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水耕病害の診断と防除

大阪府立大学 生命環境科学研究科 東條元昭
次世代園芸人材育成研修 「植物工場での実用技術」 2017.10.26



水耕栽培が循環式が中心に（環境への配慮）

循環式では養液伝染性の病害が問題

開放式（掛け流し式）では，養液伝染性の病害発生はあまり
問題にならなかった

最近発生している水耕病害の特徴



養液中に農薬を添加することを農水省は基本的
に認めていない

・ほぼ毎日収穫する水耕栽培では，農薬残留対策が難しい
・とくに循環式では，薬剤耐性菌発生のリスクが極めて高い

例外：養液を介して伝染する病害（根を侵す病害）の防
除で金属銀剤「オクトクロス」が農薬登録されている

地上部に発生する病害で，現在使用できるのは，ミツバ
立枯病に対するフルトラニル水和剤（商品名：モンカット
水和剤）のみ

水耕栽培では農薬は使えない



水耕病害予防の考え方

外部からの病原菌の持ち込み
･苗
･培養液への菌の持ち込み
･動物，昆虫
資材の消毒が不十分

２．施設の衛生管理

１．発生生態は病原菌によって違う．個々の病
原菌の発生生態に対応した対策を

３．非病原微生物が棲みつきやすい（＝病原
微生物が棲みつきにくい）環境作り



水耕栽培で発生する主な病害
糸状菌による病害

根腐病：Pythium 属菌
疫病（茎葉部）：Phytophthora 属菌
べと病（茎葉部） ：Peronospora 属菌
根の褐変症状：Olpidium 属菌
萎ちょう病（全身）：Fusarium 属菌

細菌による病害
青枯病：Ralstonia (Pseudomonas) 属細菌

ウイルスによる病害
レタスビッグベイン病：レタスビッグベインウイルス
（Olpidium 属菌によって媒介される）
モザイク病：トマトモザイクウイルス



水耕栽培の方式と微生物
微生物の密度を比較

Pythium 属菌 湛液＞ロックウール
Fusarium 属菌 湛液＜ロックウール

（病原性）

Trichoderma 属菌 湛液＜ロックウール
（非病原性）

非病原の細菌 湛液＜＜ロックウール
非病原の放線菌 湛液＜ロックウール

微生物の全体数 湛液 １０４～１０５ cfu/ml
ロックウール １０５～１０６ cfu/g

湛液に比較して、ロックウール等固形培地方式では根腐病の被害は少ない



Pythium 属菌とPhytophthora 属菌に
よる病害の特徴と対策



養液栽培でなぜPythium 菌とPhytophthora 菌
の病害が多いのか？

遊走子で伝染する ：根に対する走化性

感染性が高い（１個の遊走子で発病）

感染までの時間が短い

養液中という環境：微生物数が少ない

病原菌は水中生活が基本

Caｲｵﾝ等が遊走子の形成に適している

循環型養液栽培の根部病害の９０％がPythium 属
菌とPhytophthora 属菌によるとされる



Pythium aphanidermatum によるトマト根腐病



水耕トマトの根の中のPythium aphanidermatum の卵胞
子と遊走子のう



水耕ビートの根の表面の細胞中に形成されたPythium 
aphanidermatum の卵胞子



Pythium aphanidermatum の形態と伝染源としての性質

卵胞子

造卵器

造精器

遊走子のう

球のう

遊走子

逸出管

遊走子 ： 水中を泳いで感染
を拡大させる

卵胞子 ： 乾燥に強く，資材に
付着して次作の感染源になる



Pythium 属菌やPhytophthora 属菌の
遊走子の特徴

運動する裸の（細胞壁をもたない）細胞
大きさは１０ミクロン程度
弾力があり大きさが変化、５ミクロンのメッシュを通過
界面活性剤で破壊される

走性を示す
根から分泌されるアミノ酸等
地上部では、炭酸ガスに対して
（水滴中の炭酸ガスに対して走性を示す）
Ｃａイオンが形成を促進、運動にも影響

温度，pH，浸透圧（養液濃度）の影響を受ける
遊走子の形成、運動

(引用：草刈眞一著 (2009) 「養液栽培の病害と対策」農文協）
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Pythium aphanidermatum の遊走子形成には，無機
養分が必要



Pythium aphanidermatumPythium aphanidermatum による病害は養液温
度を15℃にすると発生しない

罹
病
率
（％
）

0

20

40

60

8080

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

接種後の日数

15℃

17℃

30℃



Pythium 属菌やPhytophthora 属
菌の被害拡大を防ぐ工夫

養液の濃度を高くする（通常の2.5倍）

養液の温度を下げる（22℃以下でほとんど発病しない）

養液のpHを下げる（pH5以下でほとんど発病しない）

樹皮等を利用して非病原性微生物の棲みかを作る

（引用草刈眞一著 2009 「養液栽培の病害と対策」農文協）



べと病菌による病害の特徴と対策



ホウレンソウべと病菌の発生の特徴

伝染源は主として種子表面の卵胞子

葉上の水滴や水耕養液を通じて広がる

病菌は低温を好む（最適温度は１５℃）

抵抗性品種を侵すホウレンソウべと病
菌のレースが近年発生している．日本で
は１～８まで，世界では１～１１まで知ら
れている



ホウレンソウべと病の予防（種子消毒）

・種子消毒のための登録農薬がない

・70℃前後での乾熱滅菌が高い効果

・播種後の子葉が淡黄色に変色してい

るかどうかを良く観察して，そのよう

な株は早めに抜き取る

・ネーキッド種子を利用する



ホウレンソウべと病の予防（栽培管理）

・多湿条件下で多発するので，通風と

採光を良くする

・密植を防ぐ



ホウレンソウべと病の予防
（抵抗性品種の利用）

・各府県の試験場などを通じて，その地域
に発生しているレースを特定し，品種を
選定する

・同じ施設内で，１つの抵抗性品種を長年
続けて栽培すると，その抵抗性品種に
病原性をもつレースが出現してくる可能
性がある。他の抵抗性品種の併用や，
他の野菜種とのローテーションを行う



Olpidium 属菌による病害の
特徴と対策



大阪府内で発生したOlpidium 属菌によ
るホウレンソウの被害



根部全体に感染し，黒色または灰褐色の病徴を発生させる

茎葉部への感染は見られない

褐変・黒変した根と健全な根が混在

根の色の変化は，植物の細胞の変化によるもの．病徴部分を観察
しても病原菌が必ずしも観察されない（Pythium 属菌による病害と
は異なる）

生育は遅延するが収穫に至るので対策が遅れる

早いものでは定植1週間後から．一般的には栽培中期から発症

盛夏を除き，１年を通じて発生

病原の種はOlpidium virulentus が主と考えられる

ホウレンソウで被害が大きい．最近，レタスでも発生

Olpidium 属菌による病害の特徴



Olpidium 属菌の遊走子放出（ホウレンソウ）



Olpidium 属菌の遊走子のう（レタス）



Olpidium 属菌の休眠胞子（ホウレンソウ）



Olpidium 属菌による被害の予防

 施設内に土壌，池や川の水を持ち込まない

 育苗は，隔離された場所で無病の資材を使って行う

 作業時の手洗い，施設の清掃用具の消毒

 培養液のpHを6.5以下に保つ

 土耕では，深さ16～17ｃｍの土壌が40℃以上に達
する熱処理が有効

 培養液への食塩添加 0.1% (w/v)による被害軽減



水耕ホウレンソウの塩素害

葉脈にそった不定形の壊死



根の中や表面に微生物の感染は無い

水耕ホウレンソウ塩素害



まとめ
 水耕病害を起こす病原の感染様式は多様で巧妙な

ため防除が難しいが，病原の種類を特定し，それぞ

れの発生生態に合わせて対応すれば対策は可能

 地域や施設のタイプによってどのような病原が発生

し易いかを予想できることが多い

 発生し易い病害を予測して予防策を講じる

 植物をこまめに観察し，発病の始まりを見逃さないこ

とで，病原菌の増加・定着を最小限にする

 病害か薬害かの区別は、発生の仕方と感染の有無

で判断
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