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微酸性電解水による植物病害の抑’制

津野和宣＊

〔キーワード〕：植物病害，微酸性電解水，殺菌作

用，病害防除，安全性

1．はじめに

　一般に「電解水」とは，水道水あるいはKClや

NaC1などの塩類を含む水溶液に直流の電圧による

電気分解処理を行って得られる水溶液のことを指

す．この電解水は，用途・生成方式の違いによって，

主に衛生管理に使われる強電解水（強酸性電解水，

強アルカリ性電解水，微酸性電解水など）と飲用に

供されるアルカリイオン水とに大別される（機能水

研究振興財団2001）．強電解水のうち，強酸性電

解水および微酸性電解水（両者は電解次亜塩素酸水

とも称される）は強い殺菌作用を持っことが広く知

られており，この殺菌作用は医療分野（手指消毒，

医療用器具の洗浄除菌），歯科分野（口腔洗浄・殺

菌），食品加工分野（調理施設・器具の衛生管理，

食材の洗浄除菌）などといった幅広い分野において

微生物制御に利用されてきている．

　ところで，強酸性電解水および微酸性電解水の両

者は生成方式が異なっている．強酸性電解水は，原

水（水道水など）に電解を促進するための塩類（KCl

やNaClなど）を添加し，隔膜で仕切った電解槽内

で電解処理して陽極に生成されてくる電解水を取

り出す方式（有隔膜二室型電解）によって生成され

る．この陽極側に生成される強酸性電解水は，有効

塩素濃度10～60ppm，pH2．2～2．7を示す（機能水

研究振興財団2001）．一方，微酸性電解水は，希

塩酸（2㌣6％塩酸）を無隔膜の電解槽内で電解処理

後，原水（水道水など）で希釈して得る方式（無隔

膜一室型電解）によって生成され（土井2002），

有効塩素濃度10～40ppm，pH5．0～6．5を示す．こ

のように，強酸性電解水および微酸性電解水の生成

方式は異なっているものの，両者の殺菌作用の主役

は電解水中に含まれている次亜塩素酸によるもの

と考えられている．

　筆者は，これまでに強酸性電解水および微酸性電

解水の強い殺菌作用を農業生産，とくに植物病害の

抑制に利用する目的で試験研究を行ってきた（津野

2001，津野ら2004）．今回は，微酸性電解水の植

物病害抑制について，これまでの研究内容の概要と

課題および今後の展望について紹介したい．

2．微酸性電解水の特徴と
　植物病害抑制への利用

微酸性電解水の特徴を簡潔に列挙すると次のと

おりである（土井2002，中山ら2003，岡本ら

2006）．

①強い殺菌作用を持つ

②幅広い抗菌スペクトラムを示す

③人畜に対する安全性が高い（低い急性毒性および

亜急性毒性）

④取り扱い上の安全性が高い（生成濃度が使用濃度

である）

⑤環境負荷が低い

⑥殺菌効力は瞬時的で持続しない（反応性は高いが

不安定）

⑦組織への浸透性なし

⑧耐性菌出現なし（感受性菌の耐性化なし）

⑨残留性が低い

⑩強酸性電解水に比較して金属腐食性が低い

⑪強酸性電解水に比較して植物への影響が少ない

⑫容易・安価に大量に生成

　このように，微酸性電解水は殺菌効力を有するも

のの，高い安全性と低い環境負荷などの特徴を持つ

ことから，平成14年6月に厚生労働省から殺菌料

として食品添加物に指定された．

　農業生産においては，殺菌剤等の農薬を利用して

病原菌の排除を行うことで植物病害の予防や防除

を行っているのが一般的な実情であるが，今日，安

全・安心な農産物の生産，低い環境負荷での農産物

生産システムの構築，生産者の健康保護，持続的な

生産体系構築などの実現が非常に強く求められて

きていることは言うまでもない．これらの課題解決
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の目的に，微酸性電解水の持つ特徴（強い殺菌作用，

高い安全性，非浸透性，非残留性，低環境負荷など）

はきわめて有効であり，これからの新しい植物病害

の防除資材として微酸性電解水に注目できるもの

と考えられる．

　　　3．微酸性電解水の
植物病原菌に対する抗菌作用
（1）植物病原菌類に対する生育阻害効果

　微酸性電解水はヒトの病原菌等に対して強い抗

菌作用を持つことが知られているが（土井1999，

岡本ら2006），植物の病原菌に対する抗菌作用に

ついては未報告であった．そこで，各種の植物病原

菌類6種類および植物病原細菌17種類を対象に，

微酸性電解水の抗菌作用（生育阻害効果）について

検討した．

　植物病原菌類として，トマト萎凋病菌，タマネギ

灰色腐敗病菌，トマト灰色かび病菌，トマト葉かび

病菌，キュウリペと病菌，イネいもち病菌の6種類

を対象に，微酸性電解水の抗菌作用（生育阻害効果）

について検討した．

　トマト萎凋病菌，タマネギ灰色腐敗病菌，トマト

灰色かび病菌，トマト葉かび病菌，キュウリベと病

菌の分生胞子を微酸性電解水で処理（浸漬）した結

果，供試したいずれの植物病原菌の分生胞子に対し

ても胞子発芽あるいは遊走子放出を著しく阻害し

た．微酸性電解水が分生胞子に対して強い殺菌作用

を発揮するには，有効塩素濃度20ppm以上の微酸

性電解水で1分間以上処理することが必要であった

　（表1）．

　また，胞子に対する微酸性電解水の処理量を減ら

し，遊走子放出あるいは胞子発芽に対する阻害効果

を経時的に調査した．その結果の一部を図1に示し

た．この図から明らかなように，微酸性電解水の遊

走子放出や胞子発芽に対する阻害は，微酸性電解水

処理開始後早期に分生胞子に対して直接的に作用

するものであった．

　微酸性電解水の植物病原菌類の菌糸に対する生

育阻害について，イネいもち病菌，タマネギ灰色腐

敗病菌，トマト灰色かび病菌を供試して検討した結

果，有効塩素濃度20ppmの微酸性電解水でそれぞ

れの菌糸を1分問処理することで各菌糸生育を顕著

に抑制した．したがって，微酸性電解水（有効塩素

濃度20ppm以上）で数分間の処理を行うことで各

種の植物病原菌類の胞子発芽（遊走子放出）および

菌糸生育を著しく阻害するものと考えられた．

（2）植物病原細菌に対する生育阻害効果

　一方，微酸性電解水による植物病原細菌の生育阻

害を検討した結果，表2に示したとおり105～

106ch／mL濃度以下の細菌懸濁液1mLに対して9mL

の微酸陸電解水（有効塩素濃度20ppm）で処理した

・場合には顕著な生育阻害効果が見られた．しかし，

極端に高い細菌濃度（107～108ch／mL以上）で同様

の試験を行った場合には，細菌の生育阻害効果は低

下した．これは，処理に用いた微酸性電解水中に含

まれる次亜塩素酸が多数の細菌との接触で消費さ

れてしまった結果と推察された．また，微酸性電解

水はきわめて短時間の接馳で植物病原細菌を

表1微酸性電解水が植物病原菌類胞子の生育に及ぼす影響

　病原菌

（処理胞子数）

微酸性電解水中の

有効塩素濃度

微酸性電解水処理時間

30秒　　　1分　　　2分　　　5分

トマト萎凋病菌

（8．0×105sp・res）

10ppm

20ppm

30ppm

十1）

トマト灰色かび病菌

（1．5×104sp。res）

10ppm

20ppm

30ppm

十

十

タマネギ灰色腐敗病菌

　（5．0×106sp。res）

10ppm

20ppm

30ppm

十

十

十

十　　　　十　　　　十

十

十

1）＋＝コロニー生育あり，一：コロニー生育なし
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一一◇一対照

一▲一一微酸性電解水処理べと病菌分生胞子

＋微酸性電解水処理葉かび病菌分生胞子

　　120
　較
　畢100
　貧

e§80
卯辮
澱王1
トト踏60
曇序
姻喫
魚麹40

　辮
　輸20
　潔

　　　0
　　　　　1　　　　3　　　　6　　　　8　　　　10

　　　　　　　　処理時間（時間）

図1微酸性電解水がキュウリベと病菌および
　　トマト葉かび病菌の遊走子放出率・発芽率
　　　（％）に及ぼす影響（相対値）

微酸陸電解水＝有効塩素濃度20～25ppm，pH5．8

対照：滅菌蒸留水を0．1M　HC1でpH3．56～5，8に調整

図中の値は対照の遊走子放出率（％）を100とした相対値

で示した、

　　　　　　　　　　　　　　　　表2
殺菌することが明らかとなった（表

3）．また，殺菌効力は次亜塩素酸

ナトリウム水溶液（有効塩素濃度

20ppm，pH6。5の調整）と同等であっ

た（表3）．

　以上のことから，次の結論が得ら

れた．

①微酸性電解水は各種の植物病原

菌類および植物病原細菌に対して

強い抗菌作用を示す

②微酸性電解水は植物病原菌類・細

菌との短時間の接触で生育阻害効

果を発揮する

③微酸性電解水に含まれる次亜塩

素酸が抗菌作用の主体であり，有効

塩素濃度として20ppm程度以上が

必要である

④微酸性電解水の抗菌作用の発揮

には，十分量の微酸性電解水の接触

が必要である

4．植物病害抑制への利用
　微酸性電解水が各種の植物病原菌類および植物

病原細菌に対して強い抗菌作用を持つことが確認

されたため，栽培現場および実験圃場において微酸

性電解水の散布による植物病害の抑制効果を評価

した．

　実際の生産者の協力を得て，前橋市の露地栽培ナ

シ（幸水，豊水），館林市の施設栽培イチゴ（とち

おとめ），前橋市の施設栽培キュウリ（アンコール

10），館林市の施設栽培トマト（ファーストアップ）

などを対象に微酸性電解水を散布し，病害の発生状

況を慣行区（通常の殺菌剤使用区）と比較した．こ

れらの生産者の圃場では，可能な限り早期の病害発

生前から7～10目間の間隔で展着剤を使用して定期

的に，スピードスプレーヤ（ナシ），自動ミスト噴

霧装置（キュウリ），動力噴霧器（トマトおよびイ

チゴ）で微酸性電解水を散布した．微酸性電解水の

散布は，殺菌剤や殺虫剤の散布と同じ装置・器具を

微酸性電解水が植物病原細菌（105～106c蝕）の生育に及ぽす影響

植物病原細菌
処理1）細菌数　処理後の生育

　（cfU）　　　細菌数（c血）

・4劇o加oオθ吻加伽1θ曲ojわηs

扮砿η勉o甜roオ∂μo／3．subsp．o擢oオ∂yo昭

κ∂η‘乃0切0刀∂S　O∂刀？pθ3血寛PV．ρゐ∂5θoZl

Xaη～氏Z～0ぬワ0η∂S　O劒PθS血寛pv．0∂皿Pθ5血富

焔η訪o盟oz7650召助フθ5乙！ズ3pv。静翻刀θ8

Xaη孟1～oノ刀0／1∂30∂刀7Pθs々ブs　pv。oZかブ

X∂ノπ1～0η20η∂S　O∂ZηPθ3か1露PV．0び0αノズわπ∂θ

X∂η‘乃0刀20／7∂S　O∂η2pθ3血むPV．㎏刀血0冶

X∂η孟ho盟oη∂30∂曜）θ5蹴壼pv，μθ樋o∂な勉

X8η猷～o皿oη∂30ノ：vz∂θpv．o郡z∂θ

κ∂！7‘カo卯o／7830！yz∂θpv．oノブ協oo畑

Rgθご！4∂耀oη835アπ曽即θPV．左め86ゾ

みθμob皿o／7∂3sアrカ781∂θPV。Z∂o乃ノy刀78ηs

P3θ［！面刀20／7∂3s皿1血即θPV．s血短盈o拍η3

∫～3θ置ノ面刀70刀∂3S舛！b望θPV．8：かα｝7θ∂　　‘

R5θα面刀70η∂S　Sヌ置ゆ8∂θPV．‘0勲∂ご0

ノ～3θこ！40皿oη8s　sアTカ？8∂θpv．ρむ1

E5訪θ飽伽ooガ（大腸菌）

3．04×106

　　　63．29×10

　　　61．56×10

9．16×105

L43×106

1．34×106

　　　62．55×10

1．24×106

L49×106

3．74×105

　　　61．63×10

　　　41．70×10

4．11×106

3．09×106

2．97×105

　　　63．41×10

2．51×105

1．04×106

1）細菌懸濁液の9倍容の微酸性電解水（有効塩素濃度20ppm）で30秒問処理
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表3植物病原細菌に対する処理時間と生育阻害

植物病原細菌（処理細菌数）
処理（有効塩素濃度
　　20ppm）

処理時間（秒）

0 5 10

身磁ノz勿o撚oオ∂顕Ofa　subsp。o∂ノro‘∂μo／3

（8．2×105c釦）

次亜塩素酸溶液（pH6．5）

微酸性電解水（pH6．5）

十1）

十

漁加加塑o塑50a即θ3ゑ廊pv．o㎝pθs‘船、次亜塩素酸溶液（pH6．5）

（6・8×104cfU）　　　　　　　　　　　微酸性電解水（pH6．5）

十

十

みθこノぬ四？0／7∂s　s卿h83θPV．危0ゐノ㎜∂ηS

（1．2×105c釦）

次亜塩素酸溶液（pH6．5）

微酸性電解水（pH6．5）

十

十

1）＋：処理後に106cfU／mL以上の生育，一＝処理後に生育なし

処理は細菌懸濁液に100倍容の微酸性電解水を混和

？表4　微酸性電解水散布によるハウス促成栽培キュウリ病害の抑制

うどんこ病 べと病 灰色かび病 褐斑病

調査日 微酸性電解　　　　　　　　微酸性電解
　　　　　　慣行区　水区　　　　　　　　　　　水区

慣行区
微酸性電解

　水区
慣行区

微酸性電解
　　　　　慣行区　水区

3月1目

3月23目

4，月1目

5月25目

2．40

1．75

9．97

15．87

0．34

2．79

9．91

16．85

　0

　0

　0

0．82

　0

0．22

2．93

4．70

0．04

　0

　0

　0

　0

　0

　0

1．04

　0

　0

　0

0．59

表中の数値は各病害の発病度，

キュウリ品種はアンコール10・微酸性電解水は自動ミスト噴霧装置により100～150L／10aを散布・

使用して散布するため，専用ホースゐ使用あるいは

微酸性電解水で装置・器具内を十分に洗浄し，多量

の捨て水を行って殺菌剤等の混入を防いだ．また，

殺菌剤・殺虫剤等と微酸陸電解水との混合散布も行

わなかった．

　その結果，実際の生産圃場においては，キュウリ

のうどんこ病やべと病などに対しで贋行区（通常の

殺菌剤散布区）と同程度あるいは同程度以下に低い

発病度であった（表4）．また，ナシの赤星病にお

いては，3カ月間で赤星病罹病葉率が10％から2～

3％まで減少した．トマトの葉かび病では，慣行区

と同等以下の発病葉率に病害を抑制した．イチゴで

は3カ月間にわたって病害の発生が見られなかった．

　実際の生産圃場においては試験区の設定の制限

などがあるため多くの反復試験が今後必要である

ものの，微酸性電解水は生産圃場において病害抑制

の目的で利用できる可能性が高いものと考えられ

た．

　宮崎大学の実験用施設においてキュウリ（夏ばや

し）およびトマト（桃太郎フデイト）を栽培し，肩

掛式手動噴霧器で7目間隔で定期的に微酸性電解水

を散布して，キュウリうど々こ病，キュウリ褐斑病，

キュウリペと病，トマト葉かび病について3反復の

発病試験を行い，発病度および防除価の算出を行っ

た．微酸性電解水には規定濃度に展着剤を添加し，

1L／1個体植物の量を散布した．対照区には，微酸

性電解水の代わりに水道水に展着剤を添加し，微酸

性電解水と同様に散布した．また，微酸性電解水の

教布による茎葉および果実の薬害や汚れと果実収

量に与える影響についても評価した．

　微酸性電解水の定期的な散布によって，キュウリ

のうどんこ病，べと病，褐斑病，トマト葉かび病に

対してきわめて高い病害抑制効果が見られた．キュ

ウリにおける病害抑制結果の一部を表5および表6

に示した。キュウリうどんこ病は栽培後期に向けて

病害が低減していく傾向にあったが，微酸陸電解水

処理区では対照区よりも病害抑制効果が大きく高

い防除価となった．一方，キュウリベと病は栽培後

期に向けて病害が拡大していく傾向であったが，微

酸性電解水処理区は対照区よりも低い発病率と発
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表5微酸性電解水によるキュウリうどんこ病の抑制

調査目

処理区別の発病調査
6月21目）　6月28目　　7’月4日　　7月11目　　7月18目　　7月25日　　8月1目

対照区

　発病率（％）

　発病度

17．4　　　　　　20．4

4．4　　　　　5．2

29。5

8．6

27．4

8．3

4．5

1．2

6．3

1．6

7．7

2．0

微酸性電解水処理区

　発病率（％）

　発病度

21．5

5，6

8。8

2．2

13．3

3．5

10．8

2．7

3．9

1，0

1．9

0．5

微酸性電解水の防除価 57．7 59。3 82．5　　　　　77．8 68。7 100

表6微酸性電解水によるキュウリベと病の抑制

調査目

処理区別の発病調査6肋目6月28日7腓7月11目7月18目7月25目8月1目

対照区

　発病率（％）

　発病度

1．8

0。5

1．5

0．4

13，8

3．6

19。5　　　　　　44．7

5．6　　　　15．3

47．1

15．4

67．7

28．7

微酸性電解水処理区

　発病率（％）

　発病度

0．9

0．2

0．4

0．1

1．1

0．6

3．3　　　　18．5

0．9　　　　　4．7

23．0

5．8

40．O

l2．6

微酸性電解水の防除価 75．0 83．4 83．9　　　　　　69，3 62。3 56．0

対照区

　図2
　　　　　　　　　　　　　　　　微酸性電解水散布区
微酸性電解水の散布によるキュウリうどんこ病の抑制

病度で推移し，病害抑制効果が顕著に大きかった．

これらに加えて，キュウリ褐斑病およびトマト葉か

び病においても，微酸性電解水の防除価は概して60

を超える高い防除価で推移し，防除資材としてきわ

めて有望な結果であった．図2に微酸性電解水散布

によるキュリうどんこ病の顕著な抑制を示した．

　また，キュウリやトマトの茎葉に微酸性電解水に

よる薬害等は見られず，果実収量も対照と有意の差

は認められなかった．

　電解水の殺菌作用の主体は次亜塩素酸であると

されているため，金属に対する腐食性が懸念される

ところであるが，これまでの微酸性電解水の試験に

おいて，鉄やアルミ等の金属資材・器具に腐食は認

められなかった．

　以上のことから，微酸性電解水は実際の植物病害

の抑制にきわめて有効な資材であると考えられた．
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　生産現場における微酸性電解水の実際的利用に

おける利点と課題をまとめると次のとおりであっ
た．

　＜利点＞

①施設における微酸性電解水の散布では，通常の殺

菌剤の散布のように人体を薬剤の吸引や付着から

保護する必要がない．生産者にとって，』非常に安全

な資材として取り扱うことができることの意義は

大きい．

②微酸性電解水の環境負荷はきわめて低く，微酸性

電解水の散布による栽培環境の汚染を懸念する必

要がない．

③微酸性電解水は，明らかに病原菌に対する抗菌作

用を持ち，的確に利用できれば顕著な病害抑制効果

（防除価60前後以上）が認められる．

④微酸性電解水には生産物に浸透・残留する成分が

ないため，安全な生産物が生産できる．

⑤微酸性電解水は，装置さえあれば低コストで多量

に生成ができるため，防除資材としての経費が安価

となる．

　＜課題＞

①微酸性電解水の有効塩素濃度の低下をまねくこ

とを回避する必要がある．すなわち，汚れた器具・

装置の使用や他の薬剤との混合は，微酸性電解水中

の次亜塩素酸の消費につながる可能性がある．

②微酸性電解水は病原菌に直接触れることによっ

て抗菌作用を発揮するため，植物体表面にムラ無く

散布する必要がある．このためには，展着剤を添加

することが効果的であるが，展着剤の種類によって

は微酸性電解水中の有効塩素濃度の低下を招くも

のがあるので注意を要する．

③微酸性電化水は，植物組織内に浸透あるいは残留

することがないため，持続的な抗菌作用や植物組織

内部の病原菌への抗菌作用は期待できない．すなわ

ち，微酸性電解水散布時点における植物体表面の除

菌に有効である．

④微酸性電解水は植物体表面でしか効力を発揮し

ないために，病害が進行して植物体内に病原菌が蔓

延した状況では病害抑制が困難である．

⑤微酸性電解水は散布時のみに有効であるため，病

害抑制のためには定期的な散布が必要となるが，こ

の定期的散布に労力を要する．

4．微酸性電解水を利用した
　植物病害抑制についての
　　　　　今後の展望

　今目，植物病害の防除に関して，単に病害の抑制

だけを目的とすることはあり得ない。はじめに記し

たとおり，生産物，生産手段，生産環境などすべて

において安全性が担保されていることが求められ

ている．しかしながら，病原菌を殺すことと安全性

を確保することとを同時に実現することは，きわめ

て困難な課題である．持続的に安定的に植物組織内

部も含めて殺菌作用を発揮させることができれば

病害はなくなるであろうが，安全性は大きく損なわ

れることとなる．

　微酸性電解水は抗菌作用を持つものの，その作用

は瞬時的であり非持続性，非浸透性（（土井2002，

鈴木ら2005），非残留性などの課題を持っている．

実は，これらの課題こそ安全性を担保する条件とも

考えられる．っまり，微酸性電解水の抗菌作用を効

果的に利用すると同時に，課題点を安全性確保に転

じた利用方法が実現できれば，これからの新しい植

物病害抑制のための有効な資材となり得るといえ

る．この観点から微酸性電解水の利用方法の原則を

まとめると，抗菌作用は瞬時的で非持続性，非浸透

性・非残留性であるため，r定期的に高頻度に植物

体表面に散布することで病原菌が植物組織に侵入

する前に排除する」となる．すなわち，微酸性電解

水の定期的散布で植物体表面を清浄に保ち，植勅体

表面および栽培環境における病原菌密度を低く保

っことで病原菌の付着・侵入を予防し，病原菌の感

染機会を低減することで病害の発生を抑制するこ

とをめざすことが重要であると考えられる．

　いったん植物が激しく発病して病原菌が組織内

に蔓延した場合には，微酸性電解水では病害を抑制

できないものと思われる，その理由は，微酸性電解

水は植物組織内に浸透しないため，微酸性電解水の

散布では組織中の病原菌に殺菌作用は及ばないた

めである．したがって，そのように激しく病害が発

生している場合には，通常の殺菌剤を利用して病原

菌を排除する必要がある．

　っまり，微酸性電解水の利用方法は，栽培の早い

時期から定期的に散布することで病原菌を排除し，

病害の発生を「予防」することをめざすのが基本で
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ある．万一，激しい発病の兆候のある時にはきちん

と殺菌剤を使用して病原菌を排除し，その後には再

び微酸性電解水を病害の発生を予防する目的で定

期的に散布する．このように，微酸性電解水を主体

にし，通常の殺菌剤を保険として使用することが現

実的な方法である．このような利用方法によって，

微酸性電解水はこれからの新しい植物病害の防除

資材として注目されるものと考えられる．

　以上のように，微酸性電解水はこれからの新しい

安全な病害防除資材としてきわめて有望であるた

め，特定防除資材（特定農薬）としての指定を受け

るための手続きが進められている．
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培養液中硝酸濃度と植物体の大きさがイチゴの硝酸吸収と硝酸還元酵素活性に及ぼす影響

T，S．Taghavi　and　M，Babalar2007，The　effect　of　nitrate

andplantsize・hnitrateuptakeandinvitr・、nitrate

reductase　activity　in　strawberry　（Fragaria　×　ananassa

cv．Selva）Sci．Hortic－1㎞sterdan112：393－398．

　窒素は，イチゴの生育と収量において重要な影響を及ぼ

している．過剰な窒素施肥をすると生育が旺盛となり，ラ

ンナー数が増加し果実の品質低下を引き起こす．硝酸イオ

ンは栄養物質としてだけでなく，硝酸同化の一連の反応を

引き起こすシグナル物質としても機能しており，細胞内に

取り込まれると，まず硝酸還元酵素（Nitrate　reductase，

以下NR）によって亜硝酸へと還元される，これまでの報告

より，硝酸濃度3．75副以上の条件下で栽培したイチゴの硝

酸吸収速度は，その濃度に比例して増加するが，NR活性は

影響を受けないことが報告されている．

　本実験では，イチゴの植物体の大きさおよび硝酸濃度

輔以下で栽培した場合の硝酸吸収とNR活性への影響につ

いて調査した．実験ではイチゴ‘Selva’を用い，硝酸濃度

を5験階（0，0。1，0．25，0。7，輔）に変えた培養液で，3

目間温室で栽培した．また，植物体の大きさは子苗（ラン

ナー）が1～3，3～5，5～7，7～10gの重さになる4つの段

階に分けた．NR活性については，イチゴの葉からNRを抽

出し，硝酸カリウム含有溶夜と混合し，㎜Hまたは㎜PH

を加えて30℃で15分処理し，活性を評価した．

　硝酸吸収量については硝酸濃度0．1耐で栽培した場合，

累積硝酸量は14μmo1から195μmolに上昇し，同4nMの場

合では50μmo1から1，600μmo1へと大幅な上昇が見られ，

培養液中の硝酸濃度の増加に伴い，累積硝酸量が増加した．

また，硝酸吸収速度についても，培養時間に比例して増加

しており，硝酸濃度0．7耐および輔と0．1面および0。25剛

を比べると，前者の2処理区については吸収速度が高かっ

た．M～活性については，硝酸濃度㎜において最も高い活

性を示し，その後急激に低下し0．25醐で最ノ』値を示した．

それより高濃度ではNR活性は上昇し，4醐では咄で観察

されたのと同レベルの高い活性を回復した．硝酸濃度を

0耐から0．25剛に上昇させると，NR活性が低下した・0・25酬

で最小の活1生値を示す原因についてはいまだ不明であるが

同様の傾向がトウモロコシ，綿花，エンドウ豆で確認され

ている．また，植物体の大きさ別に硝酸吸収をみてみると，

生育の初期の段階ではNR活性は高く，植物が成長するに従

い減少し，成長の進んだ重さ7～10gの段階では，初期の1

～3gと比べると，約1／5の活1生に低下していた．低下の主

な原因は，成長した葉におけるNR活性が衰退したためと考

えられる．

　以上のことから，イチゴにおける培養液中の硝酸濃度の

増加に比例して，硝酸吸収は増大するが，NR活性について

は異なる影響を及ぼすことがわかり，硝酸吸収とNR活性は

必ずしも関連性があるわけではないことが示唆された．

（東京大学大学院農学生命科学研究科園芸学研究室

　新居加恵子）
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