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イチジク栽培におけるいや地現象の原因と対策

細見彰洋＊

〔キーワード〕：イチジク，いや地現象，サツマイ

モネコブセンチュウ，細菌，糸状菌，台木

はじめに

イチジク栽培においては，既存の病虫害や劣悪な

土壌環境などの明白な原因がないにもかかわらず，

樹勢が極端に衰える現象が生じ，いわゆるrいや地」

として以前から問題にされてきた．いったんこの現

象が発生すると改植しても樹勢は回復せず（平井

1956，平井・西谷1953），農家は水稲や野菜への

転換を余儀なくされ，労力やコスト，転換直後の減

収など，経営上の大きな障害となっている．

　この現象については，一般的にはサツマイモネコ

ブセンチュウ（ルを10’40gynε1noogniぬ，以下，ネコ

ブセンチュウ）による根粒形成が主原因であると考

えられているが，壮健な樹にも多数の根粒が認めら

れるなど，ネコブセンチュウの寄生と樹の生育に一

定の関係がない場合も散見される（平井・西谷

1953）．そこで筆者らは，いや地現象の特徴と発生

実態を改めて調査し，果実生産への影響を推測した

（細見未発表）．また，いや地現象を引き起こす

ものとして，とくにセンチュウ以外の原因について

究明を行った（細見・内山1998）．さらに，いや

地対策として，被害回避効果を持つ台木の探索を行

い（細見1993，Hosomiら2002），台木を用いた

イチジク栽培法の実用化を試みた（細見2006a，細

見2006b）．本稿をお借りし，予報を含めその経緯

と概要を紹介してみたいと思う．

1．いや地現象の実態

代表的なイチジク品種‘桝井ドーフィン’におけ

るいや地被害の発生実態を，大阪府下の産地で調査

してみると，被害樹は，全調査樹の1割以上に及ぶ

高頻度で発生が認められた．被害は比較的若い樹に

多く　（図1），単に加齢に伴って発生するものでは

ないようであった．また，新植樹においても発生が

認められたが，rいや地」と称されるとおり，跡地

に補植された苗に甚だしい衰弱の様相を示す実態

が明らかとなった．こういったいや地の特性につい

ては，栽培現揚においても広く理解され，被害が一

定面積を占めた場合には，圃場全体がいったん他の

作目に転換される場合が多い．しかし，跡地に植え

られた若齢樹もかなり存在する事実を見ると，被害

が部分的な場合には，ある程度の衰弱を承知のうえ

で補植される実態があるものと思われる。

　鉢植えのイチジクに，用土の2％程度のいや地汚

染土壌を添加しても人為的にいや地被害を再現で

きることから，この現象が伝染性を持っていること

・が分かる．また，根の生育程度に対する新梢の乾物

重量の比率はいや地汚染土壌の添加によって変化

せず，いや地によって根の生育が抑制され，その度

合いに応じて新梢の生育が抑制されていることも

分かってきた。さらに，定植年にいや地汚染土壌を

添加していや地被害を再現した鉢植え‘桝井ドー

フィゾを，毎年勢定を行って継続栽培し，新梢生

育の推移を調査してみると，これらの生育は，苗の

大きさや植付け時期，初期の発根妨害など，定植時

の条件によって一時的に差を生じたが，定植3年以

内には一定レベルの抑制された生育に収敏し，その

図1イチジク‘桝井ドーフィン’いや地被害樹
　　　　　　　　（後ろの畝は健全樹）
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後は抑制程度が変化せずに何年（実験では9年）も

推移した．したがって，枯死に至らない程度に抑制

された生育が長年月にわたって持続されるのが，い

や地現象の基本的な特徴であると考えちれる．

　一方，果実品質にはいや地が悪影響を及ぼし，果

肉の糖度を減少させたり，基部に近い節位の果実肥

大を抑制するなどの問題を生じさせていた。とくに

基部節の果実は収穫期が早く高値で販売されるた

め，この部位の果実肥大の抑制は経営的にも問題が

大きい。ただし，果数の減少が実質的に問題となる

ことは稀であり，新梢の先端部ではかえって果実が

大きくなる傾向もあって，樹の衰弱から受ける印象

に比べると，果実生産への影響が意外に軽いことも

事実であった．上述の，イチジク産地での被害状況

の調査から，比較的軽微ないや地症状の樹が高い頻

度で確認されたが，これらの樹の果実生産は農家と

して許容できる範囲にあり，そのまま栽培が継続さ

れている例も多いと予想される．

2．いや地現象の原因

　イチジクはセンチュウの寄生を受けやすく，圃場

の地面を少し掘ると，根には直径1～3mmの根粒が

たくさん発生し，まれに1cm近い根粒が見つかるこ

ともある．これはサツマイモネコブセンチュウの寄

生による根粒で，慎重に分解すると中から卵型をし

た雌成虫が出てくる．ネコブセンチュウの被害は海

外でも古くから知られ，センチュウの生息している

土壌ではイチジクの生育が極端に抑制される例が

報告されている（Taylor1943，Condit1947b）．国
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図2　用土への忌地汚染土壌およびネコブセン
　　チュウ接種がポット植えイチジク‘桝井ドー
　　フィン’の新梢伸長に及ぼす影響（細見・内
　　山1998）

内でも，ネコブセンチュウの寄生が多発している土

を薫蒸消毒すると生育の阻害が消滅したという報

告もあって（佐藤・七条1953），いや地現象の主

な原因はセンチュウによる被害であると解釈され

てきた経緯がある．

　実験でも，ネコブセンチュウを‘桝井ドーフィソ

の幼苗に単独接種すると，新梢伸長が抑制される事

実を確かめており，ネコブセンチュウは問違いなく

生育阻害の一因となっているようである．しかしな

がら，生育阻害の程度は，センチュウの単独接種に

比べて，同数のセンチュウを含むいや地汚染土壌を

添加した方が著しかった（図2）．また，この土壌

を60℃で2時問湯煎してセンチュウを死滅させた

後にも生育阻害が残った。したがって，いや地現象

には，センチュウ以外に重大な原因が存在すること

も明らかなようである．

　センチュウ以外のいや地原因としては，以前から

イチジク由来の毒物質の存在が報告されている（平

井・平野1949a）．これは後に福士（1959a，1959b，

1960）や初田ら（1960）によって，プソラレン

（Psoralene）およびベルガプテン（Bergaptene）と

して同定された水溶性物質で，イチジクの根に限ら

ず葉や茎にも含まれ，イチジクのみならず多くの植

物の生育を著しく阻害するこ・とが実験で確かめら

れている（平井・平野1949b，平井・西谷1951）、

したがって，イチジクの栽培によって，これら毒物

質が土壌中に蓄積して樹の生育を低下させるとい

うのが，毒物質を原因とするいや地現象の解釈であ

る。しかし，いや地汚染土壌の抽出液に，煮沸処理

やメンブレンフィルターによる濾過処理を施すと，

生育阻害作用は消滅してしまう．化学物質であれば

フィルターを通過しないとは考え難く，いや地汚染

土壌の添加によって再現された生育阻害に毒物質

が関与している可能性は低いと思われる．したがっ

て，いや地現象には新たな原因を想定すべきであり，

煮沸によって消滅し，フィルターを通過しないもの，

つまりは，ある種の病原性微生物がその主体になっ

ていると考えざるを得ない．

　実際に，被害根の組織内を調査して見ると，

8αoi〃昭属の一種と見られる細菌が高率に存在して

おり，これをイチジク苗に接種すると，その後の生

育は抑制される事実も明らかになった（図3）．た

だ，いや地汚染土壌の添加によって起こる根量の減
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図3動o∫刀齪属菌懸濁液の土壌への灌注処理が
　　ポット植えイチジク‘桝井ドーフィン’の生
　　育に及ぼす影響（右2樹が接種区，左2樹は
　　対照区）

少や地下部表皮の褐変といった現象は，本菌単独の

接種では再現されなかった．地下部表皮の褐変は，

糸状菌に起因すると考えるのが一般的であり，実際

に，いや地汚染土壌を糸状菌に効力を持つ薬剤に浸

漬して殺菌すると，生育阻害をかなりのレベルまで

解消することができた．したがって，センチュウ以

外のいや地現象の原因には，細菌や糸状菌の関与を

考える必要があり，今後その正体を明らかにしてい

く必要があろう．

　以上のように，イチジクのいや地現象の発生メカ

ニズムについては依然として不明な点が多いが，ネ

コブセンチュウを含め，根に寄生する複数種の微生

物が影響を及ぼしており，これらによる生育阻害と

樹体の再生産とが均衡して，一定の抑制された生育

が持続するのがいや地現象の本質であろうと結論

づけられる．栽培現場においては，イチジクの衰弱

は，すなわちネコブセンチュウの被害として根強く

認識されており，根粒が多い圃場ほどイチジクの生

育が弱いとする経験談が示されることもある．しか

しながら，根粒の形成そのものは単にいや地被害の

指標として存在し，あたかも主因のように見えて，

実際には被害の本質ではない可能性も高い．ネコブ

センチュウを対象とした農薬防除についても，その

対策が真に地上部の生育の回復に結びついている

のか否かを慎重に評価し，環境負荷を軽減するうえ

でも，不必要な薬剤の投与を招かない対策が望まれ

る．

3．いや地抵抗性』台木

　いや地現象のように土壌に起因する生育阻害を

確実かつ恒久的に解消する手段としては抵抗性台

木の利用が考えられる．一般に園芸植物の台木には，

劣悪な土壌環境への適応力を期待して野生種が使

用される例が多いが，台木として使用するには穂木

との接ぎ木親和性の確保が前提条件になる．調査し

た野生種の中では，同属で分類学的に近縁な乃o鷹

亜属の植物が，‘桝井ドーフィン’との接ぎ木親和

性が高かった（細見未発表）．しかし，接木樹の

樹勢は自根樹より劣り（表1），果実収量も低下す

る現象が認められた．また亜属中の野生種の多くは，

熱帯～亜熱帯原産のため耐寒性が低く，今のところ，

台木は既存のイチジク品種の中から選抜するしか

ないのが現状である．

　イチジク品種を台木とした調査からは，　‘King’

の根にセンチュウ寄生による根粒形成が少ないこ

とが判明した（表2）．‘King’のようなサンペドロ

系品種にネコブセンチュウの寄生が少ない事実は

他にも報告例があり（河瀬1965，河瀬1966，株本

1987），センチュウ対策に限れば，サンペドロ系品

種を台木として使うことに意義が認められる。しか

し，いや地汚染土壌による生育阻害は，根粒をまっ

たく形成しなかった別属の野生種にも生じた（細見

1993）．このことは，センチュウ以外の生育阻害要

因の重要性を改めて裏付けるとともに，台木選抜に

おいて単にセンチュウ抵抗性を指標とするだけで

は，いや地対策として不十分であることを示すもの

と言える．

　そこで，センチュウに対する感受性にかかわらず，

表1　日本産イチジク属野生種とイチジク‘桝井ドーフィン7との接ぎ木親和性（細見1993）

台木樹種
穂木の生育到達段階（％）

発芽せず発芽展葉新梢伸長
　　穂木新梢　　　　　穂木
全長（cm）基部幅（mm）生存率（％）

乃ヒu5㎝θ砿∂　　イヌビワ

凡o認吻po加o∂イタビカズラ

0．0

10．0

15．9　　　　90．9　　　　　13．2

40．0　　　　50．0　　　　　　6．9

6，9

4．3

25．0

50．0

源o齪o撚吻　　イチジク‘桝井ドーフィン 8。1 8；1　　　　83．8　　　　　　54．2 14．1 75．7
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表2　忌地汚染土壌を接種した各種イチジク品種の
　　鉢植え1年生樹におけるネコブセンチュウ根粒
　　の発生程度

品種 型　　　定植年　　根粒指数

Biter　Abiod　　　　　　Smyma　　　　　1992　　　　75。O

Zidi　　　　　　　　　　　　Smyrna　　　　　　1992　　　　　65．6

King　　　　　　　　　　　　San　Pedro　　　　1992　　　　　30．O

Conadrid　　　　　　　Common　　　　1992　　　　51。9
Capri　sp．　　　　　　　　　　CapriHg　　　　　　1992　　　　　　50．0

桝井ドーフィン　　　Common　　1992　　50．0
Troiana　　　　　　　　Common　　　　l993　　　　55．O

Kimis　　　　　　　　　Unknown　　　　1993　　　　30．6

Perculia　Mltilinis　　Unknown　　　1993　　　72．2
Prasinosiki　Lesvu　　　Unknown　　　　1993　　　　31．3

Violette　de　Solie’s　　Common　　　　1993　　　　42．5

桝井ドーフィン　　　Common　　l993　　40．0

図4　台木で樹勢を強化したイチジク‘桝井ドー
フィン’（右枠），左枠は対照の自根樹（細見2006c）

Dieredo　　　　　　　　Common　　　　l994　　　　37．5

桝井ドーフィン　　　Common　　1994　　58。3
Kalamon　　　　　　　　Unknown

San　PietrQ　　　　　　　　Common

Smirnaiki　　　　　　　　Unknown

Cola　Blanche　　　　　Common
Smirna　　　　　　　　　Unknown

Mavri　Aifbri　　　　Common
Di£ori　Mavri（M．Ts）　Unknown

Diβori　Mavri（M．N．）　Unknown

Difbri　Kitrina　　　　　Common

Di長》ri　Prasini　　　　　Unknown

桝井ドーフィン　　　Common

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

53．6

64．3

46．4

60、0

60．7

39．3

45．8

46．4

45。8

41．7

50．0

いや地の被害を相殺し，結果として，穂木‘桝井ドー

フィソの良好な生育が維持できる強勢な台木を選

抜することを試みた．その結果，スミルナ系品種の

‘Zidi’を台木に用いた場合，明らかに樹勢が補強さ

れ（図4），いや地が発症している圃場に改植して

も，健全圃場の自根樹に近い樹勢を確保できること

が明らかとなった（図5）、　‘zidfは北アフリカ

を中心に生食用として普通に栽培されている品種

であるが，導入元であるチュニジアでも生育の旺盛

な品種として紹介されており（Valdeyron・

Crossa－Raynaud！952），元来の強勢な特徴が台木

としての樹勢維持能力の高さにつながったものと

思われる．前述の通り，いや地被害自体は一定の生

長抑制が長年持続すると予想され，イチジクの生産

現場においては比較的被害の軽微な樹が多いこと

を勘案すると，‘Zidiyのような強勢品種を台木に

用いるrことによる樹勢の底上げによって，かなり多

くの被害樹を長期間にわたって健全な樹勢の許容

範囲に維持できる可能性があると思われる．

4．台木を用いたイチジク栽培
　イチジクの苗は，栽培農家が自家生産する場合が

多い．これは，元来イチジク苗が自根の挿し木で養

成可能であり，その活着もきわめて良好で，容易に

育苗できたためである．しかし，いや地対策として

台木を使うためには，これまで不要であった接ぎ木

手法に関する知見と指針が必要になる．一般に，イ

チジク品種同士の接木は容易であり（Condit1947a），

台木に‘Zidi’や‘King’の切り枝を用い，穂木に‘桝

井ドーフィン’を用いて，挿し木と接ぎ木を同時に

行うr挿し木接ぎ」でも高い成功率が得られた。挿

7，000
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母

35，000
樫
漁4，000
e
迎3，000
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いや地圃場
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圃King
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図5　台木の違いが，いや
地圃場と健全圃場の‘桝井
ドーフィン’の新梢生育に
及ぽす影響（細見2003）
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し木接ぎは，台木苗を育成してから接木する方法に

比べて長い挿し穂が必要で，苗の大量生産には不向

きであるが，苗としての完成が早く，挿し木接ぎを

行った年の梅雨期や秋期に定植できる．早期の育苗

を重視する場合は，この育苗法が推奨されよう（図

6）．

　また，接ぎ木イチジクの栽培については，自根樹

と違って幼木の管理や整枝方法にいくつかの留意

すべき点が予想される．一般に，イチジク新梢の著

しい徒長は，果実肥大の抑制や，着色不良，熟期の

遅延などを招くとされており（株本1985，粟村ら

1993），果実が縦長になりすぎて商品価値を損なう

表3 強勢台イチジク‘桝井ドーフィン’の挿し木
接ぎ育苗と計画密植を併用した早期成園化
モデル実証（細見2006b）

2

図6　一芽腹接ぎを利
用したイチジクの挿し
木接ぎ（細見2006a）

①台木の切り枝（B）をナ

イフで切り込み，接ぎ穂
（A）を挿入する，

②机の角などを利用して切

り枝を支え，接ぎ木部を
テーピングする．

③接ぎ木が完了した挿し
穂．

④後はそのまま苗床に挿し
木する．

樹齢z 0 1
主枝長（m）

樹当たり結果枝数

結果枝基部幅
結果枝当たり着果数y

平均一果重（g）

換算収量（t／10a）x

2．06
0．0

0．0

0．0

2．06

11。5

21．7

14，9

98．5
4．1

4。30

22．5

21．4

12．O

lO6．8

3．3

Zl　r挿し木接ぎ」による育苗年（＝定植年）を0年とした．

y：各結果枝の基部から18節までの平均着果数．
x＝10a当たり推定樹数（1，000÷（畝幅（2m）×主枝長））に，樹当

たり収量（＝結果枝当たり着果数（18節まで）×平均一果重×樹
当たり結果枝数）を乗じて算出．

ことも懸念される（細見ら1989）．強勢台木の使

用自体が直接的影響を及ぼすことはないと思われ

るが，新梢が徒長することで間接的に果実品質を損

なうことのないように，強勢台木は生育不良が予想

される圃場に定植するのが原則といえる．ただ，結

果的に予想されたほどのいや地被害がなかったり，

通常よりも早い成園化を目的に，あえて健全圃場で

この強勢台木を活用する場面（表3）も想定される．

栽培現場では，新梢が徒長していると判断される樹

が少なからず存在しており，臨機応変に問伐を行っ

て樹冠を十分に拡大し，新梢が伸びすぎない管理が

求められよう．一方で，いや地による生育阻害作用

の強度や土壌条件によっては，たとえ強勢台木を用

いても，樹の衰弱を払拭できない例もある．この場

合はむしろさらなる樹勢の補強を要し，土壌改良資

材を活用するなど，できるだけ樹勢を高める肥培管

理を行う必要がある．

　さらに，いや地現象とは直接関係ないものの，深

刻な土壌病害として問題となっている「イチジク株

枯病」に対しては，残念ながら，‘Zidi’や‘King’

の抵抗力は期待できないことが明らかになった（図

7），これらの接木樹は，イチジク株枯病の発生が

ない圃場で使用することを原則とし，自根樹と同様

の予防策に留意した栽培が推奨される．
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図7イチジク台木品種の鉢植え樹におけるイチジ
　　ク株枯菌接種による枯死率の積算変化

　　　　　　　　　　　　　（細見・瓦谷2004）

おわりに

　これまでの研究成果は，行政機関と連携して普及

を進めており，国内では初めてとなるイチジクの本

格的な接ぎ木栽培が始まっている．これは単にいや

地被害の軽減だけでなく，その被害に対して対症的

に用いられてきた農薬や肥料の軽減が期待でき，環

境保全型の農業生産に貢献できることが重要な点

である．ただ，上述のようにいくっかの課題もあり，

台木の選抜やそれに適合した栽培法はまだ完成さ

れたものとは言い難い．近年，交配法の改良により

（粟村1997），わが国においてもイチジクの新品

種の開発が進められている．新しい抵抗性品種の育

種を含め，今後も，いや地被害とイチジク株枯病の

双方の間題を解決できるイチジク台木の開発を進

めていく必要がある、
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