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養液栽培におけるナス青枯病防除

矢野和孝・高橋尚之・川田洋一*・竹内繁治

Control of Bacterial Wilt on Eggplant during Hydroponic Cultivation 

Kazutaka YANO， Naoyuki TAKAHASHI， Youichi KAWADA 

and Shigeharu T AKEUCHI 

嬰約

養液栽培のナスにおいて，青枯病が発生した栽培ベッドの消毒法について検討した.その結果，太

陽熱消毒では，栽培ベッドを乾燥させた方が湿潤状態に保つよりもベッド内の温度が上昇しやすく，

防除効果も認められたまた，クロルピクリン錠剤によるくん蒸処理および天日乾燥でも全く発病が

見られなかった.

酸化銀を識維表面に被覆させた金属銀剤を養液中に浸漬し，そこに青枯病菌を添加したところ， 1 

分後には全く青枯病菌が検出されなくなった. しかしこの養液に使用済みのロックウールを浸漬ーす

ると，殺菌効果は消失した

金属銀剤を浸漬した養液で栽培したナスでは，発病株から向一ベッド内の株への2次伝染を防止す

ることができなかったまた，この浸漬養液が入ったタンクに青枯病菌を投入して接種したところ，

発病遅延効果が認められたが，最後には無処理区と同程度に発病した

キーワード 養液栽培，ナス，銀，太陽熱消毒，クロルピクリン，天日乾燥，青枯病，RaJstonia 

soJanacearum 

はじめに

高知県のナス栽培面積は409haで，全国一の生産量

を誇る.このナス生産を阻害する土壌病害の一つに

青枯病があり，高知県では毎年2~3割の圃場で発

生している.本病の防除法には抵抗性台木の利用10)

太陽熱ゃくん蒸弗lを用いた土壌消毒1)があるが，こ

れらによって被害は軽減できるものの完全な防除に

は至っていないのが現状である.この問題の解決策

として，青枯病だけでなく土壌病害全般を回避する

目的で土壌を用いない養液栽培の導入が1970年墳か

ら各地で進むようになった.高知県においても高知

方式湛液型ロックウールシステム6)により比較的低

コストで養液栽培が可能となり，普及し始めている.

ところが，土壌病害回避を目的とした養液栽培にお

* 現 NPO法人土佐援農会

2008年7月29日受理

いても青枯病が発生する事例がたびたび見られて

いる.養液栽培ではひとたび発病すると，養液を介

して次々と同一ベッド内の株にも拡大するためその

被害は大きい また，発病すると栽培ベッドが汚染

されるので，次作ではロックウール等の栽培ベッド

の交換が必要となり，経済的負担も大きい そこで，

高知方式湛液型ロックウールシステムのナスにおい

て，青枯病が発生した栽培ベッドの消毒方法につい

て1食言すした.

一方，生育中の青枯病防除については，有効な方

法がないのが実情である.草刈ら4) は銀の持つ殺蘭

作用を利用し酸化銀を繊維表面に被覆させた銀被

覆繊維布を培養液中に浸i賞するとそこに銀が溶出

し水耕栽培のキュウリやミツバに発生する根腐病



ジヨウロで

リフイルムでで、ロツクウ一ルを覆い， フィルムの合わ

せ目を洗濯パサミで固定して8月228まで被覆密閉

したなお，無処理には前作の栽培終了時から給液

を継続した無処理無乾燥区と給液を止めてロック

ウールを乾燥させた無処理天日乾燥区を設け，無反

復で試験を実施した 太陽熱消毒区および無処理天

日乾燥匿では，栽培用ロックウールと水分調節用

ロックウールの中心部に温度センサーを設置し. 10 

分間隔で温度を測定した.ベッドの消毒後. 8月22

日に:ft号車重したナス (品干重:‘竜馬.) を9月20日に4朱

開50c皿で、各処理区に定植した地上部の発病が見ら

れ始めた10月108から適宜発病の有無を調査し，発

病株率を算出した
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この結果から

2 

に対して効果があることを報告した.

更に試験を積み重ね，金属銀剤(商品名:オクトク

ロス)は水耕栽培の野菜類の根腐病に対して農薬登

録されたそこで，養液栽培ナスの青枯病に対する

オクトクロスや他の銀資材の利用について検討した.

本研究を実施するに当たり，オクトクロスを提供い

ただいた株式会社サトーセンの伊藤克彦氏および除

菌スプレーをご提供いただいた株式会社TYKの亀

l嶋哲氏に深くお札申し上げる.

2.金属銀剤によるナス青枯病の防除

1)養液の金属銀剤処理

100リットルタンクに給液に用いる養液を準備し

金属銀弗Ij (商品名:オクトクロス)を30cmx 10cmの

大きさに切断して浸漬した. 7~10 日後には養液が

材料および方法

1.栽培ベッドの消毒

1) 太陽熱による栽培ベッドの温度上昇効果

試験は当センター内のビニルハウス内に設置した

長さ9mの高知方式湛液型ロックウールシステムで

実施した.栽培ベッドの半分(長さ4.5m)は吸水さ

せた後に十分天日乾燥させ，残りの半分は十分吸水

させたまま試験に供した.なお，前者の含水率は

0.8%.後者は88.3%であった. 2004年7月12臼に歯I

に示したようにベッド全体を0.05mm厚の透明ポリエ

そのたびに向最

シノレバーポリフィノレム

なくなるので新たに養液を補充し

の金属銀剤を新たに浸潰した

ナス栽培用ベッドの断面の見取り囲

(2004年. A~Dは温度センサー設置位置)

チレンフィルムで被覆し

密表させた状態で8月16日までビ、ニルハウスのサイ

ドを開放して管理した.

試験期間中のベッド内の温度は，両区とも 1~1お

よび2に示したように，栽培用ロックウールの中心

部，同底部，水分調節用ロックウールの中心部およ

び問底部の4ヵ所のそれぞれ2地点に温度センサーを

設置し 30分間隔で測定した

フィルムの両端を地面に

2)太陽熱およびくん蒸剤による栽培ベッドの消

毒効果

ii J ;2乾燥守 l 

(高さ40c加の架台上ロックウールベット)
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~4は温度設u定位置をき受す。

ナス栽培用ベッドの上からの見取り図図2

当センター内のピニルハウス内にl.5m間隔で、設

置した長さ3.6mの高知方式湛液型ロックウールシ

ステム4列を用いた.前作で青枯病菌を接種して全

株を発病させたベッドを使用し，栽培終了後に給液

を停止した後，栽培装置上部のシルバーポリフィル

ムを開放し約1ヵ月間ベッドを天日乾燥させた

ベッドの沼毒前には栽培用ロックウールを取り出し

て重量を測定し未使用のロックウールとの重量差

から含水率を算出した.太陽熱消毒では. 8月8日に

栽培ベッド全体を包むように厚さ0.05mm厚の透明ポ

リエチレンフィルムで被覆し. 8月31日まで密閉し

た. くん蒸剤による消毒では. 8月9日にクロルピク

リン錠剤をロックウール上に30cm間隠でl列に並べ，



矢野・高橋.JII回・竹内:養液栽培におけるナス青枯病防徐 3 

2)青枯病菌の調製

ナスから分離した青枯病菌(菌株名.下山5B)

をイースト・ペプトン・デキストロース液体培地で

300C， 150rpm， 2日間振とう培養した後，所定の濃

度に調整した.

3)金属銀剤の青枯病菌に対する殺菌効果(試験1)

約107cfu/mLに調整した青枯病細菌液1mLを金

属銀剤処理養液4mLに加え， 1， 5および10分後に

原・小野培地2)を用い，希釈平板法により青枯病菌

を検出したなお，無処理には金属銀剤を処理して

いない養液を用い，処理時聞は10分間とした

4)金属銀剤の青枯病菌に対する殺菌効果(試験2)

100mLビーカーに使用済みのロックウールを詰め，

金属銀剤処理養液を注ぎ込み， 25t，暗黒下で5時

間静置した.この養液または無処理の養液4mLに約

107cfu/mLに調整した青枯病細菌液1mLを加え， 5 

分および10分後に，前項と同様に青枯病菌を検出し

た.

5)銀資材のナス膏枯病二次伝染に対する効果

試j験は，当センター内のピニルハウス内に1.5m

間踊で設置した長さ3.6mの高知方式湛液型ロック

ウールシステム4列を用いて実施した.このうちの1

列には金属銀剤処理養液を給液した. もう l列は栽

務用ロックウールと水分調節用ロックウールの間に

敷設した防根透水シートに除菌スプレーを塗布し，

残りの2列とともに金属銀剤を処理していない養液

を給液した. 2005年9月5Bに播種したナス(品種:

‘竜馬， )を10月17日に株間50cmで1列当たり7株ず

つ定植した

2006年5月1日に， TTC平板培地上で300C，2日開

培養したナス青枯病菌(菌株名:下山5B)の菌泥

を殺薗した爪楊枝の先に付着させ，給Ii支側から3株

自のナスを対象に，地際から約50cmの側枝に突き刺

して接種した.なお，無処理区2列のうちのl列は無

接種とした 接種株に発病が見られ始めた5月8日か

ら適宜発病の有無を調査し発病株率を算出した.

6月5Bには各ベッドの廃液を採集し，原・小野培地

を用いて希釈平板法により青枯病菌の濃度を調査し

た.

6) 膏枯病菌の給液タンク投入に対する金属銀資j

の効果

2006年8月22日に播種したナス(品種:‘竜馬， ) 

を9月20Bに株間50cmで、定植し，当センター内のピ

ニルハウスに設置した長さ3.6mの高知方式湛液型

ロックウールシステム3列を用いて試験を実施した.

1列には金属銀剤処理養液を2007年2月1Bから給液

を開始した.残りの2列は継続して金属銀剤を処理

していない養液を給液した. 2007年4月18日に約

109cfu/mL濃度に調整した青枯病細菌液50mLを給

液タンクに投入した なお，金属銀剤処理養液区は

無反復で実施したが，無処理区は2反復とした.発

病が見られ始めた5月1日から適宜発病の有無を調査

し発病株率を算出した

結 果

1.栽培べ、ツドの消毒

1)太腸熱による栽培ベッドの温度上昇効果

試験期間中は7月末まで高温多照で経過したが， 7 

月31Bから8月上旬には曇雨天により気温がやや低

下した(図3).栽培ベッドの温度は，栽培照ロック

ウールの中心部が最も上昇しやすく，栽培用ロック

ウールの底部，水分調節用ロックウールの中心部お

よび同底部は上昇しにくかった.また，いずれの測

定場所でも湿潤区より乾燥区で、最高温度が高かった

が，栽培用ロックウールの中心部の平均温度と最低

温度は，逆に乾燥医より湿潤区が高かったその他

の測定場所の平均温度と最低温度はほとんど違い

が見られなかった(表1).一方， 500C以上の持続時

間で見ると，栽培用ロックウールの中心部では乾燥

区よりも湿潤区でやや長い傾向であったが，その他

の測定場所では湿潤区よりも乾燥区で、長かった(表

2) . 

300 バJ 最高知鼠

250 

?"伴去三昨日刊。c25
1 ^ -̂̂-' ~"W )'0'c. A b 、日〆^一̂、Jヘ 100 

20 

7/11 711.1 7/17 7120 7/23 7/26 7129 8/1 8/4 8/7 8/10 8/138/16 

.FJ/13 

50 

国3 太陽熱消毒期間中の気象条件 (2004年)
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2) 太陽熱およびくん蒸部による栽培ベッドの消

毒効果

クウール中心部で長く， 日平均時間が前者では4.3

時間，後者では5.6時間であった(表4). 

太陽熱消毒前の栽培用ロックウールの含水率は

9.5%であった.消毒罰始直後から8月15日まで比較

的好天に恵まれ，気温が高く推移したが. 8月 16~

23日までは曇雨天の日が多く，気温がやや低かった

その後天気は田復したが，気温は当初ほど上昇し

なかった(図4).栽培ベッドの温度は，水分調節用

ロックウール中心部よりも栽培用ロックウール中心

部で、温度が高かった(表3) また. 50
0

C以上の時間

も水分調節用ロックウール中心部よりも栽培用ロッ

無処理無乾燥区では.10月10日に発病が見られ始

め，その後増加した.しかし太陽熱消毒区クロ

ルピクリン錠斉IJgおよび無処理天日乾燥区はいずれ

も全く発病が認められなかった(表5). 

2. 金属銀剤によるナス青枯病の防除

1)金属銀剤の青枯病菌に対する殺菌効果(試験1)

ナス青枯病菌を金属銀剤処理養液に入れると. 1 

分後には青枯病菌が検出されなくなった(表6). 

表1 太陽熱消毒によるナス栽培ベッドの温度 (2004年)

測定位霞

乾燥l玄(合水率 0.8%・吸水後天日乾燥) 湿潤区(含水率 88.3% 十分に吸水)

測定位置 l 測定位置 2 測定位置 3 ifflJ定位霞4

最高最低 平均 最高最低平均 最高最低王子均 最高最低平均
温度混度温度温度温度温度温度温度浪皮混度 j鼠度温度

24.3 42.0 
，j 

69.4 29.0 44.9 

27.0 41.0 55.5 27.2 40.7 

26.6 40.4 62.2 26.9 40.6 56.0 28.4 41.5 54.7 27.5 40.8 

25.9 39.5 60.6 27.4 39.4 55.7 29.9 42.4 54.8 27.5 40.6 

表2 太陽熱消毒によるナス栽培ベッドにおける50℃以上の持続時間 (2004年)

測定位置

A(栽培用ロックウール中心部)

B (栽培用ロックウール底部)

c (水分tJIiJ ~îiffl ロックウール中心音~)

D (水分誠節用ロックウール底部)

i工)測定{立置は関1， 2を参Jm
，j- : iWJ定を実総せず。

乾燥区(含水率 0.8%:吸水f炎天日乾燥) 湿潤区(合水率 88.3%:十分に吸水)

測定位世 l 測定位置2 測定位置 3 iJ!U定佼霞4

積算日平均日最長 積算日平均日最長 積算日平均日最長 積算日平均日最長
時間 i時間時間時間時間 l時間時間|時間時間時間時間時間

245 7.4 10.0 
，j 292 8.8 14.0 

216 6.5 10.0 98 3.0 6.5 

207 6.3 9.0 197 6.0 9.0 110 3.0 7.0 87 2.6 6.5 

207 6.3 9.5 181 5.5 8.5 117 4.0 7.0 83 2.5 6.5 

表3 太陽熱消毒によるナス栽培ベッドの温度 (2006年)

栽培ベッドの潟度
ハウス内温度

太陽熱消毒 無処理(天日乾燥)
測定位置

最高最低平均 最高最低平均 最高最低平均
温度 j鼠度温度 温度温度温度 温度温度温度

栽培用ロックウール中心部 78.5 23.7 39.3 57.7 23.3 31.9 
54.4 22.0 31.3 

水分調節用ロックウール中心部 64.7 24.5 36.8 46.1 24.4 31.9 

表4 太陽熱消毒によるナス栽培ベッドの50
0

C以上の持続時間 (2006年)

栽培ベッドの浪度
ハウス内温度

太陽熱消毒 無処理(天日乾燥)
測定位置

積算日平均日最長 積算日平均日最長 積算日平均日最長
時間時間時間 待問時間待問 時間待問符問

栽培用ロックウール中心部 134.2 5.6 8.2 34.0 1.4 2.8 
5.8 0.2 5.0 

水分調節用ロックウール中心部 103.8 4.3 7.5 O O O 
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2)金属銀剤の青枯病菌に対する殺菌効果(試験2)

青枯病菌に殺菌効果を有する金属銀剤処理養液に

ロックウールを5時間浸演すると殺菌効果がほとん

ど見られなくなった(表7). 

3)金属銀昔話のナス青枯病2次伝染に対する効巣

5月8日にはいずれの接種株も萎凋した. 6月7日に

は無処理区だけでなく，銀資材を処理したオクトク

ロス区および徐菌スプレー区においても無接種株に

発病が見られ始め，青枯病菌を接種した区はいずれ

も，その後次々と発病が拡大した(表8).また. 6月

58に採集した廃液からは，無接種区以外のいずれ

の区からも 103cfu/mL程度の青枯病閣が検出された

(表9). 
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図4 太陽熱消毒期間中の気象条件 (2006年)

表5 養液栽培ナスのベッド消毒による青

調査月日
処理方法

10月10日10月17B10月24B10月31日 11月7日

太陽熱消毒 O O O O O 

クロルピクリン錠斉Ij O O O O O 

無処理(天日乾燥) O O O O O 

無処理(無乾燥) 28.5 57.1 71.4 85.7 100 

表6 金属銀剤(オクトクロス)のナス青枯病菌
に対する殺菌効果(試験1)

処迎方法 処理時間
青枯病菌の濃度

(cfu/mL) 

l分 ND') 

金属銀弗l 5分 ND 
(オクトクロス)

10分 ND 

無処理 10分ト 1.4 x 105 

')ND:検出限界以下

4)青枯病菌の給液タンク投入接種に対する金属

銀部の効果

無処理区では5月1日に発病が見られ始め，その後

増加した金属銀邦l処理思でも無処理区よりも遅い

5月7日に発病が見られ始め，その後増加して6月8日

には無処理底と同じ発病となった(表10).

考察

青枯病が発生した栽培ベッドのロックウールやそ

の中に残存する擢病根中の病原菌を熱によって殺菌

するためには，できるだけ高い温度を長時間持続さ

せる必要がある.この温度を太陽熱によって確保す

るためには，栽培ベッドを被覆する必要があるが，

小山田ら7) は黒色のポリエチレンフィルムよりも透

明のものを用いると温度が上昇しやすいことを報告

表7 金属銀剤(オクトクロス)のナス青枯病菌
に対する殺菌効果(試験2)

養液の処理方法 処理1Ii'f間 育制i病菌の濃度
(cfu/mL) 

ロックウ}ル
5分 3.0 x 10' 

金属銀剤 10分 2.5 X 105 

(オクトクロス) 5分 7.0 X 101 

無処理
10分 ND') 

無処理 無処理
5分 5.9 x 10' 

10 8.4 x 10' 

')ND:検出限界以下

表8 銀資材のナス青枯病二次伝染に対する防除効果

調査月日
処理方法

5月8日 6月7日6月14日6月21B6月30日7月10日

オクトクロス 117 217 417 517 517 717 

除菌スプレー 117 217 217 417 517 517 

無処理 117 317 317 417 417 417 

無接種 。17 017 017 017 017 017 
発病株数/調査株数

表9 ロックウール栽培ナスにおける溌液からの
青枯病菌の検出

処理方法 青枯病菌の濃度 (cfu/mLl
オクトクロス

除菌スプレー

無処理

無接種

')ND:検出限界以下

2.5 X 103 

2.1 X 103 

4.5 X 103 

ND') 

表10 ナス青枯病菌の給液タンク投入接種に対する

金属銀剤(オクトクロス)の効来

処理方法
5月1日 5月7日 6月8日

金属銀剤
017 117 217 417 517 

(オクトクロス)

無処理 117 517 517 517 517 
発病株数/議資株数
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しイチゴの高設栽培に発生する萎黄病に対して十

分な効果を得ている.しかし培地に水分を含ませ

たためか最高温度が日℃程度しか上昇しておらず，

処理期間中の天候不順による曇雨天を考癒すると，

既にトマト青枯病で明らかとなっている根内の脊枯

病菌の死滅条件. 50
0

C 3時間または55
0

C30分9) を安

定的に権保することは圏難と考えられる.そこで，

ロックウールの水分条件と温度上昇との関係につい

て検討したところ，乾燥状態の方が湿潤状態よりも

高温条件となりやすいことが2004年の試験から明ら

かとなり，温度が上昇しにくい栽培用ロックウール

底部や水分調節用ロックウールにおいても十分な温

度が確保できると考えられた この結果を基に実施

した2006年の試験においても，処理期間がやや短く，

しかも曇雨天が多かったにも関わらず青枯病菌の死

滅条件に達しており，太陽熱消毒にはやや不適な年

でも十分な温度が確保できることが明らかとなった

また，その後の栽培試験においても青枯病の発生は

認められず，両年とも熱による発泡スチロールの変

形も観察されなかったことから，実際の防除対策に

も有効であることが明らかとなった.この試験では，

天日乾燥のみのベッドにおいても発病が認められず，

太陽熱消毒を行う前の天日乾燥によって病原菌が死

滅した可能性も考えられる.天日乾燥のみで紡除効

果が発揮できれば，より簡便に発病ベッドの再利用

が可能となり，広く普及すると予想されることから，

更に試験を積み重ねる必要がある.一方， 卜分な温

度が確保できない夏以外における栽培ベッドの消毒

法として， くん蒸剤の効果について検討した.今回

の試験で使用したクロルピクリン錠剤は，太陽熱消

毒と時様に全く発病が認められず，本資材の利用に

よっても栽培ベッドの再利用が可能になると考えら

れたただし太陽熱消毒と同様に処理開始前の天

日乾燥のみによって効果が発現した可能性もあると

考えられることから，高温期以外に更に試験を積み

重ねる必要があると考えられた.

生育中に青枯病を防除する方法として，竹内・宇

田JIl8)はトマトにおいて養液に数種薬剤の添加を試

みているが， ト分な防除効果が見られなかったり，

薬害が発生して逆に発病を助長したりするので生育

中の防除は困難であることを報告している.一方，

草刈ら4)は銀の殺菌作用に注目し，酸化銀を被覆し

た布を養液に浸漬し溶出した銀の殺菌作用により

キュウリやミツバの根腐病の防除に成功している

この銀被覆繊維布は青枯病菌に対しでも抗菌力があ

ることが既に明らかとなっている3.5) そこで，銀

被覆繊維布を養液中に浸潰したり，銀資材である除

菌スプレーを防根透水シートに塗布したりして養液

中に銀を溶出させれば，青枯病発病株から養液中に

放出された青枯病菌を殺菌することができ，ニ次伝

染の閉止が可能と考えた.ところが本試験では全く

効果が認められなかった.この理由として，銀を溶

出させた養液に培地であるロックウールを浸漬させ

ると抗菌活性が消失することや，排出液から青枯病

菌が検出されたことから，ロックウールへの銀の吸

着やロックウールによる銀の不活化等の理由により，

銀の殺菌効来が発揮できなくなったと推察している.

高知方式湛液型ロックウールシステムは余分な養

液をそのまま排出する掛け流しタイプであるが，養

液中に含まれる肥料成分がそのまま河川等に流出す

ると富栄養化等，環境に対する負荷は大きい.この

問題の解決策として，循環型に移行させる必要があ

るが，そこで大きな問題となるのが病害防除である.

つまり，栽培システムのどこかで発病すると循環す

る養液を介してシステム全体に病原菌が蔓延してし

まう この問題を解決する方法として，銀を溶出さ

せた養液の給液タンクに排出液を入れれば，仮に排

出液中に病原菌が混入していたとしても，給液タン

ク内で病原菌を死滅させることができ，発病蔓延の

回避が可能と考えられる.本試験で実施した青枯病

菌のタンク投入接種では，発病遅延効果が認められ

たが，最後には無処理底と同じ発病になった.この

理由として，接種した青枯病菌の濃度が高く，全て

殺菌しきれなかったのかもしれない.また，養液中

に溶出させた銀の殺菌力が十分発揮されない事例が

しばしば観察されている(未発表データ).このこ

とから，今後は養液中に溶出した銀の濃度も実際に

測定しながら，その殺菌力の不安定要国を究明する

必要があると考えられる.
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Summary 

This study investigated sterilization techniques for culture beds infested with RaJstonIa solanacearum 

and the utilization of silver-coated cloth against bacterial wilt for hydroponically cultivated eggplant. 

Within a rockwool bed dried using the solar heating sterilization method temperatures were likely to 

rise to higher levels than in beds which remained wet. Accordingly， solar heating sterilization of culture 

beds was effective against bacterial wilt. The disease was also controlled completely by fumigation using 

chloropicrin and solar drying of the culture bed. R. soJanacearum was not detected 1 min after adding the 

bacterial solution into hydroponic solution containing the silver-coated cloth. However， this sterile effect 

was lost when a us巴dpiece of rockwool was added to the treated solution. A secondary infection of the 

disease was not controlled for eggplants cultured in hydroponic solution containing the silver-coated cloth. 

Inoculating the bacterium into a tank supplying silver treated hydroponic solution resulted in delay巴d

disease development. However， the final disease severity was the same as for plants grown with the non-

treated control. 

Key words : RaJstonIa soJanacearum， bacterial wilt， solar heating sterilization， hydroponics， eggplant， 

chloropicrin， silver， solar drying 
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