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はじめに

沖縄県伊江村は，農業粗生産額で見れば県内市町村

中４位の農業立村であり(沖縄県,1998)，花卉，葉タ

バコ，肉用牛，野菜等の生産が盛んに行われている．

モロヘイヤは1995年から導入され，健康食品ブームと

ともに村の出荷品目の一つとして確立していこうとし

ているところである．しかしながら，中園ら(1984)の

報告があるとおり栽培初期である２年目にしてネコプ

センチュウの被害が増加しており，収量低下の大きな

要因になっていると思われ,早急な対策が必要である

これまでは農薬等の化学的防除が主流であったが，

近年，環境保全型農業への関心が農家にも広まりつつ

あり，土壌環境改善とそれによる連作障害の回避に有

効な有機質資材を求める声が高まってきている．

そこで今回平成９年度環境保全型農業現地展示圃を

設置し，ネコブセンチュウの増殖抑制効果があると言

われている米ぬかをモロヘイヤ栽培に利用して，その

効果を実証した

本展示圃を設置するに当たり協力・助言していただ

いた島袋達盛氏（JA伊江村園芸生産組合)，知念邦夫

氏・照屋清氏（JA伊江村)，新崎正信氏（沖縄県農林

材料と方法

伊江村字西江前のモロヘイヤ栽培農家の特にネコプ

センチュウ被害が多く発生するハウスを展示圃場と

し，1997年10月から1998年６月まで試験を行った．こ

の圃場は2.75aのハウスが２連棟になっており，その

それぞれを試験区（米ぬか施用区）と対照区（慣行区）

に設定した．

モロヘイヤの種子は，今回調査に協力していただい

た農家が自家採種したものを使用し，1997年10月１日

に播種を行った試験区には米ぬかを１０a当たり

360kgとネマモール54kg，牛糞堆肥3,600kgを，対照

区にはネマモール54kg，牛糞堆肥3,600kgを1997年１０

月７日に全面散布し，トラクタを用いて鍬込んだ．

1997年11月３日に試験区，対照区ともに10a当たり

144kgのCDU555と72kgの高度化成555を全面施用し，

トラクタを用いて鍬込んだ後，畦立てを行った定植
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藩主米ぬか施用畦立定植畦立ビニール張収穫開始収穫終了

図１．モロヘイヤの作型．

※米ぬか施用時にネマモール、鍬込み（対照区はネマモールのみ鍬込み)。
◎畦立時にCDU、高度化成を鍬込み。
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表１．．施肥設計（/１０ａ）． 表３．引抜調査におけるモロヘイヤの被害程度の分１１７．

分合僧
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｛よ1997年11月15日に行い，栽植密度は，畦幅120ｃｍ，

株間45ｃｍとし，条間36ｃｍの２条植え，両区とも４畦

で行った．ハウスのビニール張りは定植の次の日の

1997年11月16日に行った．作型は図１，施肥設計は表

１の通りである．

調査は，収量調査とともに，引き抜きによるネコブ

センチュウ被害程度の調査を行った．収量調査は農家

本人に試験区と対照区の収量を記録してもらい，収穫

終了後に聞き取り調査を行った．

引き抜き調査は，収穫終了後の1998年６月11日に行

った．両区ともハウス中央２畦の端から端までを約４

株おきに抜き取り，根部を水洗いしてネコブセンチュ

ウ被害の程度により被害大，中，小，無の４段階に分

類した．被害大は根の基部よりびっしりネコプのある

ものとし，被害小は根にわずかにネコブが発生してい

るものとしたその中間を被害中とした．
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図２.試験区・対照区に於けるモロヘイヤの累積収量
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ら，モロヘイヤ定植前にネコプセンチュウの密度は

ある程度抑えられていたと考えられる．そのため米

ぬかを施用する事によって得られる効果として，セ

ンチュウの増殖の抑制，植物体の抵抗性の強化の２

点が考えられる．

中園（1989）は有機物の施用が土壌センチュウの

密度制御及び被害軽減に及ぼす効果として①センチ

ュウの移動行動の阻害，②有機物の含有成分及び分

解過程における各種有機酸の殺センチュウ効果，③

天敵（拮抗）微生物の増殖による効果，④作物のセ

ンチュウ抵抗性を高める効果，⑤センチュウ被害の

軽減効果，を上げている．今回の試験ではネコプセ

ンチュウ密度の調査や発生している菌の同定を行わ

なかったため，はっきりしたことが言えないが，今

回の試験結果がどのような作用によるものかを今後

調査することによって，より効果的で経済的な米ぬ

かの施用方法の確立が期待できる．

結果及び考察

生育状況は，初期段階においては試験区の方が悪

かったが，後半の伸びは良く収穫時期には試験区，

対照区ともに差は見られなかった

収量結果は表2で示した通り対照区においては10a当

たり1,085.71ｋｇであったのに対し，試験区では

1,425.68kgであった．また図２で示したとおり３月ま

では両区の間であまり収量の差が見られなかったが，

４から５月では試験区の方が対象区に比べ約2倍の収

量があり，総収量で比較すると試験区が対照区の約

1.3倍であった

引き抜き調査の結果は表３で示したとおりで，モ

ロヘイヤの収量に影響を与えると考えられる被害中

と被害大の合計が，対象区では500％であったのに対

し試験区で26.3％であった．これらのことより，米ぬ

かを施用する事によりネコブセンチュウによるネコ

プの発生を抑制することが示唆された．

管理した農家の話によると，今回展示圃を設置し

たハウスは例年ネコプセンチュウによる被害が多く，

収量も低かったらしく１作では４月以降の収量が極

端に低下するため３月後半に植え替えを行っていた

そうだが，今回の試験区では５月後半まで植え替え

をすることなく安定して収穫が行えたそうである．

また，対照区のものは固くなるのが早く品質が悪か

ったのに対し，試験区では芽の伸びが良く，柔らか

い状態で収穫できたそうである．また今回は25kgあ

たり約1,000円の米ぬかを使用したため，１０aあたり

363.6kgの米ぬかを施用した本試験では\14,544/10aの

経費しかかかっておらず経済的にも効果的であった．

生育初期に於いて同様に管理をしたにも関わらず

試験区の生育が悪かった原因ははっきりしないが，

図２で示すとおり３月下旬から累積収量に差が出始

めており，この頃からネコプの発生に差が生じてい

るものと思われる．

今回は，試験区の米ぬか施用時に殺菌効果のない

殺センチュウ剤であるネマモールも同時に鍬込み，

対照区にはネマモールのみを鍬込んだ．このことか

摘要

沖縄県伊江村のモロヘイヤ栽培においてネコプセ

ンチュウの被害が増加しており，その対策としてネ

コブセンチュウの増殖を抑制すると言われている米

ぬかの効果を検証するため，平成9年度環境保全型農

業現地展示圃を設置し検証した．

従来の栽培方法の対照区に対して，米ぬかを施用

した試験区を設置したところ，対照区の収量が10a当

たり1,085.71kgであったのに対し，試験区ではその約

1.3倍の1,425.68kgであった

また根部のネコプ発生程度を比較してみると，対

照区では50％が被害大であったのに対し、試験区で

は被害大が26.3％に抑えられた．

これらのことから，米ぬかがネコプセンチュウ対

策に有効であることが分かった

Summary
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