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資 料

ジャガイモそうか病騒動記

水野直治t

1. はじめに

1990年代にジャガイモそうか病に関する文献を見たと

き， この科学の世紀といわれる二十世紀において，一世紀

近くもほとんど進歩しない農業技術分野があったのかと驚

いた．土壌病害でありながら，土壌科学者や化学者が関与

している様子は感じられなかった．本病の研究の歴史は古

<, 19世紀の終わりにはすでに原因の病原菌や必須要素

の影響，発生するときの土壌条件の一つである pHの影響

などについては明らかになっていた．そして酸性士壌で抑

制されることから，それは土壌中の水素イオンが抑制因子

であろうと考えられていた (Horsfallet al., 1954). しか

しながらその発生の度合いは土壌によって大きく異なるこ

とや，抑制可能な上壌 pHが土壌の種類によって大きく異

なるために共通する発病抑制因子は不明のままであった．

1990年に東京農業大学網走寒冷地農場に赴任したとき，

ずいぶんひどいジャガイモそうか病が発生しているとは感

じたが，研究対象が土壌化学である者にとってそのころは

まだ自分の管轄外であると考えていた． この研究に関わる

こととなったのは 1991年の 11月であったと記憶してい

る． この時期は長いもの収穫時期であり，収穫物が夜の低

温で凍結しないように手当てをして夜遅く帰宅して間もな

くであった．北大の農学部長であった岡島秀夫先生から

22時過ぎに電話があって，「ジャガイモそうか病防止法の

研究をやってくれ」というものであった． これが本研究に

関わる切っ掛けであった．

2. ジャガイモそうか病に対するアルミニウムイオンの

影響に対する戸惑い

文献からアルミニウムに対する検討が欠落していること

に気がついても，すんなりこれに取り組んだのではない．

なぜなら本病の多発土壌が淡色黒ボク士に集中しており，

古い士壌学の教科書では淡色黒ボク土は「アルミニウムイ
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オン活性が高い」を意味する「蓉土性が高い」と書かれて

いたからである． もしそうであると淡色黒ボク上での本病

の多発は矛盾する．恥ずかしいことに当時アロフェン質黒

ボク土では有害なアルミニウムイオンが出にくいとの研究

が東北大学で進められていたことを知ったのはフィリピ

ン・ビナツボ火山ラハール地帯の環境回復のための国際学

術研究で，庄子貞雄先生のグループと一緒に仕事をするよ

うになってからであった (Shojiet al., 1980). 

そのように迷っているとき，当方の助手（現東京農業大

学教授）の吉田穂積先生が土壌のアルミニウム活性を見る

にはどうすればいいかと質問してきた．それには厩換酸度

Y1 (現：交換酸度 y1)を測ればよいこと，方法は云々であ

ると答えたところ，早速何点かの土壌分析をしてくれた．

そして驚くべき答えが返ってきた．「まったくアルミニウ

ムが検出されない」と． これは想定外の結果であった．な

ぜ士壌学でアロフェン含有率調育結果もないのに，アロ

フェン質黒ボク土でアルミニウム活性が高いと間違った結

果が広まったのかは不明であるが，われわれのジャガイモ

そうか病の抑制因子の解明とこの対策の双方の研究が同時

進行で動き出したのはそれからである．

ご承知のように，交換酸度 Y1は第三代九州帝国大学総

長大工原銀太郎博士が1910年に西ヶ原の農事試験場在職

中に行った仕事で，土壌酸度定量のための国際標準になっ

た画期的な仕事である（熊澤 1982;伊藤 2001). 交換

酸度 Y1は畑士壌の土壌調査報告書には必ず記載されてい

る調査項目である．農試にいるとき，周りの雰囲気ではこ

れがアルミニウム活性測定法であるとの意識は見当たらな

かったが，これはO.lN-KClに交換されて出てくる Ala十を

O.lN-NaOHで滴定し， Al(OH)aとして沈殿させて水酸

イオンの消費値から求める単純な方法である． これは高度

な分析機器も必要とせず，簡単にアルミニウム活性を測定

できる方法で， これに勝る方法は見当たらなかったし，な

によりも膨大なデータが蓄積されており，われわれはこれ

に賭けることにした．

3. 抑制土壌と多発土壌で異なる同一 pHにおける

交換酸度 Y1

淡色黒ボク士で交換酸度 Y1が上がらないことが明らか

になったことから，土壌によって pHと交換酸度 Y1の関

係がどのように異なるか調べた．道立中央農試から全道の

土壌調査報告書を借り受け，市町村ごとに pHと交換酸度
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Y1の関係を，コンビューターを使って整理した．予想で

はたぶん地帯によってばらばらになり一定の関係はないだ

ろうと思っていた． しかしこの予想は裏切られた．抑制土

壌と多発土壌で完全に分かれてきたのである．植物病理学

会で発病の目安としていた pH5.3における交換酸度 Y1は

抑制土壌で7~8であったが，多発土壌ではその 1/2にし

かならなかった．そして多発土壌で同じ交換酸度 Y1にす

るには pHを4.5付近まで下げる必要があることがわかっ

た．

4. ほ場試験

ジャガイモそうか病多発上壌の淡色黒ボク土では交換酸

度 Yiが低いことがわかり（水野ら， 1994a), 多発士壌で

も交換酸度Ylを抑制土壌の pH5.3のレベルまで上げると

本病害が抑制できるかどうかほ場実験することにした．そ

こで土壌 pHの調整をどうするかが問題となった．まず一

つは水田苗床の pH低下に用いるイオウ，つぎに硫酸第一

鉄である． これは北海道でテンサイのそう根病対策として

指導参考になった士壌 pH低下材である． もうひとつが硫

酸アルミニウムである．

土壌 pHを下げるには原理的に二つの方法がある．一

つは水素イオン (H十）を添加する方法で，イオウはこれ

にあたる．もう一方は上壌水分から水酸イオン (OH―)を

奪う方法である．硫酸第一鉄はこれにあたる．この中の

Fe2十が酸化されて Fe3十になると土壌水分から水酸イオ

ン (OH―)を奪い，あとには Fe(OH)3+3H十となり，士壌

は酸性化する．ただこの方法では実際には問題がないが

F店が酸化されるとき，一時的に酸欠条件を作るので気に

なっていた．そこで考えたのは上壌でもっとも含有率の高

い金属であるアルミニウムであった．硫酸アルミニウムは

水道水の浄化にも使われていて， pHを下げる原理は鉄と

同じである． このことが誤解を招き騒動の原因となった．

試験の結果は想定していたように明瞭であった (Mizu-

no and Yoshida, 1993). 硫酸第一鉄でも硫酸アルミニウ

ムでも交換酸度Yiの上がった処理区はジャガイモそうか

病を抑制した． しかしイオウ区は効果が無かった. pHの

低下が遅かったためである．

5. 施肥法で土壌 pHを下げる

ほ場試験では pHを下げて土壌中アルミニウムイオンの

溶出を目的として使用した硫酸アルミニウムの添加が，悪

玉のアルミニウムを土壌に加えたものと誤解され，さらに

ジャガイモそうか病の抑制因子が土壌中アルミニウムイオ

ンであるとの発表も，ファックスなどによる予想外の批判

や攻撃を受ける結果となった．そこには「悪者のアルミニ

ウムがよいことをするはずがない」との思いがあったよう

だ．正直なところ， これらの研究者はアルミニウムが土壌

中最大の金属元素であり，土壌の粘士鉱物がケイ酸とアル

ミニウムからできていることを知らないのだろうかと疑っ

た．

そこで土壌 pH低下の方法を新しく開発することにし，

施肥法を換えることでこの目的を果たすことに成功した．

この方法で目をつけたのは士壌の持つイオン交換能力と元

素のイオン化傾向，活動度係数操作の利用である．ほ場に

おいてジャガイモそうか病の発生は化成肥料と接触してい

るところで激しいことを観察していたので，これはアルミ

ニウムイオン活量の低下であると予測がついていたからで

ある（山県・水野， 1980).

アルミニウムイオンを引き出すためには土壌 pHを下げ

る必要があり，この目的のために交換性水素イオンを用い

ることとした．一般の土壌では pH(Hゆ）に比較して pH

(KCl)は1ほど低くなる．このことは士壌に吸着されてい

る水素イオンがpH(H心）に反映する水素イオンの 10倍

も存在することを意味する．ただしジャガイモそうか病の

激しいアロフェン質土壌では， pH(H20)とpH(KCl)と

の差は0.3, つまり 2倍しかない．このことは交換性水素

イオンも少ないことを示している．それでもこの交換性水

素イオンに賭ける事にした．

土壌溶液に溶出する陽イオン総量は溶液中の陰イオンに

等しくなるが，士壌に吸清されている水素イオンを引き出

して土壌 pHを下げるには優先的に水素イオンを引き出す

必要がある．陽イオンの溶出順位は総量とイオン化傾向の

順位によるため，イオン化傾向の低い水素イオンを引き出

すにはイオン化傾向の高い K+,Mg2+, Ca2十などを pHを

下げる領域から離せばよいと考えた．

方法としては pHを下げる場所にできるだけ陽イオンの

肥料を加えず，周りを陰イオンにして水素イオン (Hりを

引き出すのである．そこで通常ジャガイモの播種期の施

肥は作条に三要素を同時施肥するが，これを作条には硫安

のみの施用とし， リン酸とカリは全層施肥とした． これに

よって，アンモニウムは硝酸化成によってマイナスイオン

となり，硫酸イオンと合わせて陰イオンが主体の土壌溶液

となり，交換性水素イオンを引き出すのである．これに

よって塊茎の生育する作条周辺の pHは三要素施肥に比べ

て塊茎肥大期の pHを0.3~0.8(水素イオンとして約2倍

から 6倍の濃度）低くすることに成功した（水野ら， 1995;

水野ら， 1997;Mizuno et al., 2000). この方法による pH

の低下は収穫期には元に戻るので後作には影響が残らな

い．またこの方法ではイオン強度が低いのでアルミニウム

イオンの活量を上げる効果もある（水野ら， 1995).

活量計算のための活動度係数はデバイーヒュッケル理

論 (Freiserand Fernando, 1967)によって求められる．

ジャガイモそうか病菌を同じアルミニウムイオン濃度で

もイオン強度を下げることで pHが0.3ほど高いところで

抑制できることはペトリ皿実験で確認できている（水野

ら， 1995). このようにこれまでまったく関心のもたれな

かった化学理論の中にもジャガイモそうか病防止法のヒン

トが隠れていることを理解してほしい．

ジャガイモそうか病発生の激しいアロフェン質土壌では

この下げ幅は小さく問題は残る． しかしジャガイモそうか
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病の抑制因子がアルミニウムイオンであることを明らかに

することと， この病害をどのようにして防除するかは別問

題であり， ここに示した施肥法のエ夫による士壌 pH低下

法はこれまで他の報告は見当たらないが， このような方法

も対策に使える例として示した．今後よりよい方法の開発

を期待したい．

6. 火山灰土壌のアロフェン含有率

北海道農地のほぼ1/3が黒ボク上でありながら，火山灰

土壌の粘士鉱物の研究は近藤 (1967)による精力的な研究

のみであった．これも粘土鉱物分析法の発展途上にあった

時期とも重なって，この研究は道北に重点が懺かれ，道南

地方のデータが欠落し，またアロフェンの含有率も定性値

での表示で定量値はない状態であった．一方では測定値は

ないにも関わらず，古い教科書による影響もあってアロ

フェン質士壌はアルミニウムの活性の高い土壌という誤っ

た考えがこれまで主流であった．

そこで道内黒ボク土のアルミニウム活性を支配している

ァロフェンの調査はアロフェンの定量とアルミニウムイオ

ン活性の調査から始まった（庫爾斑ら， 2003). これによ

るとジャガイモそうか病の多発土壌はアロフェン含有率が

5%以上で，中には30%以上の黒ボク土も存在した． この

ようにアロフェン含有率の高い土壌は樽前山，恵庭岳の火

山灰では Ta-c,Ta-dおよび En-aであり，道東では Me-a,

Km-a, Ma-e, fなどであった．すなわち噴火堆積から 1000

年以内の若い火山灰や噴火年代のわからないような古い古

期火山灰では低いということであった．すなわちアロフェ

ンになるまでの風化には 1000年以上の年月を必要とし，

またあまりにも古い火山灰では他の粘土鉱物に移行し，ア

ロフェンの含有率はおおむね2%以下であり，多くは 1%

以下であった．以上のように多発土壌と抑制士壌は交換酸

度Yiばかりではなく，アロフェン含有率に歴然とした差

異があったのである．

7. なぜアロフェンの高い土壌でアルミニウム活性は

低下するのか

この問題もさきに述べたデバイーヒュッケル理論と同じ

で化学の分野である（水野， 2016). ここで粘士鉱物につ

いて論ずる気はないが土壌の骨格である粘土の基本化合物

はケイ酸アルミニウムである．難溶性の無機化合物の溶

解度は溶解度積から計算することができる（水野• 吉田，

1994b). すなわち，難溶性化合物の溶解度はその化合物

の溶解度積の平方根である．そのためペアイオンの一方が

もし 10倍存在すると，対極のイオンは 1/10しか溶解しな

いことになる．ジャガイモそうか病多発地帯の河川水のケ

イ酸含有率はきわめて高く，士壌中のケイ酸の活性が高い

ことを示している．このことからもアロフェン質士壌地帯

のアルミニウム活性の低いことが推定されるのである．無

機化合物の溶解度を計算するための溶解度積の原理は土壌

学でも多方面に応用が可能であり，ぜひ重金属汚染対策や

効率的な肥料の利用研究に積極的に利用してほしいもので

ある．

8. なぜジャガイモそうか病が近年増加したか

網走地方で昔は少なかったジャガイモそうか病がなぜ

1960年代以降増加したか疑問のあるところである．まず

疑ったのは農法の変化である. 1960年代以前は馬耕中心

の農法であり，プラウによる耕土深はせいぜい20cmで

あった． しかし 1960年代になるとトラクタが入りだし，

耕士深は30~35cmと深くなる．アロフェン含有率の高

い下層の B層まで耕起が可能になり，アロフェンが作土

に混入するようになった．

そこで下層土の影響がどの程度あるか，過去の作土と推

定される耕地に隣接する林の土壌でアロフェン含有率の平

均値を調べてみると，林の A層では 3%, B層では 12%,

c層では 5%であったが，現在の作土である Ap層は平均

値が8%で最大17%にもなることがわかった．

一方，網走地方は屈斜路湖の火砕流地帯であり，長い年

月の間ガリ侵食によって削られた傾斜地の多い農地が主で

あった． これはトラクタ農業にとって効率が悪いばかりで

なく，危険な農地でもあった．そこで行われたのが切り士

盛り土による耕地改良であった (Mizunoet al., 1998a). 

これで平坦で広大な農地が出現し，アロフェン含量の高い

下層土が作土に入ることになった．アルミニウム過剰のな

いアロフェンの混人は網走地方の農業生産を高めた．この

土壌は腐植を含まない灰のような士壌であるが，驚くほど

高い農業生産を上げており， このアルミニウム障害のない

土壌の生産力は一見に値する． しかし一方で，ジャガイモ

そうか病の増加も促進したのである．

9. オーストラリアのジャガイモそうか病シンポジウムに

出席して

2003年12月に放線菌の国際会議がメルボルンであり，

タスマニア農業研究センターのジャガイモそうか病研究者

の招きで東京農大の吉田穂積教授と出席した．国際会議の

後，メルボルンやタスマニアの数箇所で開催されたジャガ

イモそうか病のシンポジウムに出席した．メルボルン郊外

では巨大なポテトチップス工場を訪ねたが，原料の 1割以

上がジャガイモそうか病のために無駄になっているとの事

であった．何万トンものジャガイモの 1割以上である．そ

の損害は計り知れないものがある．

ここでシンポジウムの詳細は省くが， このシンポジウム

にはジャガイモそうか病の世界的なリーダーである Dr.R. 

Loriaコーネル大学教授も同行した．後から知ったことで

あるが， Dr.Loria教授は北海道の植物病理学会が招聘し，

十勝の講演会でジャガイモそうか病の抑制因子はアルミニ

ウムイオンであること，そしてこれはわれわれの仕事であ

ることを初めて紹介してくれた方である．オーストラリア

では楽しい 1週間を，世界各地から集まった研究者と過ご

した（写真1).
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写真1 オーストラリア ・タスマニア島にて

左から 3番目がDr.R. Loria 

以上述べてきたわれわれの研究成果はアメリカの植物病

理学会出版の教科書に詳しく紹介され， これによって欧文

論 文 (Mizunoand Yoshida, 1993; Mizuno et al., 1998a, 

1998b, 2000)のみならず，和文論文（水野 ・吉田， 1994;

水野ら， 1995;吉田ら，1997)も世界各地に知れ渡ること

になった (Shewet al., 2007). 

10. おわりに

1)農業の変化と研究課題

現在，若い農学研究者が研究課題の取得に苦しんでいる

と聞く． これは農学の世界では 2,30年前とまったく異な

る時代に入った ことと無縁ではなかろう ．農業生産は大部

分がマニュアル化され，そのマニュアルにしたがって行っ

ていれば問題なく生産は行える時代となった．肥料にして

も4,50年前のように苦土欠やホウ素欠が出たりすること

はない．それぞれの作物と地帯が決まればそこに使用する

肥料も決まっているからである．一般的な土壌からはずれ

るロ ーカル的あるいは気候的な変動によって微置要素の欠

乏などが発生しても（水野， 2015), それはごく限られた

問題である．

したがって問題を土壌肥料学に限定してみても，ある種

の要素の過剰や欠乏のような単純な問題の発生はきわめて

少なくなっていると言える．

どのような問題が残されているか？ これにはジャガイ

モそうか病で示してきたような多要因が複雑に絡み合った

問題である．ジャガイモそうか病についても当初は植物病

理学で解決できると考えたであろうが，世界的な問題であ

りながら， 1世紀もの長期にわたって研究は停滞した．こ

れには土壌学の問題が絡んでおり，それはまたあまり研究

の進んでいない分野または誤解されていた分野であった．

すなわち土壌中のアルミニウムイオン溶解度に関わる問題

で粘土鉱物学，溶解度や活蜃に関しては化学，それに本病

がある年代から増加し たのは農法の変化が関係しており，

問題解決をより複雑にしていた．

2)予算と研究

日本の研究者の論文数が国際的に低下の領向にあること

が報じられている．かつてジャガイモそうか病の抑制因子

を明らかにしたとき，これに対抗するため道立農試で高額

の研究予算が投じられた． しかしその後大きな新しい成果

が得られたとは聞いていない．農試に在籍しているとき，

大面積にわたってコムギに不稔が発生したことがある．著

者は翌年にはその原因と対策法を明らかに し，農協の指遥

員を通じて大規模に対策を実施した ことがあった． ところ

が農試では上司に呼び出され，「お前が早く問題解決をす

るから予算がとれない」とお叱りを受けた．研究成果に対

する予算の効果は否定しないが，予算だけで研究成果が上

がるというのは幻想であると思っている．

3)多方面の理論検討を怠るな

農業の問題は現場があるので長時間要すると考えがちで

ある．著者の研究で成果の上がったものはほ場における実

証試験に入る前にほとんど答えの出ていたものが多い．答

えに至る時間はほぼ一週間である．それ以上要した課題は

成功していない． この一週間という時間はすでに述べたよ

うに，考えられるすべてを動員して検討し，理論構築をし

ていく．著者は独学の期間が長かったので，多くの研究者

のように特別の専門分野にこだわることはない．枕元には

メモ帖を置いて頭に浮かんだことを記録 していく．そして

ある瞬間に答えが出てくる．

もちろん研究には実験中ばかりではなく， 日常生活の中

でも偶然意外な発見に出会うことがある． これらは自分の

専門外 と見捨てないで大事にしたいものである． これら

は重要な分野に発展していく場合がある．レントゲンの X

線発見などはいい例である．研究のやり方は個人によって

異なるので早く自分の研究スタイルを見出すことも重要で

あろう．

4)研究に対する精神の後進性

日本の科学界は明治以降欧米に「追いつけ追い越せ」の

姿勢でやってきたその結果，内には厳 しく外には弱いと

ころがある．すなわち国内では特に革新的な研究であれば

あるほど否定的で厳しく当たり，欧米で評価された研究を

高く評価する傾向がある ．このような事が起こるのは， 学

問的には先進国並になっているにも関わらず，精神的には

いまだ後進性が残っているためであろう．論文の投稿に対

する査読者も上から目線が多く，いかにも審査してやって

いるのだとの態度があり，良い点は指摘せず粗探しに終始

し，中には査読者の無知ゆえの指摘すら存在する．これで

は投稿者は萎縮し，それ以降投稿を控えるようになるであ

ろう ．査読者はもっと投稿者，特に初心者と思われる投稿

者にはよりよい論文にするための助言を含めた暖かい審査

と指摘があるべきだと思う．
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