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焼酎粕加工液を用いた土壌病害虫抑止法の開発

抑止効果の要因解明への取り組み-1 

今村幸久 1) ・黒木 尚 1) ・ 野111奇克弘 1) ・ I~I木己歳 1 ) • Jニ米良詩誕2)

(11宮崎県総合農業試験場・ 21雲海酒造株式会社)

A method for controlling soilborne diseases using processed liquid from shochu 

distillery waste: mechanisms of control effects. Yukihisa Imamura 1)， Takashi Kuroki 1 )， 

Katsuhiro Nozaki I i， Mitosi Shiraki I ) and Toshihiro Kanm巴ra21 C1 Miyazaki Agricultural 

Research Institute. Miyazaki， Miyazaki 880-0212. ]apan. 2) Unkai Shuzo Co.. Ltd， Aya. Miyazaki 

880-1303，]apan) 

1St問中i主力[JI. if主の土線病~!~~抑止効果について， メロンつる制病等の Fusarium病に絞って句主に

こtの生物的視点からメカニスム解明のためのポッ ト 試)~を行った。 その結果.抑止効果には焼酎

;fl~IJJn工液の成分の病原ìïí に対する直接的な彩響て、はなく ， :1.:の*に存在する微生物のIMJ与が.jfu測

された。1J11工液を潅注処理するとこ七擦の微生物活伯 が尚ま るが.微生物活性他と土擦の生菌数お

よび、発病f!pJIニ効果にはある程度の附述性があることが示唆された。以上の結果から抑止効果のメ

カニズムの一つは，処理した焼酎午!拍H工 ir~ を 11;9ìîlii})j(として ， ほ }J;1 に元キ生息する士一機微生物がJ:\ý

殖し 病原iiiとの競合およ びその他の総合的な作nJがUoJくことにより ，発病が抑え られる と推察

されたc

Key words : disease suppression， Fusαrium oxysporum. Fusarium wilt. microbial activity 

緒 E

宮崎県総合24業試験場と 雲海酒造株式会主1:は，焼酎

1'1'1の有効活JiJについて共同試験を行い.焼酎粁lをmiJi夜

分自11:後法制iを低温泌総しさらに成分制強した焼酎粕

加工法が，ほ坊にi船主施rHすることにより .特殊}肥料

としての肥料効果とと もに， メロ ン CCucumismelo 

L.)のつるWiJ病やメロン黒点tf，W;病およびネコブセン

チュウミ?に対しほ場レベルで高い発病ifPJ上効果を示

すことを確認 した(野l崎ら， 2010;黒木ら，2010)。

近年，有機物利JlJによる土様病答虫抑止効来やその嬰

|週解明への取り殺lみが行われており.その 1'1"で

Fusαrlu.Jn病に対 するがIlJl二効果の幸lifhも多く なさ れて

いる (雨宮守2007; Gina巴ta1.， 2008)。それらの抑l卜.

効果やメカニズムについては未解明の古1;分も多いが，

主に土新の微生物の関与が示唆さ れている 。 今回 ~.在

者らは焼酎粕lJl1じi夜の抑止効果について、メロンつる

剖病等の FusαnUln病に絞って. 主に土の生物的視

点からメカニズム解明の一助 とするためのポ ット 試験

を行ったので，その結呆について報告する。

本文に入るに先立ち.焼酎粕を利用した土嬢病告:虫

抑止の可能性について，先見的な耳Ullを行い.今回の

談j也についてのシーズ的なまn見を提供していただいた

桃山明敏Ni‘土(元宮崎県総合成業試験場)に厚 くお礼

qlしJ二け、る O

材料および方法

1 焼酎粕加工液の作成

きtiIij.酒造株式会祉の工場においてfぜられた焼酎粕を

定法(雲海柑造株式会社特許公開若干号2004-338974)

により ， 1主Ji夜分離後夜古1; を波縦して製造した焼酎1'1~1

ilL締法を泌総の際に則成される凝縮7J(で、希釈 した液体

を加!工液とした。ifA紡液にはアミノ駿や有機絞， ビタ

ミン， ミネ ラルなど多種多様な成分を含み， 特・にアミ

ノ酸や有機自主はその含有15 も多くな っ ており • ~i~~ ・

リン自主・カリなどのj肥料成分を有しているが.原料ーの

ムギ， ソパ，イモなどにより それらの組成や含有査が

呉なる(家/ii.L 1991:祝日111， 1991:将¥111ら. 2009)。

希釈キは，泌総ìr主の原料および~:})Î:fする作物の必要笠

楽堂に)之、じて間接する必致ーがあ り . 今回は~i~'長成分を

0.2%に調3をしたものをJlJいた。
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2. 試験方法

試験 1 滅Cf仁l:線における発病抑止効果の検討

市販培養こと(山宗商会。宮崎焼土2号)をオートク

レーブした殺菌土に，メロンつ る剖病菌 (Fusαlium

oxysporum f. sp. melonis: MAFF305544) を接種し，

I笥濃度をwl (CFUlg乾土)程度に調援した土を，

1/2.000aワグネルポットに詰めて，試験に供した。

焼酎粕加工液はムギ由来 (窒素j炭度0.2%程度)のも

のを用いた (ム ギ加工液処理区)。また，'i.先制粕加工

液に 1n~ii成閣の土 (宮崎県総合法業試験場内のよ!日土 -灰

色低地土)の水:jll!出液を添加して，以下の方法により

培養 (30
C

Cで 8日間培養)したものを，比較として用

いた(ム ギ加工液・培養後処理区)。すなわち， 7J<1111 

出液を焼酎ヰ:aIJrI工液に添加し試験管(10ml)で振

とう府養 3日fm，フラスコ (300ml) で振とう活向主主 2

日IllJ. 20Lのポリ容器で通気培養を 3日間行い. 20L 

(lOLx 2)の培養液を作成した。

試験は2009年 2 月 ~ 3 月に実施した。 1JIJ工液のほ場

で‘の施用法はり庄中11当部分にI1"Jを切り。集中的に流し込

む方法のため，施用量はメロンの場合 1株当たり約

5.5Lで'lOa当たり 10tとなる。こ の単位面積当たりの

施m量から 官 I.~卒して， 1ポッ ト当たりがn.lLの加工

液を潅注した。なお W:処理区は同}jlの水道水をi間i

した。 }jlliJlJ後は乾燥防止のため. 0.02mmの牒ポリグ

リーンマルチフィルムで被覆し 2週間静lKi.後，メロン

品種 「アールス牝秋冬系」の前 (本来1枚秘皮)を 1

ポット当たり l株.各区につき 8ポッ ト定植した。区

制は 「ムギ加工液処理区J. Iムギ加工irli.培養後処理

区上 I!n~処理区」 とした。 定植後 1 ヶ月間生育および

発病状況を制ヲました。

試J&1(2 :メロンつる筈IJ病汚染土壌における発病抑止効

来の検討

焼酎キI~I加工液処理により，メロンつる制病に対する

発病抑止効来がみられた宮崎県総合J;l~~試験場内のほ

場 Aの土 (野l崎ら. 2010)を採取し試験に供した。

試験は2009年 9 月 ~201O年 1 月に実施した。 メロン

つる割病汚染ほ場(ほ場 A)の土を採取し 1/2.000a 

ワグネルポットに詰め.ムギ，ソバおよびイモ出来の

焼酎粕加工i夜3極(いずれも窒素波皮0.2%殺皮)の

ものをmい (ムギ区.ソパ区， イモ区). それぞれ l

ポット 当たりが01.1L (lOtl10日換算)を潅itした。な

お 1!!~処理区は同 lU:の水道水を潅注した。 ì往ä後は乾

燥|坊Hこのため. 0.02mmの炭ポリグリーンマルチフィ

ルムで被毅し 2週間的世後.メロン品種 「アールス殺

秋冬系」のi'Ei(本業 l枚程度)を 1ポット当たり 3株.

%区につき 3ポット定植した。区市IJは 「ムギ区J.Iソ

パIRJ.Iイモ区J. I無処理区」 とした。ポットはガラ

スハウス内に置いて包:芝IIし 施用後定植までの期間は

Jjjf光し直射日光を避けた。

定植まで、の土の経時的な pH. 地温. j微放生物の動態

およびび、定植i時埼の土の{微放生物1活舌↑性生 (FDA1加j加日水分f解1仔平子粁t活t活E百d↑I
古値白的)， 定植後のメロンの生育， 定植 3ヶ月後のメロン

の萎凋度を調査した。調査用の土境サンプルは全ての

ポットから必姿量をスプーンで地表下 5cmの部分か

ら採取し 1回Bと2回目の採取筒所は重ならないよ

うにした。また各区 1ポットを別に設けをi主後経H寺

(19に酸化還元電f立をiJ!IJ定した。酸化還元電位iJ!IJ定には

jfJ，i }jj(製作所のポー タブJレ土撲 Eh計 PRN-41を使用し

センサ一部を埋設固定後フィルム被覆し，計iJllJした。

微 生 物 の 却btL~ は。 一 般細菌および放線菌は

Thornton's agar培地， 一般糸状閣はロ ーズベンガル

加用 (0.05g/1 Ll Czapek's agar 培地• Fusαlium 

oxysporumは本商砲の選択培地である西村婿地 (Fo-

Gl) (Nishimura. 2007)を用いた希釈平板法により

そ れ ぞ れ の j{j数を計測した。 また Fo-G1上 の F

oxysporumのコロニーから各加工液区毎にランダム

に10個選定し. PS培地(ショ糖加用ジャガイ モ煎汁

培地)で培養し 土様接種後.メロンの感受性品11ft

「アムス 」を移植して病原性を検定 した。微生物活性

は FDA(フルオレセイン ジアセテート)の加水分

解酵素活性を指標として計測した。FDA加水分解活

性法は. FDAがプロテアーゼやリバーゼ，エステ

ラーゼなどの土砂:醇索により加水分解され.遊離した

フルオレセインを波長490nmでの吸光度(A490)で

表す迅速で簡易な微生物活性のij[lJ定法である (Adam

et al.. 2001 :小長井ら. 2005:門馬ら. 2005) 0 萎凋

}立は各株につ き次の基準により調査し 各 区 の平均値

を算出した。 o健全。 l 一部の業が萎れる。 2: 

112程度の葉が萎れる。 3 全体の業が萎れる。

4 ・全身萎凋または枯死。

試験3:ニガウリ つる割病的に対する菌密度低減効果

の検討

宮崎県総合農業試験場内の路地ほ場の土 (灰色低地

土)を供試した。ムギを原料とする焼酎粕加工液で釜

素j的支を0.2%程度に調整した(ムギ加工液処理区)。

ニガウリつる割病直iF oxysporum (.tvIAFF240805) 

を供試して，竹原ら(1994) の方法に従い. mt変興

株(硝酸塩代謝能欠損変異株)を作出した。

試験は2010年 9 月 22 日 ~lO月 6 日に実施した。 ニガ

ウリつる割病[{init変異株を. PS培地 (ショ結加用
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ジャガイモ掛けl'培地)で椛設し路地ほ場の二1-に接種

し jfj濃度を10"(CFU!g in: :1二 ) 程度に澗~~~した汚染

ゴ二を 1 /5.000a ワ グネ Jレポ γ トに詰め • :l:Yt~iJ 納加工法

をlポット 当た り約450mlOOt/lOa 1矢t'i:)を准注した。

なお!I!f，処理l区は同査の水道水をj街1:した。施!日後は

乾燥|坊止のため. 0.02mmの皮ポリグリーンマルチ

フィルムで被縦し 2 週 lfij l'i~パ註した。区制は 「ムギ加工

液処理区J. I !'l~処理区」とし ~ 3 反復で試験を実施

した。

ニガウリつる制病}指数は Foり sporumのmt変異

例;J羽71切り街地である Fo-nl(Nishimura. 2007)をFIi

いて希釈王子板法で湖恋した。微生物活性は施JH2週間

後の FDAの加水分解活性を指標としてiJ!ll定した。 iJW

定i去は試験2と同様である。

結 果

ITi¥!鉄1: i~tíお土砂i における発病tfllrlニ効泉の検討j

各処理H区のポッ トにメ ロン市を移fl肝炎 1:;g!l日JI~l 頃か

らー 「ムギ加工法処JlIlfRJで誕のJI¥化や裟州症状が飢

祭され. 2 -31:1 遅れて I!!!f，処理!区」でも液状がみら

れた。移地301:1後には両IKとも 8株全てが枯死または

姿列した。一方 「ムギ力11工波 ・成主後処Jli!区」 は「ム

ギ加工法処JlH区」より 10日主I!.皮jl!iiれて発病株がみられ

移拙301:1後には全ての株が発病したが，拍手巳株はi!!f，く

発病遅延効栄がみられた (第1Jl，ぇ)。

試験 2:メロンつる訓病汚染ニ仁J;;j)lにおける発病trllJ上初j

来の検討

焼酎.n川/1工法の処理矧!日JrlJのゴ二の経時nりな pH. 地

i!iit. l'i主化遺元屯位， 微生物の動態および定植H寺(i引生

後15EI Iヨ)のfWx生物i舌tt(FDA IJII水分fiJ!iif，'il1ru)は

次のとおりであった。

各焼酎柏加工i夜は，各都有機酸を豊富に含み，施m
前の pHは4松)主であったが 復a3EJ 後間査では :j!!~

処l.lH区と差がないレベルま で高まり。 その後 81:1後以

降.低 J~11頃向にあった(第 1図)。

地jjillは.加工液処理区は?I!~処王m区と比較して。施用

後 1.;IMIBJ程皮は約 2-3"C向く:jiiI移し 20"C-35"Cの

純l羽内にあった(データ省略)。

自主化泣元屯f立は加工法施111により句酸素の競合と思

われる材、な\'u: 1ïL:の低下は観祭されたが在j主後 3 日 I~l

のiJ!lI定ではi互により. +330-+500mvの範凶にあり，

その後やや!こ昇するな ど酸化状態で推移した(第 2[~I) 。

力lに[波をi作注後 8I:II~I の微生物数の制査では . 区に

よる差はあるものの守 と、の力11工法|亙でも一般糸;1犬rfH汝

や創的数は!!¥f，処理|互に比較して有治、に多かった (第2

表loJ51:11ヨの捌殺では. --f，J支糸状 ífi 数や~~II iAi数はム

ギl豆 とイモ区のi~~はなく M，処理区に比較して有滋に多

かったが，ソバ区ではJ!!r，処JlH13:と去がなかった。(第

3表)0F oxyspolωnのifi数は 2回の調査で 何れの

処理I!区でもM，処理区に比'1反して有也、に多かったが (第

2. 第3f<). ，;y ~反抗地|二のコ ロニー について病);汗I~t

第 1表 定村{lヶ月後までのメロンの発病状況 (試験1.減Wi土へのムギ力11工法処理効栄)

16: 
づfrj，iHlit% (も片手じ11、r:;:f%)

10 13 i企 201J 1i;: 30EI1走
ムギ力I1工法処J.:11I?i 50 (0) 100 (12.5) 100 (100) 

ムギ加工法ー 1;¥:11ミ後処J2i!1S' 。(0) 62.5 (0) 100 (0) 
.1，正処J:I!区 25 (0) 100 (0) 100 (i5) 

6.5 

ー島崇処理

区

ー←ムギ区
6.0 ーーーーー』司ベ〉、、

ー、二二、、、.
-<)-イモ区

ー企ー ソ1¥区

pH 5.5 

5.0 

4.5 

3日 8自
在，主後回数

15臼

第1図 焼酎1L1JJIITirii.処JllWll1lJのゴニの pHの111移(試験2) 

エラーバーは楳準偏差を示す
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を検定した結果，それらは全て非病原性であった

(データ省略)。

定植11，); (iた注後15日目)の FDA加水分解活性は原

料により差があり，ムギ[2<:はソパi孟に対し，有意にiお

かった。(第 3[~])。

初期生育はソバ区が他区に比較してやや勝っていた

(データ省略)。定植 3ヶ月後のメロンつる制病に対す

る発病抑止効果はどの加工液の区でもみられたが，ソ

パ区は他の区より有志に低かった(第4図)。

試JFffi3 ニガウリつる割病Wjに対する jJ:j管皮低減対J来

の杉:討

ニガウリつる;lilJ病j{u1j染土に，ムギ[1'[来の焼酎粕加

工i夜を准注した「ムギ加工I(t処理[2<:Jでは， i ，1!!~処理

区」と比較して，ニカ、ウリつる制病jJ:jの菌数は有志;に

少なかった(第 5[言])。しかしその差は大きな差では

なかった。 FDA力IJ水分19引[it'1:は Iムギ力11工液処理I!

区」は， i J!!~ 処理![[2<: J と比較して，有志;に高かった

(第 6[~[) 。

考 察

試1¥失1において， i?支出i:1:_ \こ J主干重したメロンつる ;li~~iiJ

jJ:iに対して，ムギr:1'[米の焼酎粕JJn.::c放の発病:lf[J!1二効来

は全くみられなかった。ーブ';f， 土壌の水.t11IIl:l波を添加l

して治主主した力11工Iltは発病を遅らせる効果がみられた

ことから，抑止効果のメカニズムは焼酎粕力11工液の成

分の病原菌に対する 立:j~rlりな効呆ではなく守二l二の r;[J に

存在する微生物の関与が推iJ!lJされた。

試験 2において，各焼酎粕力11工液の pHは4程度と

低かったため. 当初守土の pHはある程度低く祁J守さ

れることが予測されたが，ポットに各焼酎キI~I 力 IJ工法を

iた注後，二!この pHは無処理[2<:と差がない程度まで、急激

に i一二昇し，その後低下した。これは}JII工液I目|・1に含まれ

る有機酸の分解や有機f主主素のJ!号機化によるアンモニ

ア態室索とそれに続く石ì~j 1J~li~窒素の生成による pH の

変動と:jf{~iJ!IJされた。処理区は君主処理区と比較して地温

が約 2~3CC向く推移し，その原因は微生物の活性化

第 2表 各焼酎キI~l加工法を処理した土壌からの微生物の検出状況(試験 2 ，在注 8 1:1 後)，，)

lZ 糸状!日 F oxysporum 品目立 jj~線的

ムギ'[K 4.41土 0.03 b 3.14'" O.H b 5.93'" 0.l2 b 5.22辛口47 a 

ソパ[8: 4.20'" 0.08 b 2.96 '" 0.l8 b 5.65'" 0.04 b 4.99'" 0.20 a 

イモ13: 4.36'" 0.13 b 3.61'" 0.09 c 6.52'" 0.09 c 5.56'" 0.15 a 

1!!~処理[3， 3.89'" 0.11 a 1.90'" 0.10 a 5.l7 '" 0.18 a 4.93ヰ0.05 a 

a) 数11([は 3ポットの平均他で LogCFU/g乾二iこ士 S.Eを示す 問J--カラムの災なる添え字は Tllkeyの多

lE~検定で 5% 水準で有立差あり

第 3表 各焼酎粕加工放を処理した土壌からの微生物の検出状況(試験 2，i在11151:1後) ，，) 

IK 糸状J'Ij F oxyspOl'llm 崩1Ii¥'，j 1j~*!j1!{j 

ムギ区 4.02'" 0.l6 b 2.82 "'0.20 c 6.l6ごと 0.48 b 4.93'" 0.46 a 

ソハ区 3.35'" 0.l1 a 2.22'" 0.07 b 5.79 '" 0.08 a b 4.47"'0.11 a 

イモ[主 4.00'" 010 b 2.92土 0.03 c 6.14'" 0.40 b 519土 0.43 札

Jnf:処~!区 3.50 土 0.07 a 1.77 '" 0.07 a 5.23'" 0.26 日，1.97'"0.19 a 

a) 欽仰は 3ポットの平均イ[Iiで。 LogCFU/g 'i:-:I士 S.Eを示す 同ー カラムの沢一なる添えと了は Tllkeyの多

m検定で 5%水準で有12iがあり

1.8 

1.6 

1.4 
吸1.2

光1.0

~ 0.8 
i~ 0.6 

(A490) o. 4 

0.2 
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第 3図 定植11守(焼問中1'1加工液i在注後151ヨmにおける

各[2<:の FDA加水分解活性{[I白・(試験 2) 

エラーパーは標準偏差を示す具なる添え字は Tukey

の多m検定で 5%水準で、有意差あり
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第4図定植3ヶ月後における各区のメロンの萎凋度(試験2).

エラー1¥ーは標準偏差を示す異なる添え字はTukeyの多重

検定で5%水準で、有意差あり
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第 5関 ニガウリつる制病rn接訴土壌におけるムギ却に1:

波処理後の病以前借1.¥1' (試験3.ifi主主後2i旦I::JI~I ) 
エラーパーはt:\~ i\~fIrIiifを示す *は t検定で|互Il日に有;語、

i~i~あり (p <0.05) 

1 6 

1 4 

1 2 

吸1.0

光 0.8

度 O.6 
(A490) 

0.4 

0.2 

o i 
ムギ加工;夜処理区 無処理区

第 6図 ニ力ウリつる;訓!f切j辺リ似IJjI病(1市i百']1限附1羽j1抜点Hi民F一l仁:)段並亥;におけるムギ加にr. 

;波伐処旦以Il後の FD入 j加~I川l日I!水1(分!解~iげ!平li活l首舌削E?引'1性|

liiリJI~I ) 
エラーバーは十il~ i.\t l!iji ifーを示す *はt+v~定で区 IilJに 有沿;

iI:あり (P <0.05) 

によると考 えられるカ 200C~350C のSiig山|内にあり.

ifIlJI.. 'I-YJ県には発熱によるHiJJjj( l:iiへの官接的な影響はな

いと考えられた。 i[i:!'loi一七日されている有機物利よnによ

る ごI.)i~ii'i '，)j:i1;として「ゴこ泌泣元日.J=iljJがあり， 当ネ~J， 

):)'t制約']}JIにU(支を処日l'すること によるゴ二JjQの辺元化が予

fJ.¥されたが j造元tk!L~ になることはなかった。 士一様jffk

元iiij;jJ:の効果のメカニズムとしては守処主I!後急速に二L

壌が~ì1k元状態になり守その "1.1 では{有化してくる.;iJl性 úJit

気性のt1111~N m および泣元状態の '1" で ~t成・主(~和してく

るKii'阪なとずの有機般の影響が効米のー1:.な，.t::1話|であると

している(よJi村 ら， 2000; 1勺応ら， 2004; I"J )，!&ら，

2005) 0 -jJ， ):九削*1:1力IITif記処理では土壌が泣元状態

になることはなく， また力IITi夜には附酸などの有機内支

が多く 含まれるが，施川後急速に分解する(米発表)

ことから，本ifllJI二効:!l~は二i二 Jj1還元jド] 'il) のメカニスムと

はa'j1なるものとjLlわれたのメロンつる訓病汚染ほIhJの

!こ を m し、て 3Hの焼酎粕力1I工液を処理したがi ;，j~から，

IDMII寺のムギ区 (ムギ111米のがtmJ1'!:1力1]].:波)とソハ区

(ソパ 1:11 来の焼酎 *1:1 力 IU.:液)を比較すると，微~I二物 i首

↑tの高いムギ区で発病抑止効栄もidjかった。このこと

からf微放5生!色ニ物i活百首許引一吋;'1↑性|

i七悦性J企t一があることが示l唆凌され7たtど=0 FD A 1JII JJ( 5j' fq!(O ì~;'lg'Ì去の

ìJ!lJ 定他は科医t.~刻バイオマス炭素51 や土壌l呼吸迷!支.糸

状li'I数，バクテリア数および有機物分解能などを反映

していると言われている(市川ら， 2002)。今回培地

をHIいた希釈-，}板j去の市古来からも，微生物活性f直は糸

状rNや刻lIi{，iの土壊微生物の沼町立状況を概ね反映してい

た。ソパ区ではi在1後81:l 1~1 の調査で、は糸状i羽生文およ

び剤111荷数とも存在処翌日区と比絞して多かったが， 15 1'1 I ~I 

には廷が.lJIf;くなった。そのJ1HE!1は不明であるが，微生

物の[i)J態と微~t物活性および病百Lι11Iと効果のIV-J係 fq!rrYJ

J二， 今後詳細!な検討が必要ーである O ープ'j，F 

oxyspo/"umlfj数は全ての加工液区で1¥付Hしたが!!!f，

処理13:のコロニーからは病原1f:jがMi認で、きた(データ

省略)のに対し 各加工irt区でWIJiaしたコロニーは検

定した範ILH において全て ~I:病原性であったが，これに

より ，F oxyspO/"lun ri:iに占める病原H/:jの剖合が減少

したことが:jf(:iJ!lJされ， さらに 1';Ú Ji([ した=1こ壊{放:oJ:.~.初全体

の'1コでの病駅前の11迎合が相対的に低下したことが示唆

された。このことはニガウリつる訓病院Init変災株按

:fJL:1こにムギ ItI米焼酎粕JJII 工法を処理[!した試験3の h~古来

で，処理125:で微生物活性がi%まる，.!，守病原I指数の低減

がイi!l:認されていることからもー実付げられると考えら

れる。

以上のことから， 今回の試験おけとから， jfllJl:.効来の

メカニズムの一つは，処理した焼削中1:1力11工I!tを増殖加

として，ほ坊に元々 ~I :J主、する ;仁成微生物が増殖し jiÀ)

IJi[u'.jとの続合およびその他の総合的な作mが働くこと

により.発病がifll えられると:jf(~奈された。

~Yt商Ji'1 'I jJII工液には効キ的に二L:Jj~11出!.=A0の;T;uJiailJ;(とな

る成分が含まれているものと:Jf(:測される O 各力11:C:i'!tfこ

は有機阪やアミノ I~!Z等が多く 含まれており，ほ場ーへの

施)IH炎上.f!.ぃ段階でそれらは殆ど検出されなくなり，そ

れに代わって 11!\十i~1L~ ~Ï紫が大ifj に生 loc される(未発

表)0 波t従i i紛li抗iìì液{夜記'~..Iやキ3 力悦，~日i

カがT丈1..ム、ギギ、やソパは比絞[的!内2市いことカがf字l日i世告「されており

(仔?福h';)川川lリ1，1991;十松償』品1，'(I山I.iら， 2009)， 1;:兵士1:物による資化はf~}，

il!il.こ進むものと捻iJ!lJされる O

脱出などの有機物の=1二段への投入は土壌の物JIj!'I"I:.

化学~目.~I 物性の己主iミ効井上があり， 地力*iiJすとしての

効能の他， ゴニJj~1wm一発':1.: !1i}{'ÌI，~効果についても 注目 され

てきた(Hoitinket a1.. 1986) 0 lli宮 (2007)は有機物

施!刊による発病折J.lI:.機能は. f):iid二Jj'lで、は効果があら

われにくいこと，殺if:j資材でも発病1fiJi/JU効果がみられ
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たことから，発病i!llflilJにはそれを施mすることによっ

て鳩殖した土着微生物が強く関与しているとしこれ

らの機能にはおL性，競合ー抵抗性誘導のほか病原iii;Iの

情幸日伝達機能の阻答や微生物コミ ュニティと しての機

能が示唆され，特定の微生物種が優先的に活性化して

発病抑制に関与するとは考えにくく，多様な微生物の

総合的な作mだとしている。今回1. 焼酎粕加工法のがIl

JJ二効采のメカニズム解明のため.Ih地を用いた希釈平

板j去により土機微生物と病原iflの動態を調べ，その状

況と FDA1Jn水分W(，i活性とをよ七il皮検討した。ゴ)裂から

培地により分離・培養で、きる微生物は如何なる培地を

使用しでも生怠している微生物全体の 1%以下である

と言われており (Rozaket al可 1987; tmJl:. 2002)可

酵素活性を調べる方法も全体像の一部しか反映してい

ないかもしれない。 今後はさらに焼酎 ;fl~l加コーi(tの七j:;!R

や成分と土砂;微生物の活性や多事長性などとのWJ係やがIl

止効果に主に関与 している微生物詳集の有力!f，や挙動な

どにも初t点をおいて.メカニスム月千l拘をj1sめていきた

U 、O

また.今回の試験は宮崎県総合炭業試験場内の灰色

低:Ii!1jこにおけるメロンつる訓告可に対する発;lii)f!IJJIニ司im
に着目したが， ー!この fJI~J1や 11~ Jjj\í指の積灯f (糸状院iや剤11

iYci)により. Jj~iMキI~I加工液を処理した場合のがIl JI二効糸

や観祭される現象は~\~なるかもしれない。他の土妓や

他の土壌病答虫のケースも合めて幅広く検討していき

たい。
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