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1 .はじめに

近年，微生物を用いた生物農薬の開発が急ピッチに

進み，内生細菌を用いた土壌病害防除に成功し 1) 内

生能を持った微生物に注目が集まっている。内生細菌

とは植物の内部に定着することができ，植物体に何ら

悪影響を与えない細菌を示す。内生細菌は種々の生理

活性物質を産生し これらの働きによって内生細菌に

感染し植物が病害に対して抵抗性になったりする。こ

の現象の lっとして， 内生細菌によって引き起こさ

れれる全身抵抗性誘導(jnducedsystemic resistance : 

ISR)が考えられる。内生細菌の接種により宿主の感

受性が高まり，病原菌侵入時のファイ トアレキシン量

を増加させることが報告され 13) エリシターとして，

内生細菌の産生するリポ多糖類. siderophoreなどが

有力視されている 14)。 内生細菌は植物体に侵入する

能力を有するため，非内生細菌よりも植物体にシグ

ナル物質の伝達が容易で. ISRを引き起こすには有利

である。このように内生細菌の ISR現象の重要性が認

められつつあるが 16) シュードモナスフルオ レッセ

ンス斉IJ (セル苗元気)に含まれる FPT9601株を用い，

アラビドプシスにおけるマイクロア レイ解析を行った

結果が報告されており 15) FPT9601株を接種した株

2∞7年8月28日受付

は無処理に比べ95の遺伝子 特にオーキシン調節遺

伝子が活性化され， 105の遺伝子，特にエチレン応答

遺伝子の活性低下が認められている。根粒菌や植物生

育促進性根圏細菌と同様に FPT9601が引き金となっ

て植物体の反応を引き出すと考えられている。このよ

うに内生細菌の全身抵抗性誘導現象の重要性が認めら

れつつある O

レタスビッグベイン病に対して同様の内生細菌が存

在するかどうか，もしそのような内生細菌が存在し

でも，果たして有効であるのかどうかが疑問であった。

そこで• Ol}りidium菌の感染を阻害する細菌の検索と，

それを用いた レタスビッグベイン病の発病抑制効果を

干食言すした。

2. レタスビッグベイン病とは

レタスビッグベイン病が初めて報告されたのは

1934年にアメ リカのカ リフォルニアで. Jaggerらが

報告している 8)。その後，類似の症状がヨーロッパ各

国及びニュージーランドで相次ぎ報告されている。我

が国では，遅れること 44年の 1978年に和歌山県で報

告されたのが最初である 7)。 当初，病原体が不明のま

まで，土壌伝染するウイルス病様の病害と考えられて

いた。1982年に桑田らがビッグベイン症状を呈してい

るレタスから棒状のウイルスを分離，電子顕微鏡写真
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にその姿を写した 9)。病原性は確かめられていなかっ

たが，唯一の病原体に関する情報であったため，こ

の棒状ウイルスが長らく病原体と信じられることと

なった。 しかし 2α均年に Roggeroらがひも状のウ

イルスをビッグベイン症状を呈するレタスから分離

し.Mirafiori lettuce virus (M止.V)と命名した 12)。また，

2∞2年に Iρtらがこのひも状ウイルスをビッグベイン

病の病原体ウイルスであると報告した 10)。時を同じく

2∞2年日本植物病理学会大会で石川及び前川らがビッ

グベイン病の症状に関して MiLVの関与を報告してい
る6，11)

我が国で， レタスビッグベイン病の発生が報告され

ている都道府県は，和歌山県をはじめとし長野県，

静岡県，埼玉県，香川県，兵庫県，千葉県，沖縄県と

なっている。

特に，兵庫県では. 1994年頃から淡路島の三原郡

南淡町で発生し始め. 2∞2年には島内栽培面積(約

11ωha)の25，9%に拡大した。ここ 3年では面積拡

大割合の伸びが鈍化しているように見えるが，レタス

栽培を放棄したほ場の増加によるものと考えられる。

また， 当初，軽微な発生のほ場がほとんであったが，

2ω2年には，減収が甚だしいほ場も散見されるよう

になった。

ビッグベイン病の症状は，葉脈付近の緑色が退色し，

白色の葉脈 (vein)が太くなったように見える。退色

した部分と緑色の残った部分は非常にはっきりとし，

葉縁の縮れは健全株に比べ顕著になる。外葉では網目

状にくっきりと病徴が観察されるが，結球部分では不

明瞭である(図1)。本病害は，株を枯死させること

はないが，生育不良，結球不良を引き起こし，結果と

して収量が減ずる。本病害の最も恐ろしい点は，発病

履歴の浅いほ場では， レタスの症状に比べ被筈がほと

んどなく.耕作者の防除意欲を削ぐ点である。年を絞

るに従って徐々に被害が見えだし. 5年以上経過する

と球の肥大が遅れ，出荷不能となる株が散見されるよ

うになる。

病原ウイルスとして，前述したように，棒状の

LBVVとひも状の MiLVの2種類が報告されてい

るが，いずれのウイルスともに土壊中に生息する

Oltidium菌によ って媒介される。実験的に汁液伝染，

接ぎ木伝染が確認されているが，実際，ほ場では非常

に困難で、ある。アブラムシや植物同士の接触による伝

染及び種子伝染は起こらない。

乾燥状態の汚染土嬢及び乾燥したレタス根内部で

長期間病原性が保持される。これはウイルス粒子が

Olpidium菌の休眠胞子内に取り込まれ，外界環境から

保護されることによると考えられる。このように取り

込まれたウイルス粒子が Oltidium菌の休眠胞子から

発芽した遊走子の内部に移り， レタスに感染すること

により， レタス体内に侵入しビッグベイン症状を引き

起こす。ほ場開での伝搬は，擢病苗の移動や トラ クター

図1 レタスビッグベイン病に感染したレタス

などの農機具に付着し発病面積が拡大する。ここで

注意を必要とするのは Oltidium菌の寄主範囲が広く，

タマネギ等ビッグベイン病を発症しない作物にも寄生

する。汚染土壌で育てたこれらの苗を，未発生地に定

植すると，ウイルス粒子を持った Oltidium菌も一緒

に移動することになる。また，転作を行って も，寄主

範囲が広いため Oltidium菌の数を減らすことができ

ず有効な手段とは言い難い。

Oltidium菌は通常，どこでも生息している菌で，本

来病原性がない菌である。Oltidium菌単独で、は連作し

でも作物に大きな影響は与えないが.LBVV. MiLV 

のウイルスを獲得した Oltidium菌の場合は異なる。

連作を重ねるに従ってウイルスを獲得した Oltidium

菌が増加し定植直後からウイルス感染にさらされる

ことになる。

3. 内生細菌の選抜とその効果

検定菌株は，アブラナ科野菜及びレタスの根内から

分離した蛍光色素を産生する細菌を用い， レタスビッ

グベイン病汚染ほ場から採取した土壌を用いて，シー

ドリングバイオアッセイチャンノT一法で Oltidium菌

の遊走子感染阻害効果を検討した。その結果，無処理

区の Olpidium菌感染数を 1/10~ 112ω に有意に減少

させる菌株の存在が明らかになった 2)(図2)。しか

し問題は Oltidium菌の感染ではなくビ ッグベイン

病の発病抑制である。最も効果が高かった内生細菌株

をシュードモナスフローレッセンス剤と同r*にノすーミ

キュライトを主構成要素とした培土に吸着させ，セル

整形トレイに充填し， レタス種子 (サントス 2号)を

播種， 育苗後，ビッグベイン病汚染ほ場に定栂した。

無処理区発生株率が l∞%の甚発生状況下であった

ため，内生細菌処理区においても 96，6%の発病株率

とな った。 しかし発病度(= ((A x 4+ B x 3+C x 
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図2 分離菌株によるレタス根への Olpidium菌遊走子感染
阻害効果及びレタスビッグベイン病発病抑制l効果

表 1 0砂idium菌感染阻害内生細菌の圃場で、の効果

処理名
発病株率

発病度*
(%) 

防除価
商品化率

(%) 

内生細菌

処理区 96.6 
無処理区

25.1 32.9 100.0 

lω.0 37.4 90.7 
* 発病度 ((Ax4+B x3+C x2+D) /N x4) *100 
A ビッグベイン症状が見られ，結球しない。
B ビッグベイン症状が見られ，結球するが出荷できない。
C ビッグベイン症状が見られ，小玉になるが出荷できる。
D ・ビッグベイン症状が見られ，結球には影響しない。

2+D) /N x 4) x 100 (A :ビ ッグベイン症状が見ら

れ，結球しない。B:ビッグベイン症状が見られ，結

球するが出荷できない。C:ビッグベイン症状が見ら

れ，小玉になるが出荷できる。D ビッグベイン症状

が見られ，結球には影響しない。))でみると，無処理

区37.4，内生細菌区 25.1，防除価 32.9と低いが発病

抑制効果が確認された。また レタスの商品化率でみ

る と無 処理90.7%に比べ処理区は 100%と全球が出

荷可能となった(表1)。このように Olpidium菌の感

染を減じることにより，発病は完全には抑えることが

できないが，被害は回避することが可能である。

4，内生細菌との組合せ技術

組合せ技術の候補を考えた場合，第一に物理的防除

法の太陽熱利用土壌消毒があげられる。本防除方法は

施設内でのイチゴ萎黄病に対して開発された土壌消毒

法であるが，家村らは露地栽培のレタスに応用し，レ

タスビッグベイン病の防除に成功している 6)。 近年で

は，マルチ被覆資材の種類を検討し赤外線透過型フィ

ルムを用いることにより，太陽熱利用消毒終了後，通

常のマルチとして利用できる省力的な生産技術を開発

した。しかし太陽熱利用土壌消毒の効果は l作目で

は高い効果を示すが， 2作目には急激に発病するよう

になる。
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また，次に考えられる技術として抵抗性品種の利用

がある。 レタスビ ッグベイン病に対する抵抗性育種

はアメリカで行われ， 1980年代に，耐病性品種 iSea

GreenJ， iThompsonJ， iPacificJがあいついで世に送り

出された。 日本では， (株)横浜植木が iSeaGreenJ 

を材料として「アントレー」を育成し現在，さらに

耐病性を増強させた「ロジック」を開発した。これら

の品種は，菌密度の低い場合において効果を示すが，

激発条件では，完全に発病を抑えることが困難で、ある。

そこで上記の 2方法と内生細菌処理の組合せを検

討した。太陽熱利用土壌消毒処理後(処理 l作後)， 

Olpidium菌感染阻害細菌混入培土を用いて育苗した抵

抗性品種「ロジック」をレタスビッグベイン病激発圃

場に定植した。それぞれの処理区の防除価は，太陽熱

利用土壌消毒単独 51.3， Olpidium菌感染阻害細菌単

独 31.0，太陽熱利用土壌消毒 +Olpidium菌感染阻害

細菌 89.8となった (図3)。この様に技術を組合せる

ことにより実用性の高い効果を得ることができた。

Olpidium菌の感染阻害効果を示しかっ，チオフア

ネートメチル (TM) に高度に耐性を示す内生細菌株

を用いて， レタスビッグベイン病発生園場における

TM水和剤かん注処理との併用効果を検討した。チオ

ファネートメチル耐性能を有する内生細菌 TMR-6株

を用い，種子(品種・ロジック)にコーティング接種し，

ペ レット種子化を行った。TM水和剤は 1500倍に希

釈し 1500 ml/m2の割合で、定植時にかん注処理を行っ

た。試験区は l区30株 3反復で，調査は収穫時にビッ

グベイン症状の有無によって行った。少発生条件下で

は，それぞれの防除価は TM水和剤かん注処理区 6.3，

TMR-6株ペレッ ト種子区 45.8に比べ併用区は 75.0と

顕著に効果が現れ，栽培期間を通じて効果が持続した。

また，多発生条件下では，栽培初期には， TM水和剤

かん注処理区 74.3， TMR-6株ペレット種子区 41.1， 

併用区は 82.0と高い併用効果が認められたが，収穫

期にはそれぞれの単独処理の効果が低下し併用効果

も防除価 38.1と低下した。 しかし，商品化率で見る

と併用区は TM及びT乱1R-6単独区に比べ95.0%と高

40.0 

存在

病

度

。。
ほ抗柑品 低抗干上品種 抵抗性品種 紙抗性品極

+太陽黙
+太陽熱 +内生細菌 +内生細菌

図 3 Olpidiu間菌感染阻害内生細菌と太陽.熱利用土壌消毒
及び抵抗性品種との組合せ効果(抵抗性品種として
ロジックを使用)
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い効果を示した(図 4)。これらの結果より， TMに

高度耐性を示す内生細菌と TM水和剤の併用効果が

認められ，実用的に使用可能と考えられた。

5.新しい内生細菌の処理方法とその効果

特定の病原微生物に対し優れた抵抗性を発揮する内

生細菌の選抜，定着化に成功しでも，実際の農業生産

の現場で活用するためには，その利用技術の開発が不

可欠である。想定される内生細菌の活用方法としては，

圃場に全面散布する方法，植物の株元局所に散布する

方法，育苗中の苗に塗布する方法などがあるが，厳し

いコス ト環境の下で農作物を生産している農家にとっ

ては， どれも労力や経費の点で現実的とは言えない。

そこで，最も適した方法として内生細菌を含有したペ

レット種子の製造法の開発研究を行った。

内生細菌を通常の種子コーテイング手法でペレツ

ト化 し，ペレット種子を乾燥させずに保存(含水量

28.3%)後， 内生細菌の生存率を調べると， 4tで

20日間保存しでも 100%の種子から内生細菌が検出

可能であった。 しかし 30.2%の種子が発芽し，種

子の品質に悪影響を示した。また，水分含量を 10.3%

まで乾燥させると，発芽はしないが，内生細菌の検出

発
病
度

O 

図4 内生細菌処理 (チオファネートメチル耐性菌)とチ
オファネートメチル水和剤の併用効果

00 

商
品
化
率
(
%

O 

率が約 66.7%となった。このようにペレ ット化を成

功させるためには，種子の品質と内生細菌の生存と言

う相反した命題を満足させなければならないことにな

る。そこで，減圧処理を行いレタス種皮と種子の聞に

内生細菌をもぐり込ませ，通常のペレット製造工程で

造粒を行った。その結果，水分含量を 1.1% まで乾燥

させても 80%の種子から内生細菌を検出することが

可能となった。また，通常に内生細菌を接種し造粒後，

低温除湿乾燥を行うと，内生細菌の生存率が93%ま

で向上することが判明した。さらに，減圧接種と低温

除湿乾燥を組みあわせて造粒すると，内生細菌の生存

率が100%となった。保存性においては本方法を用い

て作られたペレット種子は， 4tで約3か月間保存可

能であった 5)(図 5)。

室内試験では，内生細菌含有ペレット種子をビッグ

ベイン病汚染土壌に播種し 20t， 2万 LUX，16時

間照明で育苗，接種20日後にレタス苗の根から放出

される Oltidium菌の遊走子数を調べ，40日後にビ ッ

グベイン病の発病を肉眼で調査した。その結果，内生

細菌のレタス根への定着量は 3.0X 103 CFU/g根であ

り，十分定着していることが判明した。また，放出さ

れた遊走子数は無処理5.1X 104個/根に比べ内生細菌

コーテイングペレット種子では 0.5X 104個/根と低

く抑えられていた。発病株率は，無処理70.0%に比

べ内生細菌含有ペレット種子では 14.3%と低く，高

い発病抑制効果が認められた 4) 

現地試験においては，培土を充填したセル成型トレ

イに内生細菌含有ペレット種子を播種， 一般慣行に

従って育苗後，現地汚染ほ場に定植した。9月下旬定

植 11月中旬収穫の作付け時期のレタスでは比較的

ビッグベイン病の発生は少なく，この時期に試験を行

うと，防除価45.8と発病抑制効果を示した。11月下旬

定植-2月収穫の栽培型では，最もビッグベイン病の

発生が激しく，感染を完全に防ぐことができず，処理・

無処理区ともに 100%の発病 となった。しかし内生

細菌含有ペレット種子区では発病程度が無処理区より

も低く抑えられ，無処理区の商品化率81.0%に比べ

98.9%とビッグベイン病の被害を回避することがで

きた。内生細菌含有ペレット種子の防除効果は十分に

認められるが， さらに高い効果が要求される。そのた

図5 内生細菌含有コーティング種子の製造方法
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が重要となる。

6. おわりに

安心・ 安全な農作物生産は，重要かつ緊急の課題と

なっており，ポジテイブリス ト制度の施行により，農

薬のドリフ ト問題が大きくクローズアップされ， 化学

農薬の使用制限がこれまで以上に厳しい状態となりつ

つある。そこで¥できるだけ化学物質を環境に放出し

ない食料生産方法を早急に作り出さなければ，生産現

場に大きな打撃を与えることになると予想される。こ

れらの問題を解決する l手段として生物農薬の利用が

考えられる。 しかし生物農薬は化学農薬と異なり，

圃場の立地条件?栽培環境，人的要因によ ってその効

果の優劣が変わってくる。例えば，病害が激発する条

件では， 高い効果を期待することができず多発生要

因を解析し取り除く努力が必要となる場合がある。ま

た，使用方法や剤の保存が難しかったりと制約を受け

る場合も多々ある。生産者へ利用しやすい使用方法の

開発や防除効果の増強，安定化などまだまだ開発しな

ければいけない技術がある反面，その分期待ができる

分野でもある。

本文で紹介した レタスビッグベイン病は過去に防除

の成功事例が少なく，発生した産地はすべからく崩壊

している。国内だけでなく，海外においても，本病か

ら逃れた産地はないと言える。このように難防除病害

の中でも最も難しい病害である。太陽熱利用土壌消毒，

農薬潅注，生物的防除などを組み合わせたビ ッグベイ

ン病回避技術の開発を行った。 しかし生産者の意識

調査では，ビッグベイン病抵抗性品種の育種に期待が

寄せられている。これは労働加重型の防除法に対する

批判であろうと思われ，今後 生産者とのギャップを

乗り越えた技術を開発する必要がある。

要旨

レタスビ ッグベイン病 を媒介する Oltidium

vzru必ηtusの感染阻害を行う内生細菌の存在とそれを

用いたビッグベイン病の防除の可能性を検討した。内

生細菌の選抜において Oltidiumvirulentusの感染を

1110 -1/200に減じる菌株の存在を明らかにし， ま

た，それらによるビッグベイン病防除試験では防除価

32.9と低いが発病抑制効果が認められ，商品化率を

向上させることにより経済的な被害を減じることに成

功した。また，内生細菌と太陽熱利用土壌消毒及，品種，

化学農薬との組合せで実用的な効果を得ることができ

た。減)土接種及び、低温除湿乾燥を組み合わせる ことに

より ，内生細菌を生きたままレタス種子へコーテイン

グしベレット化する技術を開発し， 内生細菌の実用的

な使用方法を確立した。
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