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新規接ぎ木法による地域条件に適応したトマト土壌病害総合防除技術の開発

トマト青枯病トマト青枯病

背景…トマト栽培の産地化、施設化に伴う連作　青枯病等の土壌病害による甚大な被害
防除法…抵抗性台木品種を用いた接ぎ木栽培　→　 広く普及

高接ぎ木、ナス台木トマト苗の生産供給体制の確立、商品化
（ベルグアース）

高接ぎ木の青枯病発病抑制機構の解明（中央農研）

高接ぎ木法、ナス台木トマトの栽培技術の確立（北海道、新潟県、山口県）

高接ぎ木、ナス台木トマトの土壌病害防除技術の開発
（北海道、新潟県、山口県）

高接ぎ木栽培と組み合わせる防除技術の開発
（中央農研、北海道、新潟県、山口県）

高接ぎ木苗
（第2葉上）、
矢印：
接ぎ木位置

接ぎ木法

高接ぎ木（第3葉上）
慣行

台木品種

Bバリア

株当たり収量 平均果重
（g）果数（個／株）

41.0
37.0

果重（g／株）

5.859
5.310

144
140

山口県現地ハウス圃場、夏秋作型（2009年7月・11月収穫物）、健全株調査

生育、果実収量及び品質は慣行接ぎ木栽培と同等

半促成作型（新潟県）、
調査日2011年6月
（定植2月下旬）

廃糖蜜を利用した土壌還元消毒廃糖蜜を利用した土壌還元消毒

連作、温暖化の進行等

より防除効果の高い技術の開発

「高接ぎ木苗」
として商品化

従来の慣行接ぎ木を利用しても青枯れ病等を回避できない従来の慣行接ぎ木を利用しても青枯病等を回避できない

◎高接ぎ木法（慣行よりも高い位置で接ぎ木）
◎ナス台木トマト（ナス台木にトマトを接ぎ木）

高接ぎ木、ナス
台木トマトは慣
行接ぎ木よりも
青枯病を防除

土壌還元消毒
等との併用に
よる持続的な
防除効果

圃場の深層にいる
青枯病菌を消毒

 

台木から穂木への青枯
病菌の移行を抑制

台木から青枯病菌が
穂木へ移行し、発病

慣行接ぎ木の発病

青枯病菌

穂木
（感受性の
    栽培品種）

台木
（抵抗性品種）青枯病菌

穂木（感受性品種）

台木
（抵抗性品種）

1
2

3

高接ぎ木の発病抑制

高接ぎ木苗 慣行接ぎ木苗

期待される効果
○青枯病等の土壌病害の被害が軽減され、高品質トマトの安定供給に貢献
○品種抵抗性の生物機能を活用した環境にやさしい防除技術であり、安心、安全な生産物を提供
○苗を定植するだけの一発処理防除技術であり生産者の省力化、軽作業化に貢献

試験区（穂木品種：麗夏）

コスト試算（想定収量に基づく）
 ・夏秋作型（北海道）、１０a当たり２,５００株
    高接ぎ木苗の苗代…慣行苗の１.２倍
 ・８月中旬から青枯病が増加、慣行接ぎ木で
    ３７％、高接ぎ木で７％の株が発病
◎ 苗代増加分を考慮しても１６万円程度の増収

台木品種の
持つ“青枯病
菌の移行と
増殖抑制能
力”を最大限
に利用

慣行接ぎ木高接ぎ木

4

1研究の背景・課題
　トマト栽培は産地化、施設化が進み、それに伴う連作により、土壌伝染性の難防除病害である青枯病、褐色根
腐病等が多発し安定生産にとって大きな阻害要因となっています。中でも青枯病菌は圃場の深層部にも存在するた
め土壌くん蒸剤等で土壌を消毒しても本病の発生を抑えることは困難です。このような状況のなか、抵抗性台木
品種を用いた接ぎ木栽培が土壌病害の防除法として広く普及しています。しかし、近年、従来の慣行接ぎ木栽培
を行っても青枯病等の被害を回避できないことが多く、より防除効果の高い技術の開発が求められています。

3

問い合わせ先：（独）農研機構中央農業統合研究センター　TEL ０29-838-8481（代表）

新規接ぎ木法による地域条件に適応したトマト土壌病害総合防除技術の開発

農業-園芸

分　野 適応地域

全国
21009

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業/研究紹介2012 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業/研究紹介2012

〔研究タイプ〕
研究領域設定型
〔研究期間〕 
2009年度～2011年度（3年間）

〔研究グループ〕
（独）農研機構中央農業総合研究センター、
（地独）道総研花・野菜技術センター、
新潟県農業総合研究所、
山口県農林総合技術センター、
ベルグアース株式会社
〔総括研究者〕
（独）農研機構中央農業総合研究センター　中保　一浩

2研究のゴール
○ 高接ぎ木トマト、ナス台木トマトの青枯病及び他の土壌病害に対する防除効果を評価する。
○ 高接ぎ木トマトと予防的措置技術を組み組み合わせた持続的な総合防除体系を確立する。
○ 高接ぎ木トマト苗、ナス台木トマト苗の生産供給システムを確立する。

3ゴール到達のためのブレークスルーとなった技術・成果
○ 高接ぎ木トマト、ナス台木トマトの栽培方法を開発しました。
○ 高接ぎ木トマト、ナス台木トマト苗の生産工程及び供給体制を確立しました。
○ 廃糖蜜等を利用した土壌還元消毒との併用による持続的な青枯病防除技術を開発しました。

4開発した技術・成果の普及・実用化の状況
○ 農研機構成果情報で公開中です。
（http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2011/152a0_01_21.html）
○ 農研機構研究成果パンフレットで公開中です。
（http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/research_digest/digest_technology/digest_garden/032063.html）

○ 中央農研新技術の出前技術指導で公開中です。
（http://www.naro.affrc.go.jp/narc/contents/demae/demae06/index.html）
○ 高接ぎ木苗は「高接ぎハイレッグ苗」としてベルグアース株式会社より市販中です（平成24年12月末現在4万
本出荷）。

○ 現在までに高接ぎ木栽培は少なくとも13道都県の生産者圃場に導入されています（自主生産苗等を含む）。

5開発した技術・成果が普及することによる国民生活への貢献
○ 土壌病害の被害が軽減され高品質のトマトを安定的に提供することができます。
○ 品種抵抗性の生物機能を活用した環境にやさしい防除技術であり、安心、安全な生産物を提供できます。
○ 苗を定植するだけの一発処理防除技術であるため、生産者の省力化、軽作業化に貢献できます。

＜先端技術を活用した農林水産研究高度化事業／研究紹介2012＞　3-4P
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