒と熱水土壌消毒と

の併用（植草ら，2002）なども検討されている。

千葉県農業総合研究センターは，1999年から県単プロジェクト研究の一環として，土壌還元消毒を

千葉県に適した土壌消毒技術として利用するために，普及，行政，ＪＡなどの関係機関と共同で現地

試験を行った（久保ら，2003，2004）。また，2000年から農林水産省交付金プロジェクト研究「環境負荷

軽減のための病害虫高度管理技術の開発」に参加して，土壌還元消毒，熱水土壌消毒，天敵微生

物，土壌燻蒸剤の植穴少量処理などを組み合わせた土壌病害虫防除技術の体系化と実証を行った

（梅川ら，2005）。これらの試験結果を踏まえ，特に土壌還元消毒を用いた線虫防除について，生産現

場で実施する際の具体的な要点を解説する。

２ 線虫害と防除対策

ネコブセンチュウ，ネグサレセンチュウ，シストセンチュウなどの植物寄生性線虫による被害は，施設

及び露地を問わず農作物にとって重大な生産阻害要因であり，線虫害による損失は極めて深刻であ

る（水久保，2000）。線虫害の主要因は集約的な生産方式による連作体系にあるため，線虫防除対策

の基本として，線虫寄生性の異なる作物を組み合わせた輪作体系の導入が重要であることは言うまで

もない。しかし，地域における共同出荷体制や，経済的に見合った輪作作物を見い出せないことなど

から，生産者が現状の作付体系を変更することは容易ではない。

この連作体系の中で線虫を防除するためには，短期間で高い防除効果が得られる土壌燻蒸剤や殺線

虫剤などの化学農薬に頼らざるを得なかった。近年，「土壌還元消毒」の開発，「熱水土壌消毒」及び「蒸

気消毒」の技術的な進展（北，2006）により，環境問題に対する消費者及び生産者の関心と理解が進む

中で，これらの化学農薬を用いない土壌消毒法が徐々に普及している。また，1970年代に開発された「太

陽熱消毒」は，適用場面が限定されるものの簡便な手法として定着している。

さらに，線虫密度低減効果をもった「対抗植物」が，種苗メーカーで多数育成されてきた。一部の地域

では古くから輪作体系に組み込まれており，耕種的防除として効果を上げている（水久保，2005）。また，

ネコブセンチュウの「天敵微生物」を製剤化したパスツーリアペネトランス水和剤が利用できる。



図１ フスマの散布 図２ ロータリー耕耘によるフスマの混和

フスマを均一に散布する。 ３回程度耕耘して十分混和する。

図３ 潅水チューブの設置 図４ 透明フィルムの被覆

60㎝間隔を基準に土壌条件に合わせ 潅水チューブの上から隙間なく丁寧に

て設置する。 被覆する。

図５ 頭上潅水装置による潅水 図６ 十分に潅水した土壌の状態

頭上潅水装置で潅水した後に，被覆す 足を踏み入れると，膝上までズブズブ

ることもできる(被覆には工夫を要する)。 と沈んでしまう状態。歩行は困難。



３ 土壌還元消毒の手順及び留意事項

（１）土壌還元消毒の基本的な作業は，新村（2000，2004a）に準じて次のように行う。

ア フスマ：10ａ当たり１ｔの小麦フスマまたは米ヌカを，深さ約20 cmまでロータリー耕耘して十分混

和する（図１，図２）。

イ 湛水化：潅水して施設の土壌を一時的に湛水状態（圃場容水量～ 大容水量）にする（図３，

図５，図６）。

ウ 保温：フスマを混和した深さまで地温が30℃以上になるように，透明フィルムで地表面を被覆

し，施設を20日間密閉する（図４）。被覆は水分蒸発の防止を兼ねている。

（２）新村（2000，2004a）の知見に加え，千葉県農業総合研究センターの実用化試験及び現地での実

証試験から，土壌還元消毒を実施する上での留意事項として次の点が挙げられる。

ア 実施時期：地温30℃以上を維持するという観点から，千葉県で実施できる期間は６月から９月ま

での４か月間である。さらに，日照条件が良好であれば５月でも実施可能である。また，９月に実

施する場合も日照条件が重要である。

イ 実施できる土壌：千葉県の代表的な土壌である黒ボク土及び非黒ボク土（砂土，砂壌土，埴壌

土）の施設において，防除効果が確認されている。

ウ 前処理：フスマを散布する数日前に，フスマの混和作業に支障がない範囲で，ロータリー耕耘

して潅水する。これにより，フスマ混和後の潅水むらを避けることができる。

エ フスマの混和：深さ約20 cmまで，１t/10aのフスマを均一に混和することが重要である。このた

め，フスマを散布してからロータリーで２回以上耕耘して，平らに整地する。千葉県での実証試験

では３回行っている。また，ハウスの隅まで丁寧に混和する。深耕ロータリーを利用できる場合

は，２ｔ/10aのフスマを深さ約40 cmまで混和すると防除効果が高くなる。

オ 潅水方法：次の２通りの方法のいずれかで潅水する。 1) 地表面に潅水チューブを下向きに設

置し，その上から透明フィルムで地表面全体を被覆して潅水する（図３，図４）。潅水チューブの間

隔を約60 cmとし，透水性の高い圃場では間隔を狭くするなど，土壌条件に合わせて調整する。

2) 頭上潅水装置で潅水して湛水状態にした後，地表面を透明フィルムで被覆する。湛水後は施

設内を歩行することは困難であるため，あらかじめヒモなどを取り付けて被覆する（図５）。

なお，砂土の場合は湛水状態になりにくいが，150～200mmを目標に十分潅水する。

カ 施設の密閉期間：通常20日間，７月から８月の高温時には10日間で防除効果が得られる。

キ 高温時の対処：夏季の高温時には，ハウス内の機材及び資材が高温により劣化する可能性が

ある。このような場合は，天窓や側窓の一部を開けてハウス内の温度を下げてもよい。ただし，夜

間は閉める。外から吹き込む風で透明フィルムの被覆が剥がれないように注意する。このために

は，所々に土を盛って透明フィルムを固定しておく。

ク 処理日の天候：開始から３日程度の天候が良好であると，地温が早く上昇して高い防除効果が

得られると考えられる。週間天気予報などを参考にして好天時に処理を開始する。しかし，フスマ

を散布したら，たとえ天候が悪くなっても作業を続行し，散布した日に潅水を開始する。フスマを

土壌に混和した状態で放置すると，病原菌が増殖する可能性がある。

ケ 追加潅水の禁止：施設の密閉期間中に地表面が乾いてきた場合，追加潅水すると地温を低下

させてしまうので，追加の潅水を行わない。このような状態にならないために，開始時に潅水を十

分行い，透明フィルムによる地表面の被覆を丁寧に行うことが重要である。



コ 効果の確認：潅水終了から数日後に，特有の臭い（どぶ臭）が発生していることを確認する。ま

た，土壌還元消毒の終了直後，ジピリジル試薬を土壌断面にスプレーしてティッシュペーパーを

貼り付けると，赤褐色に着色することから土壌の還元化を確認することができる場合もある。

サ 処理後の耕耘と施肥：土壌還元消毒の終了時，施設を開放したら直ちにロータリーで十分耕

耘して，土壌を酸化状態に戻す。耕耘が不十分な場合，作物が生育障害を起こすことがある。耕

耘してから約３日後に，施肥，播種，定植などの作業を行う。

シ 施肥量：土壌還元消毒後に土壌診断して土壌の化学性を把握し，この結果から施肥量を決め

る。耕耘して土壌を十分に酸化状態に戻してからECを測定し，硝酸態窒素の土壌含量を推定す

る。処理直後にはアンモニア態窒素が比較的多く存在することに留意する。

ス 気候条件及び土壌条件などを考慮して，各地域ごとに上記の処理内容を判断する。

４ 線虫に対する土壌還元消毒の防除効果

（１）土壌還元消毒の防除効果が認められた線虫害及び土壌病害

線虫に対して土壌還元消毒の防除効果が確認された作物を表１に示す（久保ら，2003，2004；千葉

県農林技術会議，2004；新村，2004b，片瀬ら，2005）。線虫害と同時に土壌病害を対象に実施するこ

とが多いので，防除効果が確認された土壌病害を並記した。線虫害の場合，作物を問わず，ネコブセ

ンチュウ及びネグサレセンチュウの防除が可能であると推察される。

しかし，フスマを混和した層よりも深い所には防除効果が及ばない。このような下層で生き残った植

物寄生性線虫は栽培期間中に増殖してくる。ホスチアゼート液剤の登録がある作物の場合，栽培期

間中に処理すると栽培後半におけるネコブセンチュウの増殖を遅らせることができる。

なお，土壌病害の内，トマトの萎凋病及び根腐萎凋病に対して，完全ではないものの薬剤と同等の

防除効果がある（久保ら，2003）。ウリ類のがんしゅ病及び黒点根腐病に対する防除効果は認められな

い（千葉県農林技術会議，2004）。メロンのつる割病に対して，完全ではないものの薬剤と同等の防除

効果がある（小河原ら，2004）。トマト及びナスの青枯病に対する防除効果は不安定である（久保ら，

2003，2004；峯村・野村，2004；小松ら，2006a）。トマトモザイクウイルス（ToMV）によるトマトのモザイク

病に対して防除効果は認められない（久保ら，2003，2004）。

表１ 現地試験などで土壌還元消毒による防除効果が認められた作物及び病害虫

対象作物 土壌病害 線虫害

ネギ 根腐萎凋病
トマト 褐色根腐病、萎凋病*、根腐萎凋病* ネコブセンチュウ
ナス 半身萎凋病
キュウリ ネコブセンチュウ
スイカ ホモプシス根腐病
メロン ホモプシス根腐病，つる割病*
イチゴ 萎黄病 ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ
ホウレンソウ 萎凋病、株腐病、立枯病
サヤインゲン 黒根病 ネコブセンチュウ
エンドウ 萎凋病
トルコギキョウ 立枯病

注）新村ら(1999),久保ら(2002),小山田ら(2003),竹内(2004),千葉県農林技術会議(2004),小河原
ら(2004),新村(2004b),渡辺ら(2004),吉田･間下(2005),片瀬ら(2005),安江･鈴木(2006)による。

。この他の野菜類及び花卉類の病害防除に適用した事例がインターネットなどで紹介されている
＊防除効果はやや低い（本文参照 。）



（２）線虫に対する防除効果の具体的データ

ア 施設トマﾄのネコブセンチュウに対する土壌還元消毒の防除効果（久保ら，2003，2004）

現地農家のビニルハウス（162㎡１棟，黒ボク土）において，2000年に土壌還元消毒区（108㎡）

と太陽熱消毒区（54㎡）を設定した。土壌還元消毒区ではフスマを２t/10a散布し，深耕ロータリー

で深さ40㎝まで耕耘した。太陽熱消毒区では，無施用で同様に耕耘した。両区に潅水チューブ

を設置してポリエチレンフィルムで被覆した。６月２日～３日に潅水し，その後６月25日までハウス

を密閉した。７月18日にミニトマト（品種：「スーパーサンチェリー」）を定植し，12月８日に収穫を終

了した。

目標量を200mmとして潅水した結果，一時的に湛水状態になった。処理開始３日目から特有の

臭い（どぶ臭）が確認された。深さ40㎝までのネコブセンチュウ密度は，処理前に14頭/20gであっ

たが，処理後，土壌還元消毒区では１頭/20gに低下した。これに対して，処理後の太陽熱消毒区

では11頭/20gであり，密度の低下は認められなかった。

土壌還元消毒区の酸化還元電位（Eh6）は開始３日目に著しく低下したが，太陽熱消毒区では

低下しなかった(表２)。土壌還元消毒区の深さ20㎝の地温は太陽熱消毒区よりも高く，40℃以上

の積算時間は15時間であった。しかし，50℃には達しなかった。土壌還元消毒区の深さ40㎝及

び太陽熱消毒区の深さ20㎝と40㎝では40℃に達しなかった。したがって，土壌還元消毒区でネ

コブセンチュウ密度が低下した要因は温度ではなく，還元化によるものと考えられる。なお，土壌

還元消毒区と太陽熱消毒区における面積当たりの潅水量を同じにしたことから，土壌還元消毒

区におけるネコブセンチュウ密度

の低下が浸透水による線虫移動に

よって起こったとは考えられない。

トマトの栽培期間中，経時的に

線虫密度を調査した（図７）。土壌

還元消毒区のネコブセンチュウ密

度は低いレベルで推移し，11月22

日になってから増加が認められた。

一方，太陽熱消毒区では栽培初

期からネコブセンチュウ密度が著し

く増加した。収穫終了時に株を堀

取って根を調査した結果，太陽熱

消毒区で根こぶの付着が多数確

表２ 処理期間における酸化還元電位および地温別の延べ時間数

酸化還元電位（mV） 地温別延べ時間数（hr）
処理区 深さ

（㎝） 0 日 3 日 20 日 30 ℃≦ 40 ℃≦ 50 ℃≦

土壌還元 20 515 － 207 216 146 15 0
消毒区 40 558 － 98 251 80 0 0

太陽熱 20 511 511 317 120 0 0
消毒区 40 546 546 323 8 0 0

図７　施設トマトにおけるネコブセンチュウ密度
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認された（図８）。さらに，トマトの地上部に萎凋及び褐変がみられた。土壌還元消毒区でも栽培

後半に増殖したネコブセンチュウによって根こぶが形成されたが，その付着程度は太陽熱消毒区

よりも低かった。また，地上部の萎凋及び褐変はみられなかったことから，十分な防除効果が得ら

れたと考えられる。

イ 施設イチゴのネグサレセンチュウに対する土壌還元消毒の防除効果（片瀬ら，2005）

現地農家のビニルハウス（205㎡２棟，褐色低地土（砂質））で，土壌還元消毒を実施した。前作

では，ネグサレセンチュウによる根の褐変及び地上部の萎凋が顕著であり，2002年２月以降から

イチゴの収穫量が激減した。５月27日にイチゴの株元から土壌を採取したところ，353頭/20gのネ

グサレセンチュウ（クルミネグサレセンチュウ）が検出された。ベッドを崩して圃場を平らに整地した

後，６月17日にフスマを１ t/10a散布し，深さ20㎝まで耕耘して潅水チューブで潅水した。ハウス

を７月31日まで密閉した後，９月10日にイチゴ（品種：「とちおとめ」）を定植し，翌年５月上旬まで

収穫した。なお，対照区を設けなかった。

土壌の透水性が高かったことから，潅水量を多くするために２日間潅水した。また，開始から５

日間の天候が曇天であったため，地温の上昇が遅れた。地温が30℃を超えた日は，深さ20㎝が

開始10日目，深さ40㎝が開始11日目であった。土壌還元消毒の前後に土壌を採取して線虫密

度を調査した（表３）。消毒前にネグサレセンチュウは検出されたが，消毒後には検出されなかっ

た。さらに，翌年３月11日から収穫終了時の５月22日まで土壌の線虫密度を調査した結果，ネグ

サレセンチュウは検出されなかった。栽培期間中，地上部に外見的な線虫害は認められず，５月

22日までイチゴの収穫が継続された。これにより，土壌還元消毒の高い防除効果が確認された。

表３ 施設イチゴにおけるネグサレセンチュウ密度(頭/20g)の経時変化

消毒前 消毒後 収穫期間
施設 深さ

（㎝） 6/17 7/31 3/11 4/15 5/22

0-20 29 0 0 0 0
ビニルハウス１ 20-40 4 0 0 0 0

40-60 7 0 0 0 0

0-20 26 0 0 0 0
ビニルハウス２ 20-40 20 0 0 0 0

40-60 5 0 0 0 0

寄生程度の階級土壌還元消毒区 108 ㎡ 太陽熱消毒区（54 ㎡）（ ）

０：根こぶの付着なし

１：注意深い観察で根こぶを確認

２：１よりも容易に根こぶを確認５ ２ ６ ０ １ ３ ５ ４
３：多くの小さい根こぶを確認５ ２ ２ １ １ ８ ８ ８
４：いくつかの大きい根こぶを確認

５：根系の 25 ％に根こぶ付着

６：根系の 50 ％に根こぶ付着１ ２ ２ ２ ８ ８ ７
７：根系の 75 ％に根こぶ付着６ ５ ５ ２ ２ ８ ８ ８
８：根系の 100 ％に根こぶ付着

９：根が腐敗し、植物は枯死寸前

10：地上部と根は枯死

図８ ミニトマトの収穫終了時におけるネコブセンチュウの寄生程度



５ 土壌還元消毒による土壌養分の変化と施肥方法

（１）土壌還元消毒後の施肥方法

ア 化学肥料の施用：養分の少ない圃場では，土壌還元消毒で投入したフスマの肥料成分の効果

が期待できる。しかし，消毒後の化学性を推定することは困難であるため，消毒後の土壌診断か

ら施肥量を判断する。耕耘して酸化状態に戻してから約３日後に，ECを測定して硝酸態窒素の

量を推定する。消毒終了直後にはアンモニア態窒素が比較的多く存在することに留意する。

イ 堆肥の施用：フスマ（または米ヌカ）１ｔに約800kgの有機物が含まれるので，これを考慮して堆

肥の施用量を決める。なお，土壌還元消毒前に堆肥を施用すると，土壌の通気性が増して土壌

還元消毒の効果が不十分になる可能性があるので，土壌還元消毒後に堆肥を施用する。

ウ 塩類集積との関連：塩類が集積した施設で土壌還元消毒を行うと，除塩効果が期待できる。し

かし，環境保全の観点から，塩類を集積させない施肥体系をとることが望まれる。

（２）フスマの肥料成分の効果及び土壌養分の変化に関する具体的データ（牛尾ら，2003，2004）

ア フスマの分解：６カ所の施設（黒ボク土）で，土壌還元消毒の実施期間中にフスマが分解して無

機化する割合を，ガラス繊維濾紙埋設法で測定した。窒素分解率は18～43％，平均32％であっ

た。フスマ１ｔには約24 kgの窒素が含まれるので，実施期間中に4～10 kgの窒素が分解して，流

亡または脱窒により消失したと考えられる。なお，炭素分解率は 43～67％，平均55％であった。

フスマの１年間の窒素分解率をナタネ油粕と同程度とみなすと，土壌還元消毒後の１年間に30～

60％（７～14 kg）の窒素が徐々に無機化すると推定される。

イ 土壌養分の変化：土壌還元消毒の前後における硝酸態窒素，可給態リン酸，交換性加里，交

換性苦土，交換性石灰の土壌含量を測定した。消毒前に土壌含量が少ない場合は消毒後に増

加し，消毒前に多い場合は消毒後に減少する傾向があった(図９）。フスマからの供給と潅水によ

る溶脱の影響が考えられる。増加から減少に転じる消毒前の乾土100g当たり含量は，硝酸態窒

素が約10mg，可給態リン酸が約20mg，交換性加里が約60mg，交換性苦土が約125mg，交換性石

灰が約600mgであった。また，増加から減少に転じる消毒前のECは約0.25mS/cmであった。消毒

直後は消毒前よりもアンモニア態窒素が増加し，0.6～16.6mg/100g，平均3.6mg/100gであった。

図９-1 土壌還元消毒の前後における硝酸態窒素，アンモニア態窒素，交換性加里の土壌含量
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図９-2 土壌還元消毒の前後における可給態リン酸，交換性苦土，交換性石灰の土壌含量

注）４か所の施設における10地点の測定結果．乾土100g当たりの含量．

６ 土壌還元消毒の作用機構

（１）土壌還元消毒の作用機構の概要

地温30～40℃の下で土壌にフスマを混入させると，これらを栄養分として土壌微生物が急激に増殖

する。土壌水分が圃場容水量から 大容水量に達していると，酸素の消費によって土壌は無酸素状

態になり，還元状態に移行していく。この過程で有機酸が生成される。さらに，微生物同士の競合が起

こる。このように，土壌中に生息する病原菌や線虫類に対し，無酸素状態，有機物から生成される有

機酸，微生物による拮抗作用，太陽熱や発酵熱による高温などの複合的な要因によって防除効果が

得られると考えられる。

（２）作用機構に関する具体的データ

ア 有機酸の生成：フスマを混ぜた土壌をガラス瓶に入れて30℃の湛水状態に維持し，土壌還元

消毒を再現した。土壌溶液から有機酸が検出され，処理２日後以降，酢酸は約800ppm（13mM）

前後を推移したことから，作用機構との関連性が示唆された（久保ら，2002）。

イ 有機酸の殺菌効果：1000ppm（16mM）酢酸にトマト萎凋病罹病茎を24時間浸漬した結果，病原

菌の生存率は約60％に低下した（久保ら，2002）。同様の土壌還元消毒のモデル実験により，酢

酸及び酪酸の殺菌効果が確認された（Momma et al, 2006）。

ウ 有機酸の殺線虫効果：10mMの酢酸にネコブセンチュウを１日間浸漬するとほとんどの個体が死

亡した。この効果にはpHが関与していた（片瀬ら，2004，2005）

エ 土壌微生物相の影響：土壌還元消毒により土壌微生物相が急激に変化し（門馬ら，2005），こ

の増殖した嫌気性微生物が直接的に病原菌を死滅させることが示唆された（久保ら，2005）。

オ 線虫に対する嫌気条件及び温度の影響：土壌還元消毒により土壌溶液の溶存酸素濃度及び

酸化還元電位が低下し，ネコブセンチュウは死亡した。この内，酸化還元電位の低下が殺線虫

効果に関連していると考えられた。また，高温時には無酸素状態も殺線虫効果の一要因になると

考えられた（片瀬ら，2001，2003）。
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７ 土壌還元消毒のコスト

土壌還元消毒に係るコストを試算して，慣行の薬剤防除のコストと比較した（久保ら，2003；表４）。フ

スマは通常１袋20kgで流通しており，単価を900円に設定した。地域によってはこれより３割程度安く販

売されている。流動資材費及び労働費を試算した結果，土壌還元消毒に係るコストは薬剤防除に係る

コストとほぼ同等であった。

８ 土壌還元消毒の普及状況と今後の課題

（１）千葉県における土壌還元消毒の普及状況

千葉県では2000年から現地実証試験により普及を開始した。普及開始４年目の2003年における土

壌還元消毒の実施件数は263件であった（竹内，2004；片瀬ら，2004；図10）。対象作物としてトマトが

も多く107件，次いでイチゴが45件，サヤインゲンが21件であった。対象病害虫は，トマトのネコブセ

ンチュウ，褐色根腐病，萎凋病，イチゴのネグサレセンチュウ，萎黄病，サヤインゲンの根腐病，ウリ科

野菜のホモプシス根腐病，ネコブセンチュウなどであった。また，露地畑において，スイカのホモプシス

根腐病を対象に８件，ホウレンソウの立枯病及びネコブセンチュウを対象に２件が実施された。

一方，土壌還元消毒と共に注目されている熱水土壌消毒の場合，購入した熱水土壌消毒機による

事例が８件，リースした熱水土壌消毒機による事例が６件，メーカーのデモンストレーションによる事例

が４件であった。対象作物及び主な対象病害虫は，ホウレンソウの萎凋病，立枯病，トマトの青枯病，

褐色根腐病，ネコブセンチュ

ウ，バラの根頭がんしゅ病，

イチゴの土壌病害虫全般，

キュウリのネコブセンチュウ，

バジルのネコブセンチュウ，

メロンのえそ斑点病であっ

た。その後，熱水土壌消毒

の実施件数は年々増加して

いる模様である。

なお，北海道における土

壌還元消毒の普及状況と問

題点が岸田（2004）によって

報告されている。

表４ 土壌還元消毒に係るコストの増減（トマト抑制栽培）

コスト増加分（円/10a） コスト減少分（円/10a）

流動資材費 フスマ 45,000 クロルピクリン燻蒸剤 33,000
ホスチアゼート粒剤 14,400

労働費 処理前耕耘 1,650 土壌消毒前耕耘 1,650
フスマ混和・灌水作業 5,250 土壌消毒・ガス抜き 4,350
透明フィルム除去・耕耘 2,700 土壌消毒後耕耘 1,650

合計（Ａ） 54,600 合計（Ｂ） 55,050

純増額（Ａ－Ｂ） － 450

注）労働単価：1,500 円/hr，フスマ単価：900 円/20kg

図10　千葉県における土壌還元消毒の実施件数（２００３年)
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（２）施設トマト及び施設キュウリの線虫防除における土壌還元消毒の導入

トマト及びキュウリの場合，ネコブセンチュウによる被害が恒常的に発生しており，定植前の土壌消

毒は必須の作業になっている。ここに土壌還元消毒を導入する場合，抑制栽培（８～９月定植）の定植

前に実施すると高い防除効果が得られる。前作の収穫終了から１か月の処理期間が必要であるため，

これまでに処理期間の短い薬剤防除を行ってきた場合，作付体系の見直しが必要になる。また，一般

的な導入条件として，畑地灌漑や井戸などにより水が豊富に利用できることが必要である。

一般的に，根張りの深いトマトなどの作物を栽培している圃場では，下層土に生息しているネコブセ

ンチュウに対する防除効果は不十分である。この生き残ったネコブセンチュウが，栽培後期に増殖して

くることが多い。土壌還元消毒では，フスマを混和した層よりも下まで効果が及ぶ事例もあるが，確実

に防除効果が期待できる深さは通常のロータリーの場合は深さ20cm（フスマ１ｔ/10a），深耕ロータリー

の場合は深さ40cm（フスマ２ｔ/10a）である。近年，糖蜜を使って深さ50cmまで防除効果を拡大する方

法も考えられている（新村，2004a，小松ら，2006）。また，トマトの場合，定植２～３か月後のホスチアゼ

ート液剤の処理は，ネコブセンチュウの増殖を一時的に抑制する効果がある。

（３）施設イチゴの線虫防除における土壌還元消毒の導入

施設イチゴではネグサレセンチュウ（特にクルミネグサレセンチュウ）による被害が恒常的に発生して

おり，重大な生産阻害要因になっている。一方，イチゴは根張りが浅いために，高い線虫防除効果を

得やすい作物である。また，イチゴの促成栽培は，夏場に施設を空けることが比較的容易であるため，

太陽熱消毒及び土壌還元消毒を導入しやすい作型である。

千葉県内のイチゴ産地の農家約120戸の内，半数は太陽熱消毒のみを利用していた（片瀬ら，2004

；表５）。土壌還元消毒の実施戸数は，2000年に導入されてから年々増加し，2003年は11戸であった。

この内，全ての施設で土壌還元

消毒を利用した農家は２戸であ

り，残りの９戸は施設ごとに土壌

還元消毒，太陽熱消毒及び薬

剤消毒を使い分けていた。

防除効果が期待できる７月～

８月の高温時に太陽熱消毒を行

い，太陽熱消毒を実施できない

時期，あるいは線虫害などが多

発している施設では土壌還元消

毒を行うなど，防除方法を使い

分けることが実際的である。

（４）化学農薬を用いない線虫防除対策とその普及

千葉県の普及指導員に対して行われた環境保全型農業の研究方向に対する意向調査（栗原，

2003）によると，減農薬防除技術に対する現場のニーズは，一見整合的な技術体系にあるのではな

く，既存の防除技術と同等の効果があることを前提として，所要投資額ができるだけ少なく，所要労力

の極端な増加のない技術を望んでいる傾向があった。土壌還元消毒は，化学農薬をフスマに置き換

え，極端なコスト増加はなく，技術の採用を中止した場合でも固定的投資に由来する埋没費用が発生

表５ 千葉県の施設イチゴにおける土壌消毒別農家戸数

土壌消毒方法 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年

土壌還元消毒 4 5 8 11
単独 0 0 0 2
＋太陽熱 1 1 3 4
＋薬剤 3 4 4 4
＋薬剤・太陽熱 0 0 1 1

薬剤消毒 19 19 18 16
太陽熱消毒 60 59 57 56

注）産地の全戸数は約 120 戸と推定されるが、すべての農家の消毒
状況は不明である。
＋太陽熱、＋薬剤、＋薬剤･太陽熱は、それぞれの土壌消毒法
と土壌還元消毒法を施設ごとに使い分けていることを示す。



しないため，生産者の精神的負担が少ないと推察される。さらに，環境問題と減農薬栽培に対する生

産者の理解が進んでいる状況に加え，臭化メチル全廃への対応が強い動機になったと考えられる。

現在，化学農薬を用いない線虫防除対策として積極的に利用できる技術は，土壌還元消毒，熱水

土壌消毒及び太陽熱消毒であると考えられる。導入に当たっては，それぞれの地域の作付体系，気

候条件，土壌条件，施設状況，水利状況，導入コストなどを考慮して技術を選択する必要がある。さら

に，対抗植物を含めた輪作体系の導入を図りながら，必要に応じて化学的防除を取り入れて，線虫害

及び土壌病害に対する対策を総合的に進めていく必要がある。
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はじめに 
 施設野菜では，黄色粘着トラップ等による発生予察，生物農薬（天敵カブリダニ類，天

敵寄生蜂や捕食性天敵，微生物製剤など）の利用，物理的防除法としての防虫ネット，紫

外線カットフィルムや黄色蛍光灯の利用による IPM が推進されている． 
これに対して，開放系である露地野菜では比較的大規模な面積に均一な作物が栽培され，

チョウ目害虫を主体として多くの害虫が発生する．露地野菜においても天敵類の保護を目

的とした選択性殺虫剤の利用，被覆資材や黄色灯などの物理的防除法の利用が可能である

が，施設野菜に比べて利用できる防除手段が限られている．合成性フェロモンを利用した

複合交信撹乱剤は，大面積での処理によって各種のチョウ目害虫に対して高い効果を示し，

露地野菜の IPM における基幹技術としての利用が期待されている．ここでは，露地野菜に

おける IPM を推進するために，交信撹乱剤の利用を中心とした露地野菜の害虫防除体系と

露地野菜の IPM に関する方向性について紹介する． 
 
交信撹乱剤の利用状況 
 現在，国内では全 15 製剤の交信撹乱剤が販売されている．これらの交信撹乱剤の 2006
年度の使用実績は合計で 20,520ha である（福本・望月，2007）．果樹用の複合交信撹乱剤

の処理面積は 10,170ha であり，果樹用単剤（ハマキガ，シンクイガ，スカシバ用）を加え

た総計は 15,630ha と国内の交信撹乱剤の使用面積の 76％を占める．次に，チャを加害す

るチャノコカクモンハマキとチャハマキ用の単剤が鹿児島県を中心に 3,070ha に処理され

ている．一方，野菜用の複合交信撹乱剤の使用面積は全国で 760ha であり，コナガ（オオ

タバコガ），ハスモンヨトウ，シロイチモジヨトウに対する単剤がそれぞれ 560，380，120ha
で使用されている． 
 
交信撹乱剤の特徴 
 フェロモンとは同種の生物間で情報として作用する物質であり，他個体が受容するとご

く短時間に行動として効果が現れる解発フェロモンに加えて，行動だけでなく形態や生理

機能にまで影響を及ぼす起動フェロモンが知られている．なかでも雌雄間の交信の媒介で

ある性フェロモンは発生予察用のモニタリングトラップ，大量誘殺や交信撹乱剤として利

用されている．性フェロモンのほとんどは複数の成分から構成されており，昆虫の種が異



なれば成分が異なるか，成分が類似している場合にも各成分の構成比が異なり，性フェロ

モンは極めて高い種特異性を有する． 
 交信撹乱法は，合成性フェロモン成分や類似化合物などの撹乱剤を蒸散させて生息場所

に漂わせ，微量な性フェロモンによる雌雄間の交信を撹乱して交尾を抑制し，雌の交尾率

を低下させることによって次世代の害虫密度を制御しようとする方法である．交信撹乱剤

として使用される性フェロモンは，極めて高い種特異性を示すことに加えて，天敵などに

対する影響が少ないこと，感度が高く微量で効果が得られること，抵抗性が発達しにくい

こと，人畜毒性がほとんどないこと，分解が早く環境中に残留しないことが特徴となって

いる． 
 交信撹乱の機構（梅川ら，2005）は，①フェロモンを受容する感覚器官あるいは中枢に

おける感受性の低下，連続的な刺激を受けることによる麻痺あるいは慣れが生じること，

②雌が放出するフェロモンプルームに対する撹乱剤のカモフラージュあるいは合成性フェ

ロモンの濃度が高いために雌成虫の性フェロモンがマスクされること，③誘引性のある撹

乱剤では雄成虫が合成性フェロモンに正常に反応することにより時間とエネルギーを浪費

すること，④複数の成分を利用する害虫の場合，合成性フェロモンにより一部の成分が大

量に放出されるため成分の構成比が歪められて正常な反応ができなくなる，などが考えら

れている． 
 
交信撹乱の評価法 
 交信撹乱剤を有効に利用するためには，①対象

害虫の発生初期から発生終期まで処理すること

が必要であり，野菜類では定植直後に設置し，設

置地域内では作付けの早い圃場に合わせる必要

がある．②交信撹乱剤の効果は，発生密度に逆依

存するため低密度から処理する必要がある．③圃

場の立地条件に合わせて（園の周縁部や傾斜地の

場合）ディスペンサーを配置する．④既交尾雌の

侵入を防止するため，できるだけ広域に設置する

必要がある．交信撹乱効果の評価には，発生予察  写真１ 交尾嚢内の精包の有無 
用の性フェロモントラップを設置することによって評価することができる．交信撹乱剤の

効果がみられる場合にはモニタリングトラップへの誘殺がみられず，無設置区との比較に

より誘引阻害率（（１－設置区誘引数 ／未設置区誘引数）× 100）を求めることができる．

また，処理区内での交尾率を調査する方法には，つなぎ雌法が広く用いられている．つな

ぎ雌法は未交尾雌を用いて，片方の翅基部をミシン糸等でしばり，竹棒等につないだ未交

尾雌を夕方に圃場に配置し，翌朝回収して交尾の有無を確認する方法である．また，ステ

ンレス製の篭を球状に固定して，篭内に雌雄成虫を放虫して交尾率を調査する方法も用い



られ，未設置区との比較によって交尾阻害率（１－設置区交尾率 ／未設置区交尾率）× 
100）が求められる． 
防除効果の最終的な評価には，対象とする害虫の幼虫密度や被害程度によって行う必要

がある．しかし，交信撹乱剤の処理期間は２～３ヶ月に及び，その効果発現は遅効的で継

続的な調査が必要となる．また，広域に設置するため圃場ごとに栽培管理（定植時期や農

薬使用暦等）が異なるため，設置区と無設置区の評価が困難になる場面もみられる．一般

には，慣行防除体系あるいは減農薬防除体系での効果比較や設置区と未設置区の一部に無

農薬圃場を設定する方法で防除効果が評価されている． 
 
露地野菜の害虫相と交信撹乱 
露地野菜の代表格であるキャベツに発生する害虫は多く，昆虫類だけでも 100 種以上に

のぼる．キャベツは全国的に栽培され，その作型も非常に多様であるため，害虫の発生時

期や害虫相も地域の作型によって異なる．主要害虫としてダイコンアブラムシ，モモアカ

アブラムシなどのアブラムシ類，コナガ，モンシロチョウ，カブラヤガなどのネキリムシ

類，キスジノミハムシなどが全国的に発生する．また，関東以西の地域ではハイマダラノ

メイガ，オオタバコガ，シロイチモジヨトウ，ハスモンヨトウ，イラクサギンウワバの発

生が多く，寒冷地や高冷地ではヨトウガやタマナギンウワバの発生が問題となる． 
キャベツ害虫の中ではコナガが最も重要な害虫であり，各種薬剤に対して抵抗性を発達

させ，薬剤による防除が困難な害虫である．これらを背景として，性フェロモン剤の利用

はコナガを対象とした交信撹乱剤の利用が進められてきた．また，1994 年に大発生したオ

オタバコガがキャベツにおいても重要害虫となったことから，コナガとオオタバコガを対

象とした交信撹乱剤の利用，さらにコナガ，オオタバコガ，ハスモンヨトウ，ヨトウガ，

シロイチモジヨトウ，タマナギンウワバを対象とする複合交信撹乱剤が開発され，主要な

チョウ目害虫の密度抑制を指向した交信撹乱剤の利用が可能となっている． 
レタスでは，オオタバコガがもっとも重要な害虫となっている．オオタバコガは，植物

体に潜る傾向が強く，幼虫が結球内部に潜り込むことから，外観での被害判定は困難であ

り，わずかな加害であっても大きな被害をもたらす．レタス栽培では，オオタバコガの他

にナモグリバエとアブラムシ類，タマナギンウワバ，ハスモンヨトウ，ヨトウガの発生が

みられる．特に，ナモグリバエは 1990 年代後半から各地で発生が増加し，レタスでの被害

に加えて露地のダイコンやキャベツでもその発生が問題となっている． 
これらの露地野菜では，大規模面積での複合交信撹乱剤の利用によって，地域全体での

主要なチョウ目害虫の密度を低減させることができる．他の防除手段として，育苗期のハ

ウス開口部に防虫ネットを展張して害虫の侵入を防止し，また定植時の薬剤処理によって

アブラムシ類やナモグリバエを防除することが重要となる．これらの定植時処理剤の利用

によって定植後３～４週間の間，アブラムシ類やナモグリバエを始めとする各種害虫の同

時防除が可能となる（豊嶋，2007）．  



複合交信撹乱剤（アルミゲルア・ウワバルア・

ダイアモルア・ビトアーミルア・リトルア剤）

のディスペンサーは，長さ 60cm ほどの竹棒あ

るいはグラスファイバー製の棒などを支柱とし

て４本ずつ固定する．ディスペンサーの設置位

置は，作物が十分に生長した時の頂部より高く

なるように地上 40～50cm の位置に，6m×7m
の格子状に配置すると規定量を処理することが

できる．                     写真２ 交信撹乱剤の設置状況 
交信撹乱による防除では，ディスペンサーから蒸散する性フェロモン成分が圃場全体に

均一に保持されることが極めて重要となる．したがって，処理面積が広くなればなるほど

効果が安定するため，処理面積は３ha 以上が望ましい． 
フェロモン成分は空気よりも重く，傾斜地では上部に多く配置する必要があり，恒常的

に風が吹く地域では風上側に多く配置するような配慮が必要となる．交信撹乱剤の有効期

間は 3～3.5 ヶ月とされており，高温期には蒸散量が多くなることから注意が必要である． 
複合交信撹乱剤を設置した場合にも，防除対象とならない害虫の発生や対象害虫の密度

が高い場合には，他の防除法を併用する必要がある．また，露地野菜においても交信撹乱

剤の設置初年度に比べて複数年にわたって継続して設置する場合に，害虫密度を低く維持

できることが明らかになっている．露地には寄生蜂に加えて地上徘徊性の捕食性天敵であ

るクモ類やオオハサミムシが各種のチョウ目害虫の天敵として注目されており，天敵類に

影響の少ない選択性農薬の使用によって，これらの天敵類を保護し，天敵類を活用した IPM
体系を構築することが可能となる． 

交信撹乱剤の利用場面では，交信撹乱剤だけで各種害虫が防除できるものではなく，地

域全体で害虫密度を抑制し，難防除害虫であるコナガやオオタバコガを対象として防除の

効率化や殺虫剤の使用回数を削減することが可能となる．そのためには，害虫の発生に応

じて適切な防除対策を講じることが必要となるが，防除対象となる害虫の発生予察用性フ

ェロモンを利用することが不可能になるといった問題が生じる．実際の利用場面では，農

家自身が栽培管理の中で露地野菜に発生している害虫を調査し，薬剤による防除の要否や

防除時期を決定することが必要となる．そのため，露地野菜においても主要害虫の発生程

度を簡易に調査する手法や防除の必要性を決定する手法の開発が急務となっている． 
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施設の土壌病害の IPM 

九州沖縄農業研究センター 西村範夫 
 

はじめに 
 施設の土壌病害は主に土壌消毒か耐病性台木・品種で防除されている。しかし，土壌消

毒については，再発による被害，消毒回数の多さ，冬季に使用できる臭化メチルの代替剤

が問題になっている。耐病性については，利用できる作物は限られており，しかも新レー

スの出現で耐病性が失われる場合がある。また，生物防除は有望な代替技術と考えられて

いるが，実用技術を開発することができない。このため，土壌消毒法の改善と土壌消毒を

補完する生物防除技術の開発並びに耐病性台木・品種の拡充が必要である。そこで栽植密

度が高く多数の罹病根を採取できるサラダナの根腐病 7)を対象にして，再発原因を解析し，

新防除法を策定したので，本稿では，その経緯と生物防除研究の現状を記述した。なお，

サラダナはレタスの１種であり，正確に言えば Fusarium oxysporum f. sp. lactucae race 3
によるレタス根腐病であるが，ここでは本病をサラダナ根腐病とした。 
 
１．サラダナ根腐病の再発の特徴 
 サラダナは周年栽培作物であり，マルチャーによるマルチング，ペーパーポット苗の定

植，地際部切断による収穫，全面耕耘が繰り返される。作付け回数は根腐病発生以前には

年 6，7 作であったが，現在は土壌消毒に日数を要するため年 4，5 作に減少している。 
根腐病の発生の仕方は様々である。クロルピクリン剤で 5～10 月に土壌消毒した場合，2

作目にハウス妻面から 2～10m の範囲が発病し（図１），3 作目に全面が多発することがあ

る。図１は土壌消毒後に 2 作栽培し，再度土壌消毒して 2 作栽培した時に 2 作目の発病位

置が異なった事例でもあり，消毒効果が消毒毎に異なることを示している。また，妻面が 1
作目または 2 作目に発病し（図２），次作で多発することがある。さらに３月の低温期に消

毒すると発病が早い。この他に，１作目から不特定の位置が多発する場合や２作目にハウ

ス側面が発病する場合がある。 
 ダゾメット微粒剤の場合は，ハウス妻面から 2～10m の範囲が発病するか全面に発病

することが多く，クロルピクリン剤に比べると，土壌消毒後の初発の範囲が広いという特

徴がある。 
 

 
 

入
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○は消毒後２作目の被害株の位置，その後に土壌消毒が行われ，●はその２作目の被害株の位置。
図１　土壌消毒後の２作目に妻面から２～10ｍの範囲が多発した農家ハウスの事例（6×48m）



 
 
２．病原菌密度と発病の関係 
 病原菌密度が１，0.1，0.01 CFU/g になるように，乳鉢で磨砕した病土を散布しトラクタ

で混和した後，病原菌密度と発病の推移を調査した。その中で，冬～早春にサラダナを栽

培せずにクロルピクリン剤で土壌消毒したハウスとサラダナ栽培後にクロルピクリン消毒

を２回続けて行ったハウスにおける調査結果を表１に示した。本病は病原菌初期密度 1 
CFU/g で 1 作目から少発～多発し，0.01 CFU/g では 2，3 作目に多発した。また，収穫後

の密度を定植前の密度で除した病原菌増殖率は土壌消毒後の 1 作目が 270 倍，2 作目が 15
倍であった。消毒後の密度が 0.01 CFU/g であっても１，2 作後には多発する密度に達する

ため，本病では 0.01 CFU/g レベルの病原菌密度が問題になる。さらに，本病発生後にクロ

ルピクリン消毒したハウスでの試験では，１作目の病原菌増殖率が 930 倍であったので，

罹病根中で生残した病原菌は密度と発病の推移に大きな影響を及ぼすと考えられる。 
 

 
３．土壌消毒後の土壌からの病原菌の検出 
 クロルピクリン消毒を 1997年 5月に行った農家ハウス 2棟において，消毒前後に採土し，

選択培地 GMBP 9)を用いて病原菌密度を調査した。病原菌密度は消毒前の耕耘層で約 2,500 
CFU/g 乾土，消毒後の耕耘層で<5 CFU/g 乾土であったが，1 棟のハウスの耕盤層 5cm か

ら 20 CFU/g 乾土，ハウス入り口の外においても 40 CFU/g 乾土の病原菌が検出された８）。 
 その後，ペトリ皿 10 枚を使用すれば検出限界を≦0.3 CFU/g 乾土にできる試作培地

Fo-W3とFo-N3を作り，再度2001～2002年に土壌消毒後の病原菌密度を調査した（表２）。

クロルピクリン消毒後の農家単棟ハウスでは，病原菌は２棟の一方で妻面と側面そして内

部の 1 作目を定植しなかった部分から検出され，連棟ハウスの谷部では比較的高密度で検

入
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図２　妻面が多発した農家ハウスの事例　（7×56m，●：１作目被害株の位置。）

１作目 ２作目
調査年 初期密度 被害株率 密度 増殖率 被害株率 密度 増殖率
2001 1 1% 620 620 - - -

2003 0.03* 0% 13 430 97% 85 7
2005 0.01 2% 3 300 44% 70 23

1 62% 120 120 - - -
1 75% 130 130 - - -

病原菌増殖率：

１作後 ２作後

注1)初期病原菌密度は病土散布トラクタ耕耘後の推定値（CFU/g土），＊印は実測値(CFU/g乾
土)。その他の密度はCFU/g乾土。増殖率は（収穫後の密度/定植前の密度）を示す。

注2) 被害株率は下葉萎凋または小株の症状を呈する出荷できない株の割合。

120～620 (平均270)倍 7, 23 (平均15)倍

表１　クロルピクリン消毒後に接種した病原菌の密度と発病の推移



出された。また，土壌消毒後に病原菌 nit 3 菌株を接種混和した場内ハウスでは，病原菌は

妻面と側面に生残したが，内部の耕耘層と耕盤層 5cm の土壌からは検出されなかった。ダ

ゾメット消毒ハウスでは，病原菌は妻面と側面では検出されなかったが，定植予定部分２

カ所の一方で耕耘層下部と耕盤層から検出された。 
 

 
４．土壌中の病原菌に対するクロルピクリン剤の消毒範囲 
 クロルピクリン消毒が行われた農家ハウスで，病原菌が消毒直後と１作後の定植しなか

った部分の土壌から検出されたため，土壌中の病原菌に対するクロルピクリン剤の消毒能

力を次の方法で調査した。根腐病が発生したハウスまたは生物防除の試験で非病原性 F. 
oxysporum を接種したハウスにおいて，トラクタ耕耘後，耕耘層の下 5cm まで掘り下げ，

切り返しを行った耕耘層の土壌で耕盤層と耕耘層を再構築した。試験区の中央にクロルピ

クリン 80%剤 3ml を深さ 15cm に注入し，ポリフィルムで 7～１0 日間被覆した。消毒後，

注入点から水平距離で 18～30cm の範囲に，螺旋状に 3cm 間隔で外径 32mm 内径 28mm
のパイプを耕耘層または耕耘層の下 5cm まで垂直に差し込んで採土した。土壌中の菌密度

はペトリ皿 20 枚を使えば検出限界を 0.04 CFU/g 乾土にできる試作選択培地 Fo-WR また

は Fo-NR で測定した（表３）。その結果，深さ 20cm の地温が 22℃以上であれば，クロル

ピクリン 80%剤は耕盤層 5cm までと水平距離で 21cm 以上の範囲を消毒でき，地温が高け

ればその範囲はさらに広くなることが明らかになった。30cm の正方形の対角線の半分は

21cm であるので，以上の結果は慣行土壌消毒法で正確に 3 ml ずつ注入できれば深さ 25cm
までの土壌の消毒が可能であることを示した。 
 

M農家No.1 M農家No.2 場内接種ハウス
d)

ダゾメット微粒剤 クロルピクリン クロルピクリン
採土位置 消毒終了後(8/19) 消毒終了後(5/30) 消毒終了後(10/16)
妻面　表層(0～5cm) <0.07 <0.3 2, 24

側面　表層(0～5cm) <0.08, <0.08a) <0.3, <0.3b) 23～2,100
定植域　表層(0～10cm) <0.04, <0.04 <0.04, <0.05 4ヶ所全て<0.07

 　　　　　下層(10～20cm) 9, <0.04 - c) 4ヶ所全て<0.08
 　　　　　耕盤層20～25cm 6, <0.04 <0.03, <0.04 4ヶ所全て<0.02

T農家 M農家No.2 H農家連棟ハウス
クロルピクリン クロルピクリン クロルピクリン

採土位置 1作後(10/1) 1作後非定植部（7/4） 1作後(11/23)
妻面　表層(0～5cm) 45 - -
側面　表層(0～5cm) 0.3, 0.3 - 1, 11
連棟連結部表層(0～10cm） - - 61, 110

定植域　表層(0～5cm) 11ヶ所全て<0.3
d)

1, 他の5ヶ所は<0.3 -
 　　　　　中層(8～13cm) 11ヶ所全て<0.08 1, 5, 他の4箇所は<0.2 -
 　　　　　下層(15～20cm) 11ヶ所全て<0.08 28, 他の5ヶ所は<0.2 -

注） 調査試料の密度を並記またはまとめて表示した。＜は病原菌が検出されなかったこと，-は未調査を示す。場内
ハウスは土壌消毒後にnit 3 菌株液体培養胞子を散布混和し，１ヶ月培養したハウスで，病原菌密度はハウス内周
辺部で360～27,000 CFU/g乾土，その内側で610～6,900 CFU/g乾土であった。

表２　土壌消毒後に生残する病原菌の位置と密度（調査事例）

ハウス，土壌燻蒸剤，採土時期（月/日），病原菌密度(CFU/g乾土)



 
 次に，病原菌が土壌消毒後の農家ハウスの内側周辺部で検出されたので，消毒できない

妻面と側面の範囲を調査した。試験には土壌消毒後に病原菌 nit3 菌株を接種して１ヶ月間

培養し，その後乾燥させたハウスを使用した。乗用型土壌消毒機で消毒する場合， 初の

注入位置が妻面から 75cm と 60cm になる場合がある。また，トラクタで耕耘すると，妻面

は 60cm の位置から通常耕深で耕耘される。そこで，ハウスの隅から側面 60cm×妻面 80cm
の範囲の土壌を掘りあげた後，病原菌密度 24,000 CFU/g 乾土の均一な病土で耕耘部分と未

耕耘部分を再構築した。そして，表４に示した側面から 20cm と 50cm，妻面から 75cm と

60cm の星印の位置にクロルピクリン 80%剤 3ml を深さ 15cm の位置に注入し，ポリフィ

ルムで 10 日間被覆して消毒した。消毒後，妻面から 10cm の位置は表層 10cm の土壌，そ

の他は表層 20cm の土壌を内径 4.4cm の採土管で採取し，選択培地 Fo-NR で病原菌密度を

測定した。その結果，妻面から約 50cm の範囲は消毒できないことが明らかになった（表４）。 
 

 
ハウス側面は 30cm 幅を掘り上げて病原菌密度 24,000 CFU/g 乾土の病土で再構築した。

パイプ基部から 20cm と 50cm の位置に 30cm 間隔チドリに 3ml ずつ注入し，フィルムを

パイプ基部に接触させて被覆した場合と 10cm 離して被覆した場合の未消毒範囲を調査し

0cm 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm

10cm 24,000 20,000 20,000 21,000 19,000
20cm 24,000 16,000 20,000 22,000 21,000
30cm 19,000 7,800 800 2 0.2
40cm 0.2 0.06 <0.04 <0.04 <0.04
50cm <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

60cm <0.04 <0.04 <0.04
70cm
80cm

注）消毒前の病原菌密度は約24.000CFU/g乾土。★はクロルピクリン80%剤
3ml注入点。消毒後，表層10～20cmの土壌を調査。消毒開始後３日間の深さ
20cm，側面から10cmと50cmの地温はそれぞれ22℃と26℃。

表４　土壌消毒後におけるハウス妻部の未消毒範囲

妻側の隅からの距離と病原菌密度(CFU/g乾土）

側
面
の
隅
か

ら
の
距
離

消毒前
菌密度

試験 （CFU/g乾土） 18cm 21cm 24cm 27cm 30cm
耕耘層 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.04
＋耕盤層5cm <0.04 <0.04 <0.04 2 2
耕耘層 - <0.04 <0.04 0.07 0.3
＋耕盤層5cm - <0.04 0.07 210 260
耕耘層 - <0.04 <0.04 - -
＋耕盤層5cm - <0.04 0.4 1 5
耕耘層 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
＋耕盤層5cm <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

注２）菌密度11,000 CFU/gの試験はF. oxysporum， その他は病原菌の密度。地温は消毒開始後5日間の深さ
20cmの平均最低-最高地温。

3

1

29-31℃

40

11,000

表３　土壌中の根腐病菌またはFusarium oxysporum に対するクロルピクリンの消毒効果

注１）耕耘層の下5cmまで堀下げ，均一な病土で再構築，クロルピクリン80%剤3mlを1カ所に注入，ポリフィルムで7
～10日間被覆。消毒後，内径28mmのパイプを耕耘層または耕耘層の下5cmまで差し込み土壌を採取。後者を
「＋耕盤層5cm」と表示。選択培地で菌密度を測定。-は未調査。

注入点からの水平距離(cm)と消毒後の菌密度
（CFU/g乾土）

採土位置

2 60

34-38℃ 70

消毒時
深さ20cm
の地温

22-26℃



た。その結果，被覆フィルムの内側約 5cm までの範囲は消毒できなかった（表５）。 
 

 
５．罹病根に対するクロルピクリン剤の消毒効果 
試験にはペーパーポットに包まれた部分の罹病根を収穫期に採取して使用した。注入予

定地点から水平距離で 6～30cm の範囲に，螺旋状に 3cm 間隔で外径 32mm のパイプを差

し込んで耕耘層の土壌を抜き取り，その穴に罹病根各 5 個を埋設した。クロルピクリン 80%
剤 3ml を１点深さ 15cm の位置に注入して消毒した。回収した罹病根は水道水で洗浄し，

ホスチアゼート液剤 1,000 倍液に 30～60 分間浸漬し，105℃で乾熱殺菌した濾紙で余分の

水分を除いて選択培地 Fo-WR または Fo-NR に置床した。試験は深さ 20cm の平均 低地

温が 28℃以上の時に行われたので，耕耘層土壌の病原菌は注入点から少なくとも 24cm ま

で消毒できる条件であった。しかし，罹病根中の病原菌は注入点から 12cm までの範囲にお

いても生残することがあり，18cm 以上では生残する確率が高かった（表６）。 
 

 
そこで，クロルピクリン剤で効果的に罹病根を消毒するための処理条件を次の方法で探

索した。爪回転径 500mm のロータリで耕耘すると，耕深は耕耘直後で約 24cm になり，ま

た，爪を回転させながら停止すると窪みができ，方向転換してトラクタの後輪が窪みに入

った時には，耕耘の深さは 大で 32cm になった（図３）。このため，罹病根埋設位置を地

表下，深さ 5cm，12cm，24cm または 32cm にした。また，土壌消毒機では全てをチドリ

に注入することはできないので，格子状に注入することを前提にして，30cm または 20cm
の正方形内に罹病根を配置した。そして，罹病根を埋設した正方形に合わせて格子状に深

さ 15cm の位置にクロルピクリン剤を手動式注入器で注入し，ポリエチレンフィルムで 7～
10 日間被覆した。回収した罹病根を水洗し，ホスチアゼート液剤に浸漬した後に選択培地

被覆フィルムの位置 0cm 3±1.4cm 6±1.4cm 9±1.4cm 12±1.4cm
パイプ基部に接触 700 0.07 <0.04 <0.04 <0.04
パイプ基部から10cm離す 1,600 400 300 100 3

表５　土壌消毒後におけるハウス側面の未消毒範囲

パイプからの距離(cm)と病原菌密度(個/g）

注）　消毒前の病原菌密度は24,000個/g。クロルピクリン80%剤3mlをパイプ基部から20cm離し

て30cm間隔に注入。消毒後，表層10cmの土壌を調査。消毒開始後３日間の深さ20cm，側面

から10cmと50cmの地温はそれぞれ22℃と26℃。

試験 深さ5cm 深さ20cm 6cm 9cm 12cm 15cm 18cm 21cm 24cm 27cm 30cm

1 24-34 28-32 0/5 0/5 0/5 0/5 4/5 1/4 2/5 4/5 1/4

2 25-41 29-31 2/5 4/5 0/5 0/5 1/5 5/5 2/5 3/5 3/5

0/5 0/5 1/4 0/5 0/5 1/5 3/5 2/5 2/5

0/3 0/3 0/5 0/5 0/5 0/5 1/5 1/5 -

4 33-51 34-38 0/4 0/5 1/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 -

注入点からの水平距離と病原菌生残罹病根数/調査根数

表６　土壌中の罹病根に対するクロルピクリン剤の消毒効果

地温（℃）

注） クロルピクリン剤注入予定地点から螺旋状に3cm間隔で外径32mmのパイプを耕耘層に差し込
んで穴を開け，ペーパーポットに包まれた罹病根５個を埋設して消毒。一部回収できなかった罹
病根があった。地温は消毒開始後５日間の 低ｰ 高地温の平均値。

3 31-44 32-34



Fo-WR または Fo-NR に置床した。ただし，耕耘層の下 5cm まで消毒するための条件を明

らかにする試験では，罹病根の埋設深さ 32cm を 29cm に，埋設位置を正方形内から正方形

の対角線の交点に変更した。また，罹病根の殆どは消毒開始後 3 日以内に消毒されるとい

う結果がポット試験で得られたので，消毒期間中の地温を測定し，3 日間の平均地温， 高

地温， 低地温を表示した。 
 

 
深さ 20～24cm の平均地温が 25℃以上の場合（表７-1），ハウスを寒冷紗で被覆した試験

２を除き，深さ 5cm と 12cm の罹病根は消毒されたが，24cm と 32cm の罹病根は完全には

消毒できなかった。しかし，深さ 24cm の 高地温が 40℃に達した試験３では全層の罹病

根が消毒された。同地温が 21℃程度の場合は（表７-2，表 13），深さ 5cm の罹病根を消毒

できない場合があり，また，注入量を 2ml/穴に減らした表７-2 の試験７では，地表下に埋

設した罹病根を完全には消毒できなかった。同様の結果は注入総量を同じにして注入間隔

を狭めた試験でも得られた。ただし，いずれの試験においても罹病根から生育する病原菌

のコロニー数は 1～数個と少なかった（図４）。 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 m

②

⑤
奥 入口側

0

図３　ロータリでできる窪みと深耕される位置の関係及び 大耕深

③

①

⑥

　　　　　：窪みの位置， 　：深耕位置。中の数字は 大耕深(cm)。

　　　　間口6mハウスを爪回転径500mmのトラクタで耕耘した事例。①～⑥：耕耘順序，

32
29

④

試験２ 試験５

80%剤 80% 80% 80% 99.5% 80% 99.5% 80% 80% 80%

 5cm 0/24 0/25 1/51 0/46 0/49 - - 0/32 0/32 0/31

12cm 0/24 0/25 1/51 0/47 0/50 - - - -

24cm 0/24 0/25 1/51 0/55 0/50 1/50 1/50 3/39 1/40 0/42

32cm 2/23 1/25 - 0/52 0/50 - - - - -

地温(℃) 5cm 31(27-38) 34(26-46)

    20-24cm 30(29-32) 31(29-33)

注２）地温（℃）5cmは消毒開始後3日間の深さ5cmにおける平均（ 低ｰ 高）地温，20ｰ24cmは深さ20cm（試
験１，２）と深さ24cm（試験３～６）における平均（ 低ｰ 高）。試験１と２は寒冷紗で被覆したハウスで
実施。

28(21-37)

注１）罹病根を埋設し，クロルピクリン剤3mlを手動式注入器で30cm間に注入後，ポリフィルムで被覆。10日
後，罹病根を選択培地上に置床し，病原菌が伸長したものを病原菌生残罹病根と判定。-は未調査。罹病根埋
設位置の24cmは耕盤面，32cmは耕耘時の窪みに起因して深耕される時の 大耕深に相当。

31(29-37) 38(29-51)

31(29-32) 35(31-40) 33(30-34)

表７-1　サラダナ根腐病罹病根に対するクロルピクリンの消毒効果

クロルピクリン剤型と病原菌生残罹病根数/調査根数

罹病根埋設、
地温測定深さ

試験１ 試験３ 試験６試験４

25(24-36)

41(30-55)



 

          図４ 罹病根から生育した病原菌のコロニー 
      左：新鮮根を土壌消毒。右：太陽熱処理後に土壌消毒。矢印：病原菌コロニー。 

 
耕耘層上部の罹病根を消毒できない原因を調べるため，人工気象器を使用し，1/2,000a

ポットの地表下と深さ 20cm に罹病根各 10 個をポット内壁に付けて配置し，土壌水分が

大容水量の 19～27%の土壌で埋設し，クロルピクリン 80%剤 1.5ml をポット中央 15cm の

深さに注入して消毒する試験を行った。その結果，地温 15℃と 25℃では全ての土壌，35℃
では土壌水分が少ない土壌で，地表下の罹病根を消毒することができなかった（表８）。し

たがって，クロルピクリン濃度は地表下では不足し，地温が上昇しなければ罹病根を消毒

できないと考えられた。 
 

 
クロルピクリン剤は新鮮根を完全に消毒することができなかったので，太陽熱処理で腐

熟させた罹病根に対する消毒効果を調査した。まず，罹病根を土壌水分が 大容水量の 31%
と 52%の試験区の深さ 5，12，24cm の位置に埋設し，ポリフィルムで被覆し，19 日後に

30cm,3ml 30cm,2ml 30cm,3ml 20cm,1.4ml 30cm,3ml 20cm,1.4ml

 0-2cm 0/51 3/51 - - - -

 5cm 1/52 2/53 0/27 1/24 0/27 0/24

24cm 1/54 0/53 4/27 1/24 0/27 1/24
29cm - - 2/27 3/24 2/27 2/24
地温(℃) 5cm
        24cm

表７-2　サラダナ根腐病罹病根に対するクロルピクリンの消毒効果

注入間隔，注入量/穴，病原菌生残罹病根数/調査根数

20(14-29)
22(21-22) 21(18-23) 21(19-25)

25(18-43)

注１）罹病根を埋設し，クロルピクリン80%剤を手動式注入器で注入後，ポリフィルムで被覆。10日後，
罹病根を選択培地上に置床し，病原菌が伸長したものを病原菌生残罹病根と判定。-は未調査。罹病根埋
設位置の24cmは耕盤面に相当。

注２）地温は消毒開始後3日間の深さ5cm/24cmの平均（ 低ｰ 高）地温。

試験８試験７

-

罹病根埋設、
地温測定深さ

試験９

19% 23% 27% 19% 23% 27% 19% 23% 27%

0-2cm 1/10 1/10 3/10 4/10 9/10 1/10 2/10 0/10 0/10

20cm 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10

注）　1/2,000 aポットを使用。罹病根各10個を地表下と深さ20cmのポット内壁に
沿って埋設，クロルピクリン80%剤1.5mlをポットの中央深さ15cmに注入，ポリフィ
ルムで被覆，１週間消毒。土壌水分は 大容水量に対する割合(%)で表示。

表８　人工気象器内でのクロルピクリン消毒試験

罹病根
埋設深

さ

15℃ 25℃ 35℃
地温、土壌水分(%)、病原菌生残罹病根数/調査根数



回収した。この時点で，病原菌は全ての罹病根から検出された。次に，回収した罹病根を

大容水量の 31%の土壌の耕耘層 下部に埋設し，クロルピクリン剤 3ml/穴を格子状に注

入し，ポリフィルムで被覆した。しかし，太陽熱処理時の埋設位置が 5cm であった罹病根

は消毒されたが，同位置が 12cm と 24cm の罹病根は完全には消毒できなかった（図４）。

太陽熱処理により罹病根の腐熟は進んだが，消毒効果は向上せず，もっと長期の腐熟期間

が必要であった。 
 

６．再発の仕方と再発要因の関係 
クロルピクリン剤は拡散性に優れており，3ml/穴を注入すれば少なくとも地表下 29cm ま

での土壌中の病原菌を死滅させることができた。しかし，乗用型土壌消毒機で妻面を消毒

する場合，管理機の切り返しで轍ができるため，消毒機の鎮圧ローターが回転せず燻蒸剤

が吐出しないことがあり，歩行型土壌消毒機では地表面に凹凸があると蛇行し注入間隔を

確保できなくなる。さらに，農家の土壌消毒機 5 台の吐出量を測定したところ，4 台につい

ては吐出量が全てまたは一部のノズルで少なかった。また，農家によれば，ノズルから燻

蒸剤が出なくなっていることに気付いても消毒作業を続けることがあるということであっ

た。著者も農家の消毒作業中に吐出確認用のインディケーターに泡が入るのを見たことが

あり，古い消毒機では注入作業中に吐出量が変わることがあると思われる。以上のことか

ら，土壌消毒後にハウス内部の土壌から病原菌が検出された原因は注入量不足，注入漏れ

や注入位置のズレにあると推察した。 
図１の妻面から 2～10m の範囲の多発には，未消毒罹病根と耕耘法が関与していると考

えている。即ち，クロルピクリン剤の消毒能力は罹病根中の病原菌に対しては劣り，地温

が上昇すれば耕耘層上部の罹病根を消毒できるが，地温が上昇しない耕耘層下部とそれよ

り下層の罹病根を完全には消毒できない。そして，図３に示したように妻部では部分的に

深耕されるため，罹病根は下層に入り込み，消毒できなかった罹病根がガス抜き耕耘や収

穫後の耕耘で拡散する。これら二つの要因，罹病根に対する消毒能力不足と部分的深耕が

図１の発病の仕方を引き起こすと推察した。さらに，３月の土壌消毒では耕耘層上部にも

未消毒罹病根が残ることがあるため，早期の再発がおきると推察した。そして，耕耘層上

部の罹病根を消毒できるか否かの目安は表７と表８の結果から 高地温 40℃であると推定

した。 
図２に示した妻面の発病には，妻面の未消毒土の混入，トラクタやマルチャーに付いた

病土による再汚染，燻蒸剤の注入漏れが関与していると推察した。  
ハウス側面の発病については，雨水による未消毒土の流れ込みが関与していると推察し

ているが，ハウス内周辺部に生える雑草を引き抜く作業で再汚染が起きている可能性もあ

る。 
1 作目における不特定位置の発病は罹病苗の定植により起きた。その苗感染は，定植時に

育苗箱に汚染土が付着し，その育苗箱を洗浄せずに使用したことにより発生した。 
再発の仕方と再発要因の関係の殆どは推察にすぎない。しかし，上記の知見から，深耕

にならない方法で耕耘し，深さ 20 cm の平均地温が 25℃以上になる時期の，晴天が 2 日続

く日の早朝にクロルピクリン消毒作業を行い，消毒後はトラクタを使用せず，ガスが抜け

た後に，マルチャーで畦を立てる防除法を策定した。それに従って防除した結果，3 または



4 作目までの発病が抑制された（表９）。 
 

 
７．ダゾメット微粒剤の消毒効果 
ダゾメット微粒剤は土壌水分によりメチルイソチオシアネート(MITC)に分解される。分

解に適した土壌水分は埴土や埴壌土では 大容水量の 60～80%であるといわれている。し

かし，その状態はトラクタ作業が困難であるほど水分過多であり，実際にはそれよりかな

り低い土壌水分条件下で散布混和されている。以下の試験は黄色土壌のハウスで行ったが，

この土壌では土壌水分が 大容水量の 33%を超えるとトラクタに付着する土壌が多くなっ

た。 
病原菌が 7 月下旬から約 1 ヶ月間土壌消毒を行った農家ハウスの土壌から検出された（表

２）ので，土壌中の病原菌に対する消毒効果を次の方法で調査した。土壌消毒後に病原菌

nit3 菌株を接種して１ヶ月間培養し乾燥させたハウスと根腐病が発生したハウスを使用し

た。土壌水分調整のために散水し，トラクタで耕耘した後，耕耘層の下 7cm まで掘り下げ

て，切り返しを行った耕耘層土壌で耕盤層と耕耘層を再構築した。そしてダゾメット微粒

剤 30Kg/10a を散布し，トラクタで混和し，ポリフィルムで被覆した。消毒後，内径 2.8mm
のパイプで耕耘層と耕盤層 5cm を含む耕耘層の土壌を採取し，病原菌密度を選択培地

Fo-NR で測定した。 
大容水量の 29～33%の土壌水分，深さ 20～24cm の平均地温が 20℃以上の条件下で土

壌消毒した時，病原菌は耕耘層の土壌からは検出されず，同地温 25℃では耕盤層 5cm を含

む土壌からも検出されなかった（表 10）。 
罹病根に対する消毒効果は，ダゾメット微粒剤をトラクタで混和した後に深さ5cm，12cm

または 24cm に罹病根を埋設する方法で調査した。 大容水量の 27～33%の土壌水分条件

下で，深さ 5cm の罹病根は消毒されたが，12cm と 24cm の罹病根は消毒できる場合とで

きない場合があり，下層ほど消毒できない罹病根の割合が高かった（表 11-1）。施用量と土

壌水分が罹病根消毒に及ぼす影響を調べるための試験では（表 11-2），40Kg/10a への増量

の効果は認められなかったが，土壌水分は多いほど効果は高く， 大容水量の 38%の時に

は深さ 24cm の罹病根も消毒された。しかし，深さ 24cm の地温が 22℃であった試験では

同程度の水分条件でも，消毒効果は低かった。 
 
 

A農家 B農家 場内

4月28日 5月29日 6月5日
１作目 0% 0% 0%
２作目 3 0 0
３作目 25 7 10
４作目 - 75 29

消毒開始日と被害株率

被害株率は出荷できない株の割合（％）
で、30%を越えると収益が見込めなくなる
場合が多い。

表９　新防除法の再発遅延効果

消毒後
の作付



 

 

 
次に，ダゾメット剤の処理方法として薦められている混和後の散水の効果を次の方法で

調査した（表 12）。土壌水分が 大容水量の 25%（試験区１）と 31%（試験区２と３）の

土壌にダゾメット微粒剤を混和し，深さ 5cm と 24cm に罹病根を埋設した後，それぞれ 15
分と 25 分灌水チューブで散水し，フィルムで被覆した。翌日の耕耘層の土壌水分はそれぞ

れ 大容水量の 33%と 35%であり，罹病根回収時の耕耘層下部の土壌は 27%，31%と 33%
であった。深さ 24cm の罹病根については，土壌水分が不足したと思われる試験区１で未消

毒罹病根が残ったが，他の２区では消毒された。そして，深さ 5cm の土壌水分は多かった

が，試験区１と２で未消毒罹病根が残った。散水により上層は過湿になり，下層は水が届

試験3
1区 2区 1区 2区 1区 2区

31% 31% 31% 33% 29% 31% 31%

14000 14000 14000 14000 13000 2900 2,900

耕耘層 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

＋耕盤層5cm <0.03 3 <0.03 <0.03 - - -

34℃

表10　土壌中の病原菌に対するダゾメット微粒剤の消毒効果

採土時期と位置

消毒後

試験1 試験2

試験区の土壌水分と病原菌密度（CFU/g乾土）

消毒前

試験4

注）　耕盤7cmを堀上げ，均一な病土で耕盤と耕耘層を再構築。内径2.8cmのパイプで耕耘層または耕盤
層5cmを含む耕耘層（＋耕盤層5cm）の土壌を採取し，希釈平板法で病原菌密度を測定。選択培地上に土
壌2g/ペトリ皿を広げて病原菌密度を測定。土壌水分は 大容水量に対する割合(%)で表示。平均地温は
消毒開始後3日間の平均地温。

深さ20～24cmの平均地温 31℃25℃20℃

試験3 試験6

31% 31% 31% 33% 29% 31% 31% 29% 27% 31%

 5cm 0/10 0/10 0/54 0/32 0/32 - - 0/33

12cm 0/10 1/10 0/54 0/32 32/32 - - 6/48

24cm 2/15 0/15 0/10 6/10 74/102 0/31 32/32 56/56 54/56 49/49

地温 34℃ 30℃

表11-1　罹病株に対するダゾメット微粒剤の消毒効果

試験5

試験区の土壌水分とF. oxysporum生残根数/調査根数

試験4試験1 試験2

注）　試験１はダゾメット混和後，外径32mmのパイプで耕耘層土壌をくり抜き，罹病根5個を縦に埋設。
3反復の合計。他の試験はダゾメット混和後，耕耘層土壌を堀上げ，各位置に罹病根を埋設。土壌水分は
大容水量に対する割合(%)で表示。地温は深さ20～24cmの消毒開始後3日間の平均地温。

罹病根
埋設深
さ

20℃ 25℃ 31℃ 31℃

30Kg 40Kg 30Kg 40Kg 30Kg 40Kg 30Kg 40Kg 30Kg 30Kg 30Kg
27% 27% 38% 35% 25% 25% 31% 33% 35% 33% 35%

5cm 1/20 0/19 0/35 0/34 20/20 20/20 0/20 0/20 1/30 30/30 30/30

24cm 27/27 29/29 0/33 0/35 30/30 30/30 22/30 29/30 40/40 37/37 43/43

地温

表11-2　ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ微粒剤増量と土壌水分が罹病根消毒に及ぼす影響

試験９
10a当たり施用量，土壌水分，病原菌生残根数/調査根数

罹病根
埋設深
さ

試験８試験７

22℃

注）　ダゾメット混和後，耕耘層土壌を堀上げ，各位置に罹病根を埋設。土壌水分は最大容水量に対する割
合(%)で表示。地温は深さ20～24cmの消毒開始後3日間の平均地温。

25℃31℃



かず水分不足になる場合があるので，さらに検討が必要である。また，フィルムで被覆す

る作業が困難になるので，その対策も必要である。 
以上の試験から，トラクタで耕耘しやすい土壌水分条件下で，ダゾメット微粒剤は耕耘

層の病原菌を死滅させることができることが明らかになった。しかし，農家ハウスの調査

で病原菌が消毒後の土壌から検出されたので，散布が不均一で混和が不十分であると土壌

中の病原菌は生残すると考えられる。さらに，本剤は耕耘層下部の罹病根を十分消毒でき

ず，消毒できない罹病根の割合が高いことが明らかになった。以上のことから，土壌水分

が多いと混和が不十分になり，少ないと未消毒罹病根が高率で残るため，クロルピクリン

剤に比べると再発が早く，発生の範囲が広くなると推察した。 
 

 
８．メチルイソチオシアネート・D-D 油剤の消毒効果 

 ダゾメット微粒剤が時に高い罹病根消毒能力を示したので，殺菌成分が MITC であるメ

チルイソチオシアネート・D-D 油剤の消毒効果を調査した。そして，予備試験で同剤は単

剤のメチルイソチオシアネート油剤より消毒効果が高かったので，クロルピクリンの混合

剤であるクロルピクリン・D-D 剤とクロルピクリン・DCIP 剤も試験に加えた。 
 注入間隔が消毒効果に影響するので，罹病根は次の方法で埋設した。耕深が 29cm になる

ように深耕ロータリで耕耘して耕耘層の土壌を掘り上げた。次に，30cm 格子状に注入する

場合は格子（正方形）の対角線の交点に 9 個ずつ，25cm 格子状と 20cm 格子状の場合は 4
個ずつ，20cm 間隔チドリに注入する場合は注入点 3 点の外接円の中心に 3 個ずつ罹病根を

並べた。そして，手で鎮圧しながら深さ 24cm まで埋め戻し，その上と深さ 5cm，地表下

に罹病根を埋設しながら耕耘層を再構築した。翌朝，メチルイソチオシアネート・D-D 油

剤の総量が 45L/10a になるように，注入間隔に合わせて所定量を深さ 15cm に注入し，難

透過性フィルムで 1 週間被覆し消毒した。対照のクロルピクリン 80%剤とクロルピクリン

混合剤は注入総量を 34L/10a とし，ポリエチレンフィルムで被覆した。 
 深さ 24cm における消毒開始後 3 日間の平均地温が約 21℃の場合（表 13，14），メチル

イソチオシアネート・D-D 油剤は注入間隔 30cm では深さ 24cm と 29cm の罹病根を消毒で

きなかった。表 13 の試験では注入間隔を 25cm または 20cm，表 14 の試験では注入間隔を

20cm にすることにより，深さ 24cm の罹病根に対する消毒効果が向上した。これに対し，

クロルピクリン 80%剤とクロルピクリン混合剤の場合は，注入間隔を 20cm にしても消毒

土壌採取時期と

罹病根埋設深さ 試験区１ 試験区２ 試験区３
土壌水分　混和後 25% 31% 31%
　　　　　散水１日後 33% 35% 35%
　　　　　消毒後、耕耘層下部 27% 31% 33%

罹病根埋設深さ　 5cm 5/20 18/40 0/39

　　　　　　　　24cm 29/30 0/40 0/40

表12  ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ微粒剤混和後の散水が罹病根消毒に及ぼす影響

注）ダゾメット混和後，耕耘層土壌を堀上げ，所定の位置に罹病根を埋設し，散水。散水後の土
壌水分は翌日採土し，消毒後の耕耘層下部の土壌水分は罹病根回収時に罹病根を埋設した位置か
ら採土して測定。土壌水分は 大容水量に対する割合(%)で表示。深さ24cmの消毒開始後3日間の
平均地温は25℃。

土壌水分とF. oxysporum生残根数/調査根数



効果は向上せず，耕耘層に消毒できない罹病根が残った。メチルイソチオシアネート・D-D
油剤は拡散範囲が狭いため，注入間隔を狭めることにより消毒効果が高まり，クロルピク

リンはその逆であると考えられる。また，消毒後の罹病根から生育する雑菌は Aspergillus，
Penicillium，F. solani，Trichoderma，接合菌等であるが，メチルイソチオシアネート・

D-D 油剤では雑菌が少ないのに対し，クロルピクリン剤の場合は特に T. harzianum が繁殖

し，大きな差が認められた。 
 

 

 
深さ 20cm における消毒開始後 3 日間の平均地温が 25℃になった試験では，メチルイソ

チオシアネート・D-D 油剤の注入間隔を 20cm にして，注入の深さ 15cm と 18cm 並びに土

壌水分が消毒効果に及ぼす影響を調査した（表 15）。 大容水量の 33～40%の範囲で深さ

24cmまでの罹病根は消毒され，深さ29cmにおいても3区中の2区で罹病根は消毒された。

また，注入位置を深くすることにより，深さ 29cm の罹病根に対する消毒効果がやや高くな

った。 
次いで，上記の平均地温が 32℃と 29℃であった試験では，注入深さを 18cm にして，20cm

格子状と 20cm チドリ注入の消毒効果を比較した（表 16）。未消毒罹病根が 20cm チドリ注

30cm格子 20cm格子 30cm格子 25cm格子 20cm格子 20cmチドリ
3ml 1.4ml 4ml 2.8ml 1.8ml 1.8ml

5cm 0/27 0/24 0/27 0/24 0/24 0/24
24cm 0/27 1/24 27/27 24/24 1/24 1/24
29cm 2/27 2/24 27/27 24/24 24/24 23/24

30cm格子 20cm格子 30cm格子 20cm格子
3ml 1.4ml 3ml 1.4ml

5cm 0/27 0/24 0/27 0/24
24cm 1/27 8/24 8/26 8/24
29cm 1/27 5/24 15/27 17/24

表14　メチルイソチオシアネート・D-D油剤とクロルピクリン混合剤の罹病根
に対する消毒効果

罹病根
埋設深
さ

燻蒸剤，注入間隔，注入量（ml/穴），病原菌生残罹病根/調査根
クロルピクリン80%剤 メチルイソチオシアネート・D-D油剤

注）　耕深29cmで耕耘。土壌を掘り上げ。格子状注入の場合は注入位置の対角線の交点，チド
リ注入の場合は注入位置３点の外接円の中心に罹病根を９個または４個置き，埋設。翌朝，深
さ15cmに所定量を注入し，フィルム被覆。消毒期間は１週間(4/20-4/27)。消毒開始３日間の平
均地温（ 高- 低）は21(19-25)℃。

ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ・D-D剤 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ・DCIP剤罹病根
埋設深
さ

30cm格子 20cm格子 30cm格子 25cm格子 20cm格子 20cmチドリ
3ml 1.4ml 4ml 2.8ml 1.8ml 1.8ml

5cm 0/27 1/24 0/27 0/24 0/24 0/24
24cm 4/27 1/24 27/27 0/24 0/24 0/24
29cm 2/27 3/24 27/27 24/24 24/24 23/24
注）　耕深29cmで耕耘。土壌を掘り上げ。格子状注入の場合は注入位置の対角線の交点，チドリ注入
の場合は注入位置３点の外接円の中心に罹病根を９個または４個置き，埋設。翌朝，深さ15cmに所定
量を注入し，フィルム被覆。消毒期間は１週間(4/6-4/13)。消毒開始３日間の 低地温の平均は
21℃。

表13　メチルイソチオシアネート・D-D油剤の罹病根に対する消毒効果

罹病根
埋設深
さ

燻蒸剤，注入間隔，注入量（ml/穴），病原菌生残罹病根/調査根
クロルピクリン80%剤 メチルイソチオシアネート・D-D油剤



入の 1 試験区で残ったが，消毒効果はさらに高くなり，格子状とチドリの間に明瞭な差は

認められなかった。 
 以上のことから，メチルイソチオシアネート・D-D 油剤は 30cm 間隔チドリに注入する

ことになっているが，地表下 20cm の地温が 25℃以上で注入間隔を狭くして使用すれば，

消毒効果は格段に向上することが明らかになった。しかし，現在のところ深さ 29cm の罹病

根を完全には消毒できていないので，耕耘層の下 5cm までを消毒するための施用条件を明

らかにすることを目標にして，試験を続けている。 
 

 

 
９．生物防除試験の現状と問題点 
 土壌消毒後に，病原菌は罹病根やハウス内周辺部，連棟ハウス谷部の土壌で生残し，ま

た，ハウス外の汚染土や作業機等に付着した病土が持ち込まれる危険性がある。そして，

本病は極めて低密度の病原菌が後に多発を招く。このため，生物防除技術は防除対策とし

て不可欠であり，土壌消毒の効果を持続させるための生物防除技術の開発を目指している。 
初，非病原性 F. oxysporum（以下，非病原菌と記述）を生物防除試験に使用した。こ

れはサトイモ萎凋病が発生した輪作圃場において，F. oxysporum 全体の密度は 2.2×104 
CFU/g 乾土を超えることがなく，高くなった密度は必ず低下するという調査結果を得てい

たためである 8)。 

38% 36% 38% 33% 38% 40%
0-2cm 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24
5cm 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24
24cm 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24
29cm 0/24 10/24 0/24 0/24 2/24 0/24

表15　メチルイソチオシアネート・D-D油剤の注入位置、土壌水分と罹病根に
対する消毒効果の関係

罹病根
埋設深
さ

注入深さ，土壌水分，病原菌生残罹病根/調査根

注）　耕深29cmで耕耘。土壌を掘り上げ。20cm格子の対角線の交点に罹病根各４個置き，埋
設。翌朝，深さ15cmまたは18cmに1.8mlを注入し，フィルム被覆。消毒期間は１週間(5/14-
5/20)。土壌水分は 大容水量に対する割合（％）で表示。消毒開始３日間の平均地温（ 低地
温- 高地温）は深さ5cmで38(23-43)℃，深さ24cmで25（21-27）℃。

20cm格子、深さ15cm 20cm格子、深さ18cm

20cm格子 20cmチドリ 20cmチドリ 20cm格子 20cmチドリ 20cm格子 20cmチドリ
31% 31% 31% 33% 31% 40% 38%

0-2cm 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24
5cm 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24
24cm 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24
29cm 0/24 2/24 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24
地温深さ5cm

深さ20cm

試験１
注入位置，土壌水分，病原菌生残罹病根数/調査根数

試験２

表16　メチルイソチオシアネート・D-D油剤の罹病根に対する消毒効果

罹病根埋設
深さ

注）　耕深29cmで耕耘。土壌を掘り下げて，20cm格子の対角線の交点に罹病根各４個置き，チドリ注
入の場合は注入位置３点の外接円の中心に各3個を埋設。翌朝，深さ18cmに1.8ml/穴を注入し，フィル
ム被覆。土壌水分は 大容水量に対する割合(%)で表示。地温は消毒開始3日間の平均地温（ 低地温-
高地温）を表示。

36(27-56)
32(27-37)

31(27-42)
29(27-31)



農家がクロルピクリン消毒を行ったハウスにおいて，非病原菌を培養した稲わら 2L/㎡を

1～3 作の定植前に小型管理機で混和し，非病原菌の発病抑制効果を調査した（表 17）８）。

本病は非病原菌無接種区で 4 作目に多発したので，クロルピクリンの消毒効果は高かった

と考えられる。これに対し，非病原菌接種区では，本病は 4 作目においても少発生であり，

病原菌密度も非病原菌無接種区に比べて低く推移し，非病原菌は 2×105 CFU/g 乾土と高密

度で推移した。 
 

 
 その後，病原菌はクロルピクリン消毒後の 1 作目に急増するが 2 作目には増殖率が低下

するという結果が得られ（表１），また，低密度の病原菌を検出できる試作選択培地ができ

た。そこで，微生物により 1 作目の病原菌の急増を阻害することを目標にして，以下の試

験を行った。乳鉢で磨砕した病土をトラクタで混和して病原菌の初期密度を 0.1 または

0.01 CFU/g にした上で，非病原菌培養稲わら 2L/㎡を１作目定植前に混和し，発病と病原

菌増殖に対する非病原菌の抑制効果を調査した（表 18）。初期密度 0.1 CFU/g の試験では，

本病が非病原菌無接種区で 2 作目に多発したのに対し，非病原菌接種区では 1 作目の病原

菌増殖が抑制され，2 作目の発病が抑制された。しかし，非病原菌密度は 3×105 CFU/g 乾

土で推移したにもかかわらず，病原菌は 2 作後には多発密度に達し，3 作目は非病原菌無接

種区と同様に多発した。病原菌初期密度が 0.01 CFU/g の試験では，本病は無接種区で 3 作

目に多発し，非病原菌接種では 3 作目の発病がやや抑制された。非病原菌密度が前 2 回の

試験に比べてやや低く推移した試験ではあるが，発病と 1 作目の病原菌増殖に対する抑制

効果は明瞭ではなかった。 
 

 

非病原菌 1作目 2作目 3作目 4作目 1作後2作後 3作後 4作後 1作後 2作後 3作後 4作後

無接種 0 6 6 31 <5 13 24 143 8 100 70 50

接種 0 1 0 7 <5 <6 <8 <18 2×1052×1052×105 5×105

表17　非病原性Fusarium oxysporumによる根腐病の発病抑制　(1997)

被害株率(%)
病原菌密度 非病原菌密度

注）農家ハウスにおいてクロルピクリン消毒後，非病原菌接種区には1～3作目定植前に非病原菌nit3菌株
培養稲わら2L/㎡を小型管理機で混和。被害株率は下葉萎凋株と生育不良株の割合を示す。試験区は1.5×
4mで、3反復の平均値を表示。

（CFU/g乾土） （CFU/g乾土）

1作目 2作目 3作目 1作後2作後3作後 1作後 2作後 3作後
無接種 0 30 100 68 139 1210 2 35 47

接種 0 1 100 2 32 480 3×10
5
3×10

5
-

無接種 0.4 1 51 3 20 1080 6 7 －

接種 0 0 39 2 30 560 8×10
4
6×10

4
－

非病原性
F.

oxysporum

病原菌密度
（CFU/g乾土）

非病原菌密度
（CFU/g乾土）

表18　非病原性Fusarium oxysporumによる根腐病の発病抑制

土壌消毒後
の病原菌密
度

0.1 CFU/g

0.01 CFU/g

注）クロルピクリン消毒後，所定の密度になるように乳鉢で磨砕した病土を散布，トラクタで混和。非病原菌接種区
には非病原菌nit3 菌株培養稲わら2L/㎡を混和。初期密度0.1 CFU/gの試験区は1.8×5mで非病原菌を小型管

理機で混和，初期密度0.01 CFU/gの試験区は1.8×9mで非病原菌をトラクタで混和。

被害株率(%)



 同様の結果は，Trichoderma sp.と Penicillium janthinellum（斉藤道彦氏により同定）

を使用した場合にも得られた。しかし，病原菌も増殖するため，生物防除は土壌消毒を 1
作遅らせる効果しかなかった。今後は，メチルイソチオシアネート・D-D 油剤で土壌消毒

した後に T. harzianum 製剤を混和し，少なくとも耕耘層に病原菌が存在しない条件下での

生物防除効果を確認してから，試験の進め方を決める予定である。 
 
10．おわりに 
 多数の罹病根を入手できるサラダナ根腐病を対象にしたことにより，土壌中と罹病根

中の F. oxysporum に対する土壌燻蒸剤の消毒能力を明らかにすることができ，その結果，

耕耘法，土壌消毒機の調整不備，苗感染が再発に関与していることも明らかになった。現

在，サラダナ農家は耕耘法を変更し，作業機等の洗浄や土壌消毒機の調整を実施している

ので，今後克服しなければならない土壌消毒の問題点が明瞭になってくると思われる。 
これまでにカブ根こぶ病やトマト半身萎凋病発生畑を収穫直後にクロルピクリンで消毒

しても防除効果が低いという経験があり６），ホウレンソウ萎凋病の再発原因は罹病根中の病

原菌であるという報告がある１）。サラダナ根腐病の再発の主因も罹病根であると判断してお

り，罹病根を消毒するための土壌消毒法の改善ができれば，応用範囲は広いと考えられる。 
生物防除については，土壌消毒後の微生物的空白を Trichoderma や Penicillium で埋め

ることにより，病原菌の増殖と発病を抑制できることが明らかにされている 2,3,4,5)。サラダ

ナ根腐病においても同様の結果が得られた。しかし，クロルピクリン剤で消毒し，病原菌

が耕耘層に生残する条件下では，実用できる程度の発病抑制効果は得られていない。 
 今後，耕耘層の下 5cm までの病原菌を死滅させる土壌消毒法並びに有機物や有用微生物

資材の施用方法を確立し，土壌消毒と生物防除の複合技術でどの程度発病を遅延させるこ

とができるかを明らかにしたい。 
 本研究は，行政対応特別研究「レタスの土壌伝染性病害発生抑制技術の開発」（平成 12
～14 年）と先端技術を活用した農林水産研究高度化事業研究「土壌消毒と生物防除による

施設野菜花卉の土壌病害の克服」（平成 16～18 年）の支援を受けて実施した。 
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斑点米カメムシ類の発生予察 
中央農業総合研究センター 

斑点米カメムシ研究チーム 渡邊朋也 
 

はじめに 
斑点米カメムシ類の発生は 1970 年代前半に急増した後 1990 年代前半まで水田面積の 10～20％

（発生面積 20～40 万 ha）の範囲で推移していたが、1999 年に発生面積が 50 万 ha を超え全国的

に斑点米被害が問題となった以降は、発生面積率 30％前後を保ち続けている。また、1999 年以降、

斑点米カメムシ類に対して出された注意報・警報は毎年の総数で 19～58 件に上っており、延べ防

除面積は水稲作付け面積とほぼ同じ 170～190 万 ha に達している。ここでは近年の主要種とされ

ているクモヘリカメムシおよびカスミカメ類２種（アカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカ

スミカメ）の発生生態の特徴、予察手法への情報化学物質の利用について紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2000～2004 年の５年間に斑点米カメムシ類に対して都道府県が出した注意報、警報の総数 

 
  

 
水稲作付け面積の推移（左）  斑点米カメムシ類発生面積率と年平均気温の平年値偏差（右） 
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クモヘリカメムシ： 
本種は西日本全域から関東、さらには宮城県に至る東北地方の太平洋側に分布しており、近年

中部、北陸の一部でも新たに発生が認められている。茨城県つくば市での調査によると、本種成

虫はヒノキ、サワラなどの針葉樹で越冬し、６月下旬から７月上旬にかけて出穂したイネ科雑草、

牧草に移動し、交尾、産卵を行う。第一世代成虫は８月上中旬に、第二世代は９月中下旬以降に

発生する。成虫はつくばでは８月末以降の短日条件で生殖休眠に入り、おもに第二世代成虫が越

冬する。本種の各地での発生時期には違いがみられ、越冬成虫の出現は、西日本では５月下旬～

６月上旬、福島県では７月上旬以降である。また生殖休眠が誘導される臨界日長は北から南に下

ると短くなるので、本種の年間の発生は九州・西日本では２～３世代、東北では１世代と推定さ

れる。越冬世代成虫の発生時期の予測方法としては、雌成虫の産卵前期間の有効温量を利用する

方法が提案されているが、推定精度が地域によって大きく異なる。本種の発生予察手法改善には

休眠覚醒条件、増殖、移動に関与する気象やその他の環境条件の影響などの知見を蓄積する必要

がある。 
クモヘリカメムシの発生予察には市販されている合成誘引剤を利用する方法がある。つくばに

おける数年間の調査から、合成誘引剤を取り付けた粘着トラップにはおもに雄成虫が捕獲され、

越冬世代ならびに第一世代成虫の発生時期の予測に利用可能とされている。しかし、これに関し

ても西日本では誘引力が劣るといわれており、誘引物質への反応性の地理的変異の確認や、誘引

効果を増加させる成分の探索なども今後の課題である。 
 
アカヒゲホソミドリカスミカメ： 
北海道で斑点米被害を起こす主要種として 1972 年に初めて報告されているが、北海道以外の

地域では斑点米カメムシとは認識されていなかった。しかし、新潟県では 1994 年以降予察灯への

本種成虫の誘殺数が高いレベルで推移し、個体数の増加と分布の拡大が認められるようになった。

特に 1999 年は、青森県、秋田県、山形県、新潟県など北日本の日本海側を中心に斑点米を多発生

させ甚大な被害をもたらし、現在も北日本から北陸地域における斑点米カメムシ類の主要種とな

っている。本種については合成性フェロモンが発生予察用として今年から市販されている。合成

性フェロモン剤を誘引源として水田内に設置した粘着板トラップへの捕獲数は、水田内での成虫

の発生消長を反映している。本合成性フェロモン剤の利用として、捕獲消長から斑点米発生率を

推定する方法の開発や、交信攪乱剤としての利用が検討されている（詳細は 樋口(2006) 
http://www.naro.affrc.go.jp/ET/h18/2/2-05.pdf を参照）。 

 
アカスジカスミカメ： 
1980 年代前半に宮城県、広島県で被害が報告され、1990 年代には岩手県でも斑点米を発生させ

る主要種であることが報告された。この数年間に分布域の拡大、発生量の増大が各地で報告され

ており、現在は北海道道南地域を北限に、九州までほぼ全域に分布が確認されている。北陸地域

でも 2003 年頃から急激な分布域の拡大が認められ、今後の発生に最も警戒を要する種となってい

る。増加の原因については明瞭ではないが、イタリアンライグラスの作付増加、シズイ・ホタル

イなどの水田雑草での増殖などの影響が推測されている。 
 われわれの研究グループでは昨年、本種雌成虫由来の揮発成分中に同種の雄成虫に対する誘

引活性があることを確認したことから、発生予察資材開発を早急に進めるべく、県、企業との共

同研究を開始した。これにより、斑点米カメムシ主要３種の発生予察資材が出そろい、予測技術

の効率化、高度化につながることが期待できる。 



野菜の種子伝染性病害の IPM 

          野菜茶業研究所 野菜 IPM 研究チーム 
           白川  隆 
 
はじめに 

 作物病害の病原体は、様々な方法、場所などで生存して翌作の第一次伝染源となる。多

くの病原体が種子伝染することが知られており、第一次伝染源として汚染種子の重要性も

土壌等と同様に高いと考えられる。また、病原体に汚染した種子はそれまで発生がなかっ

た地域に新たな病害の発生をもたらしたり、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未発生地域に伝搬される。 
 一方、農林水産省では総合的病害虫管理（IPM）検討会を設置して総合的病害虫・雑草

管理実践指針を策定、水稲、キャベツ、カンキツについて IPM 実践指標モデルを取りまと

めて公表している。この内、水稲とキャベツの指標モデルでは、作付け前準備の管理手法

として健全種子の選別、種子消毒、健全種子の確保などの種子伝染病害を対象とした項目

が必須項目として挙げら

れている。 
 そこで、本講では、IPM
実践における種子伝染性

病害の対応策について解

説したい。 
 
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

見るとほとんどの主要病

害で種子伝染することが

わかる。 
しかし、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。これに反して、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) 海外生産野菜種子の輸入と種子伝染病 



現在、正確な数値は明らかではないが、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、全量の採種を国内で行っているイネとは異なる。植物防疫所

の輸入植物品目別・国別検査表によると平成 18 年度の輸入栽植用種子の検査数量は、ホウ

レンソウで 1,135t、アブラナ科野菜で 2,316t、ウリ科野菜で 277t、セリ科野菜で 482t、ナ

ス科野菜で 13.6t、キク科野菜で 221t、ネギ属野菜で 374t となっている。この全てが国内

の青果物生産用種子として流通しているとは限らないが、相当量の輸入種子が国内栽培に

使用されているものと考えられる。今後、気象条件、人件費等の栽培条件や生産コストの

面で有利であるために海外に採種地を求める傾向が強くなると考えられる。このような海

外の採種地には、同一作物において世界各国の採種が集中する傾向があり、種子を介した

国際的な伝染源となる危険性も秘めている。そのため、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。 
これに関連して、わが国では、侵入した場合に甚大な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。ここにリスト

アップされている病害は、

表 4 ISHI-Veg による種子検査方法が公開されている主な病害 
作物 病名 病原体 公開場所* 

かさ枯病 Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ISHI 
インゲンマメ 

葉焼病 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli ISTA 
アブラナ科野菜 黒腐病 Xanthomonas campestris pv. campestis ISTA 

黒葉枯病 Altaernaria dauci ISTA 
黒斑病 Alternaria radicina ISTA ニンジン 
斑点細菌病 Xanthomonas hortorum pv. carotae ISTA 

ウリ科野菜 果実汚斑細菌病 Acidovorax aveane subsp. citrulli NSHS 
レタス モザイク病 Lettuce mosaic potyvirus ISHI 

モザイク病 Tobamoviruses ISHI 
ピーマン 

斑点細菌病 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ISHI 
かいよう病 Clavibacter michiganensis pv. michiganensis ISHI 
斑点細菌病 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ISHI 
モザイク病 Tobamoviruses ISHI 

トマト 

国内未発生？ Pepino Mosaic Virus ISHI 
* ISHI：http://www.worldseed.org/ISHI-Veg_Manual.htm 
  ISTA：http://www.seedtest.org/en/content---1--1132--241.html 
  NSHS：http://www.seedhealth.org/VEG.Crops.pdf・ 



種子伝染性病害として国際的にも最重要病害と言える。 
 

(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、わが国の野菜栽培では、種子伝染性病害の重要性が高く、精度の高い

種子検査技術と種子消毒法の確立が望まれる。 
 
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も可能だが、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。細菌病の防除を目的とした種子消毒剤はこれまで登録がなか

ったが、平成 18 年 7 月に野菜類種子消毒用ドイツボルドーＡが登録された。これらの登録

農薬を用いて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生産地・農家などで個別

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、薬剤の選択には最新の農薬登録情報を参照されたい。 
 
(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すると共に、育苗時の発病と第二次伝染防止に重点を置いて下記の

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の有無を観察し、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が必要である。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

病を注意深く観察する。 
 

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

最も重要なポイントである。これは、2005 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。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、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、一旦、種子を介して生産地に持ち込まれた場合、撲滅が困難であり、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。一旦、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が多くなり、

大きな被害を出している。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

で発生する事例も頻発しており、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、図 2 に示したように汚染種子の播種により、無発病の圃場に持ち込まれる。播

種後、育苗時植物体上で増殖し、上からの潅水による潅漑水の飛沫や接ぎ木操作によって



健全苗に伝染する。定植後は、摘芽、摘果などにより、隣接する健全株に伝染する。また、

露地栽培では、風雨によって同一圃場内に伝染する。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。 
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

と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。定植後の摘芽、摘心、摘

果など、刃物を使って植物体に直接付傷する作業は可能な限りにおいて晴天時に行い、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とその後の感染の

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、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

者と栽培農家が一体となって種子消毒、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体となって防除対策に取り組む

ことが重要である。 
また、昨年 12 月に「有機農業の推進に関する法律」が成立し、我が国でも本格的に有機

図 2 トマトかいよう病の伝染環（尾崎[1991]を改変 



農業の普及に取り組むことになった。一方、一部の有機農業団体では、自家採種種苗の利

用を推進している。しかし、ウイルス病を中心として種子伝染性病原に汚染した自家採種

種苗を用いた場合、他の一般栽培圃場への伝染源となる危険性も考えられる。そのため、

隔離した圃場での採種など健全な種子の生産技術の普及と有機農業に対応した一般農家で

もできる種子消毒法等の対応技術の開発と普及が急がれる。 
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拮抗微生物を利用した土壌病害防除技術
生物的病害制御研究チーム 仲川晃生

はじめに

近年の野菜を始めとする畑作物栽培においては，指定産地制度にみられるように集団化

・大規模化が促され，さらに産地間競争の激化によって圃場の固定化が進むなど，連作を

前提とした生産体系が組まれていることが多い。しかし，長期間にわたる同一圃場を用い

た単一作物の連作は，各種の連作障害を顕在化させ，その被害は年々増大するとともに，

最終的には産地の移動もせざるを得なくなるなどの社会的な問題を生じている。この原因

としては連作による土壌の物理性，化学性の劣悪化とそれに伴う根圏環境の悪化や作物根

の活性低下などが指摘されるが，その大半は各種土壌病害の発生増加によるものである。

土壌病害の防除には，臭化メチル剤やクロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤が主に用いられ

るが，これらの剤は人畜や周辺環境に及ぼす負の影響が大きく，現地においては土壌くん

蒸剤の利用から脱却し，生態系を活かした環境保全型農業技術に基づいた防除技術の確立

が強く求められている。このような時流の中において，拮抗微生物を用いた土壌病害の生

物的防除技術の確立は，環境保全型農業を展開する上での基軸技術として高い期待がかけ

られている。

土壌病害の生物防除にかかわる発病抑止土壌

土壌病害においては，単一作物の過酷な連作条件下において，感受性の作物を栽培して

いるにもかかわらず，発生が認められないか，または発生が非常に少ない圃場（土壌）が

見いだされることがあり，このような土壌は発病抑止土壌と呼ばれる。発病抑止土壌の存

在は ら（ ～ ）の行った によるバナナのパナマ病試験Stover 1953 1955 Fusarium oxysporum
において著名であるが，古くから国の内外を問わず多くの種類の土壌病原菌についてその

存在が知られている。発病抑止土壌を病原菌の定着と病害発生の視点から大別すると次の

三つのタイプに類別される（ 。①病原菌が容易に定着できないために発病がBaker 1974）
少ない土壌，②病原菌は定着するものの病害発生のない土壌，③病原菌は定着し，当初は

激しい発病を見るが宿主植物の連作に伴い発病が漸減する土壌。このうち③は特に「発病

衰退現象」として知られる。

発病抑止土壌の抑止性の解明は，二つの方面から行われてきた。一つは土壌の物理性，

化学性に抑止性を求めようとしたものであり，もう一つは，拮抗作用などの生物性に原因

を求めようとするものである 各種土壌の置換性カルシウム量 有機質含量 粘土鉱物 モ。 ， ， （

ンモリロナイト等 ，土壌 ，アルミニウム含量と土壌病害抑止効果との関連が明らかに） pH
されたものとして，前述のバナナのパナマ病では，抑止土壌中には２：１型粘土鉱物（モ

ンモリロナイト）が例外なく存在するのに対し，発病を助長する土壌ではこの代わりに１

：１型のカオリナイトが存在する。また，この他にもジャガイモのそうか病では土壌中の

アルミニウムイオンが抑止因子であることが明らかにされた（水野 。2003）



Rhizoctonia一方 抑止要因の原因を生物性に求めた例としては が， ， （ ， ）Heins 1978 1979
を接種した土壌にハツカダイコンを 週間毎に播種すると 回目以降に苗立枯病solani 1 4-5

， ， （ ）の発生が減少し 土壌中の 属菌の密度が増加するとしたほか らTrichoderma Liu 1980
が，粘質土壌に を接種後ハツカダイコンを連作することによって発病抑Rhizoctonia solani
止土壌が誘導され，この原因は土壌中で 属菌の密度が高まったためであるTrichoderuma
とした。同様に白絹病についても野田ら（ ）は白絹病菌を連続接種することで発病抑1993
止土壌が誘導され，土壌中では 属菌の密度が高まっていることを明らかにしTrichoderma
ている。

発病抑止土壌では，病原菌の分生胞子や厚膜胞子の発芽阻害や菌糸伸長阻害が生じるな

。 （ ， ，ど病原菌の生存や行動制御が観察される この原因としては①土壌中の無機成分 Fe Al
等）が病原菌の生育を直接阻害する，②土壌中の養分が病原菌以外の微生物により先Cu

に消費され，病原菌の活動に利用できない（ ，③特定の拮抗菌が増加General antagonizm）

し，病原菌に加害や生育抑制する（ ）ことなどが考えられている。Specific antagonizm

土壌病害の生物防除への拮抗菌利用の考え方

拮抗微生物を用いて土壌病害防除を行う場合の考え方として，もともとその地に定着し

ていた土着の拮抗菌（ ）集団の活性を増強させて病害の発生を制御しGeneral antagonizm
ようとする方策と，有用な特定の拮抗菌（ ）を化学農薬を施用するよSpecific antagonizm
うに直接的に導入して病害を防除しようとする場合の大きく二通りの考え方がある。

は，拮抗菌は土着の多種類の微生物集団であり，多量の有機物を施General antagonizm
用することでその場に住んでいた拮抗微生物集団の活性（菌密度）を高め，その結果とし

て病原菌を抑え込めようとする方法である。しかし，本手法では，どのような菌が制御に

有効に作用したのかが不明であり，また，多量の有機物を土壌に投入すると土壌の物理性

や化学性も変化することから結果の解析が複雑となる。このため多くの場合，再現性が困

難であり，処理する有機物の種類（質）や量，腐熟程度の如何により病原菌を逆に増殖さ

せる場合もある。しかし，土着の拮抗菌であることから，土壌への定着は容易であると考

えられる。これに対し の場合，特定拮抗菌は属や種の所属や，その発Specific antagonizm
生生態までもが予め相当に明らかとされている菌を用いるため，結果の解析は容易である

ばかりでなく再現性も可能である。しかし，特定拮抗菌を用いた場合は導入直後から土着

の微生物の攻撃にさらされると考えられ，定着が容易でないという側面を有す。

を用いた生物防除には，土着の多種類の微生物集団（コミュニティGeneral antagonizm
ー）を特定の方向に制御する（福井 ）ことで土壌病害の発生を制御することが試み2002
られ，土壌への有機物施用や輪作体系としてクリーニングクロップ等の緑肥を栽培，鋤込

むことにより有望な微生物コミュニティーを作出させることが行われている。しかし，有

機物の鋤込みと土壌病害の発生との関係については，これまでに多くの研究がなされてき

たものの，有機物の種類と腐熟度の違い，土壌の種類の違いや対象病原菌の違い等により

， 。 ，被害が軽減される場合と助長される場合があり 効果が安定しない場合が多かった 近年

野生エン麦（商品名：ヘイオーツ，雪印種苗 （橋爪 ）やヘアリーベッチの利用で病） 2001
害の発生が顕著に抑制され，注目を集めている。特にヘアリ－ベッチは他感作用（アレロ



） ， （ ），パシー が強く 多感物質としてシアナミドを出すことが明らかにされ らKamo 2003
土壌病害発生の観点から注目されている。

一方，連作によって数年間の激発後発病が減少するコムギの立枯病においても，長期連

作畑に栽培した小麦根面には細菌や糸状菌が多数観察され，このうち分離菌株のなかでは

細菌菌株の に立枯病抑制効果が認められ，これらを単独または糸状菌との組合せ処4.3%
理することで抑制効果が認められることが明らかにされている。特に，抑制効果の高い菌

株（ ）では，培地上にピロールニトリン，フロログルシノールおPseudomonas fluorescens
よびシアン化物の他，未同定の蛍光性物質などの抗菌物質を生産することが認められ，こ

れら抗菌物質は発病軽減技術の開発に資するものとして期待されている。

， ， 。一方 を用いた病害防除は古くから行われ 多くの研究事例があるSpecific antagonizm
特に，防除に用いる特定拮抗菌を生物防除要因（ ： ）と呼ぶこBiological control agent BCA
とがある。 は①寄生，②抗生，③競合，④抵抗性誘導等の機能を有し，これらは単BCA
独あるいは複合して病原菌の発病抑制を行ものと考えられる。なかでも抵抗性誘導は，糸

状菌や細菌等の病原菌を直接ターゲットとするのではなく，植物にある種の病原菌を予め

接種しておくことで抵抗性が誘導され，二次的に病原菌を接種しても発病しないか発病を

抑制することができるものである。このことは植物が本来持っている生体防御機構の活性

化により植物体に長期間にわたり病害抵抗性を発現させるものであり，誘導された抵抗性

は地上部および地下部の病害を問わず広く認められることが知られる。本現象は動物で知

られている免疫に現象的に似ていることから，植物においても免疫という言葉が使われて

いることもある。

非病原性フザリウムを用いたサツマイモつる割れ病の防除（小川 ）では，誘導さ1988
れた抵抗性の効果はベノミル剤を用いた苗消毒と同等であり，極めて実用性が高い。原因

としては，サツマイモの導管中に一般的に生存している非病原性フザリウムは，サツマイ

モ組織に対する攻撃力が乏しいことから生組織に対する刺激を与えることができないた

め，抵抗性を誘導することはできない。しかし，植付時に苗の切り口を非病原性フザリウ

ム菌液に浸すことにより弱い感染状態が一時的に成立し，この刺激に寄主組織が反応して

抗菌性物質の生産やフザリウム毒素の解毒機能などの抵抗性メカニズムを複合的に働かす

ことにより，病原菌に対する抵抗性を示すものと考えられている。本試験で用いられた非

病原性フザリウム菌は， 年に生物農薬として農薬登録がなされ，現在 「マルカライ2003 ，

ト （エーザイ生化研）名で販売されている。」

植物体への抵抗性の誘導は，病原菌や拮抗菌などの代わりにある種の化合物を予め処理

しても，病害に対する抵抗性が非選択的に増強されることが判明し，最近ではアシベンゾ

ラル メチル（バイオン ，プロペナゾール（オリゼメート ，ホセチルーアルミニウムS ） ）

（アリエッティ）等の化学農薬が植物に全身獲得抵抗性（ ：Systemic Acquired Resistance
）を誘導することが明らかにされている。SAR

拮抗微生物と各種防除技術との組合せによる防除法の確立

， ，拮抗微生物による防除効果安定のためには 抵抗性品種の利用など耕種的防除技術の他

Elad物理的防除技術や化学的防除技術等の各種防除技術と組合せることが大切である。



ら（ ）は，ジャガイモ白絹病に対し，夏期の高温時に土壌を加湿後，透明ポリエチレ1980
ンフィルムで覆って土中の温度を上げた太陽熱消毒により防除可能であることを示した。

このことは，高熱が白絹病菌に直接作用して死滅させるほか，拮抗性を示す微生物が増加

する（ ら ，日高ら ）ためとも考えられ， らは太陽熱消毒と拮抗性のElad 1980 1956 Elad
との組合せにより，防除効果がさらに高まることを明らかにしてTrichoderma harzianum

いる。また，トマト萎凋病では，土壌消毒後の消毒効果を維持させることを目的とした場

合，熱水土壌消毒と非病原性フザリウム菌または蛍光性シュードモナス菌との組合せ処理

は有効であることが明らかにされている（中保 。2004）

おわりに

わが国における拮抗菌を利用した糸状菌の生物防除法は，すでに約 年も前にタバコ30
白絹病に対してトリコデルマ属菌（ ）を用いた防除法が開発され，Trichoderma lignorum

。 ， ， ，山陽薬品からトリコデルマ生菌として製剤化・販売された しかし 処理方法 防除効果

製品の管理などに関して農薬による化学的防除に比べ劣る点が多く，また，ホダ技栽培で

のシイタケの害菌として懸念されるなどの点でほとんどかえりみられなかった。近年にな

り，環境汚染問題に対する消費者側の関心や安全・安心な農作物生産に対する要望などを

契機に生物防除への関心が高まった。細かな管理を要する生物防除技術は，わが国のよう

な集約的な農業においては十分に実用に供し得ると考えられたものの，拮抗菌の導入と定

着の問題はいまだにほとんど解決されず，圃場レベルでの成功例は少なく拮抗菌を利用し

た生物防除法が病害防除の主流とはなっていない。化学農薬の使用を如何に削減するかが

問われる現状の農業生産において，生物防除法を中心に物理的，化学的方法と組合わせた

総合防除を構築するためには，従来の栽培慣行を再評価して防除体系として有機的に組合

わす研究が重要であるだろう。
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