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ポットを介したイチゴ萎黄病の伝染と防除対策

稲田 稔十

(佐賀県農業技術防除センター)

Transmission and control of strawberry fusarium wilt仕omcontaminated pots. 

Minoru lnada t (Saga Prefectural Agriculture Technical and Control Center， Kawaso巴屯ho，Saga 

840-2205， Japan) 

イチゴ萎黄病菌 (Fusαriumoxysporum f.sp. fトαgαriae)が親株用ポットの内面の付着物で長期

間残存し次作の第一次伝染源になることを明らかとした。汚染ポットの消毒法を検討したとこ

ろ，水道水による洗浄とカルシウムハイポクロライト1，000倍液への20分間浸漬を組み合わせるこ

とで，高い除菌及び殺菌効果が得られ，植付株の発病を防ぐことができた。前年に萎黄病が多発

生した現地育苗圃場において，親株用ポットの更新を主体とした対策による本病の回避効果を検

討した結果，いずれの圃場とも対策を実施した初年目から親株の発病が大幅に減少しさらに二

年目以降も対策を継続することでより効果が高まった(対策実施前年からの発病低減率:83.8~ 

97.5%)。育苗期のイチゴ萎黄病対策は，従来からの健全親株及び汚染のない床土の利用に加え，

ポット対策や圃場内に残る汚染土壌の処分を組み合わせて行う必要がある。

Keywords: Fusαrium oxysporum f.sp. fr，αgαriαe， infection source 

緒言

佐賀県における促成イチゴ (Fragariax ananassa 

Duchesne)の育苗は，作業性の向上や地表面からの

病原菌の伝染防止を図るため，棚上において，大型

ポットに植え付けた親株から採苗した苗を育苗する高

設ベンチ栽培が主流となっている(第 l図)。育苗期

間中に萎黄病や炭痘病が発生すると，苗不足をきたす

だけでなく，感染苗の定植により本圃で立枯れが発生

し減収被害を生じるため，健全苗の育成が極めて重要

であり，現場からはより効果的な防除対策の確立が求

められている。

イチゴ萎黄病(Fusαriumoxysporum f.sp.斤αgαriae)

の育苗期における第一次伝染源は，感染した親株や病

原菌に汚染された土壌(岡本， 1984)であり，感染親

株からはランナーを通じ子苗に伝染(森， 1998)する

とともに，風雨によって汚染土壌が飛散(宮川ら，

1979 ;古田ら， 2004) し伝染が拡大する。現地では，

本病の発生を防ぐため，健全親株及び汚染のない床土

の利用を行っているが，十分な効果が得られない場合

十 inada-minoru@pref.saga.lg.j

もある。

そこで，本病に対する効果的な防除対策を確立する

ため，本病原菌の新たな伝染源について検討した結果，

親株用に用いるポットを介した伝染が明らかとなった。

また，汚染ポットの消毒または更新による本病の防除

効果を検討したので，その概要を報告する。

材料および方法

1.現地育苗圃場での発病状況調査及び生産者への

聞き取り

2011年6月24日に，毎年，育苗期に萎黄病が発生す

る佐賀県小城市の現地イチゴ育苗圃場 A (品種「さ

がほのかJ)において，親株での本病の発生状況を調

査した。すなわち，親株2，000株について，本病によ

る新葉の黄化，奇形の有無を調査し発病株率を算出し

た。また，生産者から栽培管理，防除対策の実施状況

について聞き取りを行った。

2.現地で使用されたポットへの健全株の移植によ

る発病の再現

前述の園場 Aにおいて， 2010年に親株用として使

用され，その後，野外で保管されていたビニルポット

(直径20cm，深さ25cm)を2011年6月24日に持ち帰り，
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第 1図 イチゴ親株床での栽培状況

2012年4月10日に農業試験研究センター(以下，セン

ター)内で育成した健全株(品種「さがほのかJ)を

滅菌土壌を用いて植え付けた(1株 /ポット，合計10

ポット)。なお，対照として同型の未使用ポットを供

試した。その後，ガラス室内で7月30日まで管理し，

萎黄病の発生状況を調査して発病株率を算出した。

調査終了後，発病株のクラウン部を切断して褐変の

有無を確認するとともに，ナイフで 5rnm角に切り出し

た褐変部を Fusarium属菌の選択培地である Fo-G1

平板培地(西村， 2008)上に置床し F.oxysporumの

検出を行った。

3.現地で使用されたポットからのイチゴ萎黄病菌

の検出

圏場 Aから持ち帰った親株用ピニルポット (5ポッ

ト)の内面の付着物を薬さじでかき取り採取した。こ

れらの一部をスライドグラス上で Fo-G1液体培地に

懸濁し 25'Cで24時間管理した後，光学顕微鏡観察に

より菌糸生育の有無を調査した。

さらに，生育した菌糸をピンセットで回収し，

Fo-G1平板培地にて25'Cで10日間培養した。培地上に

発生したコロニーのうちの 9個からそれぞれ単胞子分

離に より菌株を採 取し， Mag Extractor-p!ant 

genome (東洋紡) を用いてゲノム DNAを抽出した。

イチゴ萎黄病菌を検出するプライマー (Sugaet al.， 

2013) を用いて PCR(94'C : 5分→ (94'C: 60秒

→55'C : 60秒→72'C: 60秒)x30サイクル)を行い，

電気泳動により 239bp付近における本病原菌特有の

バンドの有無を確認した。

バンドを確認した 3菌株については，ブドウ糖添加

ジャガイモ煎汁 (PD)液体培地で振とう培養 (25'C，

7日間)を行い，得られたパッドセルを約 1X 105個

1m!に調整し， 2012年8月4日にイチゴ株(品種:さ

がほのか，各5株)に約50ml/株をかん注接種した。

その後，ガラス室内で40日間管理し発病の有無を調査

した。調査終了後は，前述と同様の方法により，発病

株のクラウン部から F.oxysporumの再分離を行った。

4. ポットの効果的消毒法の検討(センタ一内試験)

2011年8月に直径10.5cmの苗用のピニルポットで育

苗したイチゴ株(品種「さがほのかJ) に萎黄病菌

(センタ 保存株 110SFo-1J)を前述と同様の方法で

接種し枯死した株のポットを汚染ポットとして供試

した。「無処理」の他に以下の三試験区を設定し

2011年12月7日に処理を行った。「洗浄」は，市販の

台所用スポンジを用い，タライにi留めた水道水中で

ポット表面の汚れを除去した後水道水ですすいだ。

ICH浸漬」は，資材消毒剤であるカルシウムハイポ

クロライト(商品名:ケミクロン G，日本曹達株式会

社) (以下 CH)の1，000倍液を満たしたポリ容器(容

量:約15L)にポッ ト同士が重ならないよう20分間浸

潰した。また， I洗浄+CH浸漬」は，上記の「洗浄」

と同様の水道水による洗浄を行った後， 1.000倍の CH
液に20分間浸潰した。なお，1:共試ポット数は各区とも

10ポットであり ，処理翌日にセンター内で育成した健

全株(品種「さがほのかJ)を滅菌土壌を用いて植え
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付け(l株/ポット)，ガラス室内で翌年の 7月31日

まで管理し萎黄病の発生状況を調査した。

なお，各処理の前後に，滅菌水で湿らせた市販の綿

棒を用いて，各ポット内面の底部から側面部(約 4

cni)の付着物をこすり取り， Fo-G1平板培地にかく線

した。 250Cで10日間培養した後， F. oxysporumのコ

ロニー数を数えた。

5. ポットの効果的消毒法の検討(現地圏場試験)

親株用ポットの消毒または更新と，原種圃場で育成

された健全な原種苗の親株への利用による発病回避効

果を検討した。親株用ポットは，前年に園場Aで使

用されたもの(現地ポット)及び新たに購入した同型

で未使用のものを用いた。「現地ポット/洗浄+CH 

浸漬/原種首」は，現地ポットに前述の「洗海+CH 

浸漬」処理を行い原種苗を植え付けた。「未使用ポッ

ト/-/原種苗」は，未使用ポットに原種苗を， I現

地ポット/無処理/原種苗」は，現地ポットに原種苗

を，それぞれそのまま植え付けた。さらに，自家育苗

した親株の感染程度を把握するため， I洗浄+CH浸

漬」処理を行った現地ポットに，園場Aで育成した

親株を移植する「現地ポット/洗浄+CH浸i責/自家

育苗株」も設置した。

ポットの処理は2011年12月7日に実施し， 12月27日

にイチゴ高設栽培用培土(JAさが)を用いて親株を

移植(l株/ポット)した。各区の供試ポット数は，

「現地ポット/洗浄+CH浸漬/自家育苗株」が2，088

ポット， I未使用ポット/ー/原種苗」が62ポットで

あり，その他は30ポットとした。各株には元肥として

スーパーエコロング140を10g/.株施用し， 4月下旬~

7月上旬に各親株から発生したランナー先端苗を直径

9cmの未使用ポットに採苗し (9子苗/親株の割合)

9月23日まで育首した。なお，育苗圃場は予め除草

シート表面に堆積した土壌をレーキ等で除去した後，

消毒剤であるアンテックビルコン s(バイエル薬品株

式会社)500倍を散布した。

発病状況の調査は， 2012年 4 月 4 日 ~9 月 20 日まで，

約2週間間隔で親株および苗の発病株数を調査した。

発病した親株は採苗中の子苗を含め随時間場外に持ち

出し処分した。調査期間中の殺菌剤散布は農家慣行に

より実施したが，萎黄病に適用がある薬剤は使用しな

かった。

6.現地での親株用ポットの更新を主体とした対策

による発病回避効果の実証

親株用ポットの更新による萎黄病の回避効果を実証

するため，圃場 Aとその他県内二地点(圃場 B:小

城町，闘場 C:白石町)の現地育苗圃場で試験を実施

した。なお，各圃場とも，試験開始前年に親株での萎

黄病の多発生を確認した。

圃場 Aでは， 2012~14年の各栽培開始前に，圃場

全体に被覆された除草シート上の土壌を除去した後，

1.000倍の CH溶液を100L/10a散布した。親株は2012

年は他圃場，また2013及び14年は自らの圃場で育苗し

たものを利用し，それぞれ更新したポットに植え付け

た (2012年:2，088株， 2013年:2.002株， 2014年:

1，900株)。

閏場Bでは， 2013及び14年に他圃場で育成された

親株を更新したポットに植え付けた (2013年:1.438株，

2014年:2.170株)。

また，圏場Cでは， 2014年の栽培開始前に， 1.000 

倍の CH溶液を150L/10a散布し他圃場で育成され

た親株 (2，250株)を更新したポットに植え付けた。

品種はいずれも「さがほのか」であり，購入床土を用

いてポットに植え付けた親株を，高設ベンチ(圃場A.

Bは地上高約70cm，園場Cは地上高約40cm)上に設

置した。

発病状況の調査は， 4 月 ~7 月末まで，約 2 週間間

隔で親株での萎黄病の発生状況を調査した。なお，期

間中に本病を対照とした薬剤処理は実施しなかった。

結 果

1 .現地育苗圃場での発病状況，発生要因の調査

園場Aにおいて， 2011年に親株での本病の発生状

況を調査した結果，発病株率は32.5%と多発生であり，

既に子苗の一部にも発病が認められた。生産者に聞き

取りを行ったところ，親株は前年に萎黄病の発生がな

い他闘場で育成されたものであり，ポットの床土は同

地区の他の生産者と同じ購入床土を利用していた。ま

た，親株及び苗のポットは，毎年， 500倍の CH溶液

への浸漬を行いながら，数年間連続して使用するとの

ことであった。保管中の親株用ポットを確認すると，

第 2図の Aに示すとおり，内面に床土の一部と思わ

れる白乾した付着物が認められた。

2.現地で使用されたポットでの発病の再現

第 1表に示すとおり，閏場Aで2010年に親株用と

して使用されたポット及び同型の未使用ポットに健全

株を植え付け，萎黄病の発生状況を調査した結果，未

使用ポットに植え付けた株は発病しなかったが，現地

で使用されたポットに植え付けた株では，萎黄病の発

生が認められた(発病株率:50%)。なお，発病株の

クラウン部には褐変が認められ， Fo-G1平板培地での
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第2図 イチゴ萎黄病発生現地で使用された親株用ポッ トの付着物からの Fusarium属菌の検出

状況 A:ポット内面の付着物の状況 B:採取した付着物 C: Fo・Gl液体培地での培養による付

着物からの Fusarium属菌の菌糸伸長 D:伸長した Fusarium属菌の Fo-Gl平板培地上での色調

第 1表 イチゴ萎黄病発生現地で使用された親株用ポットの再使用による萎黄病の発生状況

ポット 心

現地使用ポット

供試
ポット数

10 

イチゴ萎黄病の bl

発病株数 (株)

5 

発病株率
(96) 

50 

未使用ポット 10 0 0 

a) イチゴ萎黄病が毎年多発生する現地図場で2010年に親株用として使用された後，野外で保管されていた
ピニルポット(直径20cm.深さ25cm)及び同型の未使用ポットを供試 b) 2012年4月10日に健全株(品種
「さがほのかJ)を各ポットに 1株ずつ植え付け7月30日まで発病の有無を調査

培養により F.oxysporumが分離された。

3. 現地で使用されたポットからのイチゴ萎黄病菌

の検出

第 2図の Bに示すとおり，現地の親株用ポ ットの

内面から採取した付着物は，黒~黒褐色で形状および

大きさは不均一であった。また，同図の Cに示すと

おか付着物の一部を Fo-Gl液体培地に24時間浸漬ー

すると，植物の根の残骸と恩われるものから

Fusarium属菌の菌糸の伸長が認められた。さらに，

同図の Dに示すとおり，これらを同平板培地で培養

すると，F. oxysporum特有の赤褐色のコロニーが形

成された。

第 2表に示すとおり ，これらから単胞子分離した 9

菌株中の 3菌株では，萎黄病菌特異的プライマーを用

いた PCRにより遺伝子の増幅が認められた。さらに，

これらのイチゴ株への接種により萎貧病の病徴が再現

され，クラウン部から F.oxysporumが再分離された。

これらの結果から，現地のポットの付着物中にイチゴ

萎黄病菌が存在する ことが明らかとなった。

4. ポットの効果的な消毒法の検討(場内試験)

第3表に示すとおり，人工接種により作製した汚染

ポットを用いて消毒法を検討した結果， ，無処理」の

ポットにおける F.oxysporumの検出コロニー密度は，

4.2 :t 0.5cfu/ cniであり，移植した株のイチゴ萎黄病の

発病株率は50.0%であった。また， ，洗浄j及び，CH

浸漬」 処理における処理後の検出コロニー密度は，そ

れぞれ0.9:t0.3及び0.9:t 0.4cfu/ cniであり，除菌及び殺

菌率は89.0および79.4%と効果を示したものの，移植

株の発病株率は60.0および30.0%となり，発病を抑え

ることができなかった。それに対し， ，洗浄+CH浸
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第2表 イチゴ萎黄病発生現地で使用された親株用ポットからの Fusarium
oxysporumの検出状況

苗検定b)
PCRによる，)

バンド検出

イチゴ萎黄病菌
検出プライマー
(FoFraF IFofraR) 

株菌試供
発病
株数

供試

株数

MTFo -1 

MTFo -2 

MTFo -3 

MTFo -4 

MTFo -5 

MTFo -6 

MTFo -7 

MTFo -8 

MTFo -9 

10SFO-1 

10SFO-2 

無接種

a) Suga et al. (2013)に従い検出.b)約l.0X 106個 Imlに調整した各菌株のパットセル
懸濁液をイチゴ株(品種「さがほのかJ)にかん注接種し40日後に調査

。
に

-U

戸

h
d
n
U
F
h
υ
A
U
A
H
v
n
u
n
U

5 

5 

Z
U
R
U
F
D
F
h
d
 
F
U
F
b
F
b

一5

+ 

+ 

+ 
現地ポット
検出菌

に
d

に
1v

一n
u

5 

5 

+ 

+ 

イチゴ萎黄病菌
(対照)

ポットの洗浄及び資材消毒液浸漬によるイチゴ萎黄病の防除効果第3表

植付株の発病状況 d)A
U
F
率

)

菌

日

菌

%

除

Z
殺

(

Fusαnumo.ぇ;ysporumb
)検出

コロニー数 (cfu/cni)

草食試 発病
株率
(%) 

洗浄+CH浸漬，) ι3:t 2.3 0.0:t 0.0 99.6 10 0 

洗浄 8.0:t l.8 0.9:t 0.3 89.0 10 60 

CH浸漬 4.3:t 1β 0.9:t 0.4 79.4 10 30 

無処理 4.2土0.5 10 50 

a) スポンジを用いて水道水で付着物を除去した後カルシウムハイポクロライト(商品名 ケミクロン G)
1.000倍液に20分間浸漬.b) Fo-G1平板培地での25"(;、10日間培養後に生じたコロニー数.c) = 100-(処
理後コロニー数/処理前コロニー数xlOO). d)処理後のポットに2011年12月にイチゴ株を植え付け翌年
7月末まで管理し発病の有無を調査

防除価

100 

0 

40 

供試
株数

処理後処理前

区

地ポット/洗浄+CH浸積/原種苗」は. I未使用

ポット/ー/原種苗」と同様に発病が認められず，処

理による効果が認められた。一方，自家育苗した株を

用いた「現地ポット/洗浄+CH浸漬/自家育古株」

での親株の累積発病株率は14.5%であり，自家育苗株

の感染が確認された。

また. I現地ポット/無処理/原種苗」の親株当た

り採苗数は，親株の発病により 5.3株/親株と少なかっ

たのに対し「現地ポット/洗浄+CH浸積/原種苗」

では11.7株/親株. I未使用ポット/-/原種苗」で

は9.3株/親株であり，当初の計画どおりの苗を確保

することができた。

漬」では，処理後にF.oxysporumはほとんど検出さ

れず (0.0:t O.Ocfu/ crrl) .除菌及び殺菌率は99.6%であ

り，また，移植株の発病も認められず(防除価 100) . 

高い防除効果が認められた。

5. ホ。ツトの効果的な消毒法の検討(現地試験)

第 4表に示すとおり，圃場 Aにおいて，ポットの

消毒，または更新による萎黄病の回避効果を検討した

結果，現地ポットに原種首をそのまま植え付けた「現

地ポット/無処理/原種苗」では. 5月下旬に初発生

が認められ，その後徐々に発病株が増加し. 7月4日

には親株の累積発病株率が33.3%と多発生となった。

それに対し現地ポットを洗浄後に CH浸漬した「現
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第4表 親株用ポットの消毒又は更新と原種宙利用によるイチゴ萎黄病の防除効果 (2012，圃場A)

ポットのω

種類
処理方法 b)

植え付けたc)

親株

親株

供試 発病 d)

株数 株率
(株) (%) 

苗

採苗数
(株)

発病，)

株数
(株)

親株。

1株当たり
健全苗数

(株)

2 洗浄+ 原種苗 30 0 354 
現地ポット

CH浸漬 自家育苗株 2，088 14.5 18，625 139 

未使用ポット(更新) 原種苗 62 0 581 2 

現地ポット 無処理 原種苗 30 33.3 167 8 5.3 

a)イチゴ萎黄病が毎年多発生する現地圏場で2010年に親株用として使用されたピニルポット(直径20cm，深さ25cm)
及び同型の未使用ポットを供試. b) スポンジを用いて水道水で付着物を除去した後カルシウムハイポクロライト(商
品名.ケミクロン G)1，000倍液に2C分間浸漬. c) 2011年12月27日に原種圃場で育成した苗または現地圃場で育苗した
苗を親株として移植(l株/ポット). d) 2012年4月4日-7月7日までの合計発病株数から算出. e) 7月7日から
9月20日までの合計発病株 f) 9月20日に各区の健全苗数を調査し算出.

なお，処理前の現地ポットからは，選択培地での分

離及び本病原菌を検出するプライマーを用いた PCR
により，イチゴ萎黄病菌が検出された(データ省略)。

6.現地での親株用ポットの更新を主体とした対策

による発病回避効果

第3図に示すとおり，前年にイチゴ萎黄病が多発生

した現地三地点の育苗圃場において，親株用ポットの

更新を主体とした対策による本病の回避効果を検討し

た。その結果，圃場Aでは，試験開始前年 (2011年)

の親株の発病株率が32，5%であったのに対し，対策初

年目 (2012年)には13，7%と大幅に減少し効果が認め

られた。さらに二年目 (2013年)には1.5%，三年目

(2014年)には0.8%となり，対策を継続することで，

発病株率が一層低下した(発病低減率:97，5%)。

圃場Bでは，対策開始前年 (2012年)の親株の発

病株率が31.0%であったのに対し対策初年目 (2013

年)には8，6%と大幅に減少し二年目の2014年には

4，3%にまで低下した(同:86.l %)。

圃場Cでは，試験開始前年 (2013年)の親株の発

病株率が39.5%であったのに対し対策を実施した

2014年には6.4%と大幅に減少した(同 83.8%)。

考 察

竹内・大須賀 (1995)は， F. oxysporumによるミ

ツバ立枯病では，養液栽培で利用されるパネルに菌が

残存し次作の伝染源になることを報告している。作

白や資材の種類は異なるものの，今回，同種の病原菌

であるイチゴ萎黄病菌についても，親株を植え付ける

ビ、ニルポット内面の付着物に残存し次作の伝染源に

なることが明らかとなった。また，苗用として利用さ

れた小型ポットからも本病原菌が検出されることから

(データ省略)，苗用のポットについても，親株用の

ポットと同様に次作の苗の伝染源になると考えられる。

なお，現地では親株を園芸用プランターに植え付ける

闘場も多いが，プランターについても同様に本病原菌

が残存すると考えられる。育苗期における本病の発生

は圃場開差が大きく，発生圃場では健全な原種苗の導

入や床土の消毒を実施しでも改善がみられない場合も

多いが，そのような圃場では，過去に使用された汚染

ポットを介して本病原菌が親株及び苗に伝染し被害

を生じた可能性があると考えられる。

今回の試験では，ポットの付着物に残存する本病原

菌の形態を明らかにできなかったが，本病原菌が検出

された付着物には，植物の残骸と思われるものが含ま

れていた。岡本(1984)は萎黄病菌の根部における厚

膜胞子の形成を調査し発病 1ヵ月後の根の組織が崩

壊し始める頃から認められ， 3ヵ月後には形成量が増

加することを報告している。現地での本病の発生は，

親株の生育が進んだ5月以降にみられる場合が多い。

イチゴでは地上部の生育とともに根量が増加しポッ

ト内面に密着するように根鉢が形成されるため，発病

株では，時間の経過とともに形成量を増した厚膜胞子

が崩壊した根の組織とともにポット内面に付着して残

存しその後の伝染源になると推察される。なお，本

病原菌は乾燥条件であれば5年以上生存できる(岡本，

1984)とされるため，ポット上においても長期間の生

存が可能と考えられる。

イチゴ萎黄病菌が残存するポットの再利用を図るた

め，消毒法を検討した結果，水道水による洗浄，また

はカルシウムハイポクロライト溶液への浸漬のみでは，

本病原菌の約 8~9 割を除菌または殺菌できるものの，

移植株の発病を回避できなかった。前述したように，

ポットに植え付けたイチゴの根は，根鉢を形成しポッ

ト内面に密着するため，本病原菌の残存が僅かであっ
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圃場A 2011 対策前

'12 初年目

'13 二年目

'14三年目

圃場B '12 対策前

圃場C

'13初年目

'14二年目

'13対策前

'14一年目

Kyushu Pl. Prot. Res. Vol. 62 

(97.5) 

39.5 

。 10 20 30 40 50 

親株の発病株率(%)

第3図 現地でのポット更新を主体とした対策による親株でのイチゴ萎黄病の回避効果. ( )内

の数値は発病低減率[(対策前の発病株率 対策後の発病株率)/対策前の発病株率 x100J (%)目

ても感染が成立し発病につながったと考えられる。 び苗の感染程度が低減され，育苗期の被害を抑えるこ

現地の圃場 Aでは，これまでポットを再利用する際 とができると考えられる。しかし発病圃場でより早

に，カルシウムハイポクロライト溶液への浸漬処理を 期に安定した効果を得るには，感染していない健全親

実施してきたが，その効果が不十分であったために， 株への更新を合わせて行う必要がある。

本病の発生を抑制できなかった可能性が高い。 平山 (2016)は，イチゴ育苗圃場内の各所に萎黄病

一方，水道水による洗浄後にカルシウムハイポクロ 菌が存在することを報告している。今回，試験を実施

ライト溶液に浸潰した場合では，ポット表面の本病原 した圃場においても，除草シート上に堆積した土壊か

菌をほぼ完全に除菌または殺菌でき，移植株に発病は ら本病原菌が高頻度で検出された(データ省略)。ま

認められなかった。これらの結果から，汚染ポットの た，育苗ベンチの高さが地上約40cmと他国場に比べ低

消毒においては，残存する病原菌をほぼ完全に除菌お い圃場 Cでは，感染がない原種株と未使用ポットの

よび殺菌する必要があり， 資材消毒剤の使用において 組み合わせで本病の発生が認められた(データ省略)。

は，予め，ポットをよく洗浄しておくことが重要であ 本病原菌は風雨によって土壌とともに飛散し伝染する

る。今後，資材消毒剤の処理方法や他の消毒法を検討 ため (宮川ら，1979;古田ら， 2004)，除草シート上

し簡便かっ効果的な処理法を確立する必要がある。 に堆積した汚染土壌がベンチ上の親株に飛散し感染

前年の育苗期に萎黄病が多発生した現地育苗圃場で， したと考えられる。このため，除草シート上の本病原

親株ポットの更新を主体とした対策による本病の回避 菌に対する対策についても合わせて行う必要がある。

効果を検討した結果，いずれの圏場とも対策を実施し イチゴ萎黄病に対し，感染後の有効な対策はないた

た初年目から親株の発病が減少し効果が認められた。 め，親株や苗への感染を防ぐには，健全な親株及び床

さらに， 二年目以降も対策を継続することで，親株の 土の利用を行うとともに，再利用ポットの消毒又は更

発病程度がさらに低下し，健全苗の安定生産が可能で 新及び園場内残土の除去，殺菌を行い，栽培開始前に

あった。 圃場から本病原菌を排除する必要がある。また，栽培

これらのことから，親株用及び苗用ポットを介した 期間中は，本病の発生に注意を払い，発病がみられた

本病原菌の伝染を複数年にわたり防ぐことで，親株及 株を早急に除去・処分し伝染拡大を防ぐことが重要
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である。なお，本病の発病がみられる圃場では，上記

のいずれかの伝染ルートが成立していると考えられる

ため，閏場毎の原因を明らかとし，次作に向け適切な

対策を行う必要がある。
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