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1.はじめに

受けたが、その翌年の2001年には青枯病の被害によ
りその販売量は激減した(表1)。その対策として、

青枯病は、トマト(Lycopersicon esculentum
Mill.)、タバコ(Nicotiana tabacum L.)、ジャガ

サトウキビとの輪作(3

年)により何とかその

イモ(Solarium tuberosum L.)、ナス(Solarium

被害を抑えてきたが、今後代替耕作地の減少などに

melongena L.)、トウガラシ(Capsicum annuum

より被害が再燃する恐れがある。また、トマト生産

L.)などのナス科(Solanaceae)をはじめ、ショウガ

地域においても、近年青枯病の発生が顕著になって

(Zingiber officinale Rose.)、イチゴ(Fragaria X

きていることから今後の対応が重要になると考えら

ananassa Duch.)、ラッカセイ(Arachis hypogaea
L.)などその他多くの作物で発生し、その病原細

れる。

菌であるRalstonia solanacearumは宿主範囲や生

よる土壌消毒が一般的であるが、沖縄県においては、

理的な性質から幾つかのレースやbiovar (生態型)

住宅地域と栽培圃場とが隣接しており、これら薬剤

に類別される。本病原菌は、熱帯、亜熱帯、温帯地

の使用は困難な状況にある。また、近年、食の安全・

域を中心に世界各地に分布し、難防除土壌病害とし

安心や環境に対する社会的意識が高まり、化学合成

て世界的に恐れられている病害である1)。一般的に、

された農薬および肥料の使用を慣行の5割以下に抑

作物に青枯病菌が感染すると、まず先端葉で急なし

え、環境への負荷をできる限り低減して農産物を生

おれが確認され、その後植物が急速に萎ちょうし、

産するという特別栽培農産物(2003年4月改正、

最終的には枯死する。

2004年4月施行)への期待が大きい。

青枯病の防除対策として、クロルビクリン剤等に

沖縄県において、青枯病の被害が深刻な作物とし

このような社会的情勢の中で生産農家からは、安

てジャガイモが挙げられる。ジャガイモの主要産地

全で環境に優しい代替防除技術の開発、とくに、生

である宜野座村は2000年に沖縄県拠点産地の指定を

物防除技術の開発が強く求められている。
植物の中には特殊な化学物質を含有するものがあ
る。これらは天然物由来で、環境に対する負荷は極

* 〒901‑0336沖縄県糸満市真壁820
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めて少ないと考えられ、持続的病害防除技術の資材
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表1.宜野座村バレイショ農家数、作付け面積、販売量の推移

年

農家数(戸)作付面積(ha)販売量(ton)

1997

14

39

853

1998

16

43

575

1999

16

34

2000

19

26

2001

19

23

327

2002

18

16

330

2003

18

15

319

2004

18

20

430

り6株のトマト(桃太郎)を7月30日に植え付けた。
備考

発病調査は8月30日に行った。

584
537

2‑2.圃場試験
試験は沖縄県宜野湾市赤道の農家圃場(施設)に

沖縄県拠点産地指定

おいて2005年8月から2006年5月に行った。本圃場
は、前作においてトマト青枯病が19.6%で発生した
経緯がある。試験区は(彰アメリカフウロ乾燥物うね
内混和処理+太陽熱土壌消毒(GC+S)、 ②米糠うね

として利用できる可能性を有している。そこで、天
然資源を利用した青枯病の防除技術を開発すること

内混和処理+太陽熱土壌消毒(RB+S)の計2区を
設けた。試験区(訓ま、 1.4mX33mの2反復で試験

を目的として研究を進めた。その結果、群落を形成
し、沖縄県内に自生する植物から、青枯病菌に対し

を行った 2005年8月10日に1区当たりアメリカフ
ウロ乾燥物46.2kg (l.Oton lOa4)を均一に散布後、

て抗菌活性を有する植物として、雑草であるアメリ
カフウロ(Geranium carolinianum L.)が探索さ

小型トラクターで深さ約20cmを2回耕起し、土壌と
十分に混和した。その後、潅水チューブ2本を45cm

れた。その抗菌成分の物理化学的性状については、
熱に対する安定性と保存性に優れ、広い温度域(28

間隔で設置し、試験区全面をポリエチレンフィルム
(厚さ0.05mm)で被覆した後に、十分潅水を行い、

‑95℃)の水での抽出が可能であった。また、筆者
らは、圃場におけるアメリカフウロの利用方法をジャ

以後2ケ月間処理を行った。供試材料のアメリカフ
ウロは2005年4月に沖縄県糸満市真壁で採取し、天

ガイモで検討した結果、アメリカフウロ乾燥物の土
壌混和処理と太陽熱土壌消毒との併用処理により、

日で2週間乾燥させた後、粉砕機で2‑3cmに細か
く粉砕した乾燥物を用いた。試験区②は、 1.4mX3

高い青枯病防除効果が得られることを見出した2,3)
そこで、本研究では、アメリカフウロ乾燥物利用に
ポットおよび圃場レベルでその効果を検討した。

3mの3反復で試験を行った。同8月10日に1区当
たり米糠を46.2kg (l.Oton lOal)を土壌に混和し

2.試験方法

た以外、処理方法は上記と同様である 2005年10月
3日にトマト苗(品種:桃太郎エイト)を1区当た

2‑1.ポット試験
プラスチックコンテナ(50cmX80cmX35cm)に国

り113‑115株植え付け(畦幅:140cm、株間: 50cm、
条間50cmの2条植)、 2004年3月8日に収穫した。

頭マージをつめ、青枯病菌液(レース1、 biovarin :

栽培・肥培管理は農家に委託した 2006年4月21日
と5月22日に発病株率を調査した。

よるトマト青枯病の防除効果を明らかにするために、

107‑8cfu/ml)を100L IOal換算で散布した後に、土
壌を混和し、汚染土壌を作成した。試験区は(彰乾燥
物混和処理区、 ②乾燥物熱水抽出液処理区、 ③コン

3.結果および考察

トロール区の3試験区を設け、試験は3反復で行っ
た。試験に供試するアメリカフウロの量は乾燥物換

3‑1.ポット試験

算で1コンテナ当たり1.5ton lOalに調整し、 2001
年6月30日に処理した。乾燥物混和処理区では、乾

病率は100%でほぼ枯死状態となった。しかし、ア

燥物(0.4kg)を土壌混和後、土壌水分含率が25‑
30%になる程度潅水した。熱水抽出液処理区では、

おいて、発病率はそれぞれ75、 50%と青枯病の発病

乾燥物(0.4kg)を8Lの水で1時間煮沸し、残漆を
渡過した抽出液を土壌かん注後、土壌水分含率が25

た(図1)。しかし、これら単独処理では青枯病を

・30%になる程度潅水した。供試材料のアメリカフ
ウロは2001年4月に沖縄県糸満市真壁で採取し、天

防除手段との組み合わせにより青枯病防除効果を高

植え付け一ケ月後において、コントロール区の発
メリカフウロの乾燥物と熱水抽出液を処理した区に
を抑制させ、発病遅延効果があることが明らかとなっ
完全に防除することは困難であったことから、他の
める必要があると考えられた。

日で2週間乾燥させた後、粉砕機で2‑3cmに細か
く粉砕した乾燥物を用いた。試験は1コンテナ当た
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図1.アメリカフウロ乾燥物の各種処理によるトマト青枯痛の防除効果
3‑2.圃場試験

除効果が明らかとなったことから、栽培期間が長期

ポット試験において、アメリカフウロ乾燥物の混

にわたる作物についてもアメリカフウロが利用でき

和処理と熱水抽出液処理によるトマト青枯病の発病

ることが実証された。一般的に、青枯病菌は地下1m

遅延効果が確認されたことから、圃場において、ア

の深さにも存在することが知られており4)、それが

メリカフウロを利用した青枯病防除効果について検

青枯病の防除を困難にする要因の一つとなっている。

討した。試験圃場は農家圃場であるため、コントロー

太陽熱土壌消毒による青枯病防除効果の不安定性に

ル区は設置できなかった。アメリカフウロ乾燥物の

ついては過去に多くの試験事例があり、その要因は

うね内土壌混和処理と太陽熱土壌消毒を併用した区

青枯病菌の上記性質に由来するとされている3,5)。

においては、植え付け8ケ月後においても青枯病の

今回、アメリカフウロ乾燥物のうね内土壌混和処理

発生は確認されなかったが、比較対照として設置し

と太陽熱土壌消毒との併用処理により青枯病が防除

た米糠のうね内土壌混和処理と太陽熱土壌消毒を併
用した区においては1.2%の青枯病の発病が確認さ

できた要因としては、次ぎのメカニズムが考えられ
た。

れた(表2)。以上の結果から、トマトにおいても

(彰 太陽熱による地下からの水分上昇とともに、

アメリカフウロ乾燥物を処理することによって、青

土壌深くに存在する病原菌がその流れにのって

枯病の防除が可能であることが実証された。植え付

地表近くにまで到達する。

け8ヶ月目以降の青枯病発生推移を調査する予定で

② アメリカフウロ乾燥物から水により溶出され

あったが、農家が次作の準備を行いたいという意向

た抗菌成分が深さ0 ‑30cm付近で残存し、地下

から調査は打ち切りとなった。青枯病は圃場の一部

深くから上昇してきた病原菌を殺菌する。

で発生が確認されると、潅水により発病株根から泥

現在、アメリカフウロの上記病害防除作用メカニ

出した病原菌が隣接する健全株へと移動し被害を拡

ズムの解明を行うために、アメリカフウロに含有さ

大していくことから、比較対照区で栽培を継続して

れる抗菌成分の同定と定量を進めている。

いた場合、さらに被害は拡大したものと推察された。
表2.

以上述べたように、アメリカフウロは各種作物の
青枯病の生物防除素材して有望であることから、今

圃場試験の結果

試験区

後、アメリカフウロの栽培技術・採種技術の確立と

発病率1*1
4月21日

アメリカフウロ資材の開発に向けて取り組んでいく

5月22日

①GC+S
②RB+S 1. 2
*1発病率は各試験区の反復数の
平均値を示す。

予定である。

4.今後の展開
ある一種の生物が放出する化学物質が他の生物に、
阻害的あるいは促進的(共栄的)な作用を及ぼす現

3‑3.まとめ
これまでアメリカフウロの青枯病防除効果につい
ては栽培期間が比較的短いジャガイモでその効果を

象は、一般的にAllelopathy (アレロパシー)と呼
ばれる。近年この作用を活用して、できるだけ農薬

実証してきたが、他作物における青枯病防除効果に

を使わない雑草防除、さらには病害虫防除への利用

ついては明らかではなかった。今回、トマトでその防

の可能性が注目されているが、植物病原菌に対して
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抗菌活性を有するアメリカフウロのような植物を利

was planted. These findings suggest that G.

用した土壌病害防除技術に関する報告は少な

carohnianum could be used as a biological

い6,7,8)。そのため、今後、植物のアレロパシー機

agent for the control of bacterial wilt of van‑

能を利用した土壌病害防除法に関する報告が増えて

ous crops.

くることが考えられるが、本技術に該当する名称が
世界的にも見当たらないため、本技術の名称を
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