
  
  環境保全型野菜生産における作付体系の活用

  誌名 関東東海農業経営研究
ISSN 13423118
著者名 山田,盾

中川,泉
発行元 関東東山東海農業経営研究会
巻/号 89号
掲載ページ p. 13-21
発行年月 1998年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



環境保全型野菜生産における作付体系の活用

山田

1 .はじめに

近年、野菜生産の比重が大きくなり、野菜連

作あるいは高頻度に同じ野菜が作付られること

が多くなった。これに伴いトマトの青枯れ病、

キャベツの根こぶ病、黒腐れ病、ハクサイの黄

化病などの土壌病害、トマト、メロン、ダイコ

ン、ニンジン、ゴボウ、ナガイモ、サトイモ、

ジャガイモなどに対する各種線虫被害などの連

作障害が大きな問題となってきた。これらに対

しては、クロールピクリン、 PCNB、DD、臭化

メチルなどの薬剤防除が現在でも中心的な技術

である。しかし、イチゴの病害対策として始まっ

た太陽熱消毒、線虫の対抗植物あるいはおとり

植物の利用など、環境保全的対策技術も、多方

面で応用、普及を見ている。なお、かなり普及

をみたハウスにおける湛水除塩は、環境への影

響もあり、必ずしも環境保全的技術と評価でき

ず、蒸気消毒もメロン温室などで実用化されて

いるが、多量のエネルギーを必要とする点で環

境保全的ではない面がある。熱水消毒でも同様

であるが、最近、太陽熱消毒や根圏制限技術と

組み合わされた省エネルギー的技術も開発され

てきている。

キャベツの根こぶ病に対し、スイートコーン

の導入が効果的に抑制する［l］など、作付体系が

土壌病害に対しても最も基本的な技術である

が、作付体系が顕著な効果をあげている例は線

虫被害防止が多い。ここでは、線虫害に対する

作付体系の現状と、最近の研究を紹介する。

＊ 農業研究センター

＊＊ 野菜・茶業試験場

盾＊・中川 泉＊＊

2.線虫と線虫対抗植物

1 ）線虫対抗植物とは

西津［2］によると、「有害線虫を積極的に低下

させる効果が期待できる植物jであり、球根栽

培でマリーゴールドがネグサレセンチュウを減

らす効果の発見を契機に呼称が与えられた。し

かし、線虫の種類が変わると、効果が無くなる

こともあり、厳密、絶対的でない面もあるが、

マリーゴールドやクロタラリアのように、もっ

ぱら線虫対策のために栽培され、効果が大きい

植物と考えることができる。

2）作物に加害する線虫と対抗植物

植物寄生性の線虫の種類は多く、九州の農耕

地で19属48種との報告がある［3］。このうち、野菜

に重大な被害を与え、分布の広いものはネコブ

センチュウのサツマイモネコブセンチュウやキ

タネコブセンチュウ、ジャワネコブセンチュウ、

アレナリアネコブセンチュウおよび、ネグサレ

センチュウのキタネグサレセンチュウ、ミナミ

ネグサレセンチュウ、クルミネグサレセンチュ

ウなどである。このように、主要線虫は限られ

たものであるが、多犯性であるので、多くの野

菜の線虫害の原因になっている。

代表的な対抗植物であるマリーゴールドは

Tagetes属で、フレンチマリーゴールド（T.

patula）、アフリカンマリーゴールド（T.

erecta）、メキシカンマリーゴールド（T.

minuta）がある。ネコブセンチュウ、ネグサレ

センチュウのいづれもにも効果があり、最も間

違いのない対抗植物である。

ギニアグラスもネコブ、ネグサレセンチュウ

に有効で、あり、緑肥としての利用も期待できる。

クロタラリアは属名（Crotaralia）であり、特

徴的な花を付けるマメ科の植物である。クロタ
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ラリア属には500以上の種があり、スベクタビリ

ス（spectabilis）、ユンシア (juncea）、ランケオ

ラータ Oanceolata）などで効果が確認されてい

るが、系統などでも効果が異なることがある。

また、クロタラリアの中には線虫抑制効果がな

いばかりか、増加させるものがある。特にキタ

ネグサレセンチュウには効かない場合の方が多

いくらいである。また、肥大が進むと茎葉処理

が困難になるなるなど注意を要する点がある。

麦類はネグサレセンチュウを増殖させる場合

が多いが、野生のエンバクであるステリゴーサ

(Avena sterigosa）にキタネグサレセンチュウ

の抑制効果が確認された［4］。この野生エンバク

は、栽培管理が楽なことや低温期の栽培が可能

第 1表 麦類のネグサレセンチュウ防除効果

種名または品種名

ライムギ（ELBON)

オートムギ（前進）

オートムギ（ヘマストエンハ守ク）

ステリゴーサエンバク（ヘイトツ）

ステリゴーサエンバク（系統A)

ステリゴーサエンバク（系統 B)

ミナトカラスムギ

オリエンタリスエンバク

マグナエンバク（4倍体）

ビザンチンエンバク

カラスムギ

休閑

線虫密度は生士50g当たり頭数

線虫密度

128.0 

126.0 

171. 0 

6.3 

68.3 

207.6 

70.0 

75.0 

130.0 

168.3 

220. 7 

45. 7 

であることから、マリーゴールドに代わって導

入されるケースが多くなっており、今後期待さ

れる対抗植物である。しかし、抑制効果はマリー

ゴルドより劣り、第 1表に示すように、ステリ

ゴーサであっても効果がないものもあり、利用

に当たっては注意を要する［5］。

ハブソウはクロタラリアと同様、強靭な茎を

持っているマメ科植物で、茎葉処理が困難にな

らない栽培を行う必要がある。エピスグサも線

虫抑制効果が確認されたが、生育が旺盛ではな

く、あまり一般化していない。ラッカッセイは

最も活用したい唯一の普通作物であるが、近年

減少の一途をたどっているのが惜しまれる。

その他にはグリーンパニック、ムクナ、テン

ニンギク、オオテンニンギク、ルドベキアなど

多数が知られるようになったが、簡易な栽培法

や十分な規模での効果の確認などが未確立であ

る。

3.作付体系によるダイコン、サトイモの線虫

被害抑制

ダイコンはキタネグサレセンチュウにより生

育を抑制されることはあまり無いが、根の表皮

の加害痕が白斑を形成し、商品価値を著しく低

下する。また、サトイモは九州、！など、温暖な地

域でミナミネグサレセンチュウによりほとんど

~根が腐敗し、著しい生育低下を来すことが知

られている［6］。この被害は、関東地域では一般的

ではないが、近年、農業研究センター圃場でも

観察されるようになった。これは近年続いた夏

の高温のためと思われる。このように、生育抑

第2表 主要ネグサレセンチュウによるダイコンの加害症状

キタネグサレサンチュウ

ミナミネグサレサンチュウ

クルミネグサレサンチュウ

ムギネグサレサンチュウ

近岡 (1976）による

白斑

＋ 

＋ 

14 

黒斑 病斑内の寄生密度

十

＋ ＋十＋

十



制効果は著しく異なるが、経済的な被害が甚大

である点は両作物に共通している。このため、

これらの線虫被害に対する対抗植物の利用な

ど、先進的な研究がある［7］。

1 ）ダイコンに被害を与える線虫

第2表に示すように、キタネグサレセンチュ

ウとクルミネグサレセンチュウは白斑、ミナミ

ネグサレセンチュウは黒点を生じさせる。ムギ

ネグサレセンチュウはダイコンで増殖するが、

収穫部位には被害を与えない［8］。以上のように

主要なネグサレセンチュウがダイコンに被害を

与えるが、クルミネグサレセンチュウおよびミ

ナミネグサレセンチュウは夕、イコンの栽培によ

り密度が減少する傾向があり、被害が拡大して

いくことは少ない。したがって、最も注意を要

するみ事虫はキタネグサレセンチュウと言える。

2）キタネグサレセンチュウが寄生する植物

近岡［9］が48科172種の植物について調べた所

によると、非寄生植物はマリーゴールド 3種と

雑草のハマスゲのみで、 168種に寄生する。しか

し、その程度に差があり、寄生の極めて少ない

作物はアスパラガス、サトイモ、ケイトウ、チョ

ウセンアサガオ、茶、サツキ、雑草のコブナグ

サ、イヌタデ、スイノ守、ツメクサ、ドクダミで

あった。寄生の少ないものはラッカセイを始め

として、イネ、ソラマメ、キャベツ、ハクサイ、

ホウレンソウ、ジャガイモ、トウガラシ、サツ

マイモなどかなり多数にのぼる。ただし、寄生

の少ない植物については研究者により食い違う

点が多く、確実ではない。一方、最も好適な寄

主はインゲン、ゴボウ、シュンギク、フキ、レ

タス、オクラ、ネギ、スー夕、ングラスであった。

これらはダイコンの前作や輪作作物としては要

注意である。

ここで、キタネグサレセンチュウの寄生の少

ない作物としてサトイモがあげられているが、

一般に知られていない。さらに、極く最近、清

水ら口O］は、サトイモがマリーゴールドなみにセ

ンチュウを抑制することを示したが、このこと

に着目したサトイモ利用の研究はほとんどな

く、普及はしていない。

3）マリーゴールドによるダイコンのキタネグ

サレセンチュウの防除

金子ら［11］は、第3表に示すように、三浦半島

でのダイコンの前作であるスイカにマリーゴー

ルドを混植し、ダイコンの線虫被害を抑えた。

スイカの収量も適当な混植条件では減収せず、

極めて効果的な結果であった。現在、農家の経

営におけるスイカの重要度が著しく低下したこ

ともあり、混作は見られないが、マリーゴール

ドを単独に導入する技術は、三浦半島を始め、

各地で普及定着した。また、マリーゴールドの

定着を契機として、メロンなどのサツマイモネ

コブセンチュウ対策としてギニアグラスやクロ

第3表 スイカ畑へのマリーゴールド混植による線虫防除効果

マリーゴールド 線虫密度本 ダイコン
区別

栽植間隔 栽植株数 5.22 8. 18 2.6 被害指数

本／lOa 頭／生土50g 号も

混植 40cmX40cm 6250 184.8 67.0 8.0 10.8 

50cmX50cm 4000 140.0 1. 6 0.0 10.8 

60cmX60cm 2780 141. 0 25.5 23.0 27.5 

スイカ J慣行 。181. 0 224.0 176.0 95.0 

* : 5月22日はマリーゴールド植付期。 8月18日はスイカ生育末期。

2月6日はダイコン収穫期。
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ネグサレセンチュウ、サトイモ連作ではミナミ

ネグサレセンチュウとサツマイモネコブセン

チュウであった。ダイズに対してはダイズシス

トセンチュウと、密度は低いがキタネグサレセ

ンチュウが発生した。サトイモのミナミネグサ

レセンチュウ被害は九州、！などの暖地では多発し

ているが、関東地域では陸稲連作跡などを除き、

被害例が少なく、高温年が続いたことによると

思われる。ダイコンのキタネグサレセンチュウ

被害は、生育量への影響が小さいが、斑点によ

る商品性の低下が激しかった。

一方、ダイコンにおけるサツマイモネコブセ

ンチュウの不検出、夕、イズにおけるミナミネグ

サレセンチュウの不検出は従来の報告と異なる

点であり、線虫の増殖も気象・土壌条件の影響

が強いと思われる。

2）輪作による線虫密度と被害の抑制

上記3作物の 3年輪作体系（春ダイコンの跡

は、秋にハクサイを作付した。このため、 3年

で4作物となる。また、夕、イズはエダメに変更）

の4年目以降の線虫密度は表 5に示したよう

に、上記3種の線虫が輪作により、きわめて低

密度に抑制され、特にサツマイモネコブセン

チュウは輪作でほとんど不検出であり、輪作に

よる防除効果が高い。これは、連作した場合の

タラリアが普及することとなった。しかしなが

ら、経済性の無い作物を労力をかけて栽培する

ことは負担であり、ダイコンの線虫対策として

は野生のエンバクに急速に置き換わりつつあ

る。

4. ダイコン、サトイモを加害する複数の線虫

を同時に制御する作付体系

対抗植物の導入は、環境問題の解決策のみな

らず、作業者に優しい技術としての面も重要で

あり、単独の線虫種をマリーゴールドなどの対

抗植物の導入により効果的に抑制した研究が多

数ある。しかし、線虫抑制のためだけに対抗植

物を栽培する負担は大きいため、経済的な価値

のある作物の組み合わせで防除できることが望

ましい。さらに複数の作物を栽培する場合には、

複数の線虫を制御する必要があるが、このよう

な研究はほとんど皆無で、ある。ここでは、主に

3種の作物が互いに他の作物の線虫を抑制する

ことで、作付体系全体として複数線虫の被害制

御をした例を示す。

1 ）野菜の連作に伴う線虫の増加

関東平坦地の黒ボク土壌で、野菜の 3年連作

を行った場合に発生した加害性線虫を第4表に

示した。春ダイコン（＋秋ハクサイ） ではキタ

連・輪作3年後の化学肥料区表層土譲中の線虫密度

作物 作付 キタネ:1・tレ ミナミネrtレ ザツマイモネコ7や

センチュり センチュウ センチュり

ダイコン＊ 連作 148.0 

輪作 41. 0 

サトイモ 連作 115. 7 35.3 

輪作 1. 3 

ダイズ 連作 72.0 

輪作 36. 7 

第4表

牢秋はハクサイを作付。 19 9 4年全作物の収穫後に調査。

ベルマン法 72時間、室温 23 °C、土壌 20 g当たり。
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作物の収穫した跡地土譲中の線虫種類と密度の変遷第5表

サツマイモネコ7守センチュウネグサレセンチュウ
肥料作付作物

1997 1996 1995 1997 1996 1995 

1. 0 60.3 

11. 7 

28. 0 

2. 3 

113. 3 

20.0 

ダイコン・連作・化学

有機十

秋ハクサイ

・・・・・・・・．．・：：：~~／~：~－－－－－－－… 
4. 3 I 

67. 0 ロ39.3 

22.0 19.0 

一…・ 61. 3 ：！：担：；・売元．．叩

9. 0 I . 3 

5. 7 I . 7 

1. 3 争：正：；字；：；：；：；・． ．．．・・．．

0. 7 

2. 7 1. 0 輪作・化学

有機 1. 3 

サトイモ・連作・化学

有機

29.0 5.0 18.0 49. 7 

2.3 6. 7 0. 3 75.0 

0. 3 輪作・化学

有機

8. 3 －連作・化学

有機

エダマメ

1. 7 

2.0 輪作・化学

有機

肥料の概要 化学：速効性化学肥料 有機：有機質肥料（牛糞堆肥）

線虫密度：土壌20g当たり線虫頭数、ーは不検出を示す。

土壌採取時期： 1995.11. 8、1996.11.14、1997.11. 24。土壌採取深さ： 5～lOcm

輪作（3年輪作、 1992年開始） ：春ダイコン＋秋ノ＼クサイ→サトイモ→エダマメ

網掛けと斜線は特定の輪作区の作付の推移を例示的に示した。

異なるため、輪作ではキタネグサレセンチュウ

がサトイモに、ミナミネグサレセンチュウはダ

イコンに抑制され、その結果、輪作は両線虫を

効果的に減少すると考えられる。

輪作は、第 l、2図に示すように、作物、施

肥条件に関わらず、常に被害を軽減しており、

冬作に緑肥用のライムギを導入しでも効果は変

わらず、安定している。また、有機物の施用は、

輪作ほどではないが、連、輪作の両条件におい

て線虫密度を抑える傾向である。しかし、連作

条件では、ダイコン、サトイモの被害抑制に全

く効果が見られなかった。特に、サトイモの場

合、すなわち、ミナミネグサレセンチュウの場

ヴ

t

結果から、サトイモ以外の 2作物がこの線虫を

抑制するためと考えられる。

第5表では、キタネグサレセンチュウとミナ

ミネグサレセンチュウとの区別が煩雑なため分

けていない。しかし、ダイコン、サトイモの連

作区には各々の線虫に特有の線虫害が発生し

た。また、サトイモはキタネグサレセンチュウ

を効果的に減少させることが知られている。し

たがって、表5のネグサレセンチュウは表4と

同様、ダイコンにはキタネグサレセンチュウが、

サトイモにはミナミネグサレセンチュウが単j虫

に寄生していると考えられる。この 2種の線虫

は同じネグサレセンチュウであっても、寄主が



5.輪作計画の評価

輪作を導入するとき、どのような作物組み合

せと順番が良いかを推定する方法がサトイモで

開発されている（12］。サトイモの連作障害要因

は、温暖地では、ミナミネグサレセンチュウや

乾腐病が大きな要因である。特に南九州、｜ではミ

ナミネグサレセンチュウ（以下線虫という）が

激しい増殖と、加害を起こし、DDなどの殺線虫

剤による土壌消毒を行ってもしばしば被害が見

受けられる。植付開始にあたって、前年の線虫

密度が［5頭／20g生土・ベルマン法］程度以上で

は被害が生じる。なお、被害の生じている時点

の線虫密度と被害の関係は明確ではない。それ

は、線虫被害が激しいため、サトイモが十分生

育できず、サトイモに寄生する線虫も収穫時期

には減少してしまうためである。

第 3図は各種の作物を色々な線虫密度の畑に

作付けた時に線虫の密度が変わる様子を示した

ものである。横軸は、栽培予定地の前年秋の線

虫密度である。図の中央に引かれた点線は、 y=

xのグラフで、この線上にある条件で作付ける

合は密度も相当に増加し、有機物による被害軽

減効果は十分ではない。

3）輪作の組み合わせと順番

キタネグサレセンチュウの被害はダイコンで

最も大きしまた、高密度では、サトイモでも、

収量への影響は小さいが、生育初期に根腐れを

生じる。このため、ダイコンの前にサトイモを

配置してこの線虫を最大限に抑制する。さらに、

高密度になりやすいダイコン後はエダマメとす

るのがよい。即ち、主に検討した春ダイコン（十

秋ハクサイ） →サ トイモ→エダマメ輪作より、

エダマメ→サトイモ→ダイコンの順が良く、こ

の順でも夕、イコンに問題が無いことが第 I図に

示されている。ネグサレセンチュウの防除の視

点からはダイコン、サトイモの 2年輪作も有効

と考えられるが、上記のサトイモの根腐れ被害

およびサツマイモネコプセンチュウを考慮する

とエダマメを組み入れた作付体系がより安定

で、 3種の有害線虫を同時に制御できる。エダ

マメを、ササゲ、イネ科作物の一部などで代替

するなどの応用も可能である。また、ミナミネ

グサレセンチュウの被害を生じない地域でもダ

イコンの線虫対策として有効な作付体系であ
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麦は12～3月にライムギを作付け，勺まサトイモの後作

第 l図



と、前年と本年の密度が同じになり、線虫が増

減しない。例えば、サツマイモの抵抗性品種の

シロサツマでみると、前年が70頭の時は密度曲

線が点線が交わっており、収穫時期には、やは

り70頭程度で、ほとんど増減しない。前年に300

頭いる場合は 1点鎖線で示したが、収穫時には

100頭程度で、約 3分の lに減少させる（数値の

読み取りに当たっては、両軸共に対数目盛りで

あることに注意する）ことが分かる。また、 10

頭の時は40頭程度に増加する。同様に、線虫を

減らすことが知られているギニアグラスでみる

と、前年1000頭の時は、 1作で30頭程度に劇的

に低下させる。 3頭の時は 5頭ぐらいに増加す

る。さらに例を挙げると、線虫の増加が著しい

サトイモやダイズでは、前年10頭程度であると、

1作で300頭程度に増加するが、1000頭の時は減

少傾向にある。

多くの作物は、線虫が低密度であるときは点

線（y=xのグラフ）の上側、高密度の時は、下

側になり、必ず点線と交わっている。これは、

線虫が低密度であるときは増加し、高密度の時

1000ト ~ 

は減少することを意味する。つまり、作物が線

虫を抑制する方向に働く限界が曲線と点線の交

わる密度であり、その作物の線虫抑制力を示す。

これを固有線虫維持密度と呼んでいる。落花生、

マリ ーゴールドは固有線虫維持密度がほぼ O

で、常に線虫を減少させる力を持っている貴重

な作物である。線虫の加害に特に弱いサトイモ

の栽培では、線虫密度を 5頭以下に抑える必要

があるので、ラッカセイ、マリーゴールドを効

果的に利用する必要がある。

品種の線虫抑制効果をみると、サツマイモで

は品種間差が大きい。コガネセンガンは固有線

虫維持密度が300程度、シロユタカ、シロサツマ

では70程度で、相当に増殖するが、抵抗性のミ

ナミユタカでは、固有線虫維持密度が10程度で

ギニアグラスと同程度に有効である。このよう

に、線虫を増殖させる傾向の作物が、品種改良

で、むしろ抑制する作物になり、品種組合せに

よっても輪作効果を期待することができょう。

なお、夏期の休閑も対抗植物と同等の効果を

示している。また、生育期間が短かく 真夏が空
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前年度線虫密度（頭／20g土・ベル7 ン法・ 8下～9上）

第3図作物栽培によるミナミネグサレセンチュウ密度の増減（八尋ら）
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く大根の作付でも、線虫密度の減少に有効であ

る。

以上の結果を応用すると、種々の線虫抑制効

果を持つ作物を各々の場面で有効に利用するこ

とができる。例えば、 3年輪作でサトイモ栽培を

行う場合、最悪の初期条件として1000頭を仮定

すると、サツマイモのミナミユタカで1000→30

頭に落し、次に落花生で30→ 2頭に落とすこと

ができるので、安全にサトイモを栽培すること

が出来る。また、ミナミユタカをシロサツマや

ギニアグラスに置き換えることは可能である

が、トウモロコシやコガネセンガンでは1000→

200頭であり、次の落花生で5頭程度になると見

込まれ、十分安全とは言えない。また、いきな

り、落花生1作だけを入れた場合は、 1000→8頭

程度となり、被害が生じる可能性がある。しか

し、第1の方法を取れば、落花生を 2回作付け

る必要はない。

サツマイモでは、ミナミネグサレセンチュウ

による芋の肌の汚れが見られるが、生育低下は

激しくはなく、線虫許容密度はかなり高い。特

に抵抗性品種を用いれば、 50頭レベルでも被害

は顕在化しない。このような場合は、ギ、ニアグ

ラス 1作だけで十分であるし、それより前にダ

イズや、サトイモが作付られていても問題は生

じないことが図から読み取れる。このように、

線虫密度の許容水準が高い場合は、安全で、自

由度の高い作付体系を採用できる。

第3図は、ミナミネグサレセチュウからみた、

輪作体系の評価や作付計画の組立を可能とす

る。この図が有用であるのは、暖地のサトイモ

栽培において、ミナミネグサレセチュウが連作

障害要因として極めて大きな要因であることに

よるものである。一般に他の作物では、原因が

不明の場合を始め、少なくも複数の障害要因が

からんでいる場合も多く、広く連作障害問題や

作付体系に対応することは格段に困難となると

思われる。しかし、耕種的な工夫や薬剤の適切

な利用により問題点を絞り込むことで、作付体

系を見通しのあるものにすることができょう。
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6.最後に

ここで紹介したように、作付体系は土壌を介

する病虫害に対して最も安全で効果的な方法で

ある。また、その他の病虫害に対しても、広域

的な作物配置までを対象とすると、大きな影響

をもっていると言える。さらに、養分フローに

対しても、多肥作物と少肥作物の時系列的な組

み合わせにより多肥作物では実現できない利用

率を全体としてあげることができる。また、上

流に配置された茶園と下流の水田の関係、即ち、

地形連鎖による養分の回収も可能である。

特殊な例となるが、複数作物を一度に植え付

け、休眠性を利用しながら 1作物づっ順次生育

させ、収穫することにより、耕転回数の減少、

資材の反復利用に有効な混作方法などがあり、

エネルギーの節減に有効である。このような作

付体系の効果は完壁ではないが、各々の資材を

効果的に利用するためのベースを提供する。環

境問題の解決には、作付体系を排除してきた経

済のあり方を変える仕組みを考える時が来たの

では無かろうか。現在の農業状況に少しでも適

合する作付体系技術の開発はもちろんである

が、それを支援する経済面からの工夫を期待し

て終わりにしたい。
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