
  
  有孔ダクトと循環扇を併用したトマト灰色かび病発生抑制

技術

  誌名 農業および園芸 = Agriculture and horticulture
ISSN 03695247
著者名 村永,順一郎

金井,幸男
発行元 [発行元不明]
巻/号 84巻11号
掲載ページ p. 1084-1087
発行年月 2009年11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)



1084 

有孔ダクトと循環爵を併用した

トマト灰色かび病発生抑制技術

村永 )1頃 虫ド・金井幸男*

〔キーワ一円:トマト，訳色かび病，有孔ダクト，

循環爵

1 .は じめ に

施設栽培トマトは，冬期には夜間の暖房効率を高

めるために内張カーテンなどによりハウス内の気

密性を高めており，ハウス内が多湿になりやすい.

とくに近年は重鴻高騰の影響を受け，ハウスの気密

性をより高めている状況にある.一方，各地で被害

が拡大し，時態となっているトマト黄化葉巻病の対

策として，黄化葉巻病ウイノレスを媒介するタバココ

ナジラミの侵入を訪止するために，尽合いの細かい

防虫ネットをハウス関口部に展張するケースが多

い.そのため，日中の換気時に通気性が低下し，ハ

ウス内の湿農が一日中高くなりやすい.このような

多湿条件のハウスでは，病容が発生しやすく，とく

に多湿条件下で発生しやすい灰企かび病はトマト

栽培で大きな問題となっている.

灰色かび病の防除手段としては，微生物農薬の利

用などもあるが，化学農薬に頼る部分が大きい.一

方で，耕種的防除法として，循環請を利用した送風
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憤行ダクト配窓 温風ボイラー

が灰モろかび病の発生防止に有効であるという報告

もある(松浦ら 2004) .これは，循環蔚の送風に

よりトマト表面の結露量が減少する効果によるも

のであるとしている.灰邑かび病は，夜間の湿度が

93%以上，果実表面の結露時潤が 5時間以上になる

と発生が激しくなることが報告されており(手塚ら

1983) ，栽培ノ¥ウス内の湿度抵下，横物体表面の結

露防止を図ることが発生防止につながると考えら

れる.そこで，減農薬生産技術として送風を利用し

た灰色かび続発生防止技術を顎発するために，促成

トマト栽培における温風暖房機ダクトからの送風

を効率的に利用する方法として，①温風ダクトに小

穴を聞けた送風方法，②循環爵を併用した際の炭色

かび病発生抑命日効果について検討を仔ったので，こ

れらの試験結果の一部について概要を紹介する.

2. 有孔ダクトの配置と送嵐効果

温風暖房機に取り付けたダクトからの送風が効

果的にトマト群落面全体に当たるように，途中に小

穴を開けたダクトの送風効果について検討を行っ

た.ダクトの配置は，ダクトを通路の途中まで配置

ダクトの末端を
閉じて，穴から
r1fil風を送風

有孔ダクト留日夜 温風ボイラー

図 1 ダクトの配置

暖房機はネポン HK-1520・38，OOOkcal/h，サーモスタット夜間 9
C
C設定で使用

ハウス弱積は 150m2，うね幅 174cm，うねの長さ 13m

'If干潟県ぷ災業技術センターi選芸部 UunichiroMuranaga， Yukio Kan剖 0369-5247/09/￥500/1論文/JCOPY
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図 2 ダクトの違いによるトマト群落阪の風速 (2005年)
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図 3 ダクト記i買による灰色かび病発生来数の推移 (2005年)

しスソを開放した慣行ダクト配置と，夕ダ守クトを通E路各

の端までで、配置しスソを隣じて途中にノd小jト、穴(径約 8批cαm，

1m千

(隠 lυ).品種は「ハウス桃太郎J， r桃太郎コルトJ， 

f麗容j の 3品種をf共試した

トマト群落面(植物体表面)への風速は，慣行ダ

クト配置では，ダクト開放部から先は風が強く，開

放部手前では風が無く，トマト群務罰への風の当た

り方が場所によりはっきりと分かれていた.有干しダ

クト配置は群溶簡の全体に均等な風を当てること

ができ，とくに通路から高さ 50cmの部分の風が強

かった(図 2) .このことから，ダクトの途中に小

穴を開けた有孔ダクトは，トマト群落屈に効果的に

送風できることが確認できた.

3. 有子Lダクト孝IJ 用による

灰色かび痛発生持寄Ij効果

灰色かび病の発生は，慣行ダクト固と翠では 2月下

旬から発生し， 3~4 Jlにかけて発生が多かった.

方，有孔ダクト配置では， 4月下旬にわずかな発生

がみられただけであった(図 3) .これにより，有

孔ダクトを利用し，トマト群落部全体に送風するこ

とで灰色かび癖の発生を抑制できることが明らか

となった.また，品種では， r桃太郎コルトj で発

生が多い傾向で、あった(表1).収最は，供試した

3品種全てで，灰色かび病の発生による減収を抑え

ることができ，有干しダクト配置が慣行ダクト配置に

比べ増加した(表1).これらのことから，有孔ダ

クト配謹は，ハウス内全体に効来的に送風すること
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表l ダクト語己霞・品種が灰色かび病の発生と収量に及ぼす影響 (2005年)

試験区 灰色かび病

葉柄数株(茎)率
総、収量上物収量収穫果数

ダクト舵霞 品種 (kg/10a) (kg/10a) (巣/株)
(枚/株)

0.2 

慣行 桃太郎コルト 16.4 0.6 

11.9 1.1 

0.9 。
有孔ダクト 桃太郊コルト 3.2 0.1 

ができ，灰邑かび病の発生を抑僻する効果がみられ，

減農薬生産技術として有効であると考えられた.な

お，灰色かび病の発生は，感染源となりやすい枯死

花弁が果実に付者しやすい品種で多いことから，枯

死花弁を除去することも灰色かび病の発生を紡ぐ

有効な手設である(金井・剣持 2007) . 

4. 循環扇の併用

近年，循環扇はハウス内の視度ムラを低減する手

段として導入が進んで、いる.また，循環扇による送

風は氏名かび病の発生原因とされているトマト果

実表面の結露を減少させる効果も期待される.これ

までに紹介した温風暖房機に取り付けたダクトか

らの送風を効果的に利用できる有孔ダクト配置で

は，灰色かび病の発生を抑制することができたが，

温風暖房機が稼働しなければ送風時間も減少する.

そのため，気温が高くなる 3月項からは温風韻E号機
の稼働時間も減少し，有孔ダクトからの送風効果も

十分に得られない可能性がある.そこで，温風暖房

機の稼働時陪が減少したときにも，ハウス内の空気

を循環させることができる循環扇の併用効巣につ

いて才食言すを千子った.

循環顧(フルタエアビーム，出力 50w，79m3/min) 

は，東西棟ハウス (9mx20m) の北東および南東隅

の高さ1.5m ，こ設置し，定様後から終日運転した.

有孔ダクト配置に循環扇を併用したハウスと循環

を設置していないハウスとで，灰色かび病の発生

程度について比較を行った.また，両ハウスとも，

ハウスサイドおよび天窓の換気部には 0.4mm目合

いの防虫ネットを展張し，有孔ダクトはトマト各う

ねの株元に設置した(写真1).

(%) 

。
7.7 

7.7 。
3.8 

14.1 7.3 52.7 

10.5 6.6 32.2 

14.4 10.4 49.8 

16.5 10.0 57.0 

16.5 10.6 49.8 

17.1 11.0 57.3 

写爽 i 有孔ダクトの株元設置
(1条植え， Uターン整校栽培)

ダクトを株元lこ設i佼することで，ダクトがふくらんでも

作業の妨げにならない.

5. 循環扇の併用による

灰生かび病発生抑制効果

灰色かび病の発生は，循環扇併用ハウス，循環扇

無設置ハウスとも 3月上旬頃までは低く推移してい

たが，循環扇無設費ハウスでは，温風暖房機の稼働

時間が減少する 3月下旬頃に発生が急激に増加して

いたのに対し，循環扇併用ハウスでは， 3月下旬以

降も灰色かび病の発生を低く抑えることができ，発

生来数は徳環鼠無設置ハウスの約 25%で、あった(圏

4) .このことから，循環扇を併用することで，温

風暖房機の稼働時間が減少し，有孔ダクトからの送

風が減少する 3月以降もハウス内の空気を循環させ

ることができ，灰色かび病の発生を長期間にわたり

抑制できると考えられる.
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調査日 (2008年)

図 4 ~環扇の有無と!天王立かび病発生果の推移

試験実脳ハウス・初口 9m，換気音11をど 0.4mm民合いネッ

トで被磁，ダクトは有干しダクトを級元に設fIl.
調査期間:2008 年 2 月 22 日 ~5 Jj 5日

総資事長数:225株/ハウス

6. 利用上の留意点

以上の結果から，トマト促成栽培において，有孔

ダクト配置と循環需を併用することで，灰色かび病

の発生を抑制することができ，減農薬生産技術とし

て有効であると思われる.しかし，灰色かび病の発

生を完全に紡ぐことはできないので，初期防諜を徹

底するように心掛ける.

有干しダクトの小穴は，温風暖E号機の送風能力やハ

ウスの面積(ダクトの長さ)に合わせて，大きさや

間|潟を調整する必要がある.穴が大きかったり間縞

が狭いと，ダクト末端部の温風の温度が低くなり援

房効率が低下するので，末端付近の送風温度を確認

しながら穴を聞けることが必要で、ある.穴の大きさ

や数は，開けすぎたときにはテープで穴をふさぐな

どして対処する.ダクトが長くなれば，途中で逃げ

る熱量が多くなり末端部分はどうしても温度が低

くなるが，できる限り温度の高い送風が末端部まで

送れるように調整する‘

また，穴を空ける場所(角度)はトマトの整校法

により調整することが有効で，灰色かび病が発生し

やすい時期に，果実がある部分に効果的に送風でき

るようなイメージで穴の場所(角産)を決めること

になるが，穴聞けの一例として，ダクトがふくらん

写真 2 有孔ダクトの株元設置
(2条橋え，つる下ろし栽焔)

トマト織物体がダクトの上を通る場合iこは，盗ピ管など
を手Ij月iし，ダクトのつぶれを|坊く

だ時に，水平面から 450くらいの角度が良いと患わ

れる.

有孔ダクトを通路に設置すると作業の妨げにな

るようなときには，ダクトをトマト株元に設置しで

も良い.株元設置は，作業中にも温風援房機の送風

機能を利用して送風することができるので，早朝に

トマト果実表面の結露を平く乾;燥させるような使

い方もできる 1， 2) . 

7. おわりに

有孔ダクト記量による送風の利用については，温

風暖房機の送風能力やハウスの大きさなど栽培現

場に合わせた穴の調整が必要で，実用;場面において

完成させる技術であると考える.穴開けの労力が必

要ではあるが，灰色かび病の防除方法として比較的

取り組みやすい技術であり，ニの技術がトマト栽培

現場での灰色かび病防除の一助となることを期待

したい.
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