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トマトロックウール栽培における銀担持光触媒を利用した殺菌装置の殺菌効果と
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Abstract 

In tomato hydroponics， the construction of an efficient recycling system for liquid waste has been expected. 1n this study， we 

developed a nutrient sterilization device using silver-supported photocatalyst， and evaluated its ability to sterilize speci白cfungi， 
suppress infections and influence on plant growth，合uitquality and yield of tomato. The sterilization device is especially 

characterized by the silver-coated non-woven cloth filter and visible light source. Using this device， Ra/stonia so/anacearum 

and Pythium aphanidermatum in nutrient solution were almost completely eliminated 8 and 4 minutes after innoculation， 

respectively， and Fusarium 0.砂'sporumwas also decreased to 3% of the primary number of pathogens after 16 minutes. 

1nvestigation of the e仔ectiveflow speed of nutrient solution合om10 L . min-I to 20 L ・min-Ifor sterilizing Fusarium 

oxysporum showed that the sterilization ability of the device improved as the flow quickened. A closed bydroponic system 

equipped with this sterilization device could remarkably suppress the infection of root rot to plants. Consequently， significant 

difference was not detected for plant growth， fruit quality， yield of tomato and concentration of inorganic elements in tbe 
nutrient solution between the system and the control. Furthermore， neither conspicuous elution of silver ion into nutrient 
solution nor accumulation of that into tomato fruits in tb¥! system was recognized compared with the control. Our results 

demonstrated that the sterilization device utilizing the silver-supported photocatalyst is highly useful for practical tomato 

hydroponics 

Key Words : disease control， hydroponics， hydroxyl radical 

キーワード :病害防除， ヒドロキシラジカル，養液栽培

緒員

ロyクウール栽培は輝緑岩や玄武岩，あるいは鉄鉱石から

鉄を取り除いたスラグを高温で熔かして繊維状にしたロ ッ

クウールという人工培地に培養液を供給する養液栽培で， 30

%程度の余分の培養液を与えて栽培するかけ流し方式の培

養液管理法で，現在まで安定した栽培がなされてきた.
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一方，近年世界的に地球環境に対する危機感はますます

強まっている.養液栽培についてもそれは例外でなく ，か

け流される培養液の環境に及ぼす影響は問題視されはじめ

ており ，環境に優しい養液栽培として，余剰培養液を循環

再利用する閉鎖型の養液栽培への移行が必要となってきて

いる トマトの養液栽培における培養液循環再利用に対す

る研究開発はすでになされており(磁崎ら，2005;岡野ら，

1999)，培養液管理についての報告もある(板東・町田， 1992; 

石原ら， 2006) しかし余剰培養液を循環再利用する シス

テムでは，培養液中に病原菌が侵入すると培養液により シ

ステム全体に伝搬し被害が大きくなる欠点があり， このた

め，根部病害への対策が重要となる.養液栽培の培養液へ
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の薬剤の使用は2002年に金属銀剤が登録されているだけで

あり (草刈ら， 2003)，熱や紫外線等の物理的方法，オゾン

や塩素処理などの化学的方法，さらには緩速砂穏過や括抗

微生物の利用などの生物学的方法などが検討されている

Crkedaら， 2002) しかし，これらの方法は経済性や殺菌効

果の面で問題点があり，低コストで殺菌効率の高い培養液

殺菌方法の開発が急務となっている.

最近，中林ら(1999)， Prommartら (2003)によりコス ト

が安く，環境に優しい酸化チタン光触媒を利用 した培養液

殺菌について検討がなされているが，まだ実用化には至っ

ていない. また，酸化チタン光触媒による殺菌には紫外線

が必要で，紫外線により培養液中の鉄が不溶化する問題が

ある.

そこで，筆者らは光触媒のなかで，僅かな可視光線でも強

力な殺菌作用を発現する銀担持光触媒 (Kouraiら， 1993)を

利用して，トマトのロックウール栽培における低コストで効

率の良い培養液殺菌装置とその装置を組み込んだ培養液循

環システムを開発し，その殺菌効果や栽培システムの実用性

について検討し一定の知見が得られたので、報告する.

材料および方法

銀担持光触媒を利用した殺菌装置および殺菌装置を組み込

んだ培養液循環システム

本試験では，第 l図に示すような銀担持光触媒を利用し

た殺菌装置を用いた. これは透明ポリカーボネートで，内

径 10cm，長さ 100cmの円筒ユニット内に逆流防止のため

の糸巻きフィルターをフィルター支持体に巻き，その上か

ら殺菌フィノレターとして， アクリル繊維の一部のニトリル

基をスルホン酸基に置換し 0.46% (w/w)の銀を 8配位で

キレートさせた銀担持アクリル繊維を30%含むポリエステ

ル繊維の不織布(以下銀担持不織布)を幅 60cm，長さ

-----ー 熱排除用ファン

二ì~一本ミラー力日午
緑色蛍光灯

銀担持不織布

糸巻きフィルター

フィルター支持体

塩ピ製台座

アジャスタ

入。 E手出

第 1図 銀担持光触媒を利用した培養液殺菌装置

90cmの大きさで巻き付けた.この殺菌ユニットを藻類の

発生抑制のため波長ピーク 520nm ~ 540 nmで 20Wの緑

色蛍光灯を 4本取り付けた鏡面ステンレスカバーで覆い光

触媒の光源とした.この殺菌装置の内部液量は 7.5Lで¥培

養液がユニット内の殺菌フィルターの内側に入り，銀担持

不織布を通過する際に銀イオンによる直接殺菌と銀イオン

に光が照射されることによる光触媒殺菌で培養液中の病原

菌を殺菌してユニット 外に排出するようにした.

殺菌装置を組み込んだ養液循環システムでは第 2図に示

すとおり， 日中，栽培ベ ッドに給液される度に生じる余剰

培養液はその都度，余水タンクに集液される 余水タンク

は栽培ベッドより下部に設置する必要があるため小容量の

タンクにするメリットが大きいことから，余水タンクには

水位センサー

栽培ベッド
培養波タンク

GL 

水中ポンプ

第2図 殺菌装置を組み込んだ培養液循環システム
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水位センサーを設置し，下限電極棒はタンク底面すぐ上に

上限電極棒は下限電極棒との聞が 10cm程度になるように

し集液された余剰液は速やかに水中ポンプにより地上部

に設置した容量の大きい処理タンクへ移送，貯液される方

式とした.そして，栽培ベァドへの給液が停止している夜

間に処理タンク内の余剰液を水中ポンプで殺菌装置と処理

タンク間で循環させ殺菌処理する.殺菌処理された余剰液

は早朝に三方弁により流路が切り換えられ，処理済みタン

クへ移される 処理済みタンクの余剰液は培養液タンクの

原水補給のためのフロートスイッチと連動し，原水が補給

されるタイミングで培養液タンクへ原水とともに補給され

る.補給される余剰液の量はボールバルブで調整し日

の給液で全ての余剰液が培養液タンクに移るようにした.

また，処理タンクには晴天日の給液量の 20~ 30%の余剰

液量になる位置にフロートスイッチを設け，余剰液がフ

ロートスイッチに達した時点で、その後の給液は停止する.

このため，作物の吸水が少ない曇雨天日の給液制限が自動

で行われるとともに常に一定の余剰液量になる.

実験 1. 殺菌装置の各種病原菌の殺菌効果

保存培地から被検菌を Sabouraud寒天培地(グルコース

4.0%，ペントース 1.0%，寒天 1.5%，pH 5.6) に画線し，

280Cで6日間培養した.大塚ハウス A処方 0.5単位培養液

を20Lタンクに満たし，調製した菌体懸濁液を培養液タン

ク内に投入して青枯病菌 (Ralstoniasolanacearum)は 105cfu・

mL-1，根腐病菌 (Pythiumaphanidermatum)の遊走子，根腐

萎凋病菌 (Fusarium0.砂'sporum)の分生胞子は 103個 ・mL-1

の菌濃度とした続いて，200Cの室温下で，培養液タンク

と殺菌装置間で 6.7L ・min-Iの流速で循環殺菌を行い殺菌

装置から培養液が排出され始めてから 2，4， 8， 16分後に

培養液タンク内の培養液をサンプリングした.サンプリン t

グ液は滅菌生理食塩水で適宜希釈して Sabouraud寒天培地

に塗布した.280C， 48時間培養後に生菌数を測定して殺菌

効果を評価した. また，根腐萎凋病菌については，培養液

タンクと殺菌装置聞の循環殺菌の殺菌流速を 5L・min-I，

10L ・min-I，20 L ・min-Iにかえて 2，4， 8， 16， 32分後に

培養液タンク内の培養液をサンプリングし，上記方法で殺

菌効果を評価した.

実験 2.殺菌装置を組み込んだ循環式養液栽培システムに

おけるトマト根腐病発生抑制効果

‘ハウス桃太郎'を 2006年 8月 7日播種し，8月 21日に

定植した.培養液管理は，タイマーによる自動給液とし，

午前 6時~午後 6時までの間， 2時間おきに 20分ずつ，タ

イマー制御により l回量 l株当たり 300mLを7回給液し

た 培養液は大塚 A処方を用い， ECは，初期 0.8dS • m一!

とし，収穫開始期以降 1.3dS・m-Iに段階的に引き上げる

方法をとった.試験区の設定は，栽培装置に 10mの栽培

ベッド 2台と 200Lの培養液タンク l個を設置したロック

ウール栽培システム 3組を用い，それぞれを殺菌区，対照

区，無接種区とした(第 3図).対照区および無接種区は培

殺菌区 対照区 無接種区

J病原菌接種ポイント

↑培養液の循環方向

o トマト定植株

第3図 ロックウール栽培の見取り図と培養液の流れ

養液タンクと栽培ベッドの聞を前述した培養液管理で循環

したが，殺菌区は培養液循環経路に 50Lの余水タンク，

100 Lの処理タンク，処理済みタンクを設け，処理タンク

には 30Lの位置にフロートスイッチを設け，余剰液が 30L 

に達すると栽培ベッドに給液が行われないようにした.処

理タンクに溜ま った余剰培養液は午後 6時から 40分間，

10 L ・min-Iの流速で殺菌装置との聞を循環させ，培養液を

殺菌処理した 9月 22日 (定植後 32日目)に，殺菌区と

対照区において，根腐病菌 (Paphanidermatum)懸濁液 (菌

密度 1.2x 105個 ・mL-1) 150mLを第 3図に示す位置の株

元に接種した 10月 24日(菌接種後 32日目)に，所定の

位置のロックウールスラブの底面から伸長した根の先端部

分から 1cm程度の断片を 6本ずつ採取し， CMA選択培地

(トウモロコシ煎汁寒天培地+ストレプトマイ シン50ppm+ 

ピマリシン 30ppm)中に 3日間 300C高温条件下で培養し

た後，根腐病の菌糸の発生を観察した.

実験 3. 殺菌装置を組み込んだ循環式養液栽培における生

育，品質，収量並びに培養液成分に及ぼす影響

‘ハウス桃太郎'を 2006年 9月 13日に播種し， 10月 25

日に長さ 10mの栽培ベッドに幅 300mm，厚さ 75mrn，長

さ910mmのロックウールスラブ 10枚を敷き詰め，ベッド

当たり 40株を定植し， 10段果房の上 2葉で摘心した.培

養液処方は大塚 A処方で，定植後 lか月は ECI.2dS. m一

その後は順次濃度を高め収穫期以降は 2.4dS • m-Iとした

が，培養液濃度は培養液タンク内に設置した ECセンサー

で自動制御した.対照 ・試験区とも 500L容量の培養液タ

ンク l個と 3台の栽培ベ ッドで構成されており，対照区は

培養液タンクと栽培ベッド間で培養液を日中 4 ~ 7 回

回量 l株当たり 300mLをタイマーで給液して循環する循

環方式とした.試験区は培養液循環経路に 50Lの余水タン

ク， 100 Lの処理タンクと処理済みタンクを設け，午後 8時

から l時間， 10 L ・min-Iの流速で処理タンクと殺菌装置と

の問で余剰培養液を循環した.培養液の栽培ベッドへの給

液は対照区と同様にタイマー給液としたが，処理タンクの

50 Lの位置にフロートスイ ッチを設定し，余剰液が 50Lに
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おいて，根腐病の感染が確認された場所は，病原菌の接種

位置よりも培養液循環の下流域のみに限定された接種し

なかった方の栽培ベッドでは，感染が確認できなかった

一方，対照区においては，根腐病の感染が確認された場所

は，その装置のほぼ全域にわたり，接種しなかった方の栽

培ベットーからもその感染が確認された.また，無接種区で

は感染株はなかった.

実験 3. 殺菌装置を組み込んだ循環式養液栽培における生

育，品質，収量並びに培養液成分に及ぼす影響

トマトは両区とも順調に生育し，茎葉，果実に要素過不

足症状は見られなかった. また，処理タンクのフロートス

イッチにより給液は制御され，余剰液は常に 50L ~，こ保た

れ，殺菌装置の殺菌フィルターの目詰まり等のトラフ守ルも

なかった.収量は第 5図に示したとおり ，上物果収量，総

収量とも試験区と対照区との聞に差は見られなかった.果

実糖度は第 6図に示したとおり，両区の聞にほとんど差は

見られなかった.培養液中の成分濃度は第 3表に示した.

多量要素のうち P，K濃度が 2月 3月に低下したが，そ

の程度は対照区が試験区より大きかった その他の多量要

素含量は両区の聞に差はほとんどなかった 微量要素では

2月， 3月に Feが対照区よりやや低く， Mn， Znは逆にや
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実験 1 殺菌装置の各種病原菌の殺菌効果

第 1・表に示したとおり，青枯病菌，根腐病菌は殺菌処理

開始後，速やかに菌密度の低下が見られ，青枯病菌は 8分，

根腐病菌は4分の殺菌処理で検出限界以下まで殺滅された.

また，根腐萎凋病菌は最初の2分間の殺菌処理で初発菌数

の 10%まで低下したが，その後は菌密度の低下程度が小さ

く，16分後になって初発菌数の約 3%になった.

殺菌流速が根腐萎凋病菌に対する殺菌効果に及ぼす影響

を第 2表に示した 流速 5L' min-Iでは徐々に菌密度が低

下し 32分後に検出限界以下まで殺滅された.また，循環殺

菌の流速を ¥0および 20L ・min-Iに速めた場合は流速 5L' 

min-Iに比べ菌密度の低下速度が早まり ，16分の殺菌処理で

検出限界以下まで殺滅された.10L ・min-Iと20L・min-Iの

流速を比較すると，20L ・min-Iの殺菌効果が高く， どの処

理時間でも 10L • min-Iに対し約 50%の菌密度であった.

実験 2. 殺菌装置を組み込んだ循環式養液栽培システムに

おけるトマト根腐病発生抑制効果

第 4図に処理区別の根腐病感染状況を示した.殺菌区に
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達するとその後の給液が行われないようにした この両区

について，収量は生育中庸な 10株を選んで調査し，果実糖

度は果房ごとに 8 ~ 9 分着色の 1 00 g以上の正常果につい

て屈折糖度計で測定した.培養液成分濃度は月に l回タン

ク内培養液を採取し，NOrNは紫外部吸光法，NHrNはイ

ンドフェノール法，Pはモリブデンブルー法，K， Ca， Mg， 

Na，微量成分は原子吸光光度法で測定した Agは培養液，

果実ともマンガン接触法で測定した.

結

第 1表 銀担持光触媒殺菌装置の殺菌時聞がトマト病原菌の

生存菌数に及ぼす影響 。

無接種区

。

対照区

。

殺菌区

殺菌時間 (分)

青枯病菌

根腐病菌

根腐萎凋病菌

16 

く102

<10 

4.33x10 

8 

<102 

<10 

1.00x 102 

4 

1.67 x 102 

<10 

1.67x 102 

2 

1.33xl02 

1.67 x 10 

2.00 x 102 

病原菌

第4図 トマトのロックウール栽培における根腐病菌の検出

場所とそのスコア

調査に用いた根のサン プル数 (=6)のうち根腐病菌菌

糸の伸長 (感染)を確認した数 (0~ +6)を示す

殺菌区田殺菌装置を組み込んだ循環式ロックウール栽培

対照区:栽培ベ ッドと培養液タ ンク 聞の循環式ロック

ウーノレ栽培

単位は青枯病菌が cfu・mL-1その他は個 ・叫 初発菌数は

青枯病菌 1.00x 105 cfu・mL-1，板腐病菌 1.06x 103個 ・mL-1，

根腐萎凋病菌 1.63x 103個 ・mL-1，殺菌流速は 6，7L • min-I， 

殺菌時聞は殺菌装置から液が排出し始めてからの時間，培養

液量は 20L，データは 3回行った結果の平均値

銀担持光触媒殺菌装置における殺菌流速が根腐萎凋病菌の生存菌数に及ぼす影響第 2表

殺菌時間(分)

O 

1.06 x 104 

1.33 x 104 

1.54 x 104 

32 

<102 

<102 

<102 

16 

2.10 x 102 

<102 

<102 

8 

4.30 x 102 

3.90 x 102 

2.50 x 102 

4 

8.90x102 

7.20 x 102 

3.30 x 102 

2 

8.95 x 103 

5.50 x 103 

3.15 x 103 

殺菌流速

(L・min-I)

《

J

A
U
n
U

1
2
 

データは 2回行った結果の平均値殺菌時聞は殺菌装置から液が排出し始めてからの時間，培養液量は 20L， 単位は個 ・mL-1，
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第3表 銀担持光触媒殺菌装置を組み込んだトマト循環式ロックウーノレ栽培における培養液無機成分濃度および銀濃度の推移

採取月日 区名 Ag N03・N NH.-N P K Ca Mg Na Fe Mn Cu Zn 

l月 5日 対照 3.5 228 2.0 14 168 126 52 18 6.2 0.7 0.02 0.07 

試験 3.2 197 7.0 22 158 115 46 15 6.0 0.8 0.01 0.08 

2月 2日 対照 4.8 208 5.0 13 72 154 52 20 5.3 0.5 0.02 0.04 

試験 2.6 202 12.0 32 156 136 42 11 3目4 0.9 0.02 0.08 

3月 12日 対照 5.2 219 0.08 3 25 179 66 27 7.8 0.1 0.01 0.02 

試験 6.3 229 0.04 I1 103 173 66 24 5.2 0.3 0.01 0.05 

単位は Agはppb，その他は ppm

対照区，試験区ともにタンク内培養液を午前 9時に採取し分析した

100 
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10000 10 。 。

試験区 対照区 第1果房 第4果房

第5図 銀担持光触媒殺菌装置を組み込んだトマト循環式

ロックウーノレ栽培における収量

対照区.栽培ベッドと培養液タンク聞の循環式ロック

ウール栽培

試験区殺菌装置を組み込んだ循環式ロ ックウール栽培

品種.ハウス桃太郎，定植 2006年 10月 12日， 10段摘心
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第6図 銀担持光触媒殺菌装置を組み込んだトマト循環式

ロックウーノレ栽培における果実糖度の推移

対照区.栽培ベッドと培養液タンク聞の循環式ロ ック

ウール栽培

試験区・殺菌装置を組み込んだ循環式ロ ックウール栽培

品種・ハウス桃太郎，定植 2006年 10月 12日， 10段摘心

や高い傾向が見られたが，その差はわずかであった.また，

培養液中の銀イオン濃度は対照区，試験区ともに 10ppb以

下で区間差はほとんどなかった.果実中の銀濃度は第 7図

のとおり，試験区と対照区との聞に差異はほとんどなかっ

た.果房段位別では両区とも第4果房が第 l果房より果実

中銀濃度が高かった.

第 7図 銀担持光触媒殺菌装置を組み込んだトマト循環式

ロック ウール栽培における果実中銀濃度

対照区 栽培ベッドと培養液タンク聞の循環式ロ ック

ウーノレ栽培

試験区:殺菌装置を組み込んだ循環式口 ックウーノレ栽培

品種.ハウス桃太郎，定植 2006年 10月 12日， 10段摘心

考察

本研究の殺菌装置では青枯病菌が 105cfu・mL-1，根腐病

菌，根腐萎凋病菌が 103個 ・mL-1の菌密度にした 20Lの

培養液を青枯病菌は 8分間，根腐病菌は 4分間の短時間で

検出限界まで殺菌でき，また根腐萎凋病菌でも 16分間で

初発菌数の 3%まで菌密度が下がった.白井ら (2003)は

本実験と同じ銀担持不織布を用い細菌類についての殺菌

作用機構を検討している.これによると，銀担持不織布に

弱光が照射されることにより強力な殺菌力を持つ・OH(ヒ

ドロキシラジカル)が発生することを認めている.また，

このヒドロキシラジカルは細菌の菌体表面に作用し，菌体

内部へラジカルが転移し連鎖移動型リビングラジカルを

生成し，細胞内物質を破壊するという継続的な殺菌機構を

有しているとしている.本実験の殺菌装置でも銀担持不織

布を殺菌フィルターとし，蛍光灯で照射する構造になって

おり，光照射によりヒドロキシラジカルが発生し，培養液

が銀担持不織布に接触する際に病原菌体内部に取り込ま

れ， リビ ング ラジカルを生成し，殺菌装置外でも殺菌作用

が継続していたものと推察される.また，草刈 ら (2003)

は銀イオンが植物病原菌を直接殺菌する効果があるとし

ていることから，病原菌が殺菌フィルターの銀イオンと直

接接触することによる殺菌も行われていたと考えられる.

一方，殺菌流速は 5L・min-I~ 20 L ・min-Iの範囲では流
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速が速いほど殺菌効果が高く，これは単位時間当たりの銀

担持不織布と培養液の接触程度が多くなるためと考えら

れた 本殺菌装置を実用化する場合，青枯病，根腐病につ

いては，現場では存在しないような高菌密度をごく短時間

で殺菌ができたことから数時間殺菌処理することにより

防除できる可能性が高いと考えられる.しかし，余剰液量

が多量になるため，余剰液の殺菌処理が均一になるように

殺菌処理中，処理タンク内の液の撹狩が必要になるかもし

れない一方，最も殺菌時聞が長くかかった根腐萎凋病に

ついては現場で実用化できる範囲の殺菌効果かどうかは

明らかでなく， 今後，殺菌装置の現場規模での殺菌効果の

検討が必要と考えられる.

次に，根腐病の圃場レベルでの病害伝染抑制試験では，

本殺菌装置を組み込んだ培養液循環システムで病害の広が

りを明らかに抑制できた.本システムは栽培ベッドから日

中排出される余剰液を lか所に集水して夜間に殺菌装置で

殺菌し，翌日給液のたびに培養液タンクに補給していくシ

ステムであるため，病害の発生した栽培ベッドから培養液

タンク内へ病原菌が侵入する危険性は低く，それが栽培

ベッドをまたいで病害が広がらなかった理由と考えられ

る. また，本システムは夜間に殺菌して菌密度を低下させ

た処理液を最終的に殺菌装置を経由して処理済みタンクに

移す方式であるため確実に培養液殺菌ができたものと推察

される.

本システムにおける生育，品質，収量は慣行の循環式養

液栽培と大差はなく，殺菌装置の影響はないものと考えら

れる Prommartら (2003)は紫外線を用いた二酸化チタン

光触媒での培養液殺菌について取り組み， トマト葉に鉄欠

乏機症状が発生し，培養液分析により ，鉄と亜鉛の濃度低

下を認めている. これに対して，本実験では植物に鉄欠乏

症状は見られず，培養液中の鉄濃度の顕著な低下や殺菌

フィルターへの鉄の沈殿物の付着も見られなかった.養液

栽培では鉄は培養液中に溶けやすい EDTA-Feのキレート

鉄として供給されるが，紫外線はこの EDTAを 分 解 し鉄

が不溶化する.本殺菌装置の光触媒の光源は可視光線であ

ることから EDTAの分解は起こらず，また，本殺菌装置の

主な殺菌作用機構であるヒドロキシラジカルの発生も EDTA

の分解には影響がないものと考えられた.また，亜鉛，そ

の他の多量成分，微量成分ともに殺菌処理による大きな影

響は見られず， このため，生育，収量，品質に影響を及ぼ

さなかったものと考えられる.一方，銀イオ ンについては

培養液中への溶出，果実中への蓄積も認められなかった.

これは白井ら (2003)が本殺菌装置に使用した銀担持不織

布からはほとんど銀イオンの溶出がないとしていることと

一致しており，本殺菌システムでは環境や人聞に対する安

全性に問題がないものと考えられた.

以上のように，銀担持光触媒を用いた培養液殺菌システ

ムは根腐病，青枯病に対して殺菌効率が高く， トマトの生

育，収量にも影響がないため実用性は高いと考えられる.

本システムを現場に導入するコスト計算を 10a規模で行 う

と殺菌装置が約 20万円，循環システムにおける ¥OOLの余

水タンク， 500 Lの殺菌タンクと殺菌済みタンク，水中ポ

ンプ，水位センサー，フロートスイッチ，タイマーを備え

た制御盤等で‘約 20万円になり合計で約 40万円になる. し

かしこれらは原材料での経費であり，商品化された場合

はその他の費用が上乗せされ倍近い価格になるものと思わ

れるが， 10 a当たり ¥00万円未満の培養液殺菌システムと

して中小規模養液栽培農家にとっては有望なものになるも

のと考えられる

摘要

トマト養液栽培における排液再利用のため，銀担持光触

媒を用いた培養液殺菌システムを開発し， トマト主要病原

菌に対する殺菌効果，病害伝染抑制効果，生育，品質，収

量に及ぼす影響を検討した.殺菌装置は銀担持不織布の殺

菌フィルターに蛍光灯の可視光を照射することによる光触

媒殺菌装置とした 20Lの培養液に病原菌懸濁液を希釈し，

培養液タンクと殺菌装置の間で循環することにより，青枯

病菌は 8分後，根腐病菌は4分後にほぼ死滅し，根腐萎凋

病菌は 16分後に初発菌数の 3%の菌数になった.また，根

腐萎凋病菌で殺菌装置を通過する培養液の流速を 10L. 

min-1 ~ 20 L ・min-1で検討した結果，流速が速いほど殺菌

効率が高かった.殺菌装置を組み込んだ培養液循環システ

ムは余剰液を殺菌し培養液タンクに戻す方式とした.この

システムでの トマト根腐病の伝染は局所的な感染にとどま

り，顕著な伝染抑制効果が見られた また，生育，品質，

収量，および培養液無機成分濃度に対する影響はほとん ど

なく，培養液中，果実中の銀イオン濃度の上昇もなかった.
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