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原著論文 愛媛県内のアスパラガス改植後の障害発生における疫病の関与
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Involvement of Phytophthora rot caused by Phytoph的oranico白naein growth failure of asparagus 
(A五lfJaJ智 usofficinalisL.) in replanted fields in Ehime Prefecture 
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We confirmed that Phytophthora rot was involved in frequent growth failure after replanting in asparagus production areas in Ehime 

Prefecture, Japan. According to microscopic observation, under moist conditions, zoosporangia and a septate mycelium showing the typi四l

characteristics of Phytophthora rot formed on the lesions of stems. The isolates from the replanting soil were identified as Phytophthora 

nicotianaevan Breda de Haan (1896) on the basis of the morphological characteristics of the zoosporangia, oogonia, oospores, and antheridia 

on culture media, compared with the previous reports. Also, asparagus seedlings inoculated with the isolates showed s戸nptomin the field. 

In a bioassay with asparagus seedlings, the soil in which asparagus death occurred was tested, and the frequency of dead plants in non -

sterilized soil was observed. In contrast, the occurrence of dead plants was completely suppressed in sterilized soil (autoclaved for 2 hours 

at 121℃） or fungicide -treated soil (2.0% of metalaxyl granules). Furthermore, PCR -DGGE confirmed that the density of P. nicotianae 

mycelia in the rhizosphere of asparagus seedlings increased from three days after transplanting. 
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1.はじめに

アスパラガス （Asparagusofficinalis L.）は野菜類では珍しい多

年生作物であるが，栽培年数が10年程度経過すると収穫物の品

質低下や減収を避けられないため，栽培株の更新が必要とされて

いる（上杉， 1997）。しかし同一圃場に新しい苗を植え替える

改植を行うと，新植時にはみられない生育不良や枯死株が発生す

る（元木，2006a）。この現象は連作障害の一種とされ，発生原因

には土壌理化学性の悪化（日笠， 2000），アレロパシ一物質の関与

（土屋， 1989；元木， 2006a), Fusarium oxysporum f. sp. asparagiやF.

moniliformeによる土壌病原菌（Hartungand Stephens, 1983 : Blok 

and Bollen, 1996：浦上 2012，岡山・小玉 1986；児玉ら， 1993)

の関与が指摘されている。

愛媛県内の代表的なアスパラガス産地で栽培に関するアンケー

ト調査を行ったところ，栽培年数が10年以上経過する生産者は

全体の 53%を占めていた（横田・大森， 2009）。また，収量低下

や欠株の発生により改植を行ったハウスでは，新しく植えた苗に

株枯症状が多発し，本県においても営利栽培を行う上で問題視さ

れていることが判明した。このため，現地において当面の対策と

して土壌物理性の改善やアレロパシ一回避に効果がある活性炭

の施用（元木ら， 2006b）を試みたが被害軽減には至らなかった。

ところで，改植百の株枯症状は， 5月下旬頃から梅雨時期にかけ
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て急激に発生し，初発株から近隣株に連続するように広がること

から，土壌病害の可能性が示唆された。また，若茎の軟化腐敗に

加え，成茎の表面が白く変色し健全部との境界が褐変する病斑ゃ

ぎ葉の黄化を伴う株枯症状がアスパラガス疫病の病徴と画制以して

いた（北海道植物防疫協会， 2002）。

アスパラガスの疫病は，海外ではアメリカ合衆国カリフォル

ニア州，ミシガン州及びイギリス オーストラリアにおいて

Phytophthora sp.の発生（Arkand Barrett, 1938 , Saude et al. 2005 : 

Green et al. 2008 : Cunnington et al. 2005）が，ニュージーランド，

カナダではP.megasper仰の発生が報告されている（Boesewinkel,

1974 : Vujanovic et al. 2003）。囲内では福島県でPhytophthora

sp.が，富山県でP.erythrosepticaの発生が確認されている（堀越ら，

2009；山崎ら， 2000）。

そこで，本試験では本県アスパラガス産地の改植後の障害発生

について特定の疫病菌の存在とその関与を明らかにするため，土

壌から分離された疫病菌の種名を決定し，アスパラガス幼苗への

分離菌接種により病徴を発現させた。また，滅菌土壌や殺菌剤処

理における発病抑制効果と， PCR-DGGE法を用いて根圏土壌中

の疫病菌の動態を明らかにしたので報告する。

2.材料および方法

1）改植後ハウスでの病徴観察と土壌からの疫病菌分離

現地の病徴はアスパラガス栽培ハウスにおいて土壌採取時に目

視で行い，共通する特徴を把握した。

2009年7月に愛媛県西条市， 2012年5月に東温市でそれぞれ

1ハウスずつ土壌を採取した。両ハウスは 10年以上アスパラガ
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ス（品種‘ウエルカム’）を栽培後，西条市のハウスは 2009年

5月に，東温市のハウスは 2010年5月に改植作業を行っていた。

土壌は株元より 15cmの深さから採取し，湿潤状態のまま 4mm

の飾に通し，根などの粗大有機物を除去し調整土壌とした。調

整土壌からの疫病菌の捕捉法は，桂（1971）の手法を参考にした。

すなわち， 300ml容量のビーカーに調整土壌50gを入れ蒸留水

をlOOml注ぎ，長さ約25cmに切りそろえた直径5～ lOmmの

アスパラガス（品種‘ウエルカム’）の若茎を 70% (v/v）エタ

ノール液中で数秒間表面殺菌後，表皮剥離して， 2本挿し込ん

だ。インキュベーター（日本医科器械製作所杜， LH-4-120S)

内で気温25℃の暗条件で4日間静置後，若茎の水際付近の境界

部分を lcm角の切片にして，東僚（2008）のNARM培地を改

変（ヒメキサゾール 50mgL-1，ベノミル300mgL-1添加）した

平板上に置床した。置床切片より生育した菌叢の一部を CMA培

地（BBLTM Com Meal Agar, 17 g/L量， Dickinsonand Company製）

に移植し，西条市，東温市のハウス土壌からそれぞれS-1菌株，

S-2菌株を得た。

2）土壌から分離した菌の種名の決定

供試菌株は S-1菌株と S-2菌株として， CMA培地を用い培

養条件を 27℃の暗条件にして培養した。遊走子のうは菌株ごと

に，有性器官の蔵卵器，卵胞子，蔵精器は両菌株を対峠培養して

形成させ，形態と大きさを観察・測定した。

S-1菌株と S-2菌株を液体培養し市販キットの東洋紡社の

MagExtractor Plant Genomeを用いてDNAを抽出した。この

DNAをテンプレートにして，Whiteet al. (1990）の ITS5プライマー

とITS4のプライマーセットを用いて， 18S rDNA, ITSl , 5.8S 

rDNA, ITS2領域を含む rDNAをPCR増幅した。 PCR機器は

バイオ・ラッドラボラトリーズ杜の！Cycler(170 872句A）を用

い，反応温度は 94℃ ・2分に続けて， 94℃.30秒， 50℃.30 

秒， 72℃.1分を 35サイクル繰り返し 72℃・ 7分で最終伸

長させた。この後，クルードな状態のPCR産物をシグマアルド

リッチ社に送付しシーケンス解析を依頼した。カスタムプライ

マーは上記ITS5. ITS4プライマーとして 5’末端側， 3’末端側

から塩基配列を決定し，アライメントした塩基配列はBasicLocal 

Alignment Search Tool (BLAST）により国際塩基配列データベー

ス（GenBank/EMBL/DDBJ）で相向性検索した。

3）分離菌の接種試験による病原性確認

S-2菌株を供試し，鈴井（1995）の手法で、接種試験を行った。

すなわち，S-2菌株をvsジュース寒天培地（V8100%野菜ジ、ユー

ス，Campbellsoup company製163mlに炭酸カルシウム 2gを加え，

固形成分を遠沈し，上澄み液を水道水で、 lLに調整し寒天粉末

をl8g/L量加え， 121℃， 10分間オートクレーブ滅菌）の平板

で培養後，フスマ培地（フスマ 60gを121℃， 20分間オートク

レーブ滅菌後， 0.1 %ショ糖液lOOmlを添加）に混和し， 27℃ 

の暗条件で 10日間培養した。アスパラガス（品種‘ウエルカム’）

は7.5cmポットに市販培土を充填して播種後2ヶ月間育苗した

ものを用いた。アスパラガス苗の株元土壌にフスマ培地を埋設し

て接種し人工気象室（小糸工業社， 2kKG-106SI江D－特）で

気温25℃，光量子束密度281μmol m-2 s-1 （照度20.000lux），湿

度80%，明条件16時間，暗条件8時間に設定した庫内に 40日

聞置いて発病させ，病徴観察後， 1）の改変NARM培地を用い

て接種苗の分離を試みた。

4）アスパラガス幼苗を用いた現地採取土壌の発病状況

愛媛県西条市内で2005年から 2009年に改植作業を行った8ハ

ウスより， 2008年6月から 2009年7月にかけて土壌を採取した。

土壌の採取，調整及ぴ疫病菌の検出は 1）と同様の手法で、行った。

アスパラガス幼苗の生物検定は 調整土壌を 25穴セルトレイ

(4cm角，容量約60ml/セル）に充填し播種後1ヶ月間育苗し

たアスパラガス（品種‘ウエルカム’）を移植して， 1区10株

の2反復で、行った。試験区は滅菌区と非滅菌区を設け，滅菌区

の土壌は 121℃， 2時間のオートクレーブ滅菌を行い，非滅菌

区の土壌は無処理とした。幼苗の移植後，グロースキャビネット

（三洋電機杜， MLR-350H）で光量子束速度 114阿nolm-2s-1（照

度10,000lux）に設定し明条件を気温30℃12時間・暗条件を

25℃12時間のサイクルで管理し 14日目の発病度と枯死株率

を調査した。なお，発病度は，発病指数O：健全， 1：新茎生育

抑制， 2：先端萎凋， 3・株全体の萎凋， 4・ぎ葉黄化， 5：枯死

の基準で目視調査しエ（程度別発病株数×指数）× 100/(5× 

調査株数）で算出した。

5）薬剤処理による現地採取土壌の発病状況

化学防除法の基礎資料を得るため， 4）で供試したハウス 1の
土壌を用いて薬剤処理効果を把握した。対照区には滅菌処理区と

非滅菌区を設けて生物検定を実施した。薬剤処理区は1株あた

り0.2gのメタラキシル粒剤2を土壌表面に散布し， 4）の栽培条

件下において 1区10株の 3反復で処理0.5. 8. 12日目の発病度を

4）の基準で調査した。

6) PCR-DGGE解析による疫病菌の動態解明

5）の試験区の全てのアスパラガス幼苗の根圏土壌を供試し，

非滅菌区の幼苗移植0,2, 3, 6,8日目と各試験区の幼苗移植4,9日

目を根ごと掘り取り，空中振とう法（土壌微生物研究会， 1997)

により余分な土壌を除いた後根に付着した土壌を刷毛で払い落

として根国土壌を得た。また，疫病菌の汚染がなく，改植を行っ

ていない土壌と比較するため，愛媛県農林水産研究所内のハウス

で2003年に定植し健全に生育しているアスパラガス（品種‘ウ

エルカム’）を 2010年8月に掘り取り 根国土壌を調整して供試

した。

土壌からのDNA抽出及びPCRDGGE解析は，森本・星野

(2008）の手法に準じて行った。すなわち， DNA抽出は市販

キットの Q-BioGene社， FastDNA SPIN Kit for Soilにスキムミル

クを添加して行った。 PCR増幅には，糸状菌rDNAを標的とす

るNSl(White etal.1990）とGCFung(May et al. 2001）のプライ

マーセットを用いた。 PCR機器は東洋紡社の KODPlusを使用

し反応温度は 94℃ ・2分に続けて 94℃.15秒， 50℃.30秒，

68℃. 30秒を 30サイクル繰り返した。 DGGE解析は，バイオ・

ラッドラボラトリーズ杜のDCodeシステムを用い， DNA変性

ゲル溶液の組成は，アクリルアミド濃度7%, DNA変性剤濃度

20～ 45%とした。サイズマーカーはニッポンジーン社のDGGE

Marker IVを用い，電気泳動（60℃， 50V.20時間）を行った。泳

動後，ゲルをタカラバイオ社の SYBRGreenIで染色し，バイオ・

ラッドラボラトリーズ社のモレキュラーイメージャー FXでゲル

イメージを画像化した。また 切り出したバンドの DNAの塩基

配列は， PCR産物をダイレクトシーケンスして決定し， BLAST 

により国際塩基配列データベース（GenBank/EMBL/DDBJ）で相

同性検索した。

3.結果

1）改植ハウスでの病徴観察と土壌からの疫病菌の分離

調査を行ったいずれのハウスでも アスパラガスの生育障害株

では茎表面が白く変色し健全部との境界は褐変しており，疫病の

病徴を呈していた。また 病徴進展したとみられる枯死株も発生
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していた。さらに，約 20%以上の苗が茎葉の黄化や若茎の湾曲・

腐敗等を示すハウスもみられた。採取土壌からの疫病菌捕捉では，

処理したアスパラガス若茎の水際付近では十分量の菌叢が生育し

ており，検鏡により無隔壁菌糸と遊走子のうが形成された（図 1）。

なお，本菌糸の平均径は 6.0μm，膨潤せず、透明で、内容物が観察さ

れた。

2）土壌から分離した菌の種名の決定

菌糸は無隔壁で＼無性器官となる遊走子のうは卵形～球形で

乳頭突起は明瞭で、あり，仮軸状に脱落せず形成された。大きさ

とLengthbreadth比 (lib比）は， S-1菌株が32.0～44.0（平

均 38.4）× 24.0～32.0（平均29.2)μm, 1.31であり， s2菌株が

28.0～44.0 （平均 37.0）× 22.0～32.0（平均27.8)μm, 1.33であった

（表1）。蔵卵器，卵胞子，蔵精器は雌雄異株性を示しs1菌株

とS-2菌株の交配で形成された。蔵卵器は球形で直径は 20.0～

26.0 （平均 22.9）同n，卵胞子の直径は 16.0～ 18.0（平均 17.5)μm

で、あった（表2）。蔵精器は底着性で，大きさは 10.0～ 12.0（平均

10.7）× 8.0～ 12.0 （平均 9.6)μmであった（表3）。 S-1菌株， s 
2菌株の無性器官と有性器官は Erwinand Ribeiro (1996), Ho 

andJong (1989）が示 した Rnicotianaeの形態的特徴を有し，大

きさも逸脱することなく 一致していた。ITSl.ITS2領域を含む

rDNA塩基配列の相向性では，S-1菌株は Pnicotianae (accession: 

JF792541）と 97.8%. S-2菌株は Pnicotianae (accession : 

JF792541.JF792540）と 96.1%となる結果が得られた （表4）。

3）分離菌の接種試験による病原性確認

接種40日目にアスパラガス苗の萎凋や，茎ゃぎ葉が黄化する

株枯症状が観察され，分離菌の病原性が確認された。発病苗の根

は淡黄色から褐色に腐敗しこの部位や細根からは接種菌と同じ

形態的特徴を有する菌が再分離された。特に細根からは再分離率

が高かった。

4）アスパラガス幼苗を用いた現地採取土壌の発病状況

表5に示すとおり，供試した8ハウス中7ハウスの土壌から菌

糸体が捕捉され，疫病菌の特徴である無隔壁菌糸と遊走子のうが

観察された。非滅菌土壌に移植したアスパラガス幼苗では，疫病

菌が検出されなかったハウス土壌を除き，発病度36.0～90.0，枯

死株率5.0～ 55.0%の発病を示した。これに対し，滅菌土壌では

発病度， 枯死株率とも にOとなり，未発病であった。

5）薬剤処理による現地採取土壌の発病状況

図2に示すとおり，薬剤処理区では処理 12日目であっても対

象の滅菌処理区と同様に発病株は認められなかったが，非滅菌区

では処理5日目に茎葉の黄化や株全体の萎凋症状が， 8日目には

枯死株が発生した。その結果処理12日目の発病度は 84.7まで

上昇した。

6) PCR-DGGE解析による疫病の動態解明

図3に示すとおり，非滅菌土壊では，処理3.6. 8日目に同サイ

図1 アスパラガス改植後の土壌から検出された疫病菌の形態
l：若茎に捕捉された疫病菌の菌叢 （水際に形成）， 2 分離菌の無隔壁菌糸， 3 分離菌の
遊走子のう。図中のスケールパーは lOμm。

表 1 アスパラガス改植後土壌からの分離菌株の遊走子のうの形態

項目 S-1菌株 S-2菌株 Phy帥 hthoranicotianae 
作物の由来 アスパラガス アスパラガス Palm Walnut 
長径 （μm) 32.0～仏0(38.4) 28.0～44.0 (370) 33～49 (33) 30～82 (56) 
短径（阿n) 24.0～32.0 (29.2) 22.0～32β （278) 13～41 (25) 19～49 (37) 
l/b比 1.31 1.33 1.32 1.5 
形状 卵形～球形 楕円形，卵形， i羊梨形，倒i羊梨形～球形
乳頭突起 明瞭に形成 明瞭に形成

脱溶性 無 無
（ ）は平均値。 l/b比は長径／短径比。Palm,WalnutはErwinand Ribeiro (1996）。

表 2 アスパラガス改植後土壌からの分向性菌株の蔵卵器，卵胞子 表3 アスパラガス改植後土猿からの分離菌株の蔵精器の形態
の形態

項目 S-1菌株×S-2菌株

作物の由来 アスパラガス
交配型 雌雄異株性

［蔵卵器］
直径

形状
［ ~~ij包子］

22.0～26.0 (22.9) 
球形

Phytophthora nicotianae 
Palm Walnut 

雌雄異株性

16～30 (25.6) 27～52.5 (42.2) 
球形

直径 16β～18.0 (175) 15～30 (245) 22.5～45 (353) 
形状 球形 球形
（ ）は平均値。Palm.WalnutはErwinand Ribeiro (1996）。

項目 s 1菌株×S-2菌株 Phytophthora nicotianae 
作物の由来 アスパラガス Grapevine GゆSゆhi/aJxmiculata 
長径 （μm) 10.0～12.0 (10.7) 15 ± 2 10±1 
短径（μm) 8.0～12.0 (9.6) 12 ± 2 9±1 
交配型 底着性 底着性

形状 短形 短形
（ ）は平均値。 平均値±標準誤差（n=50）。 Grapevine,G.仰向iculata
由来はHoandJong(1989）。
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4 は非滅菌区に出現した特異的なバンド。
1 サイズ、マーカー， 2：健全土壌 （疫病菌未汚染）， 3 非滅菌
区O日目， 4：非滅菌区2日日，5：非滅菌区3日目， 6：非滅菌
区6日目， 7 非滅菌区8日日，8 土壌分離疫病菌， 9 薬剤
処理区4日目，10 薬剤l処理区9日目， 11 滅菌処理区4日目 1
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15 土壌分離疫病菌
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また， ITSl,ITS2を含む rDNA塩基配列はRnicotianaeとの

相向性が最も高く ，形態観察による同定結果が支持された。な

お，今回，相同性がやや低かった要因は， S-1, S-2菌株とも共

通して ITSl領域において既登録菌株が有するアデニンまたはチ

ミンがそれぞれ7～8個連続する塩基配列が2ヶ所欠落してい

るためであった。この欠落した塩基配列が愛媛県で分離された p

nicotianaeのみが有する遺伝的変異かどうかは更に調査を有する。

福島県と富山県ではアスパラガスの擢病茎から疫病菌が分離さ

れており，富山県で報告された疫病菌の遊走子のうには乳頭突起

はなく，形態観察から Perythrosepticaと同定されている（山崎ら，

2000）。福島県と富山県の分離菌株は宿主範囲が一致（堀越ら，

2009）し，愛媛県の分離菌株とは種名が異なっている。桂 （1971)

は，疫病菌はそれぞれに好適温度を持つことを，鈴井 （1995）はp

nicotianaeは比較的高温で生育する菌株であることを報告してい

る。福島県や富山県に比べ愛媛県は温暖な西南地域に位置してい

るため，特にハウス栽培では地温は高く推移することが考えられ

る。今回の試験結果から地域によって疫病菌の優占種が異なるこ

とが示唆されたため，国内での分布は近県の発生実態を含めたよ

り詳細な調査で明らかにすべきである。

現地の改植後の土壌からは無隔壁菌糸と遊走子のうが高頻度で

検出され，アスパラガスの幼苗を用いた生物検定では非滅菌土壌

で、の発病度は高かった。以上の結果から，現地で多発する改植後

の生育障害の発生に疫病菌， P nico抑制eが関与することを明ら

かにできた。

PCR DGGE j去の非滅菌区で発現した特異的バンドの
18SrDNA塩基配列による相同性検索

登録名 菌株名 accession 
Phytophthorasp. Y5 HM161752 100.0 
Phytophthora nicotiaηae isolate 991 A Y7 42753 99.7 
Ph〆ゆhthoranicotianae isolate 6134 A Y7 44947 99.3 
国際塩基配列データベース（GenBank／日正BL/DD町）の検索結果。

表6

ズの新たな DGGEバンドが特異的に出現した。これに対し，滅

菌処理区や薬剤処理区では処理9日目でもそのサイズのバンドは

出現しなかった。アスパラガスが健全に生育している土壌では，

改植後の土壌よりも糸状菌の多様性を示すDGGEバンド数が顕

著に多かった。この特異的なバンドは Pni.ヒotianaeの 18SrDNA

塩基配列と 99.3～ 99.7%の相向性を示した（表6）。

Erwin and Ribeiro (1996), Ho and Jong (1989）は複数の宿主か

ら分離した fnicotianaeを取り扱っているが，共通して，遊走子

のうは明瞭な乳頭突起を有し脱落性でなく，形状は楕円形，卵

形， i羊梨形， 1￥~洋梨形，球形と変化に富むことを示している。 ま

た，大きさはそれぞれの器官で最大値最小値を示す菌株と比較し

たが，変異幅が大きく多様性が見て取れる。さらに，有性器官の

形成は雌雄異株性で、行われ，蔵精器は底着性で，蔵卵器は球形で

あることが報告されている。愛媛県内のアスパラガス改植後の

土壌から分離された 2菌株は， Erwinand Ribeiro (1996), Ho and 

Jong (1989）と形態的特徴に矛盾がないことから， Phytophthora 

nicotianaevan Breda de Haan (1896）と同定した。

アスパラガス改植後土壌からの分離菌株の rDNA塩基配列に
よる相向性検索

登録名
[S-1菌株との相同性］

Phytopht』wra戸arasitica
Phyto戸hthora戸arasitica
Phytophthora nicotianae 
[S 2菌株との相向性］

Phytophthora nicotianae isolate NRCPh -61 
Phytophthora nicotia町ae isolateNRCPh 58 
Phytophthoraβar，俗的・m isolateAg2 
rDNA塩基配列にはITSl,ITS2領域を含む。
国際塩基配列データベース （GenBank/EMBL/DDBJ）による検索結果。
P parasiticaはPnicotianaeの異名種 （Erwinand Ribeiro, 1996）。

~ v 

8 10 

処理後日数

処理法の違いによるアスパラガス幼苗の発病度の推移
供試土壌は2010年6月に採取。エラーパーは標準誤
差（n=3）。
滅菌処理 121℃， 2時間。
薬剤処理．メタラキシル粒剤2の0.2g／株量を土壌表
面に散布。

察考4. 
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メタラキシル粒剤2を処理した土壌は，滅菌土壌と同様に発病

が顕著に抑制された。現在，メタラキシル粒剤2はアスパラガス

に適用登録はない（2013年6月現在）ため現場で使用すること

ができない。今回，実験室内で得られた疫病に対する発病抑制効

果は， Falloon et al. (1991）も認めているため，本剤の早期の適用

拡大を要望したい。

PCR-DGGE法により根圏土壌中の糸状菌群集構造（Muyzer

and Uitterlinden, 1993）を検証したところ，非滅菌区では幼苗を

移植して3日目の早い段階で特異的バンドが出現し，さらに相

向性検索から疫病菌Rnicot勿naeの18SrDNA塩基配列と高い相

同性を示した。これと同サイズのバンドは滅菌処理区や薬剤処理

区では出現しなかった。このような改植後の土壌で疫病菌が特異

的に検出される理由を考察すると，多年生作物のアスパラガスは

同一ハウスで 10年以上栽培され， Erwin and Ribeiro (1996）は P.

nicotianaeが301種の宿主を侵す多犯性菌であることを述べてい

ることからも，ハウス周辺部から本菌がアスパラガス栽培土壌に

も侵入する機会の多いことが想像される．また，栽培年数の経過

に伴い土壌中に疫病菌が集積した状態も推察される。この条件下

で改植を行うと移植時には根に傷を生じ，本病への抵抗性は成株

よりも幼苗の方が低いとみられるため，根圏土壌中の疫病菌は短

期間に増加し，結果的に株枯症状が発生するというメカニズムが

考えられる。すなわち，改植に際して現地では約3ヶ月間育苗し

た9cmポット苗を移植するが若齢苗は疫病菌に侵害されると

株全体が急性的に枯れてしまうことで改植時の生育障害が顕在

化するものと判断した。

さらに発病を助長する要因を探ると，当産地では改植時に大

量の家畜糞堆肥を施用することが慣例化している。 PCR-DGGE

法に供試したハウス土壌でもオガクズ入り豚糞堆肥を 30～ 50

t!lOa施用していた。堆肥の過剰施用は土壌が乾燥しやすく（松

本， 1980；大橋・岡林， 1985），定植から活着まで、多潅水管理を必

要としこの過湿状態が続く土壌環境も疫病菌の生育条件に極め

て適しており，菌密度をさらに高める要因になったものと考えて

いる。

現在，アスパラガス疫病に対する粒剤タイプの土壌処理剤の適

用登録はないため，土壌中で増加する疫病菌に効果的に作用させ

ることはできない。当面の間，本病に対し現地では耕種的防除で

対応する必要がある。具体的には，本病の発生を助長しない少量

の濯水を行う栽培管理や発病株を早期に除去することが求められ

る。最後に，本試験の結果から， PCRDGGE解析法が本県のよ

うな改植後の土壌診断に使える可能性が示唆された。本解析法は

アスパラガス疫病の発生予測や生育障害回避のための土壌モニタ

リング手法の指標になり得るものと判断する。
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要 旨

愛媛県のアスパラガス産地で改植後に多発する生育障害には，

疫病菌 （Phytophthoranicotia仰 e）が関与していた。現地の採取土

壌からは，疫病菌の特徴を示す無隔壁菌糸と乳頭突起が明瞭な遊

走子のうが観察され，各器官の形態的特徴から Rnicotianae van 

Breda de Haan (1896）と同定した。アスパラガス幼苗を用いた生

物検定で，非滅菌区で株枯症状が多発したが，薬剤処理区（メタ

ラキシル粒剤2土壌処理）とオートクレーブ滅菌処理で著しく

抑制された。 PCR-DGGE法により，移植3日目からアスパラガ

ス幼苗の根圏土壌中で疫病菌の密度が高まることが明らかとなっ

た。
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