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パインアップノレしんぐされ病の防除法
田盛正雄
（琉球大学農学科）

MasaoTamori：ControlofHeartRotofPineapple
この報文は，沖縄におけるパインアップルしんぐされ

の薬液につけた方がよいとした．クロールピクリンによ

病の発生が増えたことに対処して，海外のパインアップ

る土壌消毒も効果は大きい．Quebrallo)は，この病害

ル栽培地で行なわれた研究と，筆者が1964年９月以来行

の防除法として次のことをあげていろ；1）発病株はた

なった実験結果をもとに，防除法をまとめたものであ

だちに圃場からとり去る，２）かんがい水はきれいな水

る．

を使用するように注意する，３）植える前の耕うんのあ

と，土塊はしばらく太陽光線にあてろ，４）土壌消毒を

１．研究の歴史

行なう’５）苗をコロイド銅液（コロイド銅３３９，水１０
J）中につけて楠える．

この病害は，ユ905年にHenricksenB)がPuertoRicoで
発表して以来，Hawaii5)，Jamaica1)，Australia13L

１．病徴および沖縄における発生状況

NewSouthWales2)，Philippineslo)，Taiwan，その
他のパインアップル栽培地域から数多く発表された．沖
縄では，ユ958年にはじめて発見された11)．

発病した株の色は，正常の緑色から黄緑色に変わると

同時に梁の先端がかっ色になる．その頃の葉は，下方に

防除に関する研究として，SiderisとPaxton1ま

たれさがって株の上が開いた状態になる．また，しんの

ハワイで，土壌の排水をよくすることによってこの病害

幼い葉は，基部が腐敗して，束になって難なく引き抜く

の発生を防ぐことができると報告したが，それはユ部分

ことができる．その基部は黄白色に腐敗して悪臭がある

であって，大部分の地域ではその方法だけでは防除でき

、それは二次発生の細菌が原因であるといわれている．

ないことがわかっている８)，Johnsonは，彼の文献の中

腐敗はしだいに茎に移行し，発病した茎はチーズのよう

で，Ashｂｙがボルドー液と石灰硫黄合剤の効果を認め

にやわらかくなる．幼い果実に発病すると，全果実が腐

たと紹介しているが，処理の方法，薬液の濃度，防除効

敗し，いしゅくして枯れる．成熟果実に発病すると，侵

果などの詳しいことは記載してない．LinfordとPaxton

入部を中心に，限られた範囲だけ腐敗する．

は，薬剤による防除の予備実験をした結果，最もよい方

この病害が沖縄ではじめて発見されたのはﾕ958年で，

法は苗を植える前に薬液につけるか，植えたあとに根元

その後沖縄本島の北部と中部，久米島，石垣島，西表島

の土壌にたっぷり注入することであると報告した．そ

のパインアップル栽培地に広く発生していることがわか

の実験に使用した薬剤は，銅剤と水銀剤と硫黄剤に属

った'1)．最も発生が多いところは石垣島で，沖縄本島

し，それらを小面積の畑に処理した結果ボルドー液，

がこれにつぐ．発生は，植え付け後４カ月以内に多く，

Semesan，A1minumsulphate，Coppercarbonate

なかでも植え付け後２～３カ月目の株においてはいちじ

が有望であると結論づけた8)．MehrlicMv99は，ハワ

るしい．冠芽，えい芽，吸芽いずれの種類の苗にも発生

イで，この病害の病原菌の生理，形態，分類，伝染，防

するが，とくにえい芽に多い．老株では，収稚後に出て

除などの一連の研究をなしとげた．彼が行なった防除に

きた吸芽の結実前に発病したものが多く，幼い果実に発

関する実験では，10余種の殺菌剤を使用し，そのうち，

病したものもみられる．発生の時期はｕ月から翌年の４

ボルドー液1－０．７－３（硫酸銅４５４９，消石灰318,

月頃で，とくに２月，３月に雨が多いと発生がいちじる

,水ｌＭ）が最も経済的であると報告した．ただし，こ

しい．ハワイでの研究4)によると，発病に適当な土壌温

れは発病した株を除去し，そこに新しく植える苗を前記

度はﾕ9～30°Ｃで，しめりの多い土壊においてはよく発
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生することがわかった．八重山で観察したところによる

養した菌の入っているシャーレーに殺菌水を入れて７日

と，ほこりの立つ道路わきの畑にはとくに多く発生し，

後,胞子のうが形成されたときに,殺菌水を入れ換えて発

また傾斜地の畑の下方の台地になった排水不良や理化学

芽させて遊走子浮遊液をつくってl）で行なった方法で

的性質の悪い士壊に育ったパインアップルにもよく発生

パインアップルのしん部に注入接種した．

接種は，薬剤を処理した日から７，１５，３０，６０日後の

することが認められた．

４回のグループに分けて行ない，その発病率を調べた．

Ⅲ、薬剤防除試験

かん水は３日おきに行ない，ジョロで葉上から散布する
方法と，植物体にかからないように土壌だけにかん水す

１．実験材料および方法

る方法に分けて薬剤の残効性の比較を試みた．苗処理の

この実験で使用した菌は，1964年n月に八重山石垣市

実験では，供試苗を前記薬剤に15分間つけて陰干しした

伊原間で採集して純粋分離したパインアップルしんぐさ

あと，鉢に植えて使用し，薬剤散布処理の実験では，植

れ病菌である．供試パインアップルの前はスムースカイ

え付け後３カ月目の鉢植えのパインアップルに前記薬剤

エン品種のえい芽を使用し，薬剤は，前実験’４で選び

を散布処理して使用した．実験は各３回繰り返した．

出したオーソサイド（キャプタン50％）とマンネプダイ

２．実験結果

セン（マンネプ70％）の400倍液で，それらに1／2,000

オーソサイドおよびマンネプダイセンの400倍液に苗

の特製リノーを加えた．

ルのしんの若い葉を1枚1枚抜きとり，１％Cloroxで

をつけて植えたあとに病原菌を接種して発病させた結果
は第エ表のとおりである．それによると，散水と非散水

３分間消毒して水洗し，５０"'の殺菌水を入れた200"/入

の差がはっきりあらわれた．非散水では，オーソサイド

りビーカーに10葉ずつ立て，別にＶ－８Ｊｕｉｃｅ寒天培地

区，マンネプダイセン区ともに処理後フ，1.5,30日目

(Ｖ－８Ｊｕｉｃｅｌ〕0"'，ＣａＣｏ３２９，寒天ﾕ５９，水9001W'）

の接種いずれも発病なく，６０日目の接種によってオーソ

接種源の調製は次の方法を用いた；ユ）パインアップ

上で15日間培養した菌を培地とともに小片に切りとり，

サイド区65％，マンネプダイセン区85％の発病があっ

それらをすりつぶしてさきのビーカー中の殺菌水に入れ

た．これに対し散水では，マンネプダイセン区が７日目

てかきまぜ，室内に１０日間おき，その後水を入れ換えて

の接種で５％，ユ5日目で25％も発病し，オーソサイド区

病斑部にできた胞子のうを発芽させ，遊走子浮遊液をつ

では15日目の接種で20％発病した．両薬剤区ともに処理

くり，それをパインアップルに1株あたり約ﾕo"'ずつし

後30日，６０日目の接種で無処理接種区と大差なく発病が

ん部に注入接種した．２）V-8Juice寒天培地に１０日間培

多かった．

第１表薬液中で苗を消毒して植えたあとの接種による発病率（％）

１５日目’３０日目’６０日目
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第２表植えつけ後３カ月のパインアップルにおいて，薬剤散布後の接種による発病率（％）

７日

散※水

※※

非散水

l５

０

餡乃－００

無Ⅲ”〃藤ｊＭ:｜：：
｜散水，

無処理無接廠｜非散水，。

７５

9０

9０

８５

７５
００

２

８５

餡印

2０

６０日目

００

非散水

3０日

０５

散水

１５日目

８１

マンネプダイセン

の方法

［曰｜ね、

オーソサイド

薬剤処理後の接種日

かん水

［曰’３０’００

薬剤名

※＝薬剤処理後３日おきに植物休止からジョロでかん水した．
※※＝植物体に水がかからないように士壊に注入かん水した．
植え付け後３カ月目のパインアップノレに薬剤を散布しい，あるいは新しい薬剤に比較して効果が劣るかも知れ
て接種したものも，苗処理に比較して大きなちがいはみない，などの理由で一般に普及しないとも考えられるの

られなかった．第２表によると，非散水はオーソサイドで，今回の実験では，市販の殺菌剤で疫病の防除に効果

区において30日目の接種でわずかに10％発病し，マンネのあるものからオーソサイドとマンネプダイセン老選
プダイセン区ではﾕ5日目に２％，３０日目に15％発病しぴ，それぞれ400倍液を使用して苗消毒と散布処理を行

だ．両薬剤区と660日目の接種では発病が多くなった．なったところ次のような良い結果がでた．すなわち，両

散水では，両薬剤区とも30日目の接種になると急に発病薬剤とも苗消毒，散布処理いずれの方法を用いても防除
が多くなり，それ以前の接種では，オーソサイド区では

効があらわれた．また薬剤処理したあとに植物体上に散

７日目に３％，１５日目に15％も発病し，マ､'ネプダイセ

水したものとしなかったものとでは，薬剤の残効性のち

ソ区では15日目に20％も発病した．がいがあることがわかった．散水したものではﾕ5日目の
接種から発病が目立つが，散水しなかったものは30日目

Ⅳ、考察に接種しても発病は少なく，６０日目に接種したらようや
パインアップルしんぐされ病は，近年，沖縄のパイン

アップル栽培地に広く分布し，１１月頃から翌年の４月頃
にかけて，ことに降雨が多いと大発生することがあり，
排水不良，やせ地ではそれがいちじるしいので，この病

害を防除するには，このような発病時期と発病条件を考
えにいれる必要がある．防除法には，耕種的方法とし

て，排水や土壌の性質をよくし，発病株を除去して伝染

源を絶つなどの方法が考えられ，薬剤による防除法とし

く発病が増えた．これらのことから，薬剤処理後降雨の

ないときはつぎの薬剤散布までの間隔を30日位までのぱ
すことができ，降雨の多いときは15日あるいは７日おき

に薬剤散布をする必要がある．沖縄では，ｕ月から翌年

の４月までを薬剤散布の期間と決め，上記の方法を適用
する．とくに２，３月には発病が増えるので薬剤散布間

隔をややちぢめて行なうとよい．畑全体に散布すると経

費の面で採算がとれないと思われるので，各自の畑で，

ては，発病した株を除去したあとの土壌を有機水銀剤や低地とか，やせた部分とか’よくほこりの立つ道路わき
クロールピクリンで消毒して苗を植え換えるか，苗をｌ

－０．７－３ポルドー液（硫酸銅4541,消石灰3ｴ８９，水
ﾕﾕﾉ）やコロイド銅液（コロイド銅３３９，水10′）の中

につけて植えることがこれまでに知られている．これら

など発病のいちじるしい部分がわかれば，そこだけに上
記薬剤を散布することにとどめろとよいと考察される．

Ｖ，摘要

の薬剤は入手困難，あるいは調合するのにめんどうくさこの報文は，パインアップルしんぐきれ病の研究史，
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発生状況を概説し，筆者が行なった実験と文献を参考に

followingfungicidessolutionbeforeplanting

してその防除法をまとめたものである．ここに，その防

l）１－０．７－３Bordeauxmixture

除法について列記する．

２）ColloidalCopper(33ｇｏｆＣｏｌｌｏｉｄａｌＣｏｐｐｅｒｉｎ

１．畑は，排水をよくする．

ｌＯ１ｉｔｅｒｏｆwater）

２．土壌の性質をよくし，パインアップルの生育をよ

３）Orthocide（50％ofCaptan)，400Ｘ

くするようにつとめろ．

３．パインアップノレ畑によく発病する部分があれば，
その部分を上記ユ，２の方法を施行するととも

４）Manneb-Dithane（70％ofManneb)，400Ｘ
５．Ｉｎｔｈｅｆｉｅｌｄ,eitherOrthocideorManneb-Dithane

shouldbesprayed30daysintervalｓｗｈｅｎｔｈｅｒａｉｎ

に，苗を植える前に土壌をクロールピクリンや有

ｆａｌｌｉｓｆｅｗｂｕｔｌ５ｏｒ７ｄａｙｓｉｎｔｅｒｖａｌｓｉｎｔｈｅｒａｉｎｙ

機水銀剤で消毒する．

ｓｅａｓｏｎ．

４．発病した株は取り去って焼き，そのあとの土壌は
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