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緒

沖縄県は， s本で唯一亜熱帯地域に属し，病害虫の発生

様式は日本本土と異なり，病害虫の種類も多種多様である。

とくに，沖縄県の各種作物生産地域では，土壌病害が慢性

的に発生し，その被害が開題となっている。本研究の中心

的話題となる土地利用型作物(ジャガイモヲサツマイモ)

の土壌病害の発生状況は以下のようになっている。

ジャガイモの主要産地である宜野康村は 2000年に沖縄

県拠点産地の指定を受けたがその翌年の 2001年には青

枯病の被害によりその販売量は激減した (Tab1e1)。そ

の対策として 3~5 年程度サトウキどとの輪作によりそ

の被答を抑えてきたが，近年代替耕作地の減少によりラ被

害が再燃する傾向が見られている。

予号枯病は，トマトラタバコラナスヲジャガイモヲトウガラシ

などのナス科他 200余穫のJ植物で発生し，日本においては

これまでに約 40種の植物で本病の発生が知られている 1

2)。本病は熱帯，亜熱帯，温帯地域を中心に世界各地に分布

し，とくに，ジャガイモにおいては， Fig. 1に示すように北

極・南極大|畿を除く全大陸で発生が報告されているへ

その病原である Ralstoniasolanacearumは宿主範閤や生理

的な性質から幾つかのレースや生態援に類別される 4.5)。

トマトラナスラピーマン等では本病原菌に感染すると，まず

先端葉での急、なしおれに始まり，その後，植物全体が急速

に萎鴻し，最終的には枯死する。ジャガイモにおいては，

地上部に病徴を示すだけでなく，地下部にも病徴を示し，

収穫物を腐敗させる (Fig.2) 0 さらにヲ上記の性質に加

え本病原菌は土壌中に長期潤残存することからラ世界的

に難防徐土壌病害として恐れられている病害である。そ

のため，本病が発生するとヲ輪作，土壌消毒剤による土壌消

太陽熱土壌消毒等を実施しでも効果が低い場合が多くう

その発生を安定的に抑えることは困難な状況にある。現

在のところヲ 抵抗性品種や抵抗性台木の利用が最も有効

でありのラこれに土壌消毒等の複数の防除方法を組み合わ

せるなどの対策が有効であるとされている 7.8.針。近年，沖

縄県においてはジャガイモ以外に，トマトやニガウリラキ

ク等の生産地においても青枯病の発生が顕著になってき

ていることから，今後の対応が重要になると考えられる。

また，上記育枯病と同様に沖縄県のジャガイモ生産地域

で問題となっている土壌伝染性病害として，ジャガイモそ

うか病があげられる。本病答は Streptomyces属の放線菌

によって引き起こされる病害で，金設界のジャガイモ生産

地域で発生し，複数の菌種の関与がこれまでに報告されて

いる 10)。本病害にジャガイモが権病するとライモ表箆にか

さぶたや陥没状病斑を形成するため，商品価値がなくなる

(Fig. 3) 0 沖縄県においてはラ本病の発生はこれまで散

発的に確認されており，発生の確認された酒場においては

収穫皆無に!沿ったケースもある。そこで，沖縄県における

ジャガイモそうか病菌の菌種調査を東京農業大学の古m
教授と 2005年に実施した結果ヲ沖縄県においては S
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scabiesとS.acidiscabiesの2種が存在することが明らかと

なった(吉間私{言)。沖縄県のジャガイモ生産地の土壌

は酸性土壌である国頭マージが多くを占めるため，酸性土

壌で発生する菌種であるS.acidiscabiesに対する対策が今

後，重要性を増すものと考えられる。本病害の防除対策と

しては，これまでに多くの報告があり，基本的には無病種

いもの利用，土壌消毒ラ i論{乍，土壌 pHの矯正，抵抗性品種

の利用等があるがラ単一の防除技術では訪除効果は見込め

ないことから，複数の訪除手段を組み合わせることが本病

の紡除には重要であるとされている 11)。

沖縄県で栽培されているサツマイモの主力品種は官農

民配備瀬，沖夢紫の 3種類であり，これらは果肉邑が紫

色を呈することから，車工イモと一般的に呼ばれている。

本来ラ紅イモとは 1947年に当時の琉球政府により開発さ

れた宮農 36号のことを示していたが，本品種は連作障害

によりラ 1980年代にはその栽培はほとんど無くなり，現復

では備瀬(来歴不明)の栽培が約 90%，r中夢紫 (2003年

沖縄県農業試験場闘芸支場育成)が約 5%を点めるよう

になった。そこで， 2000年に沖縄県読谷村のサツマイモ

連作臨場で，宮農 36号と備瀬の栽培試験を行い，連作障

害の要因となる病容の調査を行った結果，宮農 36号にお

いて，病原が Strptomycesipomoeaeに起因する立枯病に類

似の症状を呈する塊根が多く確認された (Fig.4)。権病

塊根を形成した茎部の黒色陥没癖斑から病原菌を分離し

た結果 (Fig.5) ，青住の気中菌糸を生じる放線菌が高

に分離された。本菌の接種試験を行った結果，同一病徴

が再現されたことからラ立枯病が沖縄県におけるサツマ

イモにおける連作障害の主要医であることが明らかとな

った。同一臨場で栽培した備瀬においては，立枯病の発

生は少なかったことから，現在，i勝瀬が抵抗性を有するた

めに多く栽培されるようになったと考えられた。立枯病

は放線菌 Streptomycesipomoeaeこ起到する土壌伝染性病

害で米国および日本での発生が知られているが 12，13) 本

病害の防除方法に関する知見は少ない 14，15， 16， 17)。

またう沖縄県lこはサツマイモの特殊病害虫であるイモ

ゾウムシ (Euscepespostfasciatus) とアリモドキゾウムシ

(Cylas formicarius) が存夜するために，捕物関疫法によ

って白木本土への塊根と苗の移動が規制されているが，

2000年に読谷村に蒸熱処理加工施設が導入されたことに

より，本処理がなされた塊根については，岡本本土への持

ち込みが可能となった。しかし，蒸熱処理が施されラ g本

本土に出荷された塊根において，サツマイモ黒斑病菌

( Ceratocystis fzmbriata) や サ ツ マ イ モ 炭 腐病菌

(Macrophomina phaseolina)による腐敗等の際題が生じ罰

題となっている (Fig.6ラ7)。

日本本土においては，上記に述べたジャガイモやサツマ

イモの病害対策として，クロルピクリン剤による土壌消毒

が一般的に行われている。



しかし，沖縄県においては，作物生産圃場と住居とが

隣接しており ，クロルピクリン剤による土壌消毒を行え

ない状況にある。また，近年，食の安全 ・安心や環境に

対する社会的意識が高まり， 化学合成された農薬および

肥料の使用を慣行の 5割以下に抑え，環境への負荷をで

きる限り低減 して農産物を生産するという 特別栽培農産

物 (2003年 4月改正、 2004年 4月施行)への期待が大き

このような社会的情勢の中で生産農家からは，安全で

環境に優しい代替防除技術の開発が強く求められて

いる。そこで，第l章においては，ジャガイモ青枯病の

耕種的・物理的防除法について研究を行った。つい

で第2，3章においては，生物(植物，措抗微生物)を利

用した新しい作物病害の生物防除技術を開発するこ

とを目的として研究を行った。

し、。

Table 1. Transition of number of farmers， planted a閃 aand commercial 

amount of potatoes in Ginoza， Okinawa， Japan 
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Internal symptom 
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Fig. 5. Canker lesion which was obsearved in 
subterranean stem of the above figure. 
From this lesion， the pathogen of soi! rot of 
sweet potato (Streptomyces ipomoeae) was 
iso!ated. 

Fig. 6. Decay of storage roots of sweet potato (Cultivar: 

Bise) which were treated by the vapor heat treatment 
equipment. 

From these storage roots， the storage disease pathogens 
(Ceratocystis fimbliata and Macrophomina phaseolina) 
were isolated. 
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一Fig. 7. Storage roots of sweet potato with and without vapor heat treatment (VHT) in which the storage disease pathogens were inoculated. 

The above pictures shows the storage roots that seven days passed 

after the pathogens had been inoculated . 

33 



第 1霊安 耕麓的防除法および物理的防除法によるジャガイモ青枯病の肪除

第 l節 植え付け時期の違いによるジャガイモ膏枯病の 2.沖縄県で分離されるジャガイモ青枯病菌の生理型

被害回避 宜野座村の栽培年数が異なる園場 (3地点:GN-1， 2， 

緒言

ジャガイモ青枯病の発生には穏いも植付け後 30日間

のR平均気滋が重要であることが片山・木村山)により示

されラ長崎県において，秋作の植付け後， 30日間の日平均

気温が 230C以上の時に本病が多発しやすく，それ以下で

は発病が著しく減少することが明らかにされた。その後，

後藤ら 19)は日平均気温 230Cを日平均気温 24.30Cに修正す

ることにより，秋作の栽培後期の初霜による収量低下と

病の被害を回避することが可能であるとした。そこで，沖

縄県のジャガイモ生産地域において青枯病の発生と気象

条件の関係を明らかにすることを目的としてラ青枯病の発

生率と気象条件とを関連させて諦査した。

また，背枯病菌の病原締菌には分離宿主および宿主範閣

の違し、から分類されるレース (race)や二糖類および結

アルコーノレからの酸の産生能の達し、から分類される生理

担 (biovar) が存在する 4、5)。片山・木村 20)は長崎県のジ

ャガイモから分離される青枯病菌について研究を行い，生

理型では biovar・11，mおよびIVの 3務に，レースではナス

科全散をど侵すレース 1とジャガイモとトマトにのみ病原

性を示すレース 3の2穂類に類別し，これら系統が長崎県

内に広く分布することを明らかにした。そこでう沖縄県で

発生するジャガイモ青枯病の生理型 (biovar) を鳴らかに

するために研究を行った。

材料および方法

1.脊枯病発生実態調査

(1)アンケート調査

2000年 1jj 31日に宜野座村のジャガイモ栽培農家 13

農家 (52筆)を対象に， 1999年度の栽培状況について，ア

ンケート調査を行った。調査様式は，品種「デジマj の穂

いも植付け時期(10月， 1O~11 )ヨラ 11月， 12月)男IJに国場

での枯れ株の発生状況について， 4段階(①全株健全ラ②

少しの株が枯れ，③半分の株が枯れ，④全株が枯れ)の評

価基準を設けた。

(2)閤場調査

農家陸揚におけるジャガイモ青枯街の発生実態を把握

するために，沖縄県宜野座村 (6地点)と名護市(l地

点)の青枯病発生関場を調査対象としラ 1999~2001

かけて植付けから 30Sごとに青枯病発病株数を調査した。

宜野座村の気象データついては，沖縄気象台の鏡iJ¥IJ所が存

在しないためラ調査闘湯に近隣の金武町の観測データを使

用した。;j;護市については，沖縄気象台の名護市の観測デ

ータを使用した(h社。://www.okinawaイma.go.lDD。

34 

3)を調査地点とした。間場 GN-1，2， 3のそれぞれの穏い

も植え付けおはう 2000年 10jj 19日ヲ 20日， 15日で，植え付

け 2ヶ月後に青枯病発病初期の株を採取した。 t也i深部の

茎を滅菌水中に浸し，原・小野培地 21)に画線し， 5日後培

地上に出現した青枯病蕗コロニーを釣菌した。分離され

た病原細菌はラ生理担の検定時まで水保存法 35)により保存

した。生理型の判別は Hayward22)の方法に従い，糖アルコ

ール(マンニトール)および二糖類(ラクトース)から

の酸の産生による biovar検定用培地の色の変化を調査し

て判定した。

結果

l.脊枯病発生実態調査

(t)アンケート調査

10月植付けの翻場では少しの株が枯れj が 73.7%，

また「半分の株が枯れJが 10.5%で，枯れ株が確認された

割合は合計で 84.2%であった。また， 1O~11 )ヲ植付けの

闘場では、 「少しの株が枯れJが 25%， I半分の株が枯

れj が 75%でラ枯れ株が篠認された割合は合計で 100%で

あった。 11月植付けの悶湯では少しの株が枯れj が

50%で，枯株が確認された割合は 50%であった。 12月植付

けの悶場ではう 「少しの株が枯れJ25%で枯株が確認され

た割合は 25%であった。種いものJ植え付けが後期になる

に従って，枯n1朱の発生する都合が少なくなる傾向がみら

れた (Table2) 0 

(2)厨場調査

沖縄県宜野座村，名護市の青枯病発生岡;場における青枯

病発病株を 1999~2001 年に定期的に裾査した結果ヲ穏い

も植付け後 30日間における日平均気視が 21.1oC以上で経

過した場合，車晶、も植え付け 60，90日後には青枯病が多発

する鎮向がみられた。とくに，調査踊場Glにおいては，

1999年 10月 22日および 2000年 10月四日に稜いもを植

付けた;場合，様付け 60日後でそれぞれの青枯病発病率が

26.3%ヲ25.3%と中程度の発生率となったが， 2001i:j三 12月2

引こ手品、もを植付けた場合ラ植付け 60日後で青枯病発生

率が 3.7%と小発生となり，種いもの植付け時期の違いに

よる青枯病被害の菱が顕著であった (Table3， Fig. 8) 0 

2.沖縄県で分離されるジャガイモ背枯病菌の生理裂

沖縄県で発生するジャガイモ青枯病菌は biovar11，阻

およびIVの 3種が存在することが明らかとなった。栽培

年数が]年目の圃場においては， biovarIVの分離率が

9.4%と低かったが，栽培年数が 3，7年目の画場では

91. 9， 64. 9免と biovarIVの分離率が高くなる傾向がみら

れた (Table4)。



Table 2. Ratio of dead potato plants in fields by the difference of planting period of seed tubers 

Seed tuber Number of Ratio of dead potaωplants in the fields (%) 

planting period fields None Little Middle AIl Non-answer 

Oct. 19 15.8 73.7 10.5 0 0 

Oct.'"'-'Nov. 12 0 25.0 75.0 0 0 

Nov. 14 28.6 50.0 21.4 0 0 

Dec. 7 85.7 16.7 0 0 0 

1 )Questionnaire survey ωfarmers was done in Ginoza， Okinawa， Japan on 2000.1.31. 

Table 3. Relation between wilt incidence ofpotato and averag巴meantemperature of 30 days 

after planting of seed tubers 

Date of Field No Cultivar Wilt incidence of A verage mean 

planting 30， 60， 90 days after temperature of 30 

planting (%) days after planting 

30 60 90 CC) 
2000.10.19 G-2 Dejima 0.9 12.2 22.4 

2000.10.20 G-3 D句lma 16.9 46.1 22.3 

1999.10.22 G-1 Dejima O 26.3 22.8 

200l.l0.29 G-l Dejima 0.3 25.3 38.4 21.1 

2001.10.29 G-4 Mehkuin O 4.6 32.5 21.1 

2000.11.13 N旬 l Dejima 2.5 24.0 21.2 

200l.ll.l3 G-5 Dejima O 2.6 9.5 20.3 

2001.11.16 G-6 Dejima O 0.5 6.0 20.1 

2000.12.02 G-l Dejima O 3.7 18.3 

1) '-' shows no investigation. 
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Fig.8. Difference ofwilt incidence ofpotato by the difference of date of 

planting in the field G-l 

Table 4. Isolation ratio of each biovar of Ralstonia solanαcearum in potato fields 

Field No. Cultivation years Isolated pathogens 1solation ratio of each biovar (%) 

number II III N 

GN-3 

GN-2 

GN-l 

1 year 

3 years 

7 years 

今
ノ
』

司

/

司

/

今、
J

吋、
d

今、“

40.6 50.0 9.4 

8.1 0 91.9 

21.6 13.5 64.9 

n
u
n
u
n
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考察

アンケート調査結果においてラ 10 月ラ1O~11 月にかけて

種いもを植え付けた鴎場で枯れ株の発生が多くみられる

という結果はラ種いも様付け後 30日聞における日平均気

温が 21.1oc以上で経過した場合，青枯病が多発するという

圃場調査結果と一致した。そこで，沖縄県においては，前

年度，青枯病の発生のみられた臨場ではラ種いもを横付け

る侍期は気象台発表の長期予報を参考に，約 210C以上の

R平均気温が 30日間続く詩期の植付けは避け，約 21
0
C米

構の日平均気温が 30日間続く時期に植付ける必要がある

ものと考えられた。

沖縄県のジャガイモ青枯病菌の生理型についてはう栽t音

年数が 3年を経過すると， biovarNの分離される割合が高

くなる傾向がみられた。片flI.木村 18，20)は biovarIIとN

の増殖楓度特性を調ベラ 3S
0

Cの高温域では biovarNが

biovar IIに比べて増殖速震が速くう 16，SOCの低溺域では

biovar IIが biovarNに比べ増殖が良好で、あることを報告し

た。また，管 23)は長崎県におけるパレイショのl暖地二期連

作下でのジャガイモ青枯病菌の biovarの動態を調査した

結果，各種 biovar(II ，ill，N) を等最混合接種した場合，作

付けを重ねると土境中で biovarIIが俊おしてくるが，気温

が高い秋作初期の発病には特異的に biovarNが関与する

と報告している。

以上のことからラ沖縄県のジャガイモ連作間場では，種

いも植付け後 30日間の|ヨ平均気I績が約 210C以との比較

的温度がおい時期に植付けた場合，ジャガイモ栽培前半で

は沖縄県で優占度が高いと推察される biovarlVが発病に

大きく関与し，気温が低下する栽培後期では， biovar IIが関

与するため，相乗的にその被害が多発するが，約 21
0

C未満

の温度が低い時期iに植付けた場合には biovarNによる発

病が回避され， biovar IIが脊枯病の発病に際与し，結果とし

て青枯病の被議が軽減されるのではなし、かと推察された。

第2節

緒言

短期輪作と太陽熱土壌消毒との併用によるジ

ャガイモ脊枯病の防除

土壌病害防除には他作物との輪作が基本であり，青枯病

菌については一般的にウリ科，イネ科，マメ科作物の悶場

では増嫡しにくいといわれている 24)。ジャガイモ青枯病

についてう後135ら25)がダイコン，ラッカセイラサツマイモの

栽培を組み合わせた短期輪作の効果を調べた結果，ジャガ

イモ連作区での青枯病の発生と比較して，短期輪作した場

合ラ青枯病の発生は少なく有効で、あったと報告している。

またラ太陽熱土壌消毒はラ太陽熱により土壌伝染性の植

物病原蕗，植物寄生性線虫および雑草を死滅させる物理的

訪除法である。世界で最初の太陽熱土壌治毒は Katanら

26)によって行われ，土壌病害防除を目的とした露地太陽熱

土壌消毒であった。日本では、宮沢 27)がヤクヨウニンジ

ンの根腐病に効果を認めて以来，イチゴ萎黄病ラホウレン

ソウ株腐病，ナス半身萎ちょう病，トマト萎ちょう病，トマ

ト青枯病，植物寄生性線虫で効巣が確認されている 28，29，30，

31， 32)。ジャガイモにおいては青枯病とそうか病に対する

試験が行われており 33) そうか病についてはその効果は土

壌消毒剤には及ばないが，比較的安定した訪徐効果が得ら

れ，青枯病については，防総効果に年次的な変動があり安

定した防除効果が得られなかったと報告している。

沖縄県においてジャガイモは 10月下旬から 12月に種

いもが植村ーけられ，祖付け後 100日程疫を自処に収穫され

る。ジャガイモを連作する場合臨場が約 9ヶfJの謂裸地

の状態となるためラ土地の利用効率が低い。この期間中に

他作物の栽培と青枯病防除対策(太陽熱土壊消毒)を組

み込むことが可能となればラ農家所得およびジャガイモ生

産性の向上に寄与できるものと考えられる。裸地期間中

に太陽熱土壌消毒を組み込むためにはラ地温の上昇が期待

される夏場 (8~9 月)に本処理を行うことが重要とな

る。よって，ジャガイモ収穫後から 7月の期間中で栽培が

可能であり，かっジャガイモ青枯病の発生に影響の少ない

短期輪作作物を選定することが重要で、ある。

そこでラ本研究では，上記内容に合致するマメ科作物で

あるラッカセイとダイズをジャガイモの前作作物として

栽培し，栽培終了後，太陽熱土壌消毒:を行うことによって

ジャガイモ青枯病の防除効果が得られるか否かを検討し

た。

材料および方法

試験は沖縄県農業試験場名護支場内闘場(赤色土:国頭

マージ)において 2000から 2002年度にかけて行った。

試験は乱塊法によりラ l区当たり 6m2の 3反復で、行った。

各試験区ともラ青枯病菌の他試験区への汚染を防ぐために，

高さ 4Scmの畔シートを 30cmの深さまで埋め込みラ他の

試験匹と i哀切った。各年}支における試験区は下記のよう

に設寵した。

f出作作物 妨害i，(軟な) 防~{\ (畝立なし) クロルピクリン 無処理

2000 2001 2002 

フッカピイ 000  

ダイズ 000  
無し 000  

O 試験j豆あり， χ 試験[主祭L

p~)然:土太妨害~\土綴:肖滋を示す。

2000 2001 2002 

o 0 
o 0 

0 0 0  

2000 2001 2002 

000  

000  
000  

2000 2001 2002 

0 0 0  

0 0 0  
0 0 0  

前作で栽培するダイズとラッカセイの品種，播種目およ

び収穫日ならびに後作で栽培するジャガイモの品種ラ植え

付け日および収護日は下記に示した返りである。 各作

物の耕種概要は沖縄県野菜栽培要領 34)に準じた。

フツカセイ ダイズ ジコ研二子モ

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

品事E 千三史半交 '1二基5半-:lL タチマサリ フクユタカフクユタカフクュタカ アジマ アンマ デジマ

t議1'<1¥13 6/2 4/30 4116 6/2 4/30 4116 11113 11112 1111 1 

収穫沼 8110 7/30 7/26 8110 7/30 7126 2001/2113 2002/2/20 2003/2/21 
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2000年 7月 13日に試験区 l区当たりジャガイモ青枯病 たコロニー数を計測した。

菌菌液(沖縄県農業研究センタ一保存株:biovar IIラ悶ラ IV

の混合菌液:107~108cfu/mL)を 100Ll10a の割合でラッ

カセイ区ラダイズ区の畝上，畝間および前作無し区の土壌

に散布後ラ散水処理を行った。各前作の作物残澄は栽培終

了後臨場外に持ち出した。前作の収穫後ラ全試験涯に堆肥

を1.0tonlOa一lの割合で散布後，小型トラクターで深さ約

20cmを2田耕起し，土壌と十分に混和した。

太陽熱土壌消毒区の処浬期間は下記に示した通りであ

る。

2000 2001 2002 
処理期間 8116~9/6 8 ヲ ~9/23 8/5~9/4 

太陽熱土壌消毒はラ畝立を行う試験反(数立)と畝立て

を行わない試験区(畝立なし)の 2処理で比較検討した。

畝立てを行う試験区の畝は幅 75cmラ高さ 20cmの平畝で，

畝間 20cmで作製した。上記処理日に十分量の水(地下

30cm 層土壌の水分合率:約 25~30%) を散水し，試験区

をポリエチレンフィルム(厚さ 0.05mm) で被覆した。

2000年のラッカセイ・ジャガイモ短期輪作包とダイズ・

ジャガイモ短期輪作毘の太陽熱土壌消毒(畝立なし)の

試験区は，設置しなかった。 2001年から本試験区を設置

し，病原菌の接種に損しては， 2001年 6fJl13に上記接種

方法に準じて行った。また， 2002年はジャガイモ連作区

の太陽熱土壌消毒区(赦立)の畝立ての手法を改良し，畝

関に傾斜をつけて水が{季初?しないように工夫した。

クロノレピクリン区の処理量および処理期識は下記に示

した通りである。

f
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2002 
30LlIOa 

10/5~10/19 

クロルピクリン剤jは上記処理!日に手動式かん注機を用

いて， 上記量を土壌深農 15cm，30cm陪隔の千鳥状iこ点注

した後ラポリエチレンフィノレム(厚さ 0.05mm) を被援し

た。処理終了後にポリエチレンフィルムを除去しヲ小型ト

ラクターで耕起してガス抜きとした。

ジャガイモの栽培期罰中定期的に地上部の青枯病発病

株率を調査した。また，ジャガイモ収穫後，収量調査なら

びに権病いも率を調査した。

太陽熱土壌消毒(畝立)処浬後，各試験区の畝・畝間土

壌(深さ 15cm) を採取し，下記に述べた手法により土壌

中の青枯病菌密度調査を行った。生土 50gを 450mLの滅

菌蒸留水の入った 500mLの三角フラスコに入れラ 10分時

上下に激しく振とうした。 5分間静霊後，上澄み液 IOmL

を 90mLの滅菌蒸留水の入った 100mLの三角フラスコに

入れ， 5分間上下に激しく振とうした。同様な希釈操作を

5段階まで行い，各希釈段階における希釈液 100μLを原・

小野培地 21)に滴下し，コンラージ棒でシャーレ全面に広げ

て，水分を乾燥させた。 1希釈段階液につきラシャーレ 5枚

を用いた。 25
0

Cで 5日開i吉‘養後，シャーレ王手板上に出現し

結果

ラッカセイ・ジャガイモ短期輪作豆(無処理区)にお

いてララッカセイ青枯:月号が各年を通して発生し，その発生

率二は約 5~20%程度で、あった (Pig.9) 0 2000年に擢病株

10株から病原菌 10菌株を分離しラ前節の手法により生理

型を決定した結果， biovar切とWが 3:7の割合で分離され

た。

ラッカセイ・ジャガイモおよびダイズ・ジャガイモ短

期輪作区(然処理区)で各年の育枯病捲病いも率を比較

するとラ 2000，2001年は同区間において有意な差は認めら

れなかったがラ 2002fj三はラッカセイ・ジャガイモ短期輪

作区の提病イモネがダイズ・ジャガイモ短期輪作区と比

較して有意に高くなった。またうラッカセイ・ジャガイモ

短期輪作区(無処理区)とジャガイモ連作区(無処理

区)についても上記と同様であった。しかし，ダイズ・ジ

ャガイモ短期輪{乍区(無処理区)とジャガイモ連作区

(無処理区)で、各年の青枯病催病いも率を比較するとラ試

験期間中を通して，青枯街i事i病いも率に有意な設は認めら

れなかった。ラッカセイ・ジャガイモおよびダ、イズ・ジ

ャガイモ短期輪作|笈(然、処玉虫区)とジャガイモ連作i玄

(然処理区)においてそれぞれの 2000~2002 年の'I!f枯病

憶病いも率を比較すると，有意な差は認められなかったも

のの，ダイズ・ジャガイモ短期総作i玄は各年を通して約

17~18%の青枯病擢病いも率を維持した (Table 5)。

以上の結果から，前作にラッカセイを栽培すると，後作

のジ.yガイモでi1fi'it"病の被害が土問7JUし，前作にダイズを栽

培すると，後作のジャガイモ青枯病の発生に影響が少ない

ことが明らかとなっ

各年を通して，各短期輪作試験およびジャガイモ連作区

における太陽熱土壌消毒i玄(畝立なし)とクロルピクリ

ン区の脊枯病催病いも率を比較するとラ前作の有無にかか

わらずラ同区間で有意な楚が認められずラ太陽熱土壌消毒

(畝立なし)はクロルピクリン処理と i司等の青枯荊紡|徐

効果が認められた (Table5) 0 

2000年において，ジャガイモ連作区の太陽熱土壌消毒

(畝立なし)の青枯病擢病いもが確認されなかったのに

対してラ太陽熱土壌治議(畝立)の青枯病捲病いも率が

5.9%と発病が高くなる傾向がみられたことから (Table

5)ラ2001年から太陽熱土壌消議区(畝立)処理後の赦間

土壌中の青枯病菌密度を調主主した。その結果，各太腸熱土

壌消毒(妙、立)処理後の秒、間土壌から青枯病菌が検出さ

れ (Tab1e6) ，太陽熱土壌消毒〔妙、立:ラッカセイ・ジャ

ガイモ短期輪作区とダイズ・ジャガイモ短期輪作区

(2001， 2002年)ラジャガイモ連作区 (2000，2001， 2002 

年))の青枯病擢病いもさ何人それぞ、れの太揚熱土壌消毒

区(i玖立なし)と比較して，有意に高くなるケースが篠認

された (Table5) 0 

しかし， 2002年にジャガイモ連作区においてう畝間に*

が停滞しないように設置した試験区では，畝間土壌におい
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が検出されず (Table6) ，太陽熱土壌消毒区

(畝立なし)およびクロロピクリン区と比較して青枯病

捲病いも率に有意な差は認められなかった (Table5)。

の短期輪作による各処理区のジャガイモ収量を

Table 7に示した。各年を通してダイズ・ジャガイモ短期

輪作区のクロノレピクリン区で安定して高い収量が得られ

た。ダイズ・ジャガイモ短期輪作区とジャガイモ連作区

の収量について比較するとラ 2001年までは各同一処理区

間において， 2000年のクロルピクリン区以外では有意な

差は認められなかったが， 2002年については，各需一処理

区間において有意な差が得られ，ダイズ・ジャガイモ短期

輪作試験区での収量の増加が確認された。

Table 5. Control effect ofb丘cterialwilt of potato by the combination ofshort也termrotation and soil solarization 

Pr巴cedingcrop I Treatment I Year I Ratio of 

Pea凱an加1

Soybean 

(羽Wi江thoutridging) 

Chloropicrin 

Notr・eatment

Soil solarization 

(Ridging) 

No treatment 

Soil solarization 

(Ridging) 

Non-precedi時 Soilsolarization 

cropping (Without ridging) 

1 )The statistical analysis by Tukey-HSD t巴stafter arcsine conv巴rsionwas done between each treatments in which letters of each 

columns巴xist.The ratio of diseased tuber with the same letters in the column do not differ significantly at 5% level. 
2)The treatment was done so that water did not coll巴ctin the furrow. 

Table 6. Density ofthe pathogen in soil after soil solarization with riding 

Preceding crop Year Density ofthe pathogen in soil1
) 

(cfu g-l dry weight of soil) 

Peanut 

Soybean 

Non-preceding 

croppmg 

Ridge Furrow 
2) 

2000 

2001 O 2.1 xl0
4 

2002 O 5.6xl02 

2000 O 

2001 。 1.lxl0
4 

2002 O 2.8x 1 00 

2000 O 

2001 O 1.6x 1 00 

20023
) O O 

1) Soil was coUected at 15cm below the surface. 

2)' -' shows no investigation. 

3)The treatment was done so that water did not collect in the furrow. 
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Table 7. Effect of various treatments on yield of potato 

Total yield (kg) 

Preceding crop Treatll1ent 2000 2001 2002 

(Rid長i'!!l)

Soilsolarization 12.6cd') 13.4ab 23.7ab 

2) 11.4 abc 22.0 abc Peanuts Soil solarization 

日 (Without rid皇111鮫 m …
Çhl<?I:<?p' i.~~:i'l ... . 1 8. 7 ~ b 13.0 ab 26.7 a 

No treatll1ent 8.5 d 9.6 bc 19.6 bcd 

Soil solarization 12.2 cd 13.0 ab 23.3 ab 

(~i9.z. il!絞 ………
Soybean Soil solarization 8.8 c 25.2 a 

問(y:!" i t.~c:J~t. Ei9. gillg)..... …
ch.l<?I:.<J.p'iEI:.i.，!“"…19.7 a … 14.0 a 26.1 a 

No treatment 11.6 cd 10.6 abc 23.3 ab 

Soil solarization 11.6 cd 12.2 abc 15.9 d 

(~!9.gi り g)
・・・・・ーー咽 酔酔・4・・4・・ ・4・4・4・・4・4・4・4・4・

Non-preceding Soil solarization 11.1 cd 9.4 bc 16.3 cd 

cropping{y:!"llithout ridging) 

CI!I<?I:<?p'i日111………15.2bc 1 1.4 abc 19.3 bcd 
No treatment 11.6 cd 9.7 bc 16.4 cd 

1 )The statistical analysis by Tllkey-HSD test was done 

between all treatll1ents of each year.Nllmbers followed 

by the sall1e letters do not differ significantly at 5% level . 

2)'一， shows no examination 
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Fig. 9. Bacterial wilt ofpeanut 

考察

ダイズ ・ジャガイモの短期輪作試験では，ダイズは後作

のジャガイモで、青枯病発生への影響が少なく，また輪作 3

年目にジャガイモの収量がジャガイモ連作区と比較して

有意に増加したことから輪作作物として有効であると考

えられた。

しかし，ラッカセイ ・ジャガイモの短期輪作区では，ラ

ッカセイ青枯病が発生し，後作のジャガイモで青枯病の被

害が増加したことから，ラッカセイはジャガイモの短期輪

作作物としては有効で、はなかった。

日本では，ラッカセイから青枯病の病原細菌として，

biovar 1，レース lが分離されており刊本試験の結果と既

知の情報とが異なっていることから，沖縄県における青枯

病菌の細菌学的性質ならびに遺伝的特性を調べる必要性

があると考えられた。そこで，沖縄県で分離されたジャガ

イモ青枯病菌 biovarIIlの遺伝的特性を明らかにし，さらに

近年沖縄県の北部地域のニガウリ産地で問題となってい

るニガウリ青枯病菌 biovarIIIとジャガイモ青枯病菌との

Fig. 10. The water which collected in furr噌ow

因果関係を明らかにするため，農業生物資源研究所と共同

研究を行った。Rep-PCR法による増11I高DNAパターン(プ

ライマー:REP， ERIC， BOX) と病原性遺伝子 hrpB領j或

の塩基配列を解析した結果， biovarIIlに属する沖縄県のジ

ャガイモ分離株の大半および全てのニガウリ分離株は，遺

伝的に類似し，既存の圏内分離株と異なるクラスターを形

成することが明らかとなった。本研究により，沖縄県では，

日本本土と異なり，ジャガイモとニガウリを犯す独自の

biovarIIl系統があることが示された 36)。

また， Hayward5)により南米アマゾン地域，日本，インド

ネシアおよび南西アフリカで分離された biovarIIは，世界

各地でジャガイモより分離される biovar11と病原性およ

び細菌学的性質に違いがあることが明らかにされ，新しい

生理型 biovarN2に分類された。そこで，上記 biovarIIIの

研究結果と同様に，沖縄県産 biovar11についても日本本土

産株と何らかの差があるのではなし、かと考え，沖縄県，日

本木土および外国産のジャガイモから分離された bioval

Eの細菌学的性質ならびに遺伝的特性を明らかにするこ
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とを目的として，農業生物資源研究所と共同研究を行った。

各種炭素源の利用能と生浬的性質について検討した結果，

日本本土と沖縄産株は全て biovarN2に分類されラインド

ネシアとフィリピン産 biovarN2株と炭素源利用能が同一

で、あった。また，これら株はブラジルとベルー産の biovar

N2とは炭素源利用能が異なった。 Rep-PCR法による増!幅

DNAパターン(プライマー;REP， ERIC， BOX) の解析を

行った結果では，日本本土と沖縄産 biovarN2は，フィリピ

ンとインドネシア産の biovar噌 N2とは別のクラスターを形

成することが暁らかとなった。沖縄県は亜熱帯気候に属

するので，沖縄産株は，インドネシアやフィリピン産株と

近いクラスターを形成すると予想したがラ結来は異なった

以上の結果から，次章から研究で使用する biovarIIは

biovarN2と言出主した。

青枯病関連の主11:種的防除技術，特に輪作関連技術に関し

ては日本本土で適用可能な技術が沖縄県では適用できな

い可能性があることから，沖縄県では臼本本土で開発され

た技術の導入にあたっては締心の注意が必要であること

を今回の試験は示唆している。

今自の試験では，タγズはジャガイモの輪作作物として

有効であったがラ他の輪作作物の選定に行うに当たっては，

沖縄県で分離される青枯病菌を遺伝子レベルで解析し，さ

らに，宿主範凶等の詳細な検討を行った後に，宿主となり

得ない作物を選定する必要があると考えられた。そのた

め，現在，沖縄県内で分離された各種作物の青枯病弱を農
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業環境技術研究所と共同で遺伝的解析を進めている段階

である。

太陽熱土壌消毒に関しては，前作の有無にかかわらず，

前作栽培後に太陽熱土壌消毒(赦立なし)を行うことに

よって，青枯病を防除できることが示唆された。

しかし，太陽熱土壌消毒(畝立)については，本処理区

の青枯病擢病いも率が太陽熱土壌消毒区(畝立なし)と

比較して有意な差が得られるケースが確認された。これ

はポリエチレンフィルムーとに停滞した水の影響 (Fig.

10) で太陽熱土壌消毒の地温上昇効果が妨げられたこと

によりヲ畝間に存在する青枯病菌が生存したことが原因で

生じたと推察されたことから， 2002年にジャガイモ連作

区において，畝聞に水が停滞しないように試験誌を設置し

た。その結果ラ本処理区は太陽熱土壌消毒区(畝立なし)

およびクロロピクリン区と比較して青枯病擢病いも率に

有意な差は認められなかった。以上のことから，太陽熱土

漆消毒(赦立)を行う場合には，闘場の立地条件を考慮す

る必要があると考えられた。

しかし，沖縄県のジャガイモ主要生産地である宜野座村

の個人平均経営規模は 1.24haであり，太陽熱土壌消毒を行

う際に必要となるポリエチレンフィルムを広大な殿場に

被覆するのは，不可能であると現場農家から指摘された。

そこで，次章では，その代替防除技術を開発することを目

的とした。



第 2章 有用植物を利用した青枯病および植物放線菌病

の防除

第 1節 アメリカフウロを利用した青枯病の肪除

緒言

植物の中には抗菌活性を有する特殊な化学物質を含有

するものがある。{例えば、藤井ら 38)はいくつかの薬用植

物の水抽出液とメタノーノレ抽出液にダイコン萎黄病菌

(Fusarium oxysporum王sp.raphanO に対する抗菌物質が

存在することを報告している。実際に，抗菌成分を含有す

る植物を使った土壌病害防除に慢してはラこれまでに

Geranium pratenseを利用したジャガイモそうか病

(Streptomyces scabies)の防除 39，40) ニンニクを利用した

パパイヤ苗立枯病 (Phytophthorapalmivora) の防除 41) フ

シネハナカタバミを利用したトマト萎凋病 (Fusarium

oxysporum王sp.lycopersicOの防除 42) シナニッケイやト

ウガラシ (Chilipepper) の抽出液やそのオイノレを利用し

た Phytophtoranicotianaeの防除 43)等が報告されている。

}れらは興味深い研究事例であり，今後抗菌成分を含有す

る植物を利用した土壌病害防除技術に関する報告は増え

てくるものと考えられる。

そこで，青枯病菌に対して抗密活性を有する植物を探索

し，その植物に含有される抗菌成分の物理的・化学的性質

の解明およびその利用方法について検討した。

材料および方法

1.スクリーニング

供試する植物は沖縄県内に自生し、群落を形成する下

記の植物 14種類を対象とした。

供試槌物:アワユキセンダングサ (Bidenspilosa Linn. 

Var. radiata)ラリュウキュウヨモギ (Artermisiacampωtrzs 

L.)ラタンドボロギク (Erechtiteshieracifolia (上)Raf.) ，ア

メリカフウロ (Geraniumcarolinianum L.) ，ギシギシ

(Rumex japonicus Houtt.) ，ゲットウ (Alpiniaspeciosa K. 

Schum) ，クワズイモ (Alocasiaodora C.Kock) ，オオバコ

(Plantago asiatica L.) ，ナズナ (Capsellabursa-pastoris 

(L.)抗edik.)，イヌホウズキ (Solanumnigrum L.) ，シロツ

メクサ (Trifoliumrepens L.) ，シマツユクサ (Commelina

difJむsaBurm.) ，ルリハコベ (Anagallisar印刷sL.) ，ムラ

サキカタバミ (OxaliscOlymbosa DC.) 

f共試横物の地上部と地下部を 70%EtOHで拍出しラ各部

位の Ig相当量の抽出液をシャーレに滴下し，エタノーノレ

をクリーンベンチ内で蒸発させた。その後，ジャガイ

合成培地(ジャガイモ 250gの煮汁 :IL，Na2HP04・

12Hρ:2gラ Ca(N03)2・4HP:0.5g，peptone:5gラ sucrose:20g，

agar:15g， pH 7.0) 10mLを分注掴化させ，ジャガイモ青枯

病菌液〔沖縄県農業研究センター保存株:biovar N2， IIIラ

Nの混合菌液:105cfu mL.1
) を画線し、 25

0

C、3日間培養

後、葱が生育するか否かを検討した。

2.生草からの抗菌成分の抽出
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(1)抗菌成分の含有される部位とその抗爵スペクトラム

アメリカブウロ (Geraniumcarolinianum L.)生主主の葉

茎，根を 70%EtO廷で抽出し、各部位の生重 0.1， 1則、目当量

の抽出液をシャーレに漉下しラエタノールをクリーンベン

チ内で蒸発させた。その後ジャガイモ半合成培地 10mL

を分注固化させ，青枯病菌液をi萄線し， 25
0

C， 3日間培養後ラ

菌が生育するか否かを検討した。またラジャガイモ軟腐病

ジャガイモそうか病菌とサツマイモ立枯病菌について

はジャガイモ半合成培地でジャガイモ黒あざ病菌とジャ

ガイモ菌核病菌については PDA培地(ジャガイモ 200g

の煮汁:1 L， glucose:20g， agar:20g) で，上記と時様な方法で

アメリカフウロの葉の抽出物液を処理し，各病原菌を接種

した。ジャガイモ軟綴病菌は接種3日後に，ジャガイモそ

うか病菌とサツマイモ立枯病簡は接種 7日後に，またラジ

ャガイモJ黒あざ病菌とジャガイモ菌核病菌は接種6臼後

に生育を調査した。

供試菌株

ジャガイモ青枯病菌〔沖縄祭農業研究センタ一保存株-

biovar N2， IlI， N(l05cfu/mL)の等量混合液〕

ジャガイモそうか病菌 Streptomycesscabies JCM 7914 

S. acidiscabies JCM 7913， S. tllrgidiscabies NBRC16080 

ジャガイモ軟腐病菌 Erwinia carotovora (沖縄県農業研

究センタ一保存株)

サツマイモ立枯病菌 Streptomycesψomoeae NBRC 14508 

ジャガイモ黒あざ病菌 Rhizoctoniasolani (沖縄県農業研

究センター保存株)

ジャガイモ菌核病菌 Sclerotiniasclerotiorum (沖縄県農業

研究センタ一保存株)

(2)水による抗醸成分抽出についての検討

アメリカフウロ生主主の地上部誌を 35，40， 45， 50， 95
0

C 

の71<.100mLで一時期抽出し、残さを泌:過した抽出ri支を幹

40
0Cで凍結後，凍結乾燥機で処理して乾燥物を得た。その

乾燥物を 70%エタノール 50mLに溶解させ，抽出j伎を調整

した。生草 Ig棺当量の抽出i夜 10mLをシャーレに滴下しラ

エタノーノレをクリーンベンチ内で蒸発させた。その後，ジ

ャガイモ半合成埼地lOmLを分注開化させ，青枯病菌液を

悶線し， 25
0

C， 3釘間;培養後，議が生育するか否かを検討し

た。

3.乾操植物体からの抗議成分の抽出

(1)乾操物中の抗菌成分含否の検討

アメリカフウロ車t~桑物( lOg) を三角フラスコ

(200mL)に入れ， 100mLの水を入れた。その三角プラス

コを 28，30， 32， 35
0

Cの恒温器内で 6，12， 24時開静置した

後，残さをろ過して抽出液を得た。その抽出液を凍結乾燥

後，メタノーノレ (10mL)に溶解させた。それら抽出液



(0.01ラ0.1，lmL) をクリーンベンチ内でシャーレに滴下

した後に，メタノーノレを蒸発させ，これらシャーレにジャ

ガイモ半合成培地 10mLを分注・固化させ，育枯病菌液を

画線し， 250Cぅ 3J3間培養後，菌が生育するか否かを検討し

た。

(2)抗菌成分の熱耐性についての検討

アメリカフウロ乾燥物 5g を 950Cの熱水 100mL で 1~2

時間抽出し，上記と同様な方法を用いて，ジャガイモ半合

成培地 lmL当たりアメリカフウロ地上部 0.001，0.01， O.lg 

相当量の抽出液で青枯病蕗に対する抗菌活性を調べ，抗菌

成分が熱に対して安定かどうかを判定した。

4.ポット試験

プラスチックポット (50cmx80cmx35cm) に非殺菌土

壌(赤愈土 国頭マージ)をつめラ青枯病菌液

(biovarlli : 107~8cfu/mL)を 100L 10a-1 換算で散布した後

に，土壌を混和し，汚染土壌を作成した。試験区は①アメ

リカフウロ乾燥物混和処理区②アメリカフウロ乾燥物熱

水抽出液処理区，③コントロール区の 3試験区を設け，試

験は 3反復でR行った。試験に供試するアメリカフウロの

量は乾燥物換算で lコンテナ当たり 1.5tonlOa-1に調整しラ

2001年 6月 30J3に処理した。アメリカフウロ乾燥物提和

処潔区では，乾燥物 (400g) を土壌混和後，土壌水分合率

が 25~30%になる程度海水した。アメリカフウロ乾燥物

熱水抽出液処理医では，乾燥物 (400g) を 8Lの水で、 1時

間煮沸し，残j査を溶:過した抽出液を土壌かん注後，土壌水

分含率が 25~30%になる程度潅水した。なお，供試材料の

アメリカフウロは 2001年 4月に沖縄県糸満市真援で採取

し，天日で 2 週間乾燥させた後，粉砕機で 2~3cm に細かく

粉砕した乾燥物(使用時まで室温条件にて保存)を用い

た。 lコンテナ当たり 6株のトマト(桃太郎)を 7月 30

日に植え付け， 8月 30日に発病調査を行った。

5.ジャガイモおよびトマト青枯病に対する閤場試験

的ジャガイモ育枯病防除試験 (2002年度)

試験は沖縄県農業試験場名護支場内劉場(赤企土・器

ジ)において 2002年 7月から 2003年 2月に行っ

た。試験は乱塊法により試験区を設置し， 1区当たり 6m2

(2mx3m) の3反復で、行った。各試験区とも，青枯病菌の

他試験区への汚染を訪ぐためにラ高さ 45cmの畔シートを

30cmの深さまで埋め込み他の試験区と区切った。 2002

7月 5日に試験区 l区当たりジャガイモ青枯病襲菌液

(沖縄県農業研究センタ一保存株:biovar・N2ラlli，Nの混

合菌液:107~108cfu mL-1
) を 100LlOa-1の割合で散布後，

小型トラクターで探さ約 20cmを混和して汚染厨場を作

成した。試験区は①然処理 (Ct)，②アメリカフウロ乾燥

物混和処理+太陽熱土壌治毒 CIc十S)，③太腸熱土壌消毒

(S) ，④クロルピクリン (Cp) ，⑤アメリカフウロ乾燥

物混和処理 CIC)，@アメリカフウロ乾燥物熱水抽出液か

ん注処理(IJ)の計 6区を設けた。試験区②はラ 8月 5日
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に l区当たりアメリカフウロ乾燥物 9kg(1.5ton lOa-1
) を

均一に散布後，小型トラクターで深さ約 20cmを 2回耕起

し、土壌と十分に混和した。その後ヲ十分量の水(地下

30cm 層土壌の水分合率:約 25~30%) を散水し，試験区

全面をポリエチレンフィルム(厚さ 0.05mm) で被覆し

た。試験区③は 8月 5J3に小型トラクターで深さ約 20cm

を 2回耕起した後，同様に散水しラ試験区全面をポリエチ

レンフィルム(厚さ 0.05mm) で被覆した。試験区④は

10月 5日にクロノレピクリン離を手動式かん注機により，

30L lOa-1の量を土壌深度 15cm.30cm間隔の千鳥状に点注

した後，ポリエチレンフィルム(厚さ 0.05mm) を被覆し

た。 10月 20日にポリエチレンフィルムを除去しラ小型ト

ラクターで耕起してガス抜きとした。試験区⑤について

は，試験区②でポリエチレンフィルムを酒場全面に被覆し

ない以外処理方法は陪様である。試験区@については，乾

燥物 9kgCl.5ton lOa-1
) を 180Lの水で、 1時間煮沸し，残j査

を溶過した抽出液を 8月 5日に土壌かん注後ヲ土壌水分含

率が 25~30%になる程度海水した。試験区②と③のポリ

エチレンフィルムは 9月 20日に除去した。{共試材料のア

メリカフウロは 2002年 4月に沖縄県糸満市真壁で採取

しラ天日で 2 遊間乾燥させた後，粉砕機で 2~3cm (こ細かく

粉砕した乾燥物(使用時まで室温条件にて保存)を用い

た。試験区①，③の土壌 15および 30cmの深さに温度計を

設置した。 10月 5日にパレイショ(品種.デジマ)を 1

区当たり 30株植え付け(畦111高:75cm，株関:20cm，畝間

20cmの 2条植)，2003年 2月 20日に収穫した。耕種概要

は沖縄県野菜栽培要領 34)に準じた。 2002年 9月初日と

2003年 2月 22日に各試験|玄の土壊(深さ 20cm) を採取

し，第 2章第 2節の手法に基づき，土壌中の青枯病蔚密度

調査を行った。クロルピクリン処現後の土壌については，

2002年 10月 21J3に土壌を採取した。 地上部の青枯病調

査および生育鵠査はそれぞれ 2003年 l月 31日および 2

月 19日に行い，また収量調交およびt罷病いもについては

2月 25日に調査した。

(2)ジャガイモ脊枯病紡除試験 (2003年度)

試験は沖縄県農業研究センター名護支所内閲場(赤住

土:国頭マージ)において 2003年 7slから 20例年 3月

に行った。試験は乱塊法により試験区を設置い 1区当た

り6m2 (2mx3m) の 3反復で、行った。 2003年 7月 8日に

試験i玄l区当たり直径 50cm，深さ 30cmの穴を 6ヶ所堀り，

青枯病蕗蔚液(沖縄系農業研究センター保存株:biovar 

N2， lli， Nの混合菌液:107~108cfu mL-1
) を 100LlOa-1の

割合でかん注処理してラ病原細弱を深層に接種した汚染問

場を作成した。試験室は①無処理 (Ct)ラ②アメリカフウ

ロ乾燥物混和処理÷太陽熱土壌消毒 CIc+s) ，③アメリカ

フウロ乾燥物混和処理÷敷きわら被覆処理 CIC+SM)ラ④

太陽熱土壌消毒 (S) ，⑤クロルピクリン剤処理 (Cp) の

計 5区を設けた。試験区②は 7月 14日に l芭当たりアメ

リカフウロ乾燥物 6kg(l.Oton lOa-1
) を均一に散布後，小

型トラクターで深さ約 20cmを2臣耕起し、土壌と十分に



混和した。その後，十分量の水(地下 30cm膳土壌の水分

約 25~30%) を散水し，試験区全面をポリエチレン

フィノレム(厚さ 0.05mm) で被覆した。試験区③は， 7月

14日に同様にアメリカフウロ乾燥物を土壌に混和した後，

敷きわら(小麦)を1.Oton 10a
ol
の量で試験区全面を被覆

し，その後，同様に散水した。試験区@は 7月比自に小型j

トラクターで深さ約 20cmを 2田耕起した後ラ河様に散水

し，試験区全面をポリエチレンフィルム(厚さ 0.05mm)

で被覆した。試験芭②と④のポリエチレンフィルムは 9

月 15臼に除去し，また，試験区③の敷きわらは 9月 15日

に圃場外へ持ち出した。供試材料のアメリカフウロは

2003年 5万に沖縄県糸満市真壁で採取し，天日で 2週間乾

燥させた後，粉砕機で 2~3cm に縮かく粉砕した乾燥物

(使用時まで室拡条件にて保存)を用いた。試験区①，③，

④のこと壌 15および 30cmの深さに温度計を設置した。ク

ロルピクリン剤は 10月 6院に手動式かん注機を用いて，

30L lOa
ol
の量を土壌深疫 15cm.30cm開隔の千鳥状に点注

した後，ポリエチレンフィルム(厚さ 0.05mm) を被覆し

た。 10Jl 20日にポリエチレンフィルムを除去し，小型ト

ラクターで耕起してガス抜きとした。 12月 2日にパレイ

ショ(品種:デジマ)を 112互当たり 30株被え付け(畦

l揺:75cm，株関:20cm，畝間 20cmの 2条植)， 2004年 3月 8

日に収穫した。耕種概要は沖縄県野菜栽培要領 34)に準じ

た。地上部の生育調査は 3月 8Sに行い，また収量および

憶病いもについては 3月 10日に調査した。

(3)トマト青枯病防除試験

試験は沖縄県宜野湾市赤道の農家隈場(施設)におい

て 2005年 8月から 2006年 5月に行った。本酒場は，前作

においてトマト青枯総が 19.6%で発生した経緯がある。

試験区は①アメリカフウロ乾燥物畝内混和処理十太陽熱土

壌消毒 (Gc時) ，②米糠畝内混和処理+太陽熱土壌消毒

(RB+S) の計 21玄を設けた。試験区①はラ1.4mx33mの 2

反復で試験を行った。 2005年 8月lOSに l区当たりアメ

リカフウロ乾燥物 46.2kg(I.Oton 1 Oa
ol
)を畝上に均一に

散布後，小型トラクターで深さ約 20cmを2回耕起しラ土壌

(暗赤色土:島尻マージ)と十分に混和した。その後，潅

水チューブ 2本を 45cm間痛で設置い試験区全面をポ

リエチレンフィルム(厚さ 0.05mm) で被覆した後にう十

分海水を行い， 9月 30日まで、処理を行った。 供試材料のア

メリカフウロは 2005年 4Jlに沖縄県糸満市真援で採取しラ

天日で 2 週間乾燥させた後ラ粉砕機で 2~3cm に細かく粉

砕した乾燥物(使用時まで室獄条件にて保存)を照いた。

試験医③は， 1.4mx33mの 3反復で、試験を行った。 8月 10

日に l区当たり米糠を 46.2kg(1.0ton 10aつを畝土壌に

混和した以外，処理方法は試験豆①と同様である。 10月 3

日にトマト苗(品種桃太郎エイト)を i たり 113

~115 株植え付けた(畦l隠:140 cm，株間:50cm，条間 50cm

の 2条植)。栽培・肥培管理は農家に委託した。 2006年

4月 21Sと5月 22日に発病株率を調査した。
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6.アメリカフウロ乾燥物の施用量の検討

試験は沖縄県農業研究センター内硬質フィルムハウス

(赤色土:1翠頭マージ)において 2006年 10月から 2007

3月に行った。試験は乱塊法により試験区を設費し， 1 

IR当たり 2m2 (Imx2m) の 3反復で、仔った。 2006年 10月

23日に試験区 l区当たり青枯病菌菌液(沖縄県農業研究

センタ一保存株:biovar N2， III， Nの混合商液 107~ 

108cfu mLo1
) を 100LlOa

ol
の割合で散布後，小型耕話機で

混和して汚染闘場を作成した。試験区は①無処理 [Ct)， 

cv太陽熱土壌消毒 [S) ③アメリカフウロ乾燥物混和処

理 (250kglOaol) +太陽熱土壌消毒 [Gc250+S)， @アメリ

カフウロ乾燥物混和処理 (500kglOa
ol
)十太陽熱土壌治毒

[Gc500+S) ，⑤アメリカブウロ乾燥物混和処理 (1000kg

lOa
ol
) +太陽熱土壌消毒 [Gc1000十S) の計 5区を設け

た。試験区③ラ④ラ⑤は，lOsJ31日に所定量の乾燥物を散

布後ラ小型耕転機で、耕運した。 11月 1Sに l分量の7J<. (地

下 30cm の土壌含水率:約 25~30%) を散水し，試験反全聞

をポリエチレンフィルム(厚さ 0.05mm) で被覆した。試

験区②は， 上記処理でアメリカブウロを処理しない以外，

処理方法は同一である。試験反②，③，④，⑤のポリエチレ

ンフィルムは 12月 5Sに除去し，岡場外へ持ち出した。

供試材料のアメリカフウロは 2006年 4月に沖縄県糸満市

真壁で採取し，天日で 2 週間乾燥させた後，粉砕機で 2~

3cmに細かく粉砕した乾燥物(使用時まで室温条件にて

保存)を用いた。試験区①，②の土壌 15および 30cmの深

さに温度計を設寵した。 12月 6日にパレイショ(品種:

ニシユタカ)を 1I玄当たり 15株植え付け(/1出iiii:75cm，株

間:15cm) ， 2007年 3Jl 7日に収穫した。耕種概要は沖縄

県野菜栽培要領 34)に準じた。 3月 8日にl又量および，限病

いもについて調査した。

結果

1.スクリーニング

沖縄県内に自生し，群落を形成する植物 14種類の地上部

と地下部の 70%EtOH抽出物からう青枯病菌に対して抗菌

活性を有する鑓物をスクリーニングした結果，アメリカフ

ウロ (Geraniumcarolinianum L.) (Fig.11)の地上部の抽

出液が抗議活性を示した (Table8)。

2.生草からの抗菌成分の抽出

(1)抗菌成分の含有される部位とその抗蕗スペクトラム

アメリカフウロ生主主に含有される抗議成分はj也上部に

され，葉に最も多く含まれていたc 根には抗菌成分

は含有されていなかった (Table9)。アメリカブウロ生

草の葉に含まれる抗菌成分が他の植物病原茜iこ対して与

える影響を謂べた結果，ジャガイモ黒あざ病菌およびジャ

ガイモ菌核病菌等の糸状葱に対する抗菌活性は認められ

なかった。また，細菌であるジャガイモ軟腐病菌に対しで

も，抗菌活性は認められなかった。放線萄であるジャガイ

モそうか病弱各蕗株およびサツマイモ立枯病茜に対して

はう培地 1mL当たり O.lg相当量の抽出物で抗醤活性が認



Ij) (Table 10)。

(2)水による抗菌成分抽出についての検討

生草案地上部から抗菌成分が水で抽出が可能であるか否

かを検討した結果，抗菌成分は 35，40， 45， 50， 95
0

Cの広い

温度域の71<において抽出が可能であった (Table11)。

3.乾燥植物体からの抗菌成分の抽出

(1)乾燥物中の抗菌成分含否の検討

アメリカフウロ乾燥物を 28
0

Cの71<で、 6時間抽出処理し

た抽出液において，培地 lmL当たりアメリカフウロ乾燥

物 O.Olgを含有する培地上で、ジャガイモ青枯病菌に対す

る抗菌活性が確認された (Table12)。

(2)抗菌成分の熱耐性についての検討

アメリカフウロ乾燥物を 95
0

Cで 2時間熱水抽出を行っ

ても，上記試験結果と同様な抗麗活性の試験結果が得られ

たことから，抗蘭成分の熱に対する安定性は強いものと考

えられた (Table13)。

4.ポット試験

ポット試験でラアメリカフウロ乾燥物処理によるトマト

脊枯病に対する防除効果を検討した。その結巣，植え付け

一ヶ月後においてうコントロール区の発病率は 100%で枯

死状態となった。しかし，アメリカフウロの乾燥物とその

熱水抽出淡を処理した区において，発病率はそれぞれ 75，

50%と青枯病の発病安抑制させ，発病遅延効果があること

が明らかとなった (Fig.12)。

5.ジャガイモおよびトマト青枯病に対する閤場試験

。)ジャガイモ脊枯病防除試験 (2002年度)

太陽熱陽土壌消議により，深さ 15，30cmにおいて，アメ

リカフウロに含有される抗菌成分が抽出可能な温震域の

平均地温が得られた (Table14)。アメリカフウロの各試

験処淫後における土壌において青枯病菌を検出すること

はできなかった。また，太陽熱土壌消毒とアメリカフウロ

乾燥物混和処理との併用区 OC+S) においては、栽培終

了時の脊枯病臨密震は無処理区 (Ct) と比較して， 103レ

ベルで差が認められた (τable15)。アメリカフウロ乾燥

物混和処理区 (IC) とアメリカフウロ乾燥物熱水抽出液

かん注処理区(IJ)において，地上部における青枯病発病

株率と寵病イモ率は無処理豆 (Ct) と比較して，低い率と

なった (Fig.13， 14)。太陽熱土壌消毒とアメリカフウロ

乾燥物混和処理との併用度 OC+S) において，地上部にお

ける青枯病発病株率と擦病いも率は太腸熱土壌消毒単独

処理 (S)とクロルピクリン処理 (Cp) と比較して有意

な羨は認められなかったが，権病イモ率は両処理よりも低

い率となった (Fig.14)。 -収量については各処理
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区間に有意な差は認められなかった (Table16)。

(2)ジャガイモ青枯病防除試験 (2003年度)

太陽熱陽土壌消毒と敷きわら被覆処理によりラ深さ 15，

30cmにおいて，アメリカフウロに含有される抗菌成分が

抽出可能な温度域の平均地温が得られた (τable17)。

収穫調査時における青枯病権病いもの発生率は，どの処

理区でも 20%以下であり青枯病の発生が少ない条件下で

の試験となった (Fig.15)。各処理による青枯病擢病い

も率への影響をみると，アメリカフウロ乾燥物混和処理÷

太揚熱土壌消毒医 (IC+S) は発生率が最も低く，前年と同

様に高い背枯病防除効巣が確認された (Fig.15)。また，

アメリカフウロ乾燥物混和処理十数きわら被覆処理区

(IC十S) ではラ無処理区 (Ct) と比較して，青枯病発生率

に有意な差が認められた。太陽熱土壌消毒区 (S) とクロ

ノレピクリン剤処理註 (Cp)では，擢病いも率は無処理室

(ctl と比較して有意な差が認められなかった (Fig.

15)。全塊茎の{回数とi双差についてはラ各試験区間に有意

な羨は認められなかった (Table18)。

(3)トマト青枯病防除試験

試験臨場は農家闘場であるためラコントロール区は設

置できなかった。アメリカフウロ乾燥物の土壌混和処理

と太陽熱土壌消毒を併用した匿 (Gc十S) においては，植

え付け 8ヶ月後においても青枯病の発生は確認されなか

ったが，比較対照として設置した米糠の土壌混和処玉虫と

太陽熱土壌消毒を併用した区 (RB+S) においては 1.2%

の青枯病の発病が確認された(Table19， Fig. 16)。また，ア

メリカフウロ乾燥物の畝内混和処理を行うことにより，

臨場全面混和処理と比較して，アメリカフウロ乾燥物の施

用量は約 40%程度削誠することが可能である。

6.アメリカフウロ乾操物の施用量の検討

試験処理期院中の硬質フィルム内の平均室温は 23fC

と低くラ太陽熱土壌消毒による 15，30cm柁の平均地混は

脊枯病蔚の生育が可能で、ある約 28
0
Cで、あったがラアメリ

カフウロに含有される抗議成分が抽出可能な槌度域の地

温であった (Table20)。太陽熱土壌消毒区と無処理区の

擢病イモ芸名に有意な惹は無く 太陽熱土壌治毒の青枯病訪

徐効果は認、められなかった。アメリカフウロ乾燥物の各

試験区院の，躍病イモ率に有意な差は無く，無処理患と比べ

青枯病防除効果が確認されたが，アメリカフウロ乾燥物を

250kg lOa-1量で処理した区においてはデータがふれた

(Fig.17， 18)。各種処理による全塊茎の偶数では各処理

毘聞に有意な差は無かったが，アメリカフウロ乾燥物処理

区の全塊茎重量は無処理区と比較して有意な惹が得られ

た (Table21)。



Table 8 . Screening of plant with antimicrobial activity agβinst R. solanacearum 

Family Plant Part Activityl) 

Compositae Bidens pilosa Linn. Var. radiata aerial tissu巴

root 

Artemisia campestris L. aerial tissue 

root 

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. aerial tissue 

root 

Geraniaceae Geranilll1l carolinianlll1l L. aerial tissue + 
root 

Polygonaceae Rumexj中 onicusHoutt. aerial tissue 

root 

Zingiberaceae Alpinia speciosa K. Schum aerial tissue 

root 

Araceae Alocasia odora C. Kock aerial tissue 

root 

Plantaginaceae Plαntago asiatica L. aerial tissue 

root 

Cruciferae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. aerial tissue 

root 

Solanaceae Solanum nigrum L. aerial tissue 

root 

Leguminosae Trifolium repens L. aerial tissue 

root 

Commelinaceae Co仰 nelinadiffusa Burm aerial tissue 

root 

Primulaceae Anagalis arvensis L. aerial tissue 

root 

Oxalidaceae Oxalis corymbosa DC aerial tissue 

root 

1) + activity observed， -activity not observed 

Fig. 11. Geranium carolinianum L. 
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Tab1e 9. Antimiα・obia1strength of extract in each fresh part 

of G. carolinianum L. against R. solanaceαrum 

part Extract equiva1ent ωfresh weight of each pa抗包)mL-
1

1eaf 0.01 
3
1
 

ハ
υ

Activityl) 

+十

÷十
十

十十

root 

0.01 

0.1 
0.01 

0.1 

stem 

1) ++ strong， + weak，ー noactivity 

Table 10. Antimicrobia1 sp巴ctr山nof extract in fresh leaf of G. carolinianum L. 

pathogen Extract equivalent to weight of fresh leaf (g) mL司l Activityi) 

Eハゲiniacarotovora 0.01 
(bacterial so食rotof potato) 

Streptomyces scαbies JCM 7914 

(common scab of potato) 

Strψtomyces acidiscabies JCM 7913 

(common scab of potato) 

Streptomyces turgidiscabi四 NBRC16080 

(common scab of potato) 

Strψtomyces ipomoea NBRC 14508 

Csoil rot of sweet potato) 

Rhizoctonia solani 

Cblack scurf of potato) 

Sclerotinia sclerotiorum 
(sclerotia1 rot of potato) 

1) + activity observedラ-activity not observed 

0.1 

0.01 

十0.1 

0.01 

十0.1 

0.01 

十0.1 

0.01 

十0.1 

0.01 

0.1 

0.01 

0.1 

Table 11. Antimicrobial activity ofhot water extacts 

of fresh aerial tissue of G. caroliniαnum L. 

Extract temperature (C) Activityl) 

35 + 
40 

45 

50 

95 

1) + activity observed 

+
+
+
+
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Table 12. Antimicrobial activity ofthe water extact of dried aerial tissue of 

Geranium carolinianum L. 

宅

s
i

A
V
 

Extract time (hour) 

Extract temperature (C) 6 12 24 

28 十1)
→一

+ 
30 十 ÷ + 
32 十 ÷ 十

35 十 ÷ + 
28 十 ÷ + 
30 十 ベト 十

32 十 十 + 
35 十 + + 
28 

30 

32 

35 

ぽ

む
(

n

 

t

I

 

h

パ
u

u
b
ι
は
u

・
1

1
e

e

 

t
-

-
V

司

L

可

nδ

o

s

 

す

も

咽

』
4
a
L
 

4
E
L
I
l
i
-
-
h
 

泊

d

E

・1

1

I

 

a

e

 

v

a

 

m

d

 

Q
A

ほ

E
出

0.01 

ーハ
υ

ハUハ
U

1) +ラ activityobserved;、activitynot observed; 

Table l3. Heat stability of antimicrobial substance conぬinedin dried aerial tissue of G. carolinianum L. 

Extract time Extract equivalent to weight of dried aerial tissue (g) mL-1 Activityl) 

0.001 

9S
0

C，60min 0.01 十

0.1 + 
0.001 

95
0

Cラ90min 0.01 十

0.1 十

9S
0

Cラ120min 0.01 mト

0.1 ωト

1) activity obs巴rved，-activity not observed 

Treatment Control Soil injeetion treatment of 
hot water extraet of dried 
aerial tissue 

Soil ineorporation treatment 
of dried aerial tissue 

Disease incidence 100% 50% 75% 

Fig. 12. Protective effect of G. carolinianum L. against bacterial wi1t oftomato in pot test. 
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Table 14. Soil average t芯mperatureduring the various treatments G()02) 
Treatment Depth(cm) TemperatureCC) 

Solarization 15 34.7 

30 33.5 

Control 15 30.8 

30 29.9 

地!里庄工旦型ity空f型!l1Qg~l1 in ~ol国型唾開山恒

Treatment The density of pathogen in soil
l
) 

September 20，20022) February 22， 20032) 

Ct
4
) 2.8x10

2 
2.3xl0 

IC十S 1.6x 10
1 

S 1.7x 104 

CP 1.2x 10
2 

IC 2.3x 1 0
4 

IJ 3.5xl0
4 

1) cfu/g dry weight of soil，Soil was collected at 20cm below the surface. 

2) Date indicates the soil collection day. 

3)The soil of chloropicrin treatment plot was collected in October 21，2002 

4)Ct: control， S: solarization， CP: chloropicrin; IC: incorporation of dried 
aerial tissue into the soil， IJ: soil injection treatment ofhot water extract 
of dried aerial tissue 

Ct 

IC十S

S 

CP 

IC 

IJ 

8 

a 

a 

20 40 
Disease incidence (0/0) 

Fig. 13. Effect ofvarious treatments on disease incidence on above-ground parts (2002) 
Ct:control. S:solar包ation，IC:soil incorporation treatment， IJ: soil injection 
treatment， CP:chloropicrin 
Z:Numbers foIlowed by the same letters do not differ significantly at 5% level 
by Tukey-HSD test after arcsine conversion.Vertical bars indicate standard 
deviation. 
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Tab1e 16. Effect ofvarious treatments on 停owthand yie1d of potato (2002) 

Treatment Above-ground pa創rψ all t知uber凶百1り
) 

Length Weight2) Number 

(cm) (kg) 

Weight 

(kg) 

Ct4) 

IC+S 

S 

CP 

IC 

IJ 

1) Mean va1ue of each three examination p10ts 

2) Weight often stocks which was chosen arbitrarily in each examination plot 

3) Numbers followed by the same letters do not differ significantly 

at the 5% level by Tukey-HSD test . 

4) Ct: control， S: solarization， CP: ch1oropicrin; IC: incorporation of dried 
aerial tissue into the soil， IJ: soil injection treatment of hot water extract 
of dried aerial tissue 

IC+S 

53.8土6.4a 1.8土0.3a 171.7土15.2a 

58.8土7.7a 2.2土0.5a 183.0土20.1a 

56.7土1.8a3) 2.2土0.5a 200.1土23.7a 

58.3土3.9a 2.1土0.2a 197.3土18.0a 

56.3土2.1a 1.9土0.3a 196.3土2.3a 

55.6土7.1a 2.0土0.6a 180.3土36.1a 

18.5土3.1a 

19.1土4.0a 

20.9土3.1a 

22.8土2.4a 

20.2土2.8a 

18.2土4.6a 

Ct 

S 

CP 

IC 

IJ 

o 20 40 
Ratio of disease tuber (0/0) 

60 

Fig. 14. Incidence of diseased tubers in various treatments (2002) 
Ct:control， S:solarization， IC:soil incorporation treatment， IJ:soil injection 
treatment， CP:chloropicrin 
Z:Numbers foJlowed by the same letters do not differ significantly at 5% level 
by Tukey-HSD test after arcsine conversion.Vertical bars indicate standard 
deviation. 

Table 17. Soil average temperature during 

various treatments (2003) 

T1芯atmant Depth(cm) TemperatureCC) 

Solarization 15 32.1 

30 32.2 

Straw mulch coating q
J
ハ
υ
戸、J
n
u

--今コ

τ
i

今コ

29.7 

29.3 

29.9 

29.3 

Control 
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Ct 

IC+S 

IC+S九f

S 

CP 

O 5 10 15 20 

Ratio of disease tuber (% ) 

* C 

25 

Fig. 15. Incidence of diseased tubers in various treatments (2003) 
Ct:control， S:solarization， IC:soiI incorporation treatment， 
SM:straw mulch coating. CP:chloropicrin 

bc 

30 

*:Numbers followed by the same letters do not differ significantly 
at 5% level by Tukey-HSD test after arcsine conversion. Vertical 
bars indicate standard deviation. 

Table 18. Effect of various treatments on growth and yield of potato (2003) 

Treatment Above喜roundpart1
) All tuber1) 

Length2) Weight2) Number Weight 

(cm) (kg) (kg) 

Ct4) 46.7土3.0a3) 1.1土0.0cd 214.0土30.0a 17.0土2.7a 
IC-トS 42.5土4.8a 1.4土O.lbc 220.7土29.7a 19.7土3.0a 

IC十S恥f 45.5土0.8a 1.1土0.2cd 215.3土34.0a 15.4土3.0a 

S 39.6土5.8a 1.0土0.1d 198.0土44.0a 14.7土3.7a 
CP 45.7士5.3a 1.7土0.1a 214.7土44.0a 20.0土4.1a 

1 )Mean value of each three examination plots 

2)Weight of 10 stocks， which was chosen arbitrarily in each examination plots. 

3) Numbers followed by the same letters do not differ significantly 

at the 5% level by Tukey-HSD test . 

ヰ)Ct:control， S: solarization， IC: incorporation of dried aerial tissue into the soil， 
SM: straw mulch coating， CP: chloropicrin 
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Tab1e 19. Contr01 effct ofbacteria1 wi1t oftomato by G. carolinianum L. 

Treatment1
) Rep1ication Stock number Diseased stock number (Disease incidence) 

4a1 ~22 

Gc+S 115 0(0%) 0(0%) 
耳 114 0(0%) 0(0%) 

Average 114.5 O(0%) 0(0%) 
RB+S 113 0(0%) 2(1.8%) 

H 114 0(0%) 1(0.9%) 
部 113 0(0%) 1(0.9%) 

Average 113.3 0(0%) 1.3(1.2%) 

1) Gc: incorporation of dried aeria1 tisuue of G.carolinianum L. into the ridge ， S: s01arization 

RB: incorporation ofrice bran into the ridge 

This examination was done from August， 2005 to May， 2006. 

Fig. 16. Picture ofthe field in which the dried aerial 

tissue of G. carolinianum L. was tr・eated

(eight months after planting oftomato seedlings) 

Date of photographing:2006.5.22 

Tab1e 20. Soil average tempera印reduring various treatments (2006) 

Treatment Depth (cm) Soi1 average tempera知問CC)
Solarization 15 27.9 

Control 

Room temperature 

30 

15 

30 

51 

27.8 

24.7 

25.6 

23.7 



Ct 

S 

Gc250+S 

Gc500+S 

Gc1000+S 

。 25 50 75 100 

Ratio of diseased tuber (%) 

Fig. 17. lncidence of diseased tubers in various treatments (2006) 
Ct : control， S : solarization， GcXXX :soil incorporation treatment of 
dried aeriel tissue of G. carolinianum at XXX kg 1000m-2 

*:Numbers followed by the same letters do not differ significantly 
at 5% level by Tukey-HSD test after arcsine conversion. Vertical 
bars indicate standard deviation. 

Ct Gc500+S 

Fig. 18. Yield of potatoes with and without control of bacterial wiIt (2006) 

Gcl000+S 

On the left of each treatment are the healthy tubers and on the right of each treatment 
are the diseased potatoes. 

Tab1e 21. Effect of various treatments on yie1d of potato (2006) 

Treatment All tubers 

Number1l Yie1d (Kg)ll 

cel 47.0土l3.0il 1.4土0.7a 

S 47.3土5.1a 2.3土0.4ab 

Gc250+S 54.7土9.3a 2.7土0.3b 

Gc500+S 55.0土5.3a 2.7土0.4b 

GclOOO+S 56.0土9.6a 2.7土0.3b 

1) Mean va1ue of each three examination p10ts 

2) Numbers followed by the same 1etters do not differ 

significantly at the 5% 1eve1 by Tukey-HSD test . 

3) Ct : contro1ラ S: solarization， GcXXX : soi1 incorporation 

treatment of dried aerie1 tissue of G. carolinianum L. 

at XXX kg 1000m司2
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考察

有用植物を利用した青枯病の防除技術を開発すること

を目的として研究を進めた。その結果，群溶を形成し，沖

縄県内に自生する植物から，青枯病萄に対して抗茜活性成

分を有する横物として，アメリカフウロ (Gera仰α

Cωarol伽iか的niωan附u仰mη1L.)が諜索された。その抗議成分の物理化

学的性状については，熱に対する安定性に優れ，広い温度

域 (25~950C) の水で、の抽出が可能であった。また，アメ

リカフウロに含有される抗菌成分は生草だけでなく，乾燥

物にも含有されていた。また，抗菌成分は根には含有され

ず，地上部にのみ含有されていた。アメリカフウロ地上部

に含有される抗菌成分は水で、抽出可能で、あるという知見

が得られたことから，本性愛を利用した青枯病防除方法に

ついて検討した。

トマトを用いたポット試験で，アメリカフウロ地上部

乾燥物の利用方法について検討した結果，乾燥物混和処

理と乾燥物熱水抽出液かん注処理を行った後に散水処理

することによって，青枯病に対する発病遅延効果があるこ

とが明らかとなった。

そこで，アメリカフウロの関場における利用方法をジ

ャガイモで 2002~2003 年度にかけて検討した。

2002年度は多発条件下での試験となったが，アメリカ

フウロ乾;燥物の土壌混和処理(1.5ton1 Oa'l) と太湯熱土

壌消毒を組み合わせることにより，高い紡除効果が得ら

れた。第 2主主でも述べたが生産農家の指摘通り実際の利

用場面では，広大なジャガイモ臨場にポリエチレンフィル

ムを被覆処理することは多くの労力と経済的負担を要す

るので，必ずしも実照的とは考えられなかった。そこで，

アメリカフウロ乾燥物混和処理とアメリカフウロ乾燥物

熱水抽出液かん注処理の効果を検証したが，両処理とも

無処理区と比較して，青枯病の被害率を低下させる額i匂

はみられたものの，その効果は完全で、はなかった。その

ため，さらなる処理方法の改良を行う必要性があった。

そこで， 2003年度はポリエチレンフィルムの代用とし

て敷きわらを被覆することにより，土壌水分の蒸発を防止

し，地温を維持することにより，混和処理したアメリカフ

ウロの抗葱成分を土壌中に溶出させることが可能ではな

いかと考え，その効果とさらにアメリカフウロ乾燥物の施

用量低減(1.0ton1 Oa'l) を検討した。また，ジャガイモ青

枯病の紡除に卓越した効果を示すクロノレピクリン剤によ

る土壌消毒は土壌中深くに潜伏 44)した本病の病原細菌を

完全に死滅させるのは困難であることが過去の試験事例

から指撤されていることから 18) 土壌深層に存権する病原

細蓄に対して，アメリカフウロ乾燥物の各処理が有効であ

るか否かについても検討した。

2003年度は，青枯病の発生が少ない条件下での試験と

なった。本試験では，横え付け後 30日間の日平均気温が

17.7
0
Cと低かったことが原菌で、青枯病の発生が少なかっ

たことが推察された。本試験では，敷きわら被覆処理がポ

リエチレンフィノレム被覆による太陽熱土壌消毒処理と伺
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様に青枯病防除効果をもたらすと仮定して試験を行った。

その結果，敷きわら被覆処理区の各土壌深度における平均

地温は無処理区の平均地混とほぼ同じであることから，敷

きわら被覆処理は土壌地温を上げる効果はなかったが，土

壌水分が維持され，アメリカフウロ乾燥物に含有される水

抽出性の抗菌成分が溶出されたことで，青枯病の防除を可

能にしたことが推察された。太陽熱土壌消毒区の効果が

劣った要因として，深さ 30cmに青枯病菌を接種したこと

並びに，今回の太陽熱処理期間中の平均地温が深さ 15，

30cmで約 32
0
Cと低くかったことが考えられた。また，ク

ロノレピクリン剤処理区では，擢病いも率はアメリカフウロ

乾燥物各処理区と比較して有意な差が認められなかった

が，その防除効果が劣った要因として，深さ 30cmに青枯

病菌を接種したことが原因でクロルピクリンガスが病原

障の接種地点の深さまでいきわたらなかったことが考え

られた。以上の結果から，病原細菌が深層土壌に存在し，

太陽熱土壌消毒やクロノレピクリン剤の効巣が劣る条件下

においても，アメリカフウロ乾燥物混和処理(1. Oton lOa' 

1 )を太陽熱土壌消毒および敷きわら被覆処混と併用する

ことによって，青枯病による被答を軽減できることが明ら

かとなった。とくに，青枯病の発生が少ない臨場において

は，アメリカフウロ乾燥物混和後の敷きわら被覆処理と散

水処壊との併用処理で十分な防除効果が得られると考え

られた。

上記で述べたようにヲ比較的栽培期間の短いジャガイモ

でアメリカフウロ乾燥物の土壌混和処理が青枯病の防除

に有効で、あったことから，栽培期聞が長期に渡るトマトで

アメリカフウロ乾燥物の土嬢混和処理がジャガイモ青枯

病と同様に防除効果が得られるか否かを現地潤場で検討

した。その結果，アメリカフウロ乾燥物の土壌混和処理

(1.0ton lOa，l) と太陽熱土壌消毒を併用した区において

は，植え付け 8ヶ月後においても青枯病の発生は確認さ

れなかったことから，上記処理の存効性が示された。

さらに，アメリカフウロ乾燥物の最小施用量を検討した

結果，ジャガイモ青枯病が多発する条件下においても，

枯病菌に中程度の抵抗性を有するニシユタカを用い，さら

にアメリカフウロ乾燥物密 500kglOa，lで混和処理するこ

とによって， 1.0ton lOa，lの施用量と向程度の安定した青枯

病防除効果が得られることが明らかとなった。 トマト等

の施設閤芸作物でアメリカフウロ乾燥物を利用する場合，

アメリカフウロ乾燥物を畝内に処理することによって，全

面処理と比較して約 40%程度の乾燥物量を削減すること

が可能となる。よって，アメリカフウロ乾燥物を 500kg

lOa，l量で畝内に処理すると，施設lOa当たり 300kgの量で

青枯病を紡除することが可能となる。沖縄県の施設栽培

品目においては，夏場の太陽熱土壌消毒はパジル立枯病

での現場実証試験を経て 45) 現在では各種作gで普及し

ている。露地型太陽熱土壌消毒処理と比べ，施設におい

ては施設面積が限定されるため，施設利用型太揚熱土壌

治議は現場農家に受け入れられやすい技術であると考え



られる。以上のことから，施設園芸作物においてアメリカ

フウロを利用する場合，その乾燥物の畝内処理(300kg10a 

1)と太陽熱土壌消毒処理と併用することで，青枯病防除の

有効な手段になるものと考えられた。

露地(ジャガイモ)においては，今後，青枯病が多発する

条件下でのアメリカフウロ乾燥物 500kg10a-1 -量でのすき

こみ処理と敷きわら被覆処理の併用による防除効果の確

認とさらなる被覆処理法の改良(サトウキど枯葉による

被覆処理など)，さらに繰肥的利用による青枯病防除効果

について検討する必要があると考えられた。

第2節.アメリカフウロを利用した様物放線菌病の防除

緒言

これまでに，ジャガイモやトマト青枯病の紡除にアメリ

カフウロ地上部乾燥物の土壌混和処理が有効であること

を明らかにした。また，その研究過程において，アメリカ

フウロ生叢の 70%EtOH抽出液がジャガイモそうか病菌や

サツマイモ立枯病菌に対しでも抗菌活性を有することを

見い出した。

そこで，アメリカフウロ乾燥物抽出液のそうか病蕗に対

する効果およびポットレベルで、ジャガイモそうか病に対

する防捻効果について検討を行った。

また，ジャガイモやトマトにおいては，その栽培時期が

アメリカフウロの生育時期と重なるため，乾燥物を利用す

ることになるがうサツマイモの場合，その栽培時期がアメ

リカフウロの生育時期と重ならないため，輪作が可能であ

ることから (Table22) ，生車すきこみによる立枯病防除

効楽について検討した。

さらに，アメリカフウロ乾燥物を利用する場合，その保

存期間が重要な要素となると考えられるため，乾燥物の保

存期間について検討した。

材料および方法

1.アメリカフウロ乾操物を利用したジャガイモそうか病

の防除

(1)アメリカフウロ乾操物抽出液のジャガイモそうか病菌

に対する活性

アメリカフウロ乾燥物 (20g) を 70%エタノール

(400mL)を用いて，室瓶で 2湿潤抽出処理した抽出液を

エパポレーターで減庄濃縮後メタノーノレ (40mL)に溶

解させた。その抽出液 0.02，0.2， 2mLをクリーンベンチ内

でシャーレに滴下して，溶媒が留去した後に，ジャガイモ

半合成培地(lOmL)を分注・固化させた。それらシャー

レにジャガイモそうか病菌 (Streptomycesscabies JCM 

7914， S. acidiscabies JCM 7913， S. turgidiscabies NBRC 

16080) を接種し， 25
0Cで 7日間培養後、菌の生育を観察

した。試験は 3反復で、行った。

(2)ポット試験

試験はプラスチックポット (50cmx80cmx35cm) で行
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った。ポット土壌〔非殺菌土壌:赤色土(国頭マー

ジ) )にジャガイモそうか病菌 (Streptomycesscabiω 

JCM 7914， S. acidiscabies JCM 7913， S. turgidiscabies NRBC 

16080) の胞子懸濁液を土壌 1g 当たり約 105~106cfu とな

るように接種して汚染土壌とした。試験区は①アメリカ

フウロ乾燥物混和処理区，②無処理区の計 2区を設け，11R

当たり 4反復で行った。試験に供試するアメリカフウロ

の最は乾燥物換算でl.5ton10a-1 Iこ調整し， 2002年 11月 30

Rに乾燥物 400gを土壌混和後，十分量の水を散布した。

供試材ー料のアメリカフウロは 2002年 4月に沖縄県糸満市

真壁で採取し，天日で 2j毘開乾燥させた後，粉砕機で 2~

3cmに細かく粉砕した乾燥物(使用時まで室温条件にて

保存)を用いた。 12月 31 日に lポット当たり種いも

(品種:デジマ)を 5個植えつけ， 2003年 3月 15日に収

穫し，発病諦査を行った。耕種概要は沖縄県野菜栽培要領

34)に準じた。

(3)アメリカフウロ乾操物の保存性

一年半の期間，室温で保存したアメリカフウロ乾

燥物 (20g) を 70%エタノール (400mL) を用いて，

で 2週間抽出処理した抽出液をエパポレーターで減圧濃

縮後，メタノーノレ (40mL)に溶解させた。その抽出液

0.02，0ム2mLをクリーンベンチ内で、シャーレに滴下して，

溶媒が留去した後に，ジャガイモ半合成培地(10mL)を分

注・闘化させた。それらシャーレにジャガイモそうか病

菌(Streptomycesscabies JCM 7914， S. acidiscabies JCM 7913， 

S. turgidiscabies NRBC 16080)を接種し， 25
0

Cで7日間培養

後，障の生育を観察した。試験は 3反復で行った。

2.サツマイモ立枯病に対する効果

試験は旧沖縄県農業試験場・躍芸支場内圃場 (8年連

作関場)で、行った。試験区は①アメリカフウロ生主主混和

処理+太陽熱土壌消毒 OC+S) ②アメリカフウロ生草混

和処理÷敷きわら被覆 OC+SM)，③アメリカフウロ

混和処理(IC)，④太陽熱土壌消毒 (S)ヲ⑤敷きわら被覆

(SM) ， @無処理 (Ct) ，⑦クロルピクリン畝内処理

(Cp) の計 7区を設け， llR 2mxlOmの l反復で、行った。

アメリカフウロの生草は野外群落において，約 2.5~5.0ton

10呂田lの収量があることを，これまでの予備調査で推定して

いたことから，本試験ではその最大収量の 5.0ton10a-1の量

で、試験を行った。 2005年 4月 22日に糸満市真壁で収集し

たアメリカフウロ生草 300kg(5.0ton 10a-l
) を 4jJ 25日

に試験潤場 (2mx30m) に均一に散布後，ロータリーで土

壌と十分混和した。試験区①，②，③は上記臨場を 3等分

にし，試験区を設置した。試験区①は，十分最の水(地下

30cm 層土壌の水分含率:約 25~30%) を散水し，試験区

全面をポリエチレンフィノレム(厚さ 0.05mm) で被覆し

た。試験IR②は敷きわら(小麦)を1.0ton10a-1の量で試

験区全面を被覆し，その後，上記と同様に散水した。試験

区③は，上記と同様に散水した。試験区③，⑤の処理方法



ポット試験の結果，アメリカフウロ乾燥物混和処理区の

発病率および発病度は無処理区と比較して有意な差が認

められ，ジャガイモそうか病に対して高い防除効果(防除

倒:84.4)が確認された (Table24， Fig. 19) 0 

(3)アメリカフウロ乾燥物の保存性

l年期保存したアメリカフウロ乾燥物抽出液は

0.0 1 g/mLの濃度でS.scabiesに対する活性が若子低下した

以外，上記 1-(1)の結果と同様な結巣となった。また，一

年半保存したアメリカフウロ抽出液については，そうか病

葱 3磁株に対するj舌性が著しく低下した (Table25)。

2. アメリカフウロ生草すきこみによるサツマイモ立枯病

に対する防除効果

太陽熱土壌消毒忍では土壌深 15，30cmの平均地温は

280Cでラ敷きわら被覆区および無処理区では約 24~250C

であった。これら地温はアメリカフウロに含有される抗

議成分が溶出可能な温度域の地温であった。アメリカフ

ウロ生主主混和処理と太陽熱土壌消毒との組み合わせで立

枯病防除効果の上昇を狙ったが，立枯病菌を殺菌できる地

温は得られなかった (Table26) 0アメリカフウロ生草を

混和した各試験反の防除効果はクロルピクリンの効果

(防除価 99.2) には及ばないものの，約 65~75 の防捺

依が得られ，立枯病防除効果が確認できた。太;湯熱土壌消

毒処理と敷きわら被覆処理の単独処躍では訪除効来は得

られなかった。さらに，アメリカフウロ生草処理区の健全

いも重量は無処理症と比較して約 3~4 倍程度増加した

(Table 27， Fig. 20)。

はアメリカフウロ生芸存在混和しない以外，上記処玉虫方法と

向ーである。上記処理は 6月 2813まで行い，ポリエチレ

ンフィルムと敷きわらは同日中に掴場外に持ち出した。

試験区①，②，③の土壌 15および 30cmの深さに温度計を

設寵した。試験区①~⑥の各試験区は中央部にマルチロ

ータリーで 0.85mx9mの畝を 7月 4日に作成後，宮農 36

号を 40株/区(株間:20cm) で同日中に植え付けた。クロ

ルピクリン剤は 6月 20 日にマルチロータリーで

0.85mx9mの畝を作成後クロルピクリン剤を畝中央部に

土壌深度 15cm，30cm間隔でー穴当たり 3mLづっ手動式

かん注機用いてかん注処理した。処理 2週間後の 7月 4

日に，宮農 36号を 40株/区(株間:20cm)で、植え付けた。苗

を植付.1舌着後，株元に 1株当たり記合 肥料

(N:P:K=9:9:18) を 8g施用した。 12月 l日にイモを収穫

し，発病調査を行った。

結果

1.アメリカフウロ乾操物を利用したジャガイモそうか病

の防徐

(1)アメリカフウロ乾燥物抽出液のジャガイモそうか病菌

に対する活性

アメリカフウロ乾燥物の抽出液のそうか病践に対する

抗菌性について検討した結果， S. scabies， S. turgidiscabies 

に対しては 0.01 g/mL以上の濃度で生育組答活性が認めら

れた。また， S. acidiscabiesに対しては， 0.001， O.Olg/mLの

濃度で気菌糸形成阻害活性が認められ， O.lg/mLの濃度で

生育阻害活性が認められた (Table23)。

(2)ポット試験

恥10nth

Life cycle stage ~i~i~iMi~i~irui~j~j~ ~j~ 
Germination z g z E E B e g t 持一一争i e e E a e ' 

G.caro/inianum L. Growth 2 2 ' t 
a a : .. 電

E 
診

Flowering g g a e g e s e a z g z e g e トー+
Seed-setting 噌一一+: a a a e E 

' g 
e s 

Dorminancy 
ヨ E E 

惨i ， a z 2 8 8 ;唱 z E 
a E B 

Table 22. Life cycle of Geranium carolinianum L. and the growing period of potato， toamato and sweet potato in Okinawa prefecture 
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主使白星
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Tomato 
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Appropriate time for cultivation 

P主出盟
Harvest 

Sweet potato 



Table 23. Antimicrobial activity of antimicrobial substance contained in dried 

aerial tissue against three potato scab pathogens 

Extract equivalent to weight of dried 

Strain aerial tissue (g mL田1)

o 0.001 0.01 0.1 

S. scabies JCM 7914 

S. acidiscabies JCM 7913 

S.turgidiscαbiesNBRC 16080 

土(a)

+ 
土(a)

+ 

+
+
+
 1)一:Thepathogen grew on the whole petri dish， and the differentiation 

of aerial mycelia from substrate mycelia was found. 

十:Thepathogen did not grow . 

土(a):Thepathogen grew on the whole petri dish， but the 
differentiation of aerial mycelia from substrate mycelia was inhibited. 

T油le24. Control effect of G. carolinianum L. on potato scab in pot t巴st

T'reatment Disease incidence (%) Disease severityl) 

Soil incorporation treatment 37.2 a3) 10.9 a4) 

Contol 87.6b 69.7b 

Protective value2) 

84.43) 

1) Disease severiザ=100X{(nlxl+n2x2十n3x3+n4x4+n5x5)}!{5x(totalnumber of examinedωbers)}; 

Whereラnl，n2， n3， n4 and n5 are the number ofpotatoes corresponding to disease index 1ラ 2，3ラ4and 5. 

Disease index was rated on the scale of 0-5， bas巴don areas of tuber surface covered with scab lesion 

as follow: 

O=healthy， 1 =scab lesion area of potato surface less than 1 % of lesion， 

2=scab lesion area 1 % or more and less than 10%ラ 3=scablesion area 10% or more and less t加n25%，

4と scablesion area 25% or more and less than 50%， 5=scab lesion area 50% or more. 

2) Prot巴ctivevalue= 100 x (X -Y)! X; X was th巴diseasesev巴ritywith no treatment; 

Y was the diseas巴severityof the treated plants. 

3) Nurnbers followed by the same letters do not differ significantly at the 5% level by 

Tukey-HSD test after arcsine conversion. 

4) Numbers followed by the same letters do not differ significantly at the 5% level by 

Tukey-HSD test. 

Fig. 19. Protective effect of G. carolilliallulll L. 
on potato scab 
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Table 25. Antimicrobial activity of dried aerial tissue at the different presearvation periods 

Preservation period Strain Extract equivalent to weight of dried 

aerial tissue (g/mL) 
O 0.001 0.01 0.1 

S. scabies JCM 7914 _1) ー土(b) + 
12 months S.αcidiscabies JCM 7913 一土(a) 土(a) + 

S. turgidiscabies NBRC 16080 一一+ + 
S. scabies JCM 7914 一一土(a) 土(b)

18 months S.αcidiscabies JCM 7913 土(a) 土(b)

S.turgidiscabies NBRC16080 一一一土(b)

1) -:The pathogen grew on the whole petri dish， and the differentiation of aerial mycelia fぬm

substrate mycelia was found. 

+:The pathogen did not grow. 

土(a):Thepathogen grew on the whole petri dish， but the differentiation of aerial mycelia from 

substrate mycelia was inhibited. 

土(b):The pathogen grew sparsely on the petri dish， and the differentiation of aerial mycelia from 
substrate mycelia was inhibited. 

Table 26. Soil average temperature during the period ofvarious treatments 

Treatment Depth Temperature 

(cm) (oC) 

Solarization 15 28.2 

30 28.1 

Control 

ζ
J

ハ
υ
q
d
n
u

s
i
今

3
2
1
今

J

24.2 

24.0 

24.9 

24.8 

Straw mu1ch 

Table 27. Control effect ofvarious treatmants a信gainstsoil rot of sweet Dζ otato 

Treatment All storage roots Disease Disease Protective Yield ofhealthy 

Number Yield incidence severityl) va1ue2) storage roots 

(k説 (%) ~ 
IC+S3

) 83 15.15 30.1 14.2 64.7 8.45 

IC+S孔4 63 14.60 28.6 14.3 64.5 9.60 

IC 75 15.45 24.0 9.9 75.4 8.55 

S 65 11.35 56.9 35.0 13.2 4.10 

SM 64 10.50 68.8 39.4 2.2 3.00 

Ct 65 12.30 70.8 40.3 2.60 

CP 92 16.20 9.8 0.3 99.2 13.65 
1) Disease severity=100X {(n1xl+n2x2+n3x3+n4ヰ竹15x5)} / {5 x(total number of examined tubers)}; 

Where， nl，ロ2，n3， n4 and n5 are the number of potatoes corresponding to disease index 1， 2ラ 3，4and 5. 

Disease index was rated on the sca1e of 0-5， b註sedon the percentage of the surface covered with necrotic 1esions 

as follow: 

0=hea1thy， 1 =necrotic 1esion area of potato surface 1ess than 1 % of 1esion， 

2=necrotic 1esion area 1 % or more and less than 10%， 3=necrotic lesion area 10% or more and less than 25%， 
4= necr悦 ic1esion area 25% or more and 1ess than 50%， 5=necrotic 1esion area 50% or more. 

2) The protective va1ue was ca1culated as (X-Y)x 100β〈

X was disease severity of no treatment ;Y was disease severity of treated p1ants. 

3) IC:soi1 incorporation treatment of fr巴shaeria1 tissue， S:solarization， SM:straw mu1ch ， 

Ct:contro1， CP:ch1oropicrin 
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Soil incorporation treatment 

of fresh aerial tissue 
Control Chloropicrin 

Fig. 20. Yield of sweet potatoes with and without control of soil rot . On the left of each 

treatment are the healthy storage roots and on the right of each treatment are the diseased 

storage roots. 

考察

アメリカフウロ乾燥物の抽出液がジャガイモそうか病

3菌株に対して与える影響を調査した結果， 3蕗株とも

培地 1mL当たり乾燥物 O.lgを含有した培地において生脊

髄答活性が得られた。ジャガイモそうか病菌は種いも伝

染することから，その防除に当たっては無病穣いもの利潤

が必須である。本試験結果はアメリカフウロの乾燥物抽

出液が種いも消毒剤の代替剤として利用できる可能性を

示唆している。今後，アメリカフウロ乾燥物抽出液の種い

も消議処理の有効性について検討する必要がある。

また，ポット試験の結果，アメリカフウロの乾燥物の土

壌混和処理を行うことにより ジャガイモそうか病に対す

る高い防除効果が得られることが明らかとなった。今後，

闘場レベノレで施用量の検討を行い，その利用技術を確立す

る必要がある。

アメリカフウロのサツマイモ立枯病への利用性につい

ては，その生主主を利用した防除法について検討した。処理

方法については，前節のジャガイモ青枯病防除 (2003年

度)に準じて実施した。その結果， 5.0ton 10a-1のアメリカ

フウロ生草を土壌にすきこんだ後に，①十分量の水を散水

し，ポリエチレンフィルムで被覆する，②慰場全面を敷き

わらで被覆し，十分量の71<.を散水する，③十分量の水を散

水するのいずれかの処理を行うことによって，立枯病を防

除することが可能であることが明らかとなった。予想、に

反して，上記③の処理方法で立枯病防除効果が得られた。

その要因として，本処理期間中は沖縄県では梅稿時期であ

り， 943mmの降水量が確認されたことから，アメリカフウ

ロの生草から抗葱成分が溶出できるほどの十分量の水が

確保できたことが考えられた。沖縄県においては，立枯病

防除でアメリカフウロ生草を利用する場合，すき込み後梅

雨入りするため，ポリエチレンフィノレムや敷きわらで土壌

水分蒸発訪止を策する必要性はないと考えられた。

近年，緑肥作物を利用した土壌病害被害軽減効楽に関す

る例が報告されている 46，47)。特に，サツマイモ立枯病の病

原菌と同属であるジャガイモそうか病については，ジャガ
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イモの栽矯をエンバク野生穏 (Avenastrigosa) の年 2作

体系と組み合わせることによりうそうか病の被害が軽減で

きることを明らカ斗こしている 48)。

サツマイモにおいては，アメリカフウロは輪作体系が可

能であることから，上記緑肥植物と陪様に立枯病の被害軽

減目的で利用できる可能性を秘めている。今後，現場関場

でアメリカフウロの栽培とそのすきこみ処理による立枯

病防除効果について検討する必要がある。

アメリカフウロ乾操物の保存性については，釜温で 1年

間の保存が可能で、あることから，実際の利用の場面におい

て，本性質は有効な性質になるものと考えられた。

第3節.アメリカフウロの栽培試験

緒言

アメリカブウロの は野外群落において，約 2.5~

5.0ton lOa-1の収量があることをうこれまでの予備調査で推

定しているが，実際に栽培した場合の収量については明ら

かではい。そこで，アメリカフウロの播種量と地上部収量

との関係および他雑草への影響について検討した。

材料および方法

試験は，沖縄県宜野康村の農家悶場で、行った。試験rg:
は， ①100g lOa.1播種区，CZ)200g lOa-1播穣区の 2区を設

けj 区 800m2で行った。 2006年 11fJ9日に CDU555を

100kg lOa-1量で散布後，大型トラクターで 3回耕転した0

11月 10日に上記播種量で各試験区に播種した。試験で使

用したアメリカフウロの稜子は， 2006年 4月に沖縄県糸満

市真壁の野外群落から収集した。 2007年 4月 12日に試験

区内で任意に抽出した 1mx1mの枠内 (3反復)における

アメリカフウロおよび他雑草の池上部を採取し、株数お

よび生重量を鵠査した。また，アメリカフウロについて

は，乾物重量も調査した。



結果

アメリカフウロ種子を 200g10a-1量で播種した試験区

におけるアメリカフウロ地上部の収量は，100g 10a-1量と

比較して有意な差が得られ，収量の場加が確認された

(Table 28)。

各試験区の雑草の調査を行った結果， 200g 10a-1播種区

におけるアワユキセンダングサの株数と生重量において，

100g 10a-1播種区と比較して有意な差が得られ，アメリカ

フウロがアワユキセンダングサの発生を抑制できること

明らかとなった。他雑草の株数と生重量については、各

試験区間に存意な差は認められなかった (Table29) 

Table 28. Comparison ofyields of G. caドolinianumL. by 

the difference of sowing rate 

Sowing rat怠 Stocknumberl) Fresh weight (g)l) Dry weight (g)l) 

100g 1000m-2 8.3土6.7i) 300.0土271.9a 60.5土58.4a 

2OOg 1000m-2 29.0土7.0b 3266.7土1113.9b 566.2土188.0b 

1 )Mean value of each thr田 examinationplots (1 m
2
/l plot) which was 

chosen arbitrarily in the experiment fie1d (800m
2
) 

2) Numbers followed by the same letters do not differ significantly 

at the 5% leve1 by Tukey-HSD test . 

Table 29. Comparison of other weed occurrence by the difference of sowing rate of G.carolinianum L. 
Sowing rate Bidens pilosa L. Setaria viridis P. Beauv. Sonchus oleraceus L. Solanum niJ<rum L. 

Stock number1
) Fresh weighe) Stock number Fresh weight Stock number Fresh weight Stock number Fresh weight 

(~ 00 00 00 
100g 1000m.2 14.7土6.0a2) 1683.3土728.6a 9.3土7.0a 213.3士158.2a 2.3土2.5a 188.3:1:175.6 a 0.3士0.6a 8.3士14.4a 

2OOg 1000m-2 0.6土0.6b 18.7土23.5b 0.3土0.6a 3.7土6.4a 2.7土1.5a 416.7土76.4a 1.3土2.3a 33.3土57.7a 

I)Mean valu巴ofeachthぼ eexamination p10ts (1m2I1plot) which was chosen arbitrarily in the experiment field (800m2) 

2) Numbers followed by the same letters do not differ significantly at the 5% level by Tukey-HSD test . 

考察

アメリカフウロの種子を 10aあたり 200g量で播種することに

よって，アワユキセンダングサによる影響を受けることなく，ア

メリカフウロが君卒、溶を形成できることが暁らかとなった。

その婆国としては，アメリカフウロの種子は播種してから l

逓陪以内には発芽し，ロゼ、ット状に地表蔚を覆うことから，

200g 10a-1の播種量においては，アワユキセンダングサ種子

の発芽を阻答するのに十分量の株数が得られたものと推察さ

れた。アワユキセンダングサは J]本の侵略的外来種のーっ

とされ，沖縄県においては畑，移tlAli也，住宅地，道路にお

いて優占種となる強害雑主主である .19)。アメリカフウロがアワユキ

センダングサの発生を抑制できるという性質は，アメリカフウロ

が今後病害防除目的で畑地に植えられた場合，有効な性質

になるものと考えられた。

また，ジャガイモ青枯病防除に必要な最小施用量は乾物

10a当たり 500kgであることから，今回の試験結果か

らは 200g10邑 lの播種量で本病害の肪除に必要な乾物重量

が得られることが明らかとなった。今回の試験を行った臨場の

ジヲ「ガイモ農家は，アメリカフウロを栽培して，青枯病による

被害を鴎避できるのであれば， 2年 1作体型で、ジャガイモを

生産しても良いとし、う意見が得られたため，好意的にアメリカ

フウロの栽培試験を行わせていただいた。今後，本臨場にお

いて，アメリカフウロ生草すきこみ処理によるジャガイモ青枯

病に対する効果について検討する予定である。

さらに，詳細な矯種量を検討することにより，さらなる奴量
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の増加が期待できることから，アメリカフウロの播種量の検討

(200g， 250g， 300g/10a)およびそれぞれの播種量で得られ

た植物体量でのすきこみによる青枯病被害抑制効果につい

て検討する予定である。

4部.活性物質の同定とその作用

緒言

ジャガイモ青枯病菌や植物病原放線繭に対して訪除効

果を有するアメリカフウロ乾燥物中に含有される抗菌成

分の単ー離・同定およびその抗菌性，さらに土壌中での青枯

病菌に対する抗菌成分の効果について検討した。

1.アメリカフウロ乾燥物中に含有される抗菌成分の単

離・問定

Fig. 21，22に示した手)1慎に従って，精製を進めた。各精製

段階における活性物質の抗菌活性はペーパーディスク法

を用いた。乾燥物換算重量分の抽出液をペーパーディス

ク(箆径 8mm) に含ませ，真空デシケーター内で溶媒を

留去した後に，脊枯病菌菌液〔沖縄県農業研究センター保

存株:biovar N2ラ瓜 N(105c白JmL)の等量混合液〕を接種

したジャガイモ半合成培地の中心部においた。シャーレ

は 25
0Cで 3日間培養後，ペーパーディスク周辺部にみら



れる阻止丹の直径を測定した。供試材料のアメリカフウ

ロは 2003年 4月に沖縄県糸満市真壁で採取し，天日で 2

週間乾燥させた後，粉砕機で 2~3cm に細かく粉砕した乾

燥物を用い，試験時まで室温で保存した。

得られた活性物質は CD30Dに溶解させ， lH-NMR， 13C_ 

NMR (JNM Alpha 600，日本篭子)に供試し，化学構造を

推定した。さらに以下の手法によりメチノレ化し， GCふtlS

(QP5050，島津製作所)で化学構造を決定した。 MeOH

に捺解させた活性物質を乾燥物換算で O.lg相当量をスピ

ッツ管に分注後，窒素ガスで溶媒を留去しラ

MeOH:Benzene=2:7の搭液 450μLで活性物質を溶解させた。

その後，トリメチノレシリルジアゾメタン 50μLを添加し，

60
0
Cの湯浴中で 30分際反応させた後に，反tt液 1μLを

GC輔 MSに供試した。

2.没食子駿エチルの抗菌活性

没食子駿エチノレと Streptomycinをメタノーノレに溶解さ

せ，所定濃度(Table32)に調整し，その溶液をペーパーディ

スクに含ませた。それらペーパーディスクは，真空デシケ

ーター内で溶媒を留去した後に被検菌を接種したジャガ

イモ半合成培地の中心部においた。シャーレは 25
0

Cで 5

日間矯養した。試験は 5反復で行った。

f共試菌株

ジャガイモ青枯病臨〔沖縄県農業訴究センター保存株:

biovarN2，阻， N(105cfuJmL)の等量混合液〕

ジャガイモそうか病菌 Streptomycesscabies JCM 7914 ， S. 

acidiscabies JCM 7913， S. turgidiscabies NBRC 16080 

3.土壌中の青枯病菌に対する没食子酸エチノレの効果の検

討

(1)没食子酸エチノレの抗菌活性

ジャガイモ半合成培地 lmL当たり没食子酸エチルを

10， 100， 250， 500μg， lmgを添加した培地上に青枯病菌液

(Biovar N2， ill， Nの等量菌液;105 cfu/mL) 100μLを接種

し， 3日後菌の生育を調査した。試験は l処理濃度当たり

シャーレ 5枚を用いた。

(2)没食子酸エチノレの土壌混和処理による青枯病菌の殺菌

効果

試験区は①アメリカフウロ乾燥物混和処理区(乾燥物

15mg /生土 Ig) ，②アメリカフウロ乾燥物抽出液処理区

(乾燥物 15mg分抽出液/生土 Ig) ，③没食子酸エチル処

理区 (0ム1.0，2.5， 5.0mg /生土 Ig) ，③無処理の計4区を

設けた。{共試材料のアメリカフウロは 2006年 4月に沖縄

県糸満市真援で採取し，天日で 2還期乾燥させた後，粉砕

機で 2~3cm に細かく粉砕後，ミルミキサーで微粉末化しラ

試験時まで室温で保存した。生土(国頭マージ) 100gを

ビニーノレ袋に入れ，青枯病菌液 (BiovarN2，頂，Nの等量

菌液;105-6cfu/mL)100μLと乾燥物，抽出液(乾燥物1.5g

を 70%EtOH水溶液 30mLで2週間抽出し，そのろ液をエ

パポレーターで濃縮後，滅菌水 5mLに溶解した溶液)お
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よび没食子酸エチノレを十分混和した後，ピ、ニールポットに

土をつめた。各試験区とも 2[克復で、行った。各ポットは

7.K受けに入れ，試験期間中各ポットが水に浸るように随時

蒸留水を補充した。処理 2週間後，希釈平板法により原・

小野培地を用いて，土壌中における青枯病菌密度を計測し

た。

(3) Hiradateら 50)の改変手法による没食子酸エチノレの

土壌中における青枯病菌殺菌効果

Hiradateらの手法を一部改変して，没食子酸エチノレの土

壌中における青枯病菌の殺欝効果について検討した。試

験区は①アメリカフウロ乾燥物 10，15mg/乾土 Ig，②アメ

リカフウロ乾燥物 10ヲ 15mg抽出液/乾土 Ig，③アメリカフ

ウロ乾燥物抽出残波 10，15mg分/乾土 Ig，④没食子酸エチ

ル[1.0，2.5， 5.0mg] /乾土 Ig，⑤無処理の計 5区を設け， 1 

区 2反復で、行った。供試材料のアメリカフウロは 2006年

4月に沖縄県糸、満市真壁で採取し，天日で 2週間乾燥させ

た後，粉砕機で 2~3cm に細かく粉砕後，ミルミキサーで

微粉末化し，試験時まで室温で保存した。方法は下記の手

)1演に:fJEった。

①乾土 10g(国頭マージ)を平底試験管(直径:2.5cm， 

高さ 10cm)に入れ，青枯病菌液 100μL (l04-5cfu/mL)を添

加して良く混和した。②混和後， 乾燥物と抽出残液の処

理区は乾燥物を土と良く混和させた。抽出液の処理区は

乾燥物 70%EtOH抽出液を三角フラスコに入れ， 30
0
Cの乾

燥機内で溶媒を留去した後に滅菌した 0.75%含霊祭天液

(40
0

C) に搭解させた。また，没食子酸エチルの処理区

は，滅菌した 0.75%含寒天溶液に所定量の没食子酸エチノレ

を溶解させた。③平底試験管に 0.75%含寒天液 20mL

(40
0

C) を分注して，良く混合させた後，アルミホイルで

口を閉じた。④28
0

Cで 7日間静護士音養した後，希釈平板法

により青枯病菌密度を調まました。

また，アメリカフウロ乾燥物に含有される総ポリフェノ

ーノレ含量の測定については，定法により Folin心 enis試薬

を用いて定量し 51)没食子酸として算出した。

結果

1.アメリカフウロ乾燥物中に含有される抗藷成分の単

離・同定

Fig. 21， 22のスキームに従って，精製を進めた。アメリ

カフウロ乾燥物の 70%EtOH水溶液で、抽出した液を減圧濃

縮後， n-ヘキサン，酢酸エチルで液々分配した結巣ラ酢酸エ

チル商分に活性が得られた。次に，クロロホノレムーメタノ

ール系の溶出溶媒を利用した)1慎相のシリカゲルクロマト

グラフィーにより精製を行った結果， 100%クロロホルム

合.と 20%メタノール会.に活性が得られた。 100%クロロホ

ルムなについては，メタノーノレ司7J<.系の溶出溶媒を利用し

た逆相のシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精

製を行った結果， 40%メタノール fr.に活性が得られたが，

活性は著しく低下した。各 fr.を浪合したアッセイ結果は

前 fr.の活性と間程度であったことから， 40%メタノーノレ



合.以外の fr.にその他の活性物質が存在することが示唆さ

れた。さらに， 40%メタノール合をクロロホノレム:メタノ

ール=4:1の展開溶媒を利用した薄層クロマトグラフィー

により精製を行った結果， Rf値 0.65の部位で活性が確認

され，展開した簿層板に塩化鉄(班) 1%水溶液を噴霧し

たところ発色が確認されたことから，活性物質はフェノー

ル類の化合物であること明らかとなった。本手法により

精製を行った結果，活性物質 Gclを 15mg量で単離でき

た。 Fig.22に示した 20%メタノール fr.の精製については，

現在検討中である。本企.は塩化鉄(血)との反応が陽性

であることから，本企.に含有される活性物質はフェノー

ル性化合物であることが示唆された。

活性物質 Gclを IH-NMRと 13C佃NMRに供試した結果

IH-NMR においては， σ1.33(3H， t， J=7.3Hz) と04.26(2H， 

q， J=7.3Hz) がエチル基プロトンの、ングナルを示しラ σ7.04

(2H， s) がベンゼン環プロトンのシグ、ナルを示している

ものと推察された。 またメチレン基プロトンの化学シフ

トが低磁場側へシフトしていることから，エステル基の存

在が示唆された (Table30) 0 13C判 MRスベクトルにお

いては，エチル基に由来する 2つのシグナノレ (σ14.62，

6l.64) ，ベンゼン環に由来する 4つのシグナル (σ110.03ラ

12l.77， 139.77， 146.49)およびエステル基に由来する lつ

のシグ、ナル (σ168.57) が観察された。ベンゼン環に由来

する 4つにシグpナノレについては， σ110.03，12l.77がそれぞ

れ C-H，C-C基に対応し，また残りの 2つのシグ、ナル

(σ139.77， 146.49) がじO基に対応していると推察され

たことから，活性物貿 Gclの化学構造内に没食子般の化学

構造が存在することが示唆された (Table31)。活性物賀

Gclをメチル化した後に， GC同 MSに供試した結果，m/z 240 

の分子量が得られた。本分子量から没食子酸エチノレのベ

ンゼン環水酸基が-OCH3基に置換した Ethyl3， 4，ふ

trimethoxybenzoateであることが明らかとなった。

以上の結果から，アメリカフウロに含有される抗菌成分

の一つはポリフェノールの一種である没食子酸エチノレで

あることが明らかとなった (Fig.23)。

2.没食子酸エチノレの抗菌活性

没食子酸ヱチノレの抗菌活性をペーパーデ、イスク法によ

りStreptomycinと比較したところ，青枯病弱に対する活性

は Str巴ptomycinの約 1/40で、あった。また，そうか病躍に対

する活性は菌種間で異なりS.scabiesに対する活性は約
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11300で， S. acidiscαbies [こ対する活性は約 1130で、あったO

Ethyl gallateのS.turgidiscabi切に対する抗菌活性は 5日目

以降には消失した(Table32)。

3.土壌中の脊枯病藷に対する没食子酸エチルの効果の検

討

(1)没食子酸エチノレの抗菌活性

没食子高変エチルを培地 lmL当たり lmgで処理した培

地において，青枯病菌に対する抗菌活性が得られた (Fig

24)。

(2)没食子酸エチルの土壌混和処理による青枯病菌の殺菌

効果

アメリカフウロの乾燥物および乾燥物抽出液を処理し

た土壌から青枯病菌は検出されなかったが，没食子酸エ

チルを生土 Ig当たり 5.0mgで処濯した土壌においても脊

枯病菌が検出された (Table33)。

2. Hir昌dateらの改変手法による没食子駿エチルの土壌中

における背枯病菌殺菌効果

没食子高安エチルを土壌中に混和処理するだけでは，青枯

病菌を殺龍することは困難で、あったことから，アッセイ方

法を再検討する必要があると考えられた。そこで，

Hiradateらの手法を一部改変してヲ没食子酸エチルの土壌

中における青枯病菌の殺菌効果について検討した。その

結果，乾土 19に没食子酸エチル 5mgで添加した土壌から

は苦手枯病菌は検出されなかった。また，アメリカフウロ乾

燥物(10，15mg/乾土 19)およびアメリカフウロ乾燥物抽

出液(乾燥物 15mg相当量/乾土 Ig) で処理された土壌か

らは青枯病菌は検出されなかったが，抽出残j査とアメリカ

フウロ乾;換物抽出液(乾燥物 10mg桔当量/乾土 Ig) で処

理した土壌からは青枯病菌が検出された (Table34)。ア

メリカフウロに含まれるポリフェノーノレ含量を Folin-

Denis法により定量した結果，没食子駿換算でアメリカフ

ウロ乾操物 100g当たり 2.4g含まれていた。この結果と乾

土 19当たりアメリカフウロ乾燥物抽出液(乾燥物 15mg

相当最)を処理することで青枯病菌に対する殺臨効果が

得られたことを考えあわせると， 0.36mgのポリフェノー

ルで、殺菌効果が得られたことになるがラ実際には 5.0mgの

没食子酸エチノレが必要で、あった。



Dried aerial tissue of G.carolinianu11l L. (100 g) 

2.7 cm (100 mg /disk) 1) 

After extraction with 70%以OH(1.2 L) 

at room temp. for two weeks， the extract 
was evaporated in ναcuo at 35

0

C 

(to ca. 100 ml) and partitioned with 

n-Hn (100 ml>く3)，五tOAc(100 mlX3). 
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activity: _2) 
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activity :十

2.8 cm (100 mg/disk) 

water fr. 
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Silica gel column chlomatography 

Wakogel C-IOO(Wako) :20 g 
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40%MeOH企.

actJvJty:一

70%MeOH fr. 
actlvlty:一

MeOH fr. 
actJvlty:一

Activity of all fraction's mixture 2.7 cm (100 mg/disk) 

Next scheme Unidentified fraction 

Fig. 21. Isolation scheme of compound Gc 1 from dried aerial tissue of G. carolinianum L. (Scheme 1) 
1) XXX cm (YYY mg / disk); XXX cm show diameter of growth inhibition zone formed around 

paper disk， and this activity was examined with the sample equivalent to the YYY mg of dried 

aerial tissue/ disk. 

2) -， Growth inhibition zone formed around paper disk was not observed.; +， Growth inhibition 

zone formed around paper disk was observed. 

CHCI3 fr. 

ODS-Silica gel column chlomatography 

Analytichem Bondesil CI8(VARIAN) :12 g 

water fr. 20% MeOH fr 
ー_2) actlvlty: - ~} actlvlty:一

40% MeOH fr. 80% MeOH fr. 
activity:十 activity:-

1.2 cm (1000 mg/disk) 1) 

Activity of all fraction 's mixture 1.5 cm (100 mg/disk) 

MeOH fr. 
actIvJty: -

Thin layer chromatography (2 times) 

Plate:Silica gel60 F254 ， 0.5 mm， 20 cm x 20 cm(Merck) 

solvent: CHCt:MeOH=4:1 

Solid line: UV 254 nm 

Rf value 0.65 
activity: + I ~十→Compound Gcl (15 mg) 

1.8 cm (2000 mg/disk) I 

Fig. 22. Isolation scheme of compound Gcl from dried aerial tissue of G. carolinianum L. (Scheme 2) 
1) XXX cm (YYY mg / disk); XXX cm show diameter of growth inhibition zon巴formedaround 

paper disk， and this activity was examined with the sample equivalent to th巴YYYmg of dried 

aerial tissue/disk. 

2) -， Growth inhibition zone formed around paper disk was not observed.; +， Growth inhibition 

zone formed around paper disk was observed 
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Table 30. lH-NMR spectral data (600.05MHz， CD30D) fOl・ compoundGc 1 

Position 

2，6 
CH2 

CH3 

7.04 (2H， s) 

4.26 (2H， q， J=7.3) 

1.33 (3H， t， J=7.3) 

Table 31. 13C_NMR spectral data (l50.80MHz， CD30D) for compound Gcl 

Position 

2ラ 6

3，5 

4 

CO 

CH2 

CH3 

121.77 

110.03 

146.49 

139.77 

168.57 

61.64 

14.62 

HO~ 0 

HO九ぷr-C-O-C即日3

HO 

Fig. 23. Ethyl 3ラヰ，5-tr・ihydroxybenzoate

(Ethyl gal1ate) 

~ ~~~~ ーι.~.....~~ .....~日.~~~~~~._~..........品目A~_~弘司鼻 "j_~_~_=__'--'--~_AA ~~.A，/ A. O:--A_A_ :V-:_~..._\ 日目白~_~._ -:r._~_，，:，_，，_"::晶 、"....A¥......り

R. solanacearum S. scabies JCM 7914 s.αcidiscabies JCM7913 S. turgidiscabies NBRC 16080 
Eg St Eg St Eg 

l!!g 
1) 

2.6 

10!!g 2.5 3.7 

100μg 3.5 4.6 

200μg l.82) 

300μg 2.0 2.9 2.3 
400μg 2.4 3.2 2.5 
500μg 2.8 3.4 2.7 

1000!!g 3.5 4.0 3.6 5.6 3.2 
I)No activity observed 

2)Diameter (cm) of inhibition zone which was observed around the paper disk. 
3)The antimicrobial activity disappeared five days later. 
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St Eg St 

2.2 

1.7 4.0 

3.0 2.3女3) 5.0 

3.l* 
3.4* 

3.6* 
3.8* 

4.5 4.1ネ 6.2 



Fig. 24. Antimicrobial activity of Ethyl gallate against 

lミαlstoniasolaηαcearum 

Table 33. Effect against the path 、， 官且晶、，f bacterial wi1t in soil by soiI --------一宇守干品 t 

f ethyl gall 

Treatment Amount 

Soil incorporation of dried aerial tissue Dried aerial tissue 15 mg 

of G. carolinianum L. g-1 fresh weight of soil 

Soil injection ofthe 70% EtOH extract of Extract equivalent to weight of dried aerial tissu巴15mg

dried aerial tissue of G. carolinianum し g-1 fresh weight of soil 

Ethyl gallate 0.5 mg g-1仕eshweight of soil 

Soil incorpolation of ethyl gallate Ethyl gallate 1.0 mg g-1 fresh weight of soil 

Ethyl gallate 2.5 mg_g-
1 
fresh w(:ight of soil 

Ethyl gal1ate 5.0 mg g-1 fresh weight of soil 

no tre昌tment

cfu g-1 fresh weight of soil 

O 

O 

2.4x 10' 

5.5x10
3 

7.6x 10
3 

1.7x 103 

3.4x 103 

Table 34. Effect against the pathogen ofbacterial wiIt in soil by the soi1 treatment of ethyl gallate with the advanced 

ー-------------億一一--冒甲--覗'" ._---

Treatment cfu i1 
dry weight of soil 

Dried aerial tissue of G. carolinianum L. 10mg g-1 dry weight of soil O 

Dried aerial tissue of G.εαro]inianum L.J2l11g g-1 dry weight of soi1 O 

Extract equivalent to weight of dried aerial tissueof G.carolinianum L.I0mg g-1 dry weight of soil 2.0x 10
4 

Extract equivalent to weight of dried aerial tissueof G.carolinianum L.15mg g-1 dry weight of soil O 

Extaract residue of dried aerial tissue of G. carolinianum L.IO mg g-1 dry weight of soiI 1.5x104 

Extaract residu巴ofdried aerial tissue of G. carolinianum L.15 mg g-1 dry weight of soiI 3.9xl0
3 

Ethyl gallate 1.0 mg g-1 dry weight of soil l.lxl0
3 

Ethyl gallate 2.5 mg g-1 dry weight of soil 1.7x 103 

Ethyl gallate 5.0 mg g-1 dry weight of soil O 

no treatment 5.7x 10' 
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考察

アメリカフウロに含有される抗菌成分の一つを没食子

離エチルと同定した。没食子酸エチノレはこれまでに，メチ

シリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) に対する抗菌物質

として報告されているが 52，53，54)核物病原菌に対する抗菌

活性を指標にして探索されたのは，今回が初知見である。

没食子駿エチノレのジャガイモそうか病醤への活性につい

て調査した結果ラ没食子酸エチルはS.turgidiscιlbiesに対し

て技菌活性を示さなかった。また， Hiradateらの手法を一

部改変して，没食子駿エチノレの土壌中における青枯病菌の

殺菌効果について検討した結果 没食子酸エチノレのみで

は，アメリカフウロ処理による土壌中における青枯病菌の

殺菌効果について説暁することができなかった。以上A の

結果から，アメリカフウロ乾燥物の土壌処理による青枯病

ゃそうか病の防除効果は没食子酸エチノレ単独によるも

のではなし複数のポリフェノール系抗菌成分の相互作

用によって得られるものと推察された。今後，他の抗菌

成分を同定・定量し，さらにうアメリカフウロに含有され

る抗菌成分の定量結果に基づき Hiradateらの改変手法に

よる青枯病菌殺菌効果を検討することによってうアメリカ

フウロの病害防除作用メカニズムが解明されるものと考

えられた。また， Blumら55)は，個々のフェノーノレ性酸は単

独では植物生育fi立寄活性は低いが，混合物となることで相

乗効果を現すとしづ仮説を提明していることから，と記{牛

が解明されることによってフェノール性化合物の他感作

用物質としての意義が証明されるものと考えられた。

Furubayashi ら 56)はうマメ科植物のムクナ (Mu正 川G

pruriens) に含有されラ縞物に対して強い生育阻害活性を

示すしDOPA は，土壌中では吸着反~や変換反応などによ
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ってその生理活性を失うことを明らかにした。没食子酸

エチノレはしDOPAと同様なカテコール構造を有している

ことから，上記作用により土壌に夜接滋和処理した;場合，

不活化されるものと推察された。さらに， Hiradateらの改

変手法により没食子酸エチノレを処理することによって青

枯病菌への殺菌効果が得られたことやアメリカフウロ乾

燥物抽出液(乾燥物 15mg相当量;/生土 19) 処理によって

青枯病菌の殺蔭効果が得られたことなどから，アメリカフ

ウロに含有される成分には寒天と河様に没食子駿エチノレ

の土壌中での吸着反応や変換反応を抑制させるような成

分が存在することが示唆された。

上記の矢口見からラ Hiradateらの改変手法によって，アメリ

カフウロ乾燥物 (lOmgl乾ニヒ 19) 処理区で、殺菌効果が得

られ，アメリカフウロ乾燥物抽出液(乾燥物lOmg相当量/

乾土 19) 処現区で殺菌効果が得られなかった要因としてラ

下記のことが考えられた。

①アメリカフウロ乾燥物trilltl液(乾燥物 IOmg相当

土 19) の抗菌成分合主:ではその大半が土壊中で吸着反応

や変換反応によりその活性が減少するがラアメリカフウロ

乾燥物抽出液(乾燥物 15mg相当最/乾土 19) の抗菌成分

合長においてはラ土壌中で、の殺菌効果を得るのに十分最の

説菌成分およびその土壌中での各種反応を抑制させる成

分が残存し

②アメリカフウロ乾燥物 (!Omg/i位土 19) 処理区におい

てはう乾燥物付近で増殖を慌始した背中市病菌が乾燥物から

i時間差で溶出される抗菌成分によってうピンポイントで殺

された。

今後， J:記内容を解明する予定である。



第 3章根路定着性を有する措抗微生物を利用した 3種

のサツマイモ病害の生物訪除

籍者

第 1章で述べたように，沖縄県のサツマイモ生産地域

では，立枯病や貯蔵病害(黒斑病、炭腐病)の被害が著

しい。

一般的に，上記病害防除のために臼本本土のサツマイ

モ生産地においては，クロルピクリン剤によるマルチ畝

内土壌消毒によりその被害を回避しており，サツマイモ

の主要産地である徳島県では，クロルピクリン剤による

マノレチ畝内土壌治毒の機械化一貫訪除体系が確立されて

いる。しかし，近年になってサツマイモ圏場周辺への住

宅の進出から，問題ないとされていたクロルピクリン剤

のマルチ赦内土壌消毒でも，刺激臭による被害の発生が

確認されている。徳島県では，その対策として，クロルピ

クリン剤処理量を俊行の 113に低減した畝内土壌消毒処

理やダゾメット剤等による立枯病防除効果を検討した。

その結果，クロノレピクリンの薬最低減処理は関場の汚染

程度が高い場合にはその紡除効果は劣り、さらにダゾメ

ット剤の場合，連年施用による防除効果は抵いが，クロル

ピクリン剤との各年施用体系においては十分な関徐効果

が得られることを示した。以上の結果から，現状では立

枯病肪除にはクロノレピクリン剤の利用体系が必要不可欠

であるとしている 17)。

しかし，沖縄県においては，サツマイモ生皮臨場と

とが隣接しており，クロルピクリンによる土壌消毒を行

えないことから，サトウキビとの 3~5 年穏度の輪作によ

りこれら嬬容の被害を回避しているのが現状である。そ

のため，サツマイモ生産農家からは，簡易的かつ効率的な

病害防除方法の開発が強く要望されている。

そこで，本研究では上記病害を防除するため，上記病原

菌に桔競作用を示し，かっ根面への定着が可能である桔

抗菌をサツマイモ塊根表皮より分離しラその利用技術を

開発することを g的とした。

材料および方法

1.措抗議の探索(第一次スクリーニング)

サツマイモを連作している読谷村闘場で 2000年 6月

に収穫された塊根(官農 36号:472飼，備額:428個)を収

穫・洗浄後，室温で lヶfl賠放置し，腐散を示さなかった

塊根(官農 36号:27fl民備瀬:15偲)の表皮を 1cmx1cmで

切片を切り出し， 70%エタノールに 2~3 秒間，続いて

0.03%次亜塩素酸ナトリウムに 3~5 分陪浸演し表面殺菌

を行った。その後，切片をストレプトマイシン 300ppm添

加素寒天培地(寒天 15g，蒸留水 1L)に置床い組織から

伸長してきた蔭糸を分離し，糸状菌を分離した。分離し

た糸状菌 500菌株を PDA培地上で立枯病菌 (S.

ipomoeae NBRC14508株)と 5日開対峠培養しう措抗作用

を示す菌株を選抜した。桔抗能は，アルブミン寒天培地

を分注・間化させたシャーレ全面に立枯病菌を接種した
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後に， PDA培地で 25
0
Cラ7日間培養した分離菌菌叢をコル

クボーラー(直径 6mm) で打ち抜いた菌叢片をシャーレ

の中央部に接種した。 25
0

Cで 5日間培養後，分離菌の茜

叢周辺部でみられる阻止円の直径 (cm) を測定した。

また，同様に選抜した桔抗菌の炭腐病蔭 (M.

phaseolina :沖縄県農業研究センタ一保存株)と黒斑病

菌(c.fimbriata :沖縄県農業研究センター保存株)に対

する措抗能も調査した。 PDA培地を分注・由化させたシ

ャーレ(夜径 9cm) の直径上に 8cm間隔で病原菌と桔抗

菌を接種した。 25
0Cで培養後ラ菌叢半径を測定し，菌糸伸

長担止率を算出した。炭腐病菌については 5日間培養後，

また黒斑病躍については 7日間培養後，評価した。菌糸

伶長阻止率は以下の計算式で算出した。菌糸伸長阻止率

(%)出(対照の菌叢半径ー対峠豆半径) x 100/対照、の菌叢

半径

2.サツマイモ苗根面への定着性(第二次スクリーニン

グ)

選抜した詰抗菌を PDA培地上で 25
0
C，7日間培養し，

コルクポーラー(直径 6mm)ですTち抜いた茜叢 3片を

0.05%寒天含有滅菌水(lOOmL)の入った 100mLのフラ

スコに入れた。そこに宮農 36 号の苔(長さ 20~

25cm) を挿し， 25
0

Cで 2週間情養した。試験は拍抗菌 l

臨株につき 2反復で、行った。苔 2株から伸長A してきた根

を約 2~3cm 長で 24 片切り出し， tお片から第一次スクリ

ーニングと詞諜な手法を用いて糸状菌を分離した。

3.ポット試験(第三次スクリーニング)

試験は 0.75mx1.5mxO.2mのポットを用いてガラス室内

で、行った。立枯病醤 (S.ipomoeae NBRC14508株)をア

ルブミン寒天培地(エッグアノレブ、ミン 0.25g，グルコース

1.0 g， K2HP04 0.5 g， MgS04・7H200.2 g， Fe2(S04)3 1 %、溶

液 1mL，寒天 18.0g，蒸留水 1L，pH 6.8-7.0) に接穣し， 2

遊間培養して得られた寒天培養物をミキサーで撹枠し， 1 

ポット当たりシャーレ 10枚分を非殺繭土壌(島尻マー

ジ)に散布後，混和して汚染土壌を作成した。上記試験

で選抜された各括抗菌はフスマ培地で 25
0
C，2週間培養

し，得られた培養物を汚染土壌 1kgにつき 10gの割合で

混和した。各措抗葱が処理されたポットに宮農 36号の

苔(長さ:20~25cm) を 10 株づっ 2001 年 7 月 28 日に

植え付け， 9月 14日に発病調査を行った。サツマイモ根

からの措抗菌の再分離は第二次スクリーニングの手法に

じた。

4. Bl-35株の胞子懸濁液への苗浸演処理時間の検討

Bト35株を PDA培地で 25
0

C，2週間培養し，胞子懸濁液

を約 109倒/ロlLの濃度になるように鵠製した。胞子懸濁

液に宮農 36与すの苗(長さ:20~25cm) を 3~5 秒， 10分，

1， 12， 24時間浸漬処理し，風乾後，非殺菌健全土壌(島尻

マージ)が入った 8号鉢に 2002年 5月 1日に 1株づっ様



付けた。植付け 1ヶ月後の 6月 2fIにサツマイモ根から

措抗菌の再分離を行った。措抗菌の根からの分離は第二

次スクリーニングの手法に準じた。試験は各浸漬処理時

間につき 3鉢で、行った。

5. Bl刷 35株の胞子懸濁液へのサツマイモ苗漫演処理によ

る匿場レベルでの病害防徐効果

試験は沖縄県農業試験場園芸支場内のサツマイモ連作

間場で、行った。試験区は①桔抗菌，②対照の計 2区を設け

た。試験区は乱塊f去により設置し， 0.85mx3mの 3反復で

行った。各試験区は I区当たり 15株の宮農 36号の苗

(長さ:20~25cm) を 2003 年 6 月 24 日に植え付け，活着

後，株下に 1株当たり配合肥料 (N:P:K=9:9:18) を 8g施用

した。 Bl制 35株の胞子懸濁液は，上記試験方法と陪様な手

法を用いて，胞子濃震を約 109個/mLに調製し，供試醤液と

した。サツマイモ苗は 12時間浸漬処潔し，風乾後，関場に

植付けた。塊根は 12月 10fIに収穫し， 12月 11日に発病

調査を行った。腐敗塊根率は、収穫後， 25
0Cで 1ヶ月開貯

蔵後，腐敗塊根率を誠査した。また，腐敗イモの権構組織

を定法に従って，病原菌を分離した。桔抗菌の試験在の反

復区から任意にそれぞれ 5株のサツマイモの根を掘り出

し，それら根からの措抗躍の分離は第二次スクリーニン

グの手法に準じて行った。

6.Bl幽 35株の同定

BI-35株の ITS-5.8SrDNA領域 (Intemaltranscription 

spacer領域 1，2及び 5.8SrRNA遺伝子を含む)の塩基配

列決定およびその塩基配列からの類縁関係推定について

はラ株式会社テクノスルガ(静岡県静関市)に依頼した。

7. Bl圃 35株が生産する抗蕗物賓の単離・同定

Fig. 28， 29に示した手順に従って，精製を進めた。各精製

段階における活性物質の抗菌活性はペーパーデ、イスク法

を用いた。培地換算量分の抽出液をペーパーデ、イスク

(箆径 8mm) に含ませ，真空デシケーター内で溶媒を留

去した後に， S. ipomoeae NBRC 14508を接穣した PDA培

地の中心部においた。シャーレは 28
0Cで3

沼間培養後，ペーパーディスク周辺部にみられる盟止円の

直径を測定した。

得られた活性物質は CDC13に溶解させ lHお MR，13C_ 

NMR， DEPT90， DEPTl35， HMQCおよび HMBC (JEOL 

JM外 A600，fI本電子)に供試し，構造解析を行った。 さ

らに EI-MSとFAB-MS(JEOL JMS SX-I02A，日本電子)

に供試し，分子量を決定した。

結果

1.措抗菌の探索(第一次スクリーニング)

分離した糸状菌 500菌株中，立枯病菌に対して括抗能

を示した譲株が 12菌株得られた。これら菌株は顕微鏡

観察の結果，Penicillium spp.と詞定された。また，黒斑病

菌と炭腐病謹に対しでもこれら措抗菌 12葱株すべてが
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桔抗能を示した(Table35)。

2.サツマイモ高根への定着性(第二次スクリーニング)

間場レベノレで、桔抗菌を利用する場合，胞子懸濁液を苗

に浸漬処理を行うことによって，根面へ定着させること

が可能となればその利用性は高まると考えられた。そこ

で，第一次スクリーニングで選抜した 12菌株の苗根への

定着性を検討した結果， Bl-34， BI-35， Bl-38， Mト29，B3-1 

株が 90%以上の高い定着率を示した (Table36)。

3.ポット試験(第三次スクリーニング)

第二次スクリーニングで選抜した搭抗躍 5菌株をポッ

ト試験で立枯病防除効果を検討した結果， Bト35株を処理

した苗の生育は対照区と比較して，地上部および池下部

とも生育が優れ，また BI-35株は立枯病に対して，他の措

抗菌よりも高い紡除効果(防除価:60.1)を示した。 Bl目

35株を処理したサツマイモの根からは，搭抗菌が 97.5%

の高い率で再分離された。 (Table37， Fig. 25)。

4. Bl-35株の胞子懸濁液へのサツマイモ苗浸演処理時間

の検討

BI-35株の胞子懸濁液への苗浸潰処理により，措抗菌の

苗根部への定着が可能であるか検討した結果，各浸演時間

によるBl-35株の再分離率に有意な差は認められなかっ

た。しかし， 3~5 秒間浸潰した場合，再分離率のデータが

援れたため，実際に利用する場合には胞子懸濁液に 10分

詞以上浸演処理することで， Bl嶋 35株の根箇への定着が安

して行えるのではなし、かと推察された (Fig.26)。

5. Bl-35株の胞子懸濁液へのサツマイモ芭漫譲処理によ

る箇場レベルでの病害防除効果

BI-35株の胞子懸濁液への苗浸漬処理により、サツマ

イモ立枯病に対して発病率と発病度で対照IKと比較して

有意な差が認められラ高い防除効果(紡除価:67.6)が得

られた。収量等については、各試験区間に有意な差は認

められなかった。また腐敗事t緋効果については、対照区

よりも腐敗率を有意に低く抑えることができた(Table38)。

なお本研究においては，貯蔵期間中黒斑病の発生は確認

されなかった。腐敗の原因菌を擢病組織から分離した結

果，炭腐病菌のみが分離された。

以上の結果から， BI-35株の胞子懸濁液へのサツマイモ

苗浅漬処理により，立枯病や炭腐病の被害を抑制できるこ

とが明らかとなった。

6. Bl・35株の罰定

BI-35株の ITS-5.8SrDNA領域 (Intemaltranscription 

spacer領域 1，2及び 5.8Sr貯~A 遺伝子を含む)の塩基配

列車句 600bpは，Penicillium sp. NRRL 28143 [AF125941; 

Penicillium geastrivorus (Peterson et al.ラ unpublished

species) )の ITS-5.8SrDNA塩基配列と比較して， ITSl領

域に 1カ所ラ ITS2領域iこ 1カ所の塩基置換が認められた



(Fig.27)。

以上の結果からう Bト35株の ITS-5.8SrDNAの塩基配列

による菌の系統的帰属分類群推定により上記菌株は

Penicilliwn geastrivorusと同定された。なおう Bl冊目株は

DDBJに Accessionnumber (AB274312) として登録され

た。

7. Bt-35株が生産する抗菌物質の単離・間定

Fig. 28， 29のスキームに従って，精製をi鎮めた。 PDA培

地培養物 500mL分をアセトンで抽出した溶液を減圧濃縮

後，蒸留水を添加し 550mLに調製した。そのうち 500mL

の抽出溶液を水酸化ナトリウムで pH8.0に調整しラ酢酸エ

チノレで、液々分配した結果，酢酸エチル可溶性中性・塩基性

fr. (118mg) と水 fr.の両立に活性が得られた。水 fr.の活

性が強かったことから，本 fr・-の精製を進めた。7l<.fr.を塩

般で pH3.0に謂整し，酢般エチノレで、液々分配した結巣，酢

椴エチノレ日J溶性酸性 fr. (104mg) に活性が得ら "'~ι 干

の酢酸エチノレ可溶性駿性 fr・.(93.3mg) をクロロホノレム田メ

タノーノレ系の格上l:¥諮媒を利用した)1側、自のシリカゲルクロ

マトグラフィーにより精製を行った結果， 10%メタノール

fr. (77.1mg) に活性が符ミられた。本企を薄屑クロマトグ

ラフィー(展開溶媒:酢酸エチル)によるあな製を倹討し

た結果， Rf値 0.43の部位(パニリン硫酸で黄色に呈色し，

uv短波長を吸収)で活性が確認された。 69.0mgを本手

法により精製を行った結果，活性物質~ 1を 41.4mg呈で単

Jilitできた。未|弓定 fr.である酢酸エチノレ可溶性中性・境基

性 fr.の精製については，今後の検討が必婆である。

勿fょr1 喜三 IH-NMRラ 13C-NMR， DEPT90ラ DEPT135ヲ

HMQCおよび HMBCに供試した結果， DEPT90 と

DEPτ135のデータを統合しラ 13C-NMRで得られたピーク

の炭素種が明らかとなった。またラ HMQCにより炭素と

水素の直接結合が判明し， HMBCにより近傍の水素と炭素

の結合が明らかとなったほめle39)。

i活舌性物質 1を E日I

E日I悶ふMSでで、 m々 170のピークが確認され， FAB-MSポジティ

ブ(マトリックス グリセロール)で m/主171ラFAB-MS

ネガティブ(マトリックス:ニトロベンジルアノレコー

ノレ)で m/z169のイオンが検出されたことから，活性物質 1

の分子量は 170であることが号J1らかとなった。以上の結

果，得られた分子ー量と各種 NMRデータより，活性物質 1

は分子式 CSHIO04の Penicillicacid (ペニシリン酸)と同

定された。 Fig.30に NMRスベクトノレの帰属を示した。

またう penicillicacid襟品の NMRスベクトルとサンプルの

NMRスベクトルは完全に一致した。

Table 35. Growth inhibition effect of antagonists against sweet potato pathogens in dual culture 

Penicillium isolate tested 

BI-34 

B ト35

Bト37

BI-38 

孔11-29

MI-79 

M2-1 

B3-1 

B3-2 

M3-1 

M4伺 l

M4-2 

Inhibition zone (cm) 1)nhibition rate of mycelial growth (%) 

S. I}ヮomoeae C.βmbriata Mphαseolina 

2.6 27.7 17.2 

2.6 63.1 23.4 

2.7 32.3 17.2 

2.5 38.5 21.9 

2.8 30.8 21.9 

3.1 47.7 21.9 

3.0 30.8 23.4 

2.0 29.2 17.2 

2.2 29.2 18.8 

2.5 30.8 21.9 

2.1 30.8 26.6 

3.0 30.8 21.9 

1) The diameter of the inhibition zone which was observed around the colony of the isolate of Penicillium spp. 

2) (The radius ofthe control pathogen colony( cm) -The radius of dual culture pathogen colony ( cm ) ) x 100/ 

the radius ofthe control pathogen colony (cm) 
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Table 36. Reisolation rate of 12 fungal isolates from rhizoplane of sweet potato pretr官atedwith 12 Penicillium isolates in vitro 

Penici/lium isolate pretreated Number of samples among 24 samples from which Reisοlation rate (%) 1) 

the fungi was reisolated 

Penicillium sp. Fusarium sp. Rhizoctonia sp. u凶ωown

BI-34 24 0 0 0 100.0 

BI-35 23 O O 95.8 

BI-37 14 10 O O 58.0 

BI-38 23 O O 95.8 

MI-29 24 O O O 100 

MI-79 19 5 O O 79.2 

M2-1 17 6 O 70.8 

B3-1 22 2 O O 91.2 

B3-2 12 12 O O 50.0 

M3-1 21 3 O O 87.5 

M4-1 17 7 O O 70.8 

恥14-2 13 10 O 54.2 

control O 2 12 O 0.0 

1) Reisolation rate ( % ) = The number of pieces of root tissue合omwhich the antagonist was reisolated x 100/ 

The number of pieces of root tissue which were used for the reisolation 

Table 37. Effectiveness of the antagonist in controlling soil rot of sweet potato， and the reisolation rate of antatagonist from root tissue 

Fllngal isolate Growth examination per one planDisease incidence Disease severity 1) Protective Vallle 2) Reisolation rate J) 

~thofvine Weightofvine Weightofroot (%) (%) 

(cm) (g) (g) 

B 1-35 78.3 62.5 3.0 70 34 。 60.1 

83.8 4 1.5 1.3 100 74.0 15.0 60.0 100 74.0 15.0 

86.3 81 l.O 2.3 100 74.0 15.0 55.0 100 74.0 15.0 

75.8 1.3 0.9 100 94.0 -7.0 15.0 23.3 。 100 94.0 ー7.0

41.4 3 5.0 1.1 100 84.0 3.6 60.0 100 84.0 3.6 

control 54.2 17.7 1.1 100 87.1 

1) Desease severity was calclllated from propotion of canker lesion area which was obsearved in subterranean stem 

Disease severity index 0 : no canker lesion area ( CLA )， 1 : 1 % > CLA， 2 : 1 % 孟CLA<10%，3: 10% 豆 CLAく 25%， 4: 25 %壬 CLAく 50%，

5: 50 %壬 CLA

Disease severity = L (Number of disease stem in each level x each diseas巴sev巴rityindex)x 1 00/ 5x(totul nllmber of exumined sllbterranean stems) 

2) The protective va1ue was calclllated as ( X -Y ) x 100/ X ;‘ X ' was disease severity with control. ;‘ y ， was disease severity with treated plants 

3) Reisolation rat巴(% ) =The nllmber of pieces of root tisslle from which the antagonists were reisolated x 100/ The nlll11ber of pieces of root tisslle which 

were llsed for the reiso1ation 

Fig. 25. Efficacy of Penicillium sp. B 1-35 against soil rot 

of sweet potato 

(left:control， right: treatmant) 
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3'"'-'5 seconds 

10 minutes 

1 hour 

12 hours a 

24 hours 

O 20 40 60 80 
Reisolation rate (%) 

Fig. 26. Reisolation rate of Penicillium sp. B 1-35 from the root tissue of 

sweet potato herbaceous cuttings which were dipped for various periods 

oftime into a spore suspension of Penicillium sp.Bl-35 

100 

ネ:Histgram bars followed by the same letters are not significantly different 

at 5% level by the Tukey-HSD test after arcsine conversion. 

Table 38. Efficiency of pre-inoculation with a spore suspention of Penicillium sp. B 1-35 against soil rot of sweet potato 

and post harvest disease 

AlI storage roots Soil rot Decay 

Treatmentl
) Number Yield Disease Disease Protective rate 

(kg) incidence severity2) value3) (% ) 

(% ) 

BI-35 24.0;:5) 3.5 aコ) 19.7 a6) 13.6 a吋 67.6 53.9 a6) 

Control 23.3 a 4.6 a 63.1 b 38.3 b ヲ2.0b 

1) Bl-35 ; Pre-inoculation with a spore suspention of Penicillium sp.BI-35 

2) Desease severity was calculated from propotion of canker lesion area which was obsearved in strage root. 

Reisolation 

rate4) 

(% ) 

50.0 

Disease severity index 0: no canker lesion area ( CLA )， 1 : 1 % > CLA， 2 : 1 % 孟CLAく 10 %， 3: 10 % 三五 CLAく 25%， 

4・25% 三五 CLAく 50%， 5: 50 % 豆CLA 

Disease severity = 100 x {エ(disease index ) x ( number of diseased storage roots ) } / 

{ 5 x ( number of storage roots examined ) } . 

3) The protective value was calculated as ( X明 Y)x 100/X 

X was disease severity of control ; Y was disease severity oftreated plants. 

4) Reisolation rate (%) = The number of root tissue which antagonist was reisolated x 100/ the number ofroot tissue which 

were used for the reisolation 

5) Numbers followed by the same letters are not significant1y different at 5 % level by Tukey -HSD test. 

6) Numbers followed by the same letters are not significant1y different at 5 % level by Tukey -HSD test a立erarcsine 

converslOn. 
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Bl-35 22 aaggatcatt actgagtgag ggccctctgg gtccaacctc ccacccgtgt ttattgtacc 81 
NRRL28143 aaggatcatt actgagtgag ggccctctgg gtccaacctc ccacccgtgt ttattgtacc 60 

Bl-35 82 ttgttgcttc ggcgcgcccg cctcacggcc gccggggggc a!ccgccccc gggcccgcgc 141 

NRRL 28143 61 ttgttgcttc ggcgcgcccg cctcacggcc gccggggggc a~ccgccccc gggcccgcgc 120 

B1-35 142 ccgccgaaga caccattgaa ctcttgtctg aagattgcag tctgagtaga ttagctaaat 201 

NRRL 28143 121 ccgccgaaga caccattgaa ctcttgtctg aagattgcag tctgagtaga ttagctaaat 180 

B1-35 202 cagttaaaac tttcaacaac ggatctcttg gttccggcat cgatgaagaa cgcagcgaaa 261 
NRRL 28143 181 cagttaaaac tttcaacaac ggatctcttg gttccggcat cgatgaagaa cgcagcgaaa 240 

B1-35 262 tgcgataagt aatgtgaatt gcagaattca gtgaatcatc gagtctttga acgcacattg 321 

NRRL 28143 241 tgcgataagt aatgtgaatt gcagaattca gtgaatcatc gagtctttga acgcacattg 300 

B1-35 322 cgccccctgg tattccgggg ggcatgcctg tccgagcgtc attgctgccc tcaagcacgg 381 

NRRL 28143 301 cgccccctgg tattccgggg ggcatgcctg tccgagcgtc attgctgccc tcaagcacgg 360 

B1-35 382 cttgtgtgtt gggcttcgcc ccccgttC!!t cggggggcgg gcccgaaagg cagcggcggc 441 

NRRL 28143 361 cttgtgtgtt gggcttcgcc ccccgttcgt cggggggcgg gcccgaaagg cagcggcggc 420 

B1-35 442 accgcgtccg gtcctcgagc gtatggggct ttgtcacccg ctctgtaggc ccggccggcg 501 

NRRL 28143 421 accgcgtccg gtcctcgagc gtatggggct ttgtcacccg ctctgtaggc ccggccggcg 480 

B ト.35 502 cccgccggcg acacccaaat caatctatcc aggttgacct cggatcaggt agggataccc 561 

NRRL 28143 481 cccgccggcg acacccaaat caatctatcc aggttgacct cggatcaggt agggataccc 540 

B1-35 562 gctgaactta agcatatcaa taagcggagg aaaag 596 
NRRL 28143 541 gctgaactta agcatatcaa taagcggagg aaaag 575 

Fig. 27. Comparison of ITS-5.8S rDNA nucleotide sequence between Penicillium sp. 

B1-35 (AB274312) and Penicillium sp. NRRL 28143 (AF125941; Penicillium 

geastrivorus (Peterson et α1.， unpublished species) J 
The sequence typed in bold and underlined letters indicate the base subtitution 

in the ITSδ.8S rDNA nucleotide sequence ofthe above two strains. 

PDA medium (500mL) on which Penicilliu11l sp. Bl-35 
was incubated at 25'C for 7 days 

A氏erextraction with acetone (l.OL) 
at room temp. for 2 days (2 times) 
， the extract was evaporated in vacuo at 35

0

C. 
The extract was adjusted by distilled water to 550 mL， 
500 mL was prepared at pH 8.0 byNaOH and 
p昌rtitionedwith EtOAc (500 mL X 3). 

This合.was pr巴paredat pH 3.0 by HCl 
and partitioned with EtOAc (500mL X 3). 

EtOAc企.

Yield: 118mg 
actIvtty:十十
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Fig. 28. Isolation scheme of compound 1 from PDA medium on which 
Penicillium sp. Bl・35was inoculated (Scheme 1) 
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EtOAc fr. 
93.3mg 

Silica gel column chlomatography 
BW 200 (FUJI SIL YSIA CHEMICAL LTD.) 
solvent:CHCI3-MeOH 
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10%MeOH fr. 30%MeOH企.

Yield:77.1mg actlVlty: -
activity: +++十

69.0 mg 

Thin layer chromatography 
Plate:Silica gel 60 F254 (Merck) 
solvent: EtOAc 
Detection:Spray of valinillin sulfuric 
acid test solution 
Solid line: UV254nm 
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Fig. 29. Isolation scheme of compound 1 from PDA medium on which 
Penicillillm sp. Bl-35 was inoculated (Scheme 2) 

Table 39. NMR spectrum of compound 1 

CNo. 13
C lH(int.， mult.) HMBC 

17.26 CH3 He;1.76(3Hラ s) Ha，Hb 

2 59.72 CH3 Hd;3.90(3H， s) 

3 89.34 CH Hc;5.12(lH， s) 

4 104.13 C 

5 116.84 CH2 Hb;5.48(IH， s)， Ha;5.52(lH，s) 日a

6 139.52 C Ha，He 

7 171.19 C Hb 

8 178.75 C 狂d

Hd 
Hd ¥ /  

../"""C 2 

¥ 
Hd 

Ha Hb 

Fig. 30. Chemical structure and assignment of NMR signals 

of compound 1 (Penicillic acid) 

The No. ofC and alphabet ofH correspond to Table 5. 
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考察

サツマイモ塊根表皮から，沖縄県におけるサツマイその

主要病害である立枯病の病原菌 S.なrJomoeaeに対して高い

措抗能を示し，また日本;本土への出荷時に問題となる黒斑

病の病原菌C.fzmbriataや炭腐病の病原菌 M.phaseolinaに

対しでも生育抑制効巣を示す糸状菌Bl叫35株を分離しヲ

Penicillilll11 geastrivorllsと同定した。しかし，Penicillium 

geastrivorusに関する最近の知見においては Yangら 57)や

Bergら 58)による報告があるがラいずれの報告においても

本学名に関する初出の論文は無いためラ本学名は正式には

認められていないとしている。 P.geastrivorlls B 1-35株

はラサツマイモ苗を本萄の胞子懸濁液へ浸演処理を行うこ

とにより，根回への定着が可能であり，ポット試験で立枯

病訪|徐効果が確認された。さらに，翻場試験で本処理によ

る病害防除効果を確認した結果 立枯病と炭腐病に立すし

ては高い防徐効果が確認された。なおう黒斑病に対する効

果ついては本イ研究において貯蔵期間中を通して発生が確

認されなかったのでラ今後の検討が必要である。

P. geastrivorus B 1検討株が生産する抗菌物質の

府l定を行った結果， Penicillic acid (ペニシリン酸)である

ことが明らかとなった。ヰ三菌の PDAT音地での Penicillic

acid生産量 (ca.51.5mg / 500mL)から推察するとう

病害防除作用機構は，本物質による抗菌作用が主であると

考えられるが，今後本菌を接種したサツマイモ根から本物

質の検出を行うことによってラその作用機構の詳維が明ら

かになると考えられた。 Penicil/ium属菌はおnicillinのよ

うな有用な抗生物質を:etする菌種がある一方で 59)

Citrinin， Patulin， Penicillic acid， Ochratoxin Aなどのかび毒

を生産する菌積もある 60)が，P. geastrivorllsが過去の報告

でカピ議を生産したという知見は見当たらないことを確

認して研究を行ってきた。しかしう今田オ玄関がカピ毒であ

る Penicillicacidを生産していることが初めて明らかとな

った。カピ毒を生産する協は生物農薬として主主録するこ

とは認められていない 61)ので本菌の生物j襲薬としての技

術開発は事実上不可能となった。

しかしラ Penicillicacidの撞物病原菌に対する抗菌性につ

いてはラ Kangand Kim62)がヲ Aspergillussclerotiorlllnの培養

液から Phytophtoraspp.に対して高い抗菌活性を有する生

潔活性物質として単離されたとして報告しており，さらに，

コムギ立枯病の防除に有効であった Pseudomonas

jlUOl四 cence63)や読菜類の Fusariumの防除に有効で、あった

Burkholderia (Pseudomonas) gladioli 64，65)が生産する抗菌

物質である Pyrrolnitrin(ピロールニトリン)をリード北

合物として合成した誘導体の中から， Fenpicronil (フェン

ピクロニノレ)や Fludioxonil(フルジオキソニル)のよう

な化学殺蕗剤が開発・上市されたという事剖がある 61)こ

となどから， Penicillic acidについては多くの植物病原窓へ

の抗菌性が期待されるため，今後上記 Pyrrolnitrinと間様に，

化学農薬開発の有効なリード化合物として開発を進める

ことによってラ有効な病害訪除離の開発につながるかもし
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れない。また，未同定 fr.である酢較エチノレ可溶性中性・

塩基性合.の活性物質についてはラ単離・同定を進めるこ

とによって，今後新たな展開があるかもしれない。

今回の結果からう桔抗微生物のスクリーニング手法とし

て，①抗菌性を指標にしたスクリーニングはなるべくは行

わない，②カビ毒の生漆が報告されている微生物属・種に

位霞付けられるような微生物は最初からスクリーニング

の段階で除外するということが重要で、あると考えられた。

さらに今後の植物病害防除を民的とした措技微生物の

スクリーニング戦略としては①溶菌・寄生作用，②植物

体上での病原菌との競合作用③病害抵抗性誘導などを作

用機構とし，さらに植物体への定着が可能である措抗微生

物の探索が重要となると考えられる。実i燦にラ近年上市さ

れている生物農薬はヲ上記作用を作用機構とするとされて

し、る 66)。

今回見いだされた P.geastrivorusはう ♂ヶ月間ll.'1'JI践し，

腐敗を示さなかったサツマイモ塊授の表面から探索され，

さらに第一次スクリーニングで見いだ、された措抗菌はす

べて Penicil/ium属菌であったことからう長期貯蔵された

サツマイモ塊根の表皮には Penicillilll11属菌が多く存在し

ていることが示唆された。ヱド知見から，長期貯蔵された

サツマイモ塊根表皮で生息する Penicillillm属菌がカヒ、、青:

を生産している可能性が考えられるため，今後長期貯蔵

されたサツマイモ塊根表皮におけるカビ毒汚染程度につ

いて検討する必要性があると考えられた。

また， +宙技微生物を活用した土壌病害防除技術の実用

化に当たっては，安全性確認のためにも，これら生物が生

産する生理j舌性物質の向定が必須で、あるということを本

研究は示唆している。



総合考察

本研究では，沖縄県のジャガイモとサツマイモ生産地で

問題となる土壌病害の環境保全型防除技術開発に関する

研究を行った。

第 l章では，ジャガイモ青枯病菌の耕穣的・物理的防除

技術について検討を行いヲa:植え付け時期の移動によるジ

ャガイモ青枯病の被害回避，②短期輪作作物としてのダイ

ズの有効性および③太陽熱土壌消毒の有効性について明

らかにした。

第 2章では，植物を利用した青枯病および植物放線菌病

の防除技術を謂発することを目的として研究を進めた。

その結来，群落を形成し，沖縄県内に自生する植物から，青

枯病菌や植物病原放線菌に対して抗菌活性を有する植物

として，アメリカフウロが探索された。その抗菌成分は池

上部にのみ含有され，その物理化学的性状については，熱

に対する安定性と保存性に優れ，広い温度域(28~950C)の

水で、の抽出が可能であった。

アメリカフウロ地上部に含まれる抗菌成分が水で、抽出

が可能であるという性質を利用して，その利用方法をポッ

トレベノレで、検討した結果アメリカフウロ地ヒ部乾燥物を

土壌すきこみ後， 7.Kを散水処理するかあるいはアメリカフ

ウロ乾燥物熱水抽出液をかん注することによって青枯病

による被害を遅延できることが暁らかとなった。

小規模臨場試験で利用方法を検討した結果，青枯病につ

いては多発条件下においても，アメリカフウロ地上部乾燥

物の土壌混和処理と太陽熱土壌消毒を併用することによ

って，クロノレピクリン並の防除効果が得られることが明ら

かとなった。ノト発生条件下においては，アメリカフウロ地

上部乾;換物の土壌混和処理後，圃場全面に敷きわらを被覆

し，散水処理を行うことによって，青枯病による被害を回

避できることが明らかとなった。また，植物放線菌病(サ

ツマイモ立枯病)に関しては地上部生革の混和処理と散

水処理との併用処理で高い防除効果が得られることが明

らかとなった。

農家関場で，トマト青枯病の防除実註試験を行った結果，

前作の発病率が 19.6%であった圏場であったが，アメリカ

フウロ乾燥物の混和処理と太陽熱土壌消毒を併用した試

験区では植え付け 8ヶ月後においても，青枯病の発病が認

められなかったことからその有効性が実証された。

その作用メカニズムは，7.Kで溶出可能である抗菌成分が

植物体から土壌中に渉出することによって，土壌中の病原

蕗密度を低下させることによるものであると推察された。

そこで，本植物に含有される抗菌成分を単離・同定した結

果，抗議成分の一つをボリフェノールの一種である没食子

酸エチルと同定した。さらに，上記作用メカニズムを解明

するアッセイ系を確立し本物質が関与することを証明で

きた。

第 3主主では， 3種サツマイモ病原菌(立枯病菌，黒斑病菌，

炭腐病菌)に対して措抗作用を示し，さらにサツマイモ根

面への定着が可能で、ある措抗窟の探索をサツマイモ貯蔵

塊根の表皮を分離源として行った結果，Penicillium sp. B 1-
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35株が選抜された。本菌の利用方法を検討した結果，胞

子懸濁液に苗を 10分間以上浸演処理することにより，安

定して根面へ定着すると考えられたため，本処理(12時

間浸漬)を行った苗を立枯病汚染園場に構え付けたとこ

ろ，高い防除効果(防除価:67.6) が得られた。また貯蔵病

害である炭腐病による腐敗抑制効果については，対照区と

比較して腐敗率を有意に低く抑えることができた。黒斑

病については，発生が確認されなかったため，今後の検討

が必要であった。本菌株の ITS-5.8SrDNA塩基配列そ解析

した結果 ，Penicillium geastr・ivorus (Peterson et al.， 

unpublished species) と同定された。しかし，P. geastrivorus 

Bl-35株が生産する抗菌物質の単離・同定を行った結果，

カビ毒として知られている Penicillicacid (ペニシリン

酸)であることが暁らかとなったことから，本菌の生物農

薬としての技術開発は事実上不可能となった。しかし，

Penicillic acidはその抗菌スペクトラムの広さから新規農

薬のリード化合物としての利用が可能であると考えられ

るため，今後の研究に期待したい。

そこで，上記で得られた知見をもとに，沖縄県で発生す

る青枯病や植物放線菌病の総合防除体型モデ、ノレについて

提示したい。

青枯病については，土地利用型作物と施設利用型作物と

でアメリカフウロの利用体型は，大きく異なる。

土地利用嬰作物であるジャガイモについては，青枯病の

発生が小発生で、ある圃場では，乾燥物混和後，臨場全面に

敷きわら被覆し，散水処理を行うことによって，被害軽減

効果が期待できるが，中~多発生である潤場では，上記処

理に他の防除手段(①稜いもの遅植，②ダイズとの短期輪

作，③抵抗性品種利用，④パリダマイシン剤の散布 23)等)

を組み合わせることにより脊枯病による被害が屈避でき

るものと考えられる。この際利用するアメリカフウロは

休耕地等で栽培し，収穫・乾燥後，乾燥物を使用時まで保

存する必婆がある。今後生主主のすきこみによる青枯病防

除効果が確認されれば，ジャガイモの 2年 1作体型にアメ

リカフウロ栽培を組み込んだ、輪作体型による青枯病の被

害回避がより現場農家に受け入れられやすい技術になる

ものと考えられる (Fig.31)。ジャガイモそうか病につ

いては，今後，圃場レベルで施用量の検討を行い，上記と向

様な手Jj用技術を検討する必要がある。

施設利用型作物であるトマト等についてはヲアメリカフ

ウロ乾燥物の混和処理と太陽熱土壌消毒とを併用するこ

とにより，脊枯病の被害を屈避できるものと考えられる

(Fig. 32)。また，アメリカフウロ乾燥物の畝内混和処理

を行うことにより，闘場全面混和処理と比較してラアメリ

カフウロ乾燥物の施湾最は約 40%程度削減することが可

能であり，さらに太陽熱土壌消毒により他病害虫の同時紡

除も期待できるので，本技術は施設利用型作物では，有効

な防除手段となりうるものと考えられる。

サツマイモ萌害の総合防除技術については，アメリカフ

ウロの生箪すきこみ処理を行うことによって，立枯病の被



害を軽減できるものと考えられる。しかし，貯蔵病害の防

除に関しては，更なる生物防除技術の開発が必要であるこ

とから，現在，第 3章で述べた作用機構(溶菌・寄生作

用)を存し，楠物根への定着が可能である桔抗微生物

(Trichoderma sp. CT-2株)を探索し，本菌を利用したサ

ツマイモ貯蔵病害に対する防除技術の開発に着手してい

る段階である (Fig.33)。本菌株の有効性が明らかとな

れば、アメリカフウロ生草のすきこみ処理との併用処理

によるサツマイモ病害の総合防除技術が構築できるもの

と考えられる。

アメリカフウロは，沖縄県においては，薬草として古く

から利用されており，乾燥物を煎じて飲むことにより，か

ぜ¥リウマチ，慢性腸炎，下痢，月経不)1乳経行発熱，腹脹腰

痛，不妊痕に効果があるとされている 67)。よって，実際に

病害防除へ利用された場合，人爵や環境への影響は少な

いものと考えられる。アメリカフウロは青枯病や植物放

線菌病対策に現在主に使用されているクロルピクリン剤

の代替技術として利用可能で、あり，さらに住宅地隣接間

場で利用可能である。本技術が普及することによって，

農業へのイメージアップが大いに期待できるものと考え

られる。

今後，本技術は新たな土壌病害防除技術のーっとして，

植物保護分野(①対抗横物，②土壌病害防除資材)で利

用されるものと考えられ，その実用化に向け，①穂子生産

技術および多収栽培技術の確立に向けた研究，②優良系

統の探索，③乾燥物を利用した病害防除資材開発および

@詳細な作用メカニズム解明に向けた研究を行う必要が

ある。

短蛾的開発製品としては生草すきこみによる病害関

除を考慮した対抗植物的利用製品の開発を目指し，長期

的開発製品としては乾燥物を利用した病害防除製品(特

定農薬・生物農薬)の開発を目指す必要がある。

植物病原蕗に対して抗菌活性を有するアメリカフウロ
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のような横物を利用した土壌病答防総技術に関する報告

は少ない。そのため，今後，植物のアレロパシ一機能を活

用した土壌病害防除法に関する報告が増えてくることが

考えられるが，本技術に該当する名称が世界的にも見当

たらないため，本技術の名称を Allelofumigation(アレロ

フミゲーション)としづ新たな概念の土壌消毒技術とし

て提案していきたい。

これまで述べたように生物(植物，措抗微生物)を活

用して，病害虫防除技術を開発することが可能であるこ

とを明らかにした。

近年，安心・安全な農作物生産は，重要かっ緊急、の課題

となっており，ポジティブリスト制度の施行により，農薬

散布時に問題となるドリフトが大きく取り上げられラ化

学農薬の使用がこれまで以上に悶難な状況になると考え

られる。

しかし，化学農薬は，農作物生産には必須のアイテムで

あり，今後は化学農薬の利用と生物防除等の他防除手段

をうまく組み合わせて，病害虫の被害を軽減させる技術

を確立させることが重要なファクターになると考えられ

る。

とくに，沖縄県においては，マイナ一作物が多くを占め，

使用できる農薬が限られている。そのため，化学農薬利

用(土壌消毒剤を除く)を核として，その補足的な役割

を担うことが可能となる他の防除技術，特に生物防除技

術を利用した総合防除体型の機築に関する技術開発が今

後重喪性を増すものと考えられる。

沖縄県は日本で唯一亜熱帯地域に属し，東洋のガラパ

ゴスと称されるほど生物資源に恵まれた地域であり，生

物防除素材として利用できる資源が数多く内包されてい

ると考えられる。そのため，生物資糠(横物，桔抗微生

物)を活用した生物防除素材の探索およびその利用技術

開発を今後とも遂行していく必要があると考える。
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In the fields where the occurrence of bacterial wilt 

IS severe 

Cultivation of Geranium 
carolinianum L. 

Incorporation 

Above treatment + Other control methods 
1) Late planting of seed tubers 
2) Short-term rotation with soybean 

3) U se of resistant variety 

4) Application ofvalidamycin 

Fig. 31. Integrated control model of bacterial wilt of potato 

*The control effect of soil incorporation treatment of fresh aerial tissue 

against bacterial wilt of potato is under investigation. 

Application of dried aerial tissue lncorporation 

at 0.5-¥'0 ton 10a-1 on the ridge 
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Irrigation tiU a mass 

water content of 30cm 

deep became ca. 25-30% 

after polyethylene film 

covenng 

Treatment periods : From one 

to two months in summer 

Preservation within one year at room 

temperature after harvest and drying 

Cultivation of Geranium carolinianum L. 

Fig. 32. Integrated control model of tomato soil-borne diseases 
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Use of fresh aerial tissue 

of Gerallilllll CarOlillialllllll L. 

Use of antagonistic microorganism which display Iysis 

and parasitism against pathogens， and which are able 
to establish themselves in the rhizoplane of plant 

+ 

Cultivation lncorporation Treatment No treatm巴nt

Lysis and paratisism effect of Trichoderma sp. CT-2 againt 

Macrophomina phaseolona， and Control effect against 

chacoal rot in pot test. 

Fig. 33. Integrated control model of the sweet potato soil-borne pathogens 
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学位論文要旨

植物と微生物の生物機能を利用した土壌病害防除技術に関する研究

Studies on the control of soil-borne plant diseases with the bio幽 functionof plant and microorganism 

大城篤

本研究ではラ沖縄県で深刻な問題となっている

に対する防総技術開発に関する研究を行った。

第 l章ではラジャガイモ青枯病菌の彩1:穏的・物理的防除

技術について検討を行し、a:植え付け時期の移動による被

害回避，②短期輪作作物としてのダイズの有効性および③

太陽熱土壌消毒の有効性について明らかにした。しかし，

現場農家からは，より有効な紡除技術の開発が求められた

ことからラ植物と微生物の生物機能を利用した土壌病害防

除技術開発について着手した。

第 2主主ではラ植物を利用した青枯病および槌物放線菌病

の防除技術を開発することを目的として研究を行った。

その結果ラ群落を形成し，沖縄県内に自生する植物から，青

枯病菌や植物病原放線簡に対して抗菌活性を有する植物

として，アメリカフウロが探索された。その抗菌成分は地

上部にのみ含有されラ熱に対する安定性と保存性に優れ，

広い ìlíil.度成(28~950C)の7.kで、の抽出が可能であった。ア

メリカフウロ地上部に含まれる抗菌成分が水で抽出が可

能であるという性質を利用して，その利用方法をポットレ

ベノレで検討した結果，地上部乾燥物を土壌すきこみ後，散

水処理するかあるいは熱水抽出液をかん注することによ

って青枯病による被害子を遅延できることが明らかとなっ

た。

小規模園場試験(ジャガイモ青枯病)で利用方法を検

した結果，多発条{牛下においてはヲ地上部乾燥物

(1.5ton/l Oa) の土壌混和処玉虫と太陽熱土壌消毒を併用す

ることによって，クロルピクリン並の防除効果が得られる

ことが明らかとなった。小発生条件下においてはラ池上部

乾燥物 (1.0ton/lOa) の土壌混和処理後，闘場全隠に敷き

わらを被覆し，散水処玉虫を行うことによって，育一枯病によ

る被害を田避できることが明らかとなっ

農家臨場で，トマト青枯病の防除実証試験を行った結果，

前作の発病率が 19.6%で、あった圃場であったが，池上部乾

燥物(1.Oton/l Oa) の畝内混和処理と太腸熱土壌消毒を併

用した試験区では植え付け 8ヶ月後においても，青枯病の

発病が認められなかったことから，その有効性が実証され

たc

地上部乾燥物の最小施用量を検討した結果，ジャガイモ

青枯病が多発する条件下においてもラ青枯病に中程度の抵

抗性を有するニシユタカを用いて，乾燥物を 500kg!10aで

混和処理することでヲl.Oton/lOaの施用量と間程度の安定

した訪除効果が得られることが明らかとなった。

さらに，植物放線菌病に対するアメリカブウロ地上部土

壌処主張の効果を検討した。その結巣，ジャガイモそうか病
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についてはポットレベルでは，地上部乾燥物

(1.5ton/l Oa) を混和処理後散水処理を行うことによっ

て，高い防除効果が得られた。また，サツマイモ立枯病に

ついては小規模関場レベルで検討した結果ラ地上部生主主

(5.0ton/l Oa) の混和処理と散水処理との併泊処玉虫で高い

防除効果が得られることが明らかとなった。

アメリカフウロ地上部の土壌処理による土壌病害の防

除効果の作用メカニズムは水で、溶出可能で、ある抗議成分

が植物体から土壌中に惨出することによってヲ土壌中の病

原菌筏度を低下させることによるものであると推察され

そこでヲ本植物に含有される抗菌成分を単離・同定し

た結果，抗菌成分の一つをポリフェノーノレの一種である没

食子酸エチノレと同定した。さらに，上記作用メカニズ、ムを

解暁するアッセイ系を確立し本物質が病害訪除に関与す

ることを5正明できた。

第 3 ではラ 3種サツマイモ病原菌(立枯病菌，黒斑病菌，

に対して桔抗作用を示し，さらにサツマイモ根

聞への定着が良好である措抗菌の探索をサツマイモ貯蔵

塊根の表皮を分離i原として行った結果，Penicillium sp. Bl-

35株が選抜された。本龍の利用方法を検討した結果，胞

子懸濁液に苗を 10分間以上浸漬処理することによりヲ安

定して根街へ定着すると考えられたためラ本処理(12時

間浸演)を行った苗を立枯病持染闘場に被え付けたとこ

ろ， I高い防除効果(防除1rlfi:67.6)が得られた。また貯蔵病

害である炭腐病による腐敗抑制効果についてはラ対照区と

比較して腐敗率を有意に低く抑えることができた。本菌

株の ITS-5.8SrDNA塩基配列を解析した結果，Penicillium 

geasfrivorus (Peterson et al.， unpublished species) と同定さ

れた。 P.geαstrivorus Bl-35株が生産する抗菌物質の

離・同窓を行った結果ラ少なくとも 2穏の活性物質が存在

し，幹酸エチル可溶酸性画分に含まれる抗菌物質をペニ

シリン酸と同定した。本菌がカビ毒であるペニシリン較

を生産するとの報告はこれまでになく，実用化に向けで

は実際の使用条件で、ペニシリン酸を生産するか否かを明

らか;こする必要があり，結抗菌の実用化の捺に代議I産物の

確認が重要であることを示した。

以上の結果からう植物と微生物の生物機能を活用した土

壌病害防徐技術開発は可能ではあるが，その実用化に当た

ってはこれら生物が生産する生理13't生物衰の需定が必須

であるということを本研究は示唆している。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

