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育苗培養土の理化学性が蛍光性、Psε掘o〃20nαsを接種した

　　　　　　　トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

森下年起・薮野佳寿郎・平田　滋

和歌山県農林水産総合技術センター　農業試験場

Ef蜀ect　of　Physical　and　Chemical　Propelties　of　Growing　Substlates　on　the　Growth

　　of　Red　Pepper　Seedlings　Ino㎝lated　with　Fluorescent　P8ε〃doη20n碍

Toshiki　Morishita，Yabuno　Kazuo　and　Shigem　Hi！a田

　　　　　　・49ア’α’〃〃耀1E切ε7珈θnfS診ρ〃on

昭α初α脚Rθ5ωアohCθ膨7ヴ沼97i㎝1艀θ，Fo7θ吻ノαn4F∫shε7∫ε5

緒言

　農業生産において，環境面から減肥料，減農薬技術が求められている現在，微生物の農業利用につい

て様々な研究が行われている（藤原，1996；野口，1997；木嶋，1995）．その目的として，養分吸収促

進，生育促進，病害虫防除，連作障害対策等が挙げられる（微生物の資材化，2000）．特に，Kloepper

ら（1980）が提唱した植物生育促進性根圏細菌（PGPR；Plant　GrowthPromoting　Rhizobacteha）は，土

壌病害の軽減，植物の生育促進に役立つ微生物として期待されている．相野ら（1996）は，PGPR特に

蛍光性P3θμ40脚nαsを中心とした有用根圏細菌を検索し，それらの持つ①土壌病害抑制，②生育促進，

③リン溶解能，④農薬分解能の多面的機能についてPGPRライブラリーを構築している。

　しかし，微生物資材は，定着，効果発現等のメカニズムについて不明な点が多く（丸本，1996；金沢，

1996），微生物農薬として商品化，検討中のものは一部あるものの（相野，1999；松本ら，2000），生育

促進を前面に打ち出して実用化されたPGPRはほとんどない（微生物の資材化，2000〉。近年では，吉

川ら（1999）が，トウガラシ苗に対して生育促進効果及び青枯病発病抑制効果を有するP3ε㍑の〃20nαs

ρμ1i磁CA21株を，牧ら（2001）が，レタス苗に対して徒長抑制効果を有するP3θ認o規onαs　GRl3株を

選抜している．また，吉川ら（2001）は，さらに，菌接種後の根面定着菌数等のモニタリングが可能と

なるCA21株のリファンピシン及びストレプトマイシンの耐性変異株CA－21RS株を作出している．

　本研究では，吉川らの作出したPsε躍o’nonαsρ躍i4αCA21RS株を用いて，育苗培養土の理化学性が菌

を接種したトウガラシ苗の生育に及ぼす影響を明らかにするとともに育苗時における施肥・かん水方法

について検討した．

　なお，本試験は，新技術地域実用化研究促進事業「作物生育調節機能を利用した有用根圏御生物と野

菜の共生栽培技術」で実施したものである．

材料及び方法

供試菌株と接種・育苗方法

　供試PGPR菌株は，吉川ら（1999）が選抜，作出したCA21RS株を用いた。本菌株は，トウガラシ

苗に対して生育促進効果を有する蛍光性P3ε躍on20παs　p躍ぬCA21株のリファンピシン及びストレプト
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マイシンの耐性変異株である．菌株のトウガラシヘの接種は，吉川ら（1999）の方法に従った．供試菌

株を，3％Trypticase　soy　broth液体培地で30℃，24時間振とう培養して得た菌体を滅菌水に懸濁し（92

×109cf》ml），催芽種子を1時間浸漬処理後，培養土を充填した9cmポリポットに播種した．1区24ポ

ット，ポット当たり2粒ずつ播種し，双葉展開後1本に間引きをして生育を揃えた．育苗はガラス温室

で行い，冬期は20℃設定で加温した．トウガラシの品種は，試験3では，シシトウガラシの‘紀州し

しとうi号，その他の試験では大型種の‘松の舞を用いた．

試験1．培養土組成が蛍光性鳶㎝4b㎜朋5接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　ピートモス：パーライトの容量混合比を100：0，90：10，70：30，50＝50，30：70，10：90，0：100

とし，菌接種区と無接種区を設けた．ピートモスの酸度矯正のため，苦土石灰をピートモス1¢当たり2g

添加した．播種は2000年6月23日，調査は7月24日に行った．液肥としてOKF2の1000倍液を播種

直前から7日毎に施用した．各区におけるCA21RS株接種の有無と生育，培養土理化学性，根面の菌

定着量を調査した．

　培養土理化学性について，pH，ECは1：5容積比で測定（土壌診断の方法と活用，1996），保水量は

水飽和した後，24時間重力水を排除して測定（橘田ら，2000），易有効水量はpF15－2．7について測

定した，根面の菌定着量は，トウガラシ根に付着している培養土をよく振って落とした後，根部全量を

滅菌水に入れ振とう後，適当な菌濃度に希釈し，リファンピシン100ppm，ストレプトマイシン200ppm

を添加した市販キングB培地（栄研）を用いて蛍光を発するコロニーを計数した．

試験2．培養土への石灰質資材添加量が蛍光性必㎝40㎜雁5接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　培養土は，カナダ産ピートモス（pH無矯正）を用いて，ピートモス：パーライトの容量混合比を7

：3とした．ピートモス1皇当たりの炭酸カルシウム添加量を0，1，2，4，8，16g，消石灰の添加量を0．3，1，

3，6gとし，菌接種区と無接種区を設けた．播種は2000年5月18日，調査は6月27日に行った．液

肥としてOKF2の1000倍液を播種直前から7日毎に施用した．試験1と同様に生育量，菌定着量の調

査を行った．また，SME（saturated　medium　extract）法抽出液（Wamcke，1986）の，pH，EC及びCa，Mg，K

濃度を測定した．SME法抽出液は，培養土を蒸留水で飽和し，24時問後に吸引ろ過して採取を行った．

試験3．液肥施用濃度，液肥施用開始時期が蛍光性八8μ吻脚朋5接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　液肥施用濃度についてOKF2（14－8－16）の200，500，1000，2000，4000倍液とし，播種直前から，7

日毎に施用した．また，液肥施用開始時期についても検討し，播種直前，播種後7，15，21，29日とし，OKF2

の1000倍液を7日毎に施用した．培養土はピートモス＝パーライトを容積比7＝3で混合し，ピートモ

ス1E当たり苦土石灰を2g添加した．播種は1999年8月26日，調査は9月10日，9月24日，10月15

日に行い，生育と培養土中の無機態窒素量を測定した．

試験4．被覆複合肥料の表面施肥量が蛍光性P5ε認o㎜燃5接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　被覆複合肥料の施肥量を9cmポット当たり05g（N70mg）＋液肥，1．Og（Nl40mg）のみ，1．Og（Nl40mg）

＋液肥，1．5g（N210mg）＋液肥，液肥1000倍の区を設けた．被覆複合肥料はロング424（14－12－14）の140

日タイプを用いて播種後にポットの表面に施肥した．被覆複合肥料の3区の液肥はOKF2の1000倍液

を播種前に1回，十分量を施用した．液肥1000倍区は播種前から7日毎に施用した．播種は1999年8

月26日，調査は9月10日，9月24日，10月15日に行い，生育と培養土中の無機態窒素を測定した．

培養土は試験3と同様とした．
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試験5，被覆肥料の種類が蛍光性A8裾40濯侃侭接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　被覆肥料は，被覆複合肥料（14－12－14），被覆硝酸カルシウム（12－0－0），被覆尿素（40－0－0）のいずれも70

日タイプを用い，9cmポット当たり窒素100mgを播種後に表面施肥．した．また，液肥の1000倍液を播

種前から7日毎に8回施用する区も設けた．被覆硝酸カルシウムと被覆尿素の区はPK化成（0－20－20）を

P、0，，凡0ともポット当たり100mgを被覆肥料と同時に施用した．また，被覆肥料の3区について，液

肥OKF2の1000倍液を播種前に1回施用した．播種は2000年11月14日，調査は2001年1月16日に

行い，生育，根面菌定着量を測定した．培養土は試験3と同様とした。

試験6．培養土の水分含量が蛍光性必ε裾40吻oπ45接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　培養土の水分含量を85，80，75，70，60，50％（重量比）とした．用いる培養土は試験3と同様と

した。播種は2000年6月7日，生育調査は7月21日に行った．また，試験開始前にpF一水分曲線の

測定を行った．水分調節は6月19日から開始し，調査終了まで毎朝1回行った．液肥として，OKF2

の1000倍液を播種前から播種後30日までは7日毎にポット当たり20皿¢，その後500倍液を3日毎に

20皿嬉施用した．根面の菌定着量については，播種を2000年10月3日，調査を11月21日に行った．

試験7．菌株栄養源の培養土への添加が菌定着性に及ぼす影響

　菌株の栄養源としてベタイン（Nl2％，CIN比4．3〉を培養土1嬉当たり0，0．1，0．3，0．5，1．Og添加

した．用いる培養土は試験3と同様とした．播種は2001年3月26日，調査は5月17日に行った．液

肥として，OKF2の1000倍液を播種直前から7日毎に施用した．各区における菌接種の有無と生育，

茎葉中窒素含有率，培養土中無機態窒素，根面の菌定着量を調査した．

結　果

試験1．培養土組成が蛍光性必例吻脚襯ε接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　トウガラシの茎葉重は，ピートモスの混合比が70～100％の区が7g前後あり，他区に比べて重くな

った．パーライトの混合比が50％以上の区では，その割合が多いほど茎葉重が軽くなり，パーライト

100％の区が2gと最も軽くなった（第1図）．CA21RS株を接種したトウガラシの茎葉重は，ピートモ

スの混合比50～90％の区において，無接種に比べて約10％重く，1％水準で有意であった（第1図）。

育苗後の培養土pHは，パーライトの割合が多い区で高く，無機態窒素含量は，ピートモスの割合が多

い区で多くなった．保水量，易有効水量は，ピートモスの割合が多いほど多くなった（第1表）．菌接

種トウガラシ苗の根面生菌数は，培養土のピートモス：パーライト混合比に大きく影響されず，播種10

日後で約107c餌g，播種50日後で104c釦ノgとすべての区で確認された（第2図）。
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第1表　ピートモスニパーライトの混合比と培養土の理化学性

ビートモス1ハ㌧ライト pH EC 無機態窒素 保水量 易有効水量 孔隙 容積重

混合比 mS／cm m　l　E 鵬1旦 m見／皇 m皇／皇 ／皇

100：0 6．40 0，053 49．4 544 310 985 64

90110 6．38 0，047 28．2 519 223 981 75

70：30 6．49 0，049 27．4 509 205 956 97

50：50 6．50 0，057 29．2 435 205 939 112

3α70 6．70 0，042 18．3 382 186 906 134

10：90 6．93 0，065 10．1 353 181 878 161

0：100 7．（叫 0，070 12．1 310 169 781 184

注）pH，ECは容積比115で測定，保水量は水飽和24時間重力水を排除後測定，易有効水量はpF1．5－2，7，

　容積重1乾土重，pH，EC，無機態窒素はトウガラシ育苗後，その他は培養土作成時に測定
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試験2．培養土への石灰質資材添加量が蛍光性、歯㎝吻㎜舩ε接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　培養土pHが5。6～6．7（炭酸カルシウム2～4g，消石灰1～3g厘ピートモス）の区が5～6gと他区

に比べてトウガラシの茎葉重が重くなった．菌接種による茎葉重の増加は，培養土pHが5．5～6．7の

区で安定して発現し，無接種区に比べて約10％重くなった（第3図）．菌接種トウガラシ苗の根面生菌

数は，播種12日後では培養土のpHに大きく影響されず，各区とも約107c劔gであった．しかし，播種26，

54日後の菌数は，培養土pHが8，3の区が106～107cfWgと最も多くなった．26日以降の菌数は，アル

カリ側で多く，酸性側で少なくなる傾向にあった（第4図）．トウガラシの生育が優れ，菌接種の生育

促進効果が発現した区（炭酸カルシウム2～4g，消石灰1～3g包ピートモス）のSME（saturated　medium

extract）法抽出液は，pH6．46～7，35，C琴2．1～12。6ppm，MgL3～2．9ppm，K3。0～32ppmであった（第2表）．
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　懸濁液種子浸漬，9㎝ポット，液肥OKF2（N140ppm）7日毎施用，

　品種1松の舞，播種：2000年5月18日，調査二6月27日

第4図

炭酸カルシウム添加量（g／¢ヒ㌧トモス）

CA21RS株接種トウガラシにおける培養土の

石灰資材添加量と根面生菌数

注）接種法，培養土，品種は第3図と同じ，

　播種：2000年12月1日
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第2表　培養土の石灰資材添加量と培養土の化学性

資材添加量　　pH　　EC　　　　　　　　　　SME法抽出液
g／皇ヒ。一トモス　　　　　　　　（mS／cm）　　　　　pH　　　EC（mS／cm）　Ca（ppm）　Mg（ppm）　K（ppm

炭

カ

ノレ

消

石

灰

0　　　　　　　　5．03　　0．045

1　　　　　　　　5．47　　0．021

25。740畳031
4　　　　　　　　6．66　　0．040

8　　　　　　　　　7．58　　0．087

16　　　　　　　7．97　　0．101

0。3　　　　　　5．20　　0．035

1　　　　　　　　5．56　　0．025

3　　　　　　　　6．52　　0．035

6　　　　　　　　7．99　　0，097

4．96　　0．425　　　　　0．9　　　　　1．8　　　　24．3

6．45　　0．213　　　　　2．2　　　　　1．4　　　　　3．1

6．61　0．240　　　4。3　　　1．9　　　3．0

7．31　　0．289　　　　　9。4　　　　　2．9　　　　　3．1

7，79　　0．449　　　　43．1　　　　4．6　　　　　4，1

8．Ol　O．523　　51．4　　　5．2　　　8．1

6．07　　0．266　　　　　1．3　　　　　1．2　　　　13。8

6．46　　0．208　　　　2．1　　　　1．2　　　　3．2

7．35　　0．295　　　　12．6　　　　　2．4　　　　　3．2

8．01　　0．470　　　　49．1　　　　4。6　　　　　6．2

注）培養土は第3図と同じ，

　pH，ECは容積比l　l5で測定，

　S閉E法（Saturated　麟ed　i　u旧

　Extract法）袖出液は培養土

　を蒸留水で飽和し24時間後

　に採取

試験3．液肥施用濃度，液肥施用開始時期が蛍光性ハ8μ40漁g朋5接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　液肥施用濃度について，播種29日後における茎葉重は，500倍区が6．2gと最も優れていた．菌接種

により，500倍，1000倍区において茎葉重が，それぞれ19％，14％増加し為（第5図）。播種50日後に

おける茎葉重は200倍区が25．9gと最も優れていた，菌接種により，200倍，500倍，1000倍区におい

て茎葉重が，いずれの区も1％有意水準で約20％増加した（第5図）．播種29日後（前回液肥施用8日

後）の培養土内無機態窒素量は，200倍，500倍区では346mg，96mg／100gと多く残存し，施用直後と

同等か上回っていた．播種50日後（前回液肥施用8日後）には，各区とも10mg／lOOg以下と少なかった

（第3表）．液肥施用開始時期について，播種29，50日後調査ともに，液肥施用開始が播種直前区の茎

葉重はそれぞれ，5．1g，10．5gと最も重く，また，両区において菌接種により茎葉重が無接種区に比べ

て約20％増加した（第6図〉．

9／本
　10，0

8．0

　　6．0重

里　　4．0

2．0

0．0

200　　　　　　500　　　　　　1000

　　　　　液肥濃度

　播種29日後調査

　　　　　　　　騰50

　　　　　　　　　300

　　　　　　　　　25．0

　　　　　　　　重2α0
　　　　　　　　量15．0

　　　　　　　　　10．0

　　　　　　　　　5．0

2000　　4000倍　　　　　0｛1

25．9

購ン

30．8料ζ

200

17，6

21．3＊＊

9．9

12，6＊＊

麗
6．2　5．9

3．13．1

　500　　　1000　　　2000　　　40GO倍

　　液肥濃度

播種50日後調査

第5図　CA21RS株接種の有無と液肥施用濃度別トウガラシ茎葉重
　　　注）＊，＊＊，牌＊＝t検定結果5，1，0，1％有意水準，液肥：OKF2（14－8－16），播種直前から7日毎に施用，

　　　　　栽培概要：播種11999年8月26目，培養土：ピートモス（苦土石灰2g／0）：パーラ朴＝7：3，9cmホ。ット育苗

第3表　液肥施用濃度と培養土内無機態窒素量

施用濃度 培養土内無機態窒素量（m　llOO〉

、播種0目後（施用直後）　播種29日後（施用8目後）　播種50日後（施用8日後〉

200倍
500

1000

2000

4000

233

100

56

33

17

346

96

16

11

　6

注）OKF2（14－8－16），播種0，7，15，21，29，35，42日後に施用，培養土はピートモス：’、㌧ラ朴＝7：3
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9／本7．0

　　6，0

　　5．0

　重4ρ

　里3，0

　　2，0

　　1，0

　　0．0

　5，8＊＊＊

　じで

播種直前　　　7日　　　　15日　　　　21日

　　液肥施用開始時期（播種後日数）

播種29日後調査

第6図

9／本14，0

　12．0

　10．0

重　8、0

里　6．0

　4．0

　2．0

　0．0

10．5

12．6＊＊

9．79・9

雪憩就

7．2＊

　、6．6

3．53・7　＊＊

　　　2，3
1．8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　播種直前　7日　　　お日　　　21日　　　29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　液肥施用開始時期（播種後日数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　播種50日後調査

CA21RS株接種の有無と液肥施用開始時期別トウガラシ茎葉重

注）＊，＊＊，＊榊：図5と同じ，液肥10KF2（14－8－16），1000倍（窒素140ppm），施用開始日より7日毎に頭上から十

　分量をかん水，栽培概要＝播種：1999年8月26日

試験4．被覆複合肥料の表面施肥量が蛍光性角ε距40脚肥5接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　被覆複合肥料L5g＋液肥区のトウガラシの茎葉重は約7gであり，液肥区と同等であった。また，菌

接種による茎葉重の増加も液肥区と同様に約20％認められた．しかし，05g，LOg区の茎葉重は4～5g

と液肥区より軽く，菌接種による増加もみられなかった（第7図）．茎葉窒素含有率は，1．5g＋液肥区が

2．81％と他区に比べて高く，0．5g＋液肥区がL88％と最も低かった．また，LOg区を除く4区で，接種区

が無接種区に比べて高い傾向にあった（第4表）．培養土の無機態窒素含量は，6月29日では，L5g＋

液肥区が36．4mg短と他区に比べて多く，0．5g＋液肥区が4．Omg麓と最も少なかったが，7月13日では3

～6mg厘と各区の差はなくなった（第5表）．LOg区とLOg＋液肥区では，茎葉窒素含有率，培養土の

無機態窒素含量に差がないものの，茎葉重はLOg＋液肥区が約30％重くなった（第7図，第4，5表）．

　　

8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）被覆複合肥料：助ゲ424（14－12－14），140日タィフ。を播種後表面施肥，

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　液肥10KF2の1000倍液を①②③は播種前，⑤は播種前から7日毎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊，＊＊，＊＊＊：t検定結果5，1，0．1％有意水準，接種1約10cfu／ml懸濁液
茎5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種子浸漬，品種：松の舞，播種：2000年6月2日，調査：7月13日，
葉

重4　　　　　　　　　　　　　　　　培養土（ピートモス1パーラ朴＝713）250冊1／9c赫。ット
3
2

1
0

　①）．5g÷液肥　　②1．Og　③1．Og←、液肥④1．5g腋肥　　⑤液肥

　　　被覆複合肥料施肥黄（〆9cmポット）

　第7図　CA21RS株接種の有無と被覆複合肥料施肥量別トウガラシ茎葉重

馨 舞
i
難

……i馨

嚢
嚢塁

＊＊　　　　　　＊＊＊

霧
図接種

□無接種

第4表 CA21RS株接種の有無と被覆複合肥料施肥量別トウガララシ

草丈と茎葉N含有率

被覆肥料施肥量

　／ホoット

草丈cm

接種　　無接種

茎葉N含有率％

接種　　無接種

①0．59＋液肥

②LO9
③LO9＋液肥

④L59＋液肥

⑤液肥1000倍

1L3

12．7

15．2

17．4＊

15．2＊＊＊

11．1

11．8

14，6

16．4

13．4

1．88　　　　　1．85

2．26　　　　2．68

2。46　　　　2．26

2．81　　　　2．69

2．58　　　　2．27

注）＊，＊＊＊，被覆複合肥料，液肥，接種法，栽培概要は第7図と同じ
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第5表　被覆複合肥料施肥量と培養土の化学性

被覆肥料施肥量 6月29日 7月B日

／ボ外

EC　　NH4－N　NO3－N　無機態N

mS／cm　m／E　　m／¢　　m／見

EC　　NH4－N　NO・一N　無機態N

mS／cmm／尼　m／¢　m／尼
①0．59＋液肥

②LO9
③1．Og＋液肥

④1．5g＋液肥

⑤液肥1000倍

0，047　　　2．0　　　　2．0　　　　 4．0

0，056　　　5，8　　　　6，9　　　　12．7

0．052　　5．9　　 3．9　　　9，8

0，081　　24．6　　　11．8　　　　36，4

0，032　　　8、0　　　　2．0　　　　10．0

0．039　　1．5　　 1．2　　　2．7

0．049　　　3．2　　　　0．8　　　　4．0

0．039　　　2，3　　　　1，0　　　　　3，3

0．039　　　3，8　　　　2，1　　　　　5，9

0．025　　　1．4　　　　1，5　　　　2，9

注）接種区，無接種区の平均，ECは容積比1：5で測定，被覆複合肥料，接種法，培養土，品種，栽培概要は図7と同じ

試験5，被覆肥料の種類が蛍光性八εμ40遡oπ侭接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　茎葉重，草丈ともに，被覆硝カル区＞液肥1000倍区＞被覆複合区＞被覆尿素区の順で優れていた．

菌接種による茎葉重，草丈の増加は，被覆尿素区を除く3区で10～20％認められた（第8図）．茎葉

窒素含有率は，被覆複合区が他区に比べてやや高かった．接種区と無接種区では，処理区間で窒素含有

率に一定の傾向はみられなかった．接種区の根面生菌数は，処理区間に差がみられず約104c餌gであっ

た（第6表）．培養土の無機態窒素含量は12月5日では被覆硝カル区が129mg包，12月27日では被覆

複合区が131mg厘と他区に比べて多かった．被覆尿素区は両時期とも他区に比べて少なく50～60mg／

妃で推移した．

9　8

　7

　6

茎5

葉4

重
　3

　2

　1

　0

　　①被覆複合

1月16日では，全区とも無機態窒素含量が15～25mg包と少なかった（第7表）．

＊＊

團 ＊
季

書iii議…

＊ 灘肇

鱗iiξ

職麟、
響馨贈

叢懸

鐵遷

萎嚢i嚢

”囑甥

灘嚢

雛

②被覆硝カル　③被覆尿素　④液肥1000倍

注）被覆肥料：70日タイプ，播種後窒素100mg／ホD卦表面施肥，

　②③はPK化成（0－20－20）でP205，K20とも10伽g／ホ。ットを同時施肥，

　液肥：①②③はOKF2の1000倍液を播種前1回，

　④は播種前から7日毎施用，

　＊，＊＊，＊＊＊：t検定結果5，1，0．1％有意水準，

　播種：2000年11月14日，調査：2001年1月16日，
　培養土（ヒo一トモス；ハ。一ライト＝＝7：3）250m　l／9cmホ。ット

第8図

　　被覆肥料の種類

CA21RS株接種の有無と被覆肥料の種類別トウガラシ茎葉重

第6表 CA21RS株接種の有無と被覆肥料の種類別トウガラシの草丈，

及び接種区の根面生菌数

茎葉N含有率

肥料の種類　＿」拠
接種　　無接種 接種

　　　　　接種区の根面生菌数

無接種　　10c釦／根
①被覆複合
②被覆硝カル
③被覆尿素

④液肥1000倍

9．7＊　　　8．7

12．8＊＊　　　11．4

8．6　　　　7．9

11．3＊　　　　　10．3

5．19

4．58

4．86

4。88

5．06

4，78

4．68

4．60

3．99

4．06

4．30

3。81

注）＊，料　被覆複合肥料，接種法，培養土，品種，調査日は図8と同じ

第7表　被覆肥料の種類と培養土中無機態窒素

肥料の種類 12月5日 12月27日 1月16日

NK1．N　NO3－N　無機N　NH4－N

m／廻　m／昆　m嬉　m／嬉

NOl、一N　無機N　NH1－N　NO：1－N無機N

m／妃　m／廻　m／嬉　m／¢m／¢
①被覆複合　51，2
②被覆硝カル17，9
③被覆尿素　33．7
④液肥1000倍42．9

46．9　　98．1　　　84．8

111．6　　129，4　　　　　　8．2

25，3　　59．0　　　23．1
45，1　　　88，0　　　　　18，0

46．6　　　131．4　　　10．0　　 5．0　　　15．0

87．8　　　　95．9　　　　　4，1　　15，3　　　19．4

29．4　　　　52．5　　　　　9．2　　16．3　　　25．5

50．0　　 67．9　　　6．0　　7，0　　13．0

注）接種区，無接種区の平均，ECは容積比1：5で測定，被覆複合肥料，接種法，培養土，品種，調査日は第8図と同じ
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試験6．培養土の水分含量が蛍光性Aε掘o’πo朋5接種トウガラシ苗の生育に及ぼす影響

　毎朝1回，培養土水分が85％，80％になるように潅水した区の茎葉重は，6～7gと他区に比べて重

くなった（第9図）．菌接種によるトウガラシの茎葉重は，培養土水分を80％になるように潅水した区

で約10％増加した（第9図）．菌接種による生育促進がみられた区の培養土水分80％はpFL3相当であ

った（第10図〉．菌接種トウガラシ苗の根面生菌数は，培養土水分70～85％の間に差はみられず104c血／g

程度であった（第11図）．

　98
　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）培養土水分含量＝水分重量／（培養土重量＋水分重量）x100，

　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　培養土は容積比7：3混合，林lt検定結果1％有意水準，

　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品種1松の舞，CA21RS株1京都農総研選抜，
ま
葉　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接種1約1096fu／mi懸濁液種子浸漬，播種：2000年6月7El，
重
　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査：7月21日，水分調節：6月19日～鯛査終了まで毎朝1回，

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9c赫’ッL　OKF2の1000倍液を播種後30日まで7日毎に字伽1／ホDット，

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その後500倍液を3日毎に20ml／ポット施用

　0
　　　85　　　　　　　80　　　　　　　75　　　　　　　70　　　　　　　60　　　　　　　50

　　　　　　培養土水分含量（重貴比％）
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　第9図
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ピートモス

a5　　　　1

第10図　ピートモス＝

　　　おけるpF一水分曲線

：パーライトの7；3混合培養土の水分含量とCA21RS株接種トウガラシの茎葉重

　　　　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　§
　　　　　　　　　　　　き4
　　　　　　　　　　　　君
　　　　　　　　　　　　　ぎ
　　　　　　　　　　　　03
　　　　　　　　　　　　無
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　　　　　　　　　　　　　　　注）培養土，接種法，品種＝図9と同じ，

　　　　　　　　　　　　　　　　播種：2000年10月3日，調査；11月21日

試験7．菌株栄養源の培養土への添加が菌定着性に及ぼす影響

　トウガラシの茎葉重はベタイン0．1～0．59／¢を培養土　一・

に添加すると無添加に比べてやや重くなった（第12図）．　　8

菌接種により全区で，無接種に比べて茎葉重が10～20％　茎6

重くなった・特に05g洩添加区で0・1％水準の有意差が甕、

認められ，安定して生育促進効果が発現した（第12図）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
根面生菌数は播種11日後ではベタイン0．5，lg洩区が約
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0107c飼gと無添加区に比べてやや多い程度であったが，

播種24，45日後ではすべてのベタイン添加区が，それ

ぞれ約106c佃g，10～～106c釦／gと無添加区に比べて多くな

った（第13図）．茎葉窒素含有率はベタインの添加量が多

いほど高い傾向にあった．培養土中NH・一Nは播種24日後

ではベタイン1g添加区が86・7mg／£と最も多く，ベタイ

ン添加量に応じて培養土中NH・一Nが多くなった．しかし，

播種52日後では2～4mg麓と処理区間に差はなくなった
（第8表）．
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第12図　CA21RS株接種トウガラシにおける培養

　　土のベタイン添加と茎葉重

　注）培養土1ヒ㌧トモス1パーライト容積比713混合，

　　＊，＊＊＊lt検定結果5，α1％有意水準，

　　播種＝2001年3月30日，調査15月1フ日，

　　品種：松の舞，　OKF2の1000倍液を播種直前か

　　ら7日毎に施用
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第13図　GA21RS株接種トウガラシにおける培養土のベタイン添加と根面生菌数

第8表　CA21RS株接種トウガラシにおける培養土へのベタイン添加と茎葉N含有率，

　　　培養土中無機態N

ベタイン

添加量
（9／E）

茎葉N
含有率（％）

一　　播種52目後接種　　無接種　　NH4－N　NO3－N　　　NH、‘N　NO3－N

0
0．1

0，3

0．5

1．0

2．33　　　　2．71

2．73　　　　2．78

3．43　　　　　3．50

3．08・　　　　3，69

3，50　　　　　4，30

31．4　　　9．8

47．4　　　　18。5

54．5　　28。3

73．6　　20．4

86。7　　　31．0

2．0　　　0，0

2．1　　　1．0

2．0　　　1．0

3．0　　　1．0

4．2　　　0．0

注）N含有率は播種52日後，培養土中無機態Nは接種区，無接種区の平均，播種12001年3月30日，

　α（F2の1000倍液を播種直前から7目毎に施用，培養土は第12図と同じ

考　察

　相野（1999）は，内生することができる蛍光性P3θ躍o朋onα3の作物への接種は，早ければ早いほど定

着量が多くなり，効果も高いことから，種子に直接コーティングする方法が効果的であるとしている．

また，豊田ら（2000）は，トマト青枯病菌のトマト根面への定着には他細菌が大きく関与していること

を示唆している．これらのことから，菌株のトウガラシヘの接種は，種子に直接マーティングすること

とし，吉川ら（1999）が行っている種子の菌体懸濁液（9．2×10’c劔m1）浸漬処理により行った．また，

育苗培養土については，相野（1996）がPGPRの各種機能の評価を行ったシードリングバイオアッセイ

チャンバー法では滅菌培養土を用いているが，本試験でも，それに準ずる無菌に近い資材としてピート

モス（加藤，1993）と高温処理で製造されるパーライトを用いた。

　ピートモスは保水性に優れ，世界の標準培養土の基本培地素材であり，また，ピートモスと透水性に

優れるパーライト等の配合組合せが培養土の基本とされている（長村，1995〉．花壇苗における試験で

は，ピートモスが7に対して，透水性を改善するための資材として，くん炭が2とパーライトが1の組

合せが優れていた（近畿中国新技術実用化成果報告No22）．トウガラシ苗における本試験では，ピート

モスの割合が7～10で生育が優れた．しかし，ピートモスの割合が増えると育苗ポット底部での気相

割合が低下し，根の機能が低下する（長村，1995）ため，ピートモス：パーライトの混合割合は7：3

前後が適していると考えられる．また，根圏微生物による接種効果は，土壌水分が多いほど効果が高い

という報告があるが（総合農業研究叢書第18号，1990），本試験における蛍光性Psθ躍o〃20nαsのトウガ

ラシ苗に対する生育促進効果も，保水量が多いピートモスを5割以上混合した培養土でみられた．しか

し，保水量が最も多いピートモスのみの培養土に比べて，ピートモス：パーライト＝7：3前後の混合

培養土が接種効果が安定していたこと，すべての区で根面菌数に差がみられなかったことから，土壌水

分条件だけでなく，作物体の生育・栄養条件も接種効果発現に関与していると考えられる．
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　トウガラシ栽培における土壌pHの基準は6～7（土壌診断の方法と活用，1996）とされているが，

本試験における育苗培養土のpHも6．5前後で生育が最も優れた．菌の接種効果は，苗の生育が優れる

pH5．5～6。7の培養土で安定して発現した．しかし，根面の菌密度はpH7．6以上のアルカリ側で高くな

った．境（1995〉は，土壌の塩類ストレスにより，蛍光性Psε確o〃20nα3の群集はP38躍o〃～onαs　p雄〆α

優占となり，カルシウム集積の進んだ施設土壌等では，根面に生息する蛍光性P3eμ40η20n碓のほとんど

はカルシウム耐性菌株であり，カルシウム耐性が根圏定着の競争要因の一つであるとしている．本試験

で用いたCA21RS菌株もPs8偏o漁onα3ρ嬬ぬであり，現地で栽培されているトウガラシの根面から分

離されている（吉川，1999）．このことから，本菌もカルシウム耐性を有し，アルカリ側の培養土にお

いて他菌との競合に勝ったことが，根面菌密度が高くなった要因の一つと考えられる．本試験において，

菌の接種効果発現と根面菌密度に関連性がみられなかったことから，接種効果を安定して発現させるた

めには根面の菌定着・増殖を促進するだけでなく，効果発現と作物生育との関連性についても解明して

いく必要がある．しかし，根面の菌定着要因や菌接種と生育に関する報告（境，1995；豊田ら，1998；

木嶋ら，1995；堀ら，1993）は多いが，作物の生育環境・栄養条件と接種効果発現に関する報告はほと

んどみられない．

　本試験で用いたピートモス：パーライト混合培養土は，肥料成分を含まないため施肥が必要となる．

長村（1995）は，培養土内の肥料濃度を安定的に維持するためには定期的に液肥を施用するのが有効で

あり，花壇苗では窒素240ppmの週一回施肥を紹介している．本試験において，育苗初期では花壇苗と

同様に，窒素280ppm液肥の週一回施用で良いが，生育量が多くなる育苗後半では，窒素700ppmと高

濃度にする必要がある．また，液肥施用は播種前から必要であり，長村（1995〉もスターター肥料の存

在が発芽後の生育に弾みがつき，その後の旺盛な生育につながるとしている．菌の接種効果については，

前述の培養土pHと同様に，苗の生育が優れる場合に認められた．

　また，液肥の週一回施用の省力化及びスケジューノレどおり施肥できない等の危険性を回避するため緩

効性肥料を利用することが効果的である（長村，1995）．そこで，被覆肥料の利用について検討した．

被覆肥料を培養土に混合した場合，培養土の水分で保存中でも肥料成分の溶出が起こるため，本試験で

は，播種後，培養土の表面施用（久保ら，1999）を行った．長村（1995〉は，花壇苗において，窒素5

－14％の70～100日溶出タイプの肥料2g麓が適しているとしているが，生育量の多くなるトウガラ

シの育苗においては，窒素14％，140日溶出タイプの表面施肥，6g超（159／9cmポット〉が適し，液

肥試験と同様に，花壇苗より多くの窒素を必要とした．また，スターター肥料としての播種前の液肥施

用は，前述と同様に必要であり，菌の接種効果も苗の生育が優れる場合にのみ認められた。

　岡村（1981）は，造成により深層土が栽培土壌となった場合，硝酸化成特性が作物生産において重要

であるとしている．本試験に用いたピートモス：パーライト混合培養土も前述したように無菌に近く，

硝酸化成菌はほとんど存在しないと考えるため，表面施用する被覆肥料の種類について検討した．多く

の疏菜類は好硝酸性殖物であり，アンモニア態窒素に比べて硝酸態窒素のほうが生育が優れるように（農

学大事典，1961；岡村，1981），本試験においても，トウガラシ苗には被覆硝酸カルシウムが適した．

また，菌の接種効果も前述の試験と同様に，苗の生育が優れる場合にのみ認められた．

　長村（1995）は，低いpF値をかん水点とするほうが生育量が大きくなるが，過湿害が生じる危険性

も増すとしている．本試験においても，培養土水分が80％（pFL3）までは，培養土水分の増加と共に

トウガラシの生育量が増加した．菌の生育促進効果は，培養土水分80％（pFL3〉で管理すると発現し

たことから，ピートモス：パーライトの7：3容積比混合培養土を育苗に用いる場合，過湿や過乾燥を避

け，培養土水分80％（pFL3）を目標にした潅水管理が適すると考えられた．

　根面への菌定着・増殖を促進するための菌株栄養源の添加について，堀ら（1994）は馬尿酸ナトリウ

ムの土壌施用が土壌及びコムギ根面での蛍光性P3εμ40用onαsの増殖に，浦嶋ら（2001）はベタイン，馬

尿酸ナトリウム等を菌株接種ホウレンソウ種子の播種と同時に土壌施用すると根面への蛍光性

痔θ躍o〃’ono3の定着に対して有効であるとしている．そこで，蛍光性P3θ認o襯onαsであるCA21RS株に
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ついても，育苗培養土への菌株栄養源としてベタインの添加について検討した．ベタインの添加により

根面菌数が増加するとともに，適量を施用することで硝酸化成の問題が残るものの有機質肥料として使

用できることが明らかとなった．このことから，培養土へのベタイン等の菌株栄養源の添加により，保

存性等の問題があるものの蛍光性P3θ躍on20nα3専用の選択育苗培養土の可能性が示唆された．

　有用微生物の確実な接種効果を得るためには，土壌条件を改善して，微生物接種に対する作物の応答

能力を高め，加えて，有用微生物自体もこれらの土壌環境に対する適応力（耐性）を賦与しておく必要

があるとされている（総合農業研究叢書第18号，1990）．本研究では，多くの試験を行ったが，各試験

とも共通して，CA21RS菌株の生育促進効果発現とトウガラシ苗の生育が優れる場合が一致した。しか

し，根面の菌定着量と効果発現に関連性がない場合も認められた．本菌株は，作物がなんらかのストレ

スを受け不健全となっている場合に回復させるのではなく，作物が健全に生育している場合にのみ，菌

の根面定着に応答して生育促進効果が発現するものと考えられた．

　また，本菌株については，菌接種によりトウガラシの初期収量が増加する（松本ら，1999）ことに加

えて，水和剤として製剤の実用化（松本ら，2002）が進められている．蛍光性Psθ偏o〃20nαsの生育促進

効果には，菌の生産する鉄キレート物質であるsiderophoreが関与しているとの報告例（総合農業研究

叢書第18号，1990）がある．本菌株においても，松本ら（1999）は，菌接種によるトウガラシ体内のFe

濃度の増加，加えて花落ちの減少を報告しており，作用機作が解明されつつある．今後，作物生育・菌

定着量と効果発現との関連性，作用機作等が解明されれば生育促進・増収等の接種効果がより安定し，

有効な微生物資材として広く普及していくものと考えられる．

摘要

　トウガラシに生育促進効果を有するみε麗40〃20顯3ρ雄4αCA21RS株を用いて，育苗培養土の理化学性

が菌を接種したトウガラシ苗の生育に及ぼす影響を明らかにするとともに育苗時における施肥・かん水

方法について検討した．

1．ピートモス：パーライトの混合培養土を育苗に用いる場合，713前後で混合するとトウガラシの生育

　が優れ，CA21RS株接種による生育促進効果が安定して発現する．

2．ピートモス：パーライト容積比7：3混合培養土を育苗に用いる場合，pHを6．0前後にするとトウガ

　ラシの生育が優れ，CA21RS株接種による生育促進効果が安定して発現する．そのときの石灰資材添

　加量は，ピートモス（カナダ産，pH無矯正）1¢当たり炭酸カルシウムで2～4g，消石灰で1～3g

　である．

3．CA21RS株接種トウガラシの育苗にピートモス・パーライト混合培養土を用いる場合，液肥は，育

　苗前半が播種直前から500（N280ppm）～1000倍（140ppm），育苗後半が200～500倍液の7日毎施

　用が適する．省力的な施肥体系として，播種前の液肥施用と被覆複合肥料（14－12－14，140日溶出タ

　イプ）の15g／9cmポット表面施用の組み合わせが適し，CA21RS株接種の生育促進効果が安定し

　て発現する．また，被覆肥料の種類では，被覆硝酸カルシウムを施用すると生育が優れ，CA21RS株

　接種による生育促進効果も認められる．

4．ピートモス：パーライトの713容積比混合培養土を育苗に用いる場合，過湿や過乾燥を避け，培養

　土水分80％（pFL3）を目標に潅水管理を行うとトウガラシの生育が優れ，CA21RS株接種による生

　育促進効果も発現する．

5．菌株の栄養源としてベタインを0．5g厘を培養土へ添加すると，生育促進効果が安定し，根への菌

　定着量も増加したことから，ベタイン等の菌株栄養源の添加によりPGPR専用培養土の可能性が示唆

　された．

6．各試験とも共通して，CA21RS菌株の生育促進効果発現とトウガラシ苗の生育が優れる場合が一致
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　した．本菌株は，作物がなんらかのストレスを受け不健全となっている場合に回復させるのではなく，

　作物が健全に生育している場合にのみ，菌の根面定着に応答して生育促進効果が発現するものと考え

　られた．
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