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温室内で発生したトマト根腐萎凋病 (Fusariumcrown and 
root rot disease)の感染拡大に関わるミギワバエ Scatella

stagnalis (Diptera : Ephydridae)の影響

松田克礼・野々村照雄・豊田秀吉

(近畿大学農学部農業生産科学科植物感染制御工学研究室)

Involvement of the shore fly 50αteUαstα:gnαlis (Diptera: Ephydridae) 

in expansion of Fusarium crown and root rot disease from diseased to 

healthy tomato seedlings in greenhouse hydroponics 

Y oshinori MA TSUDA， Ter・uoNONOMURA， Hideyoshi TOYODA 

Laboratory 01 plant Protection and Biotechnology， Department 01 Agricultural Science and Technology， 

Faculty 01 Agriculture， Kinki Universiか

Synopsis 

The present study was conducted to examine aerial transmission of the plant pathogen of Fusarium crown and root rot 

disease by algae-reared flies to tomato se巴dlingshydroponically cultured in greenhouses. First. the symptom of Fusarium 

crown and root rot appeared on a limited number of tomato seedlings. and then the disease expanded to the s巴巴dlings

grown in other culture troughs in the same greenhouse. The pathogen was isolated from the diseased seedlings using 

a selective medium and then identified as Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lyc01うersiciaccording to the morphological 

characteristics of microconidia and conidiophores. Gre巴nalgae proliferated vigorously on sponge cubes to support the 

seedlings in the holes of the plate丑oatedon the culture solution in the hydroponic trough. Eggs. larvae and pupae of the 

flies (shore f!ies) inhabited the algae on the sponge supports of both healthy and diseased seedlings. and the adults flew 

to different sponge supports to oviposit in fresh algae. These flies were separately collected to trac巴 theirholding and 

transmission of the conidia of the pathogen. In addition. some morphological characteristics of the flies were examined for 

identification. As a result. the fly was identified as Scatella stagnalis (Diptera: Ephydridae). The present study indicated 

that the pathog巴nwas carried only by the shore f!ies captured from the diseased se巴dlings.suggesting that the shore flies 

living in green algae on the sponge supports may have transmitted the pathogen to tomato seedlings in neighboring culture 

troughs in the same greenhouse. 

緒 言

筆者らの研究室では、 1994年から 2008年まで

の15年間、温室においてトマトの一段採り密植

栽培を通年で実施してきた(14)。この開にトマト

根腐萎凋病 (Fusariumcrown and root rots)が

不定期に単発で発生したが、その感染および伝染

経路については不明で、あった(16)0 2008年の春夏

作においても根腐をともなう萎濁症状が認められ

たが、この時の発病株の株元には多くの小型のハ

エが確認された。そこで本研究では、小型のハエ

から病原菌胞子の分離を試み、ハエが胞子の伝播

に関わる可能性を検討した。また、ほとんどの小

型のハエが緑藻の繁殖した支持体に存在した。そ
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こで、小型のハエの生活環を調査し、その向定を

実施するとともに飼育法を確立したので合わせて

報告する。

材料と方法

供試トマト

本実験にはトマト (Lycoρersiconesculentum 

var. pyriforme)の品種イエローベアを供試した。

イエローベアの種子はタキイ種苗(京都市)より

購入した。まず、種子を 70%エタノールに 5分

間浸漬し、 1%アンチホルミンで表面殺菌し、滅

菌水で3回洗浄した。次に、シャーレに滅菌水

で湿らせた漉紙を入れ、その上に種子を置き、

シャーレを密封して、 26tの培養器内に 4日間置

いた。発芽種子は以下の項で述べる水耕栽培と子

葉展開幼苗(子葉苗)を用いた病原性検定に使用

した。

水耕栽培の条件

前項で得た発芽種子をスポンジ支持体 (3x 

3 X 3cm3) に挟み、プラスチックトレイ (60X 

80cm2) に配列した。トレイを小型栽培装置(ハ

イポニカ製)に置き、養液循環 (lL1min) して

水耕栽培した。栽培養液は、野菜用に調整された

液肥(ハイポニカ製4，5，6号を混合)を水道水

で希釈して作製した。なお、養液のEC (電気イ云

導度)は、定期的に測定し、 1.2(s/m)に調整し

た。また、育苗温室には独立した上記の栽培槽を

48儲設置し、第 l花房が確認できるまで 45日間

栽培した(14)。

走査型電子顕微鏡による観察

水耕栽培で萎凋症状を呈した株の、地際部を切

断し、 1cm程度の切片を作製して観察試料とし

た。観察には、低真空走査型電子顕微鏡(目立

S -3500N) を使用した。試料を-20tに置き、

低真空庄 (30pa) で電子線を照射した (10)。な

お、 SEMによる観察は、大阪府環境農林水産総

合研究所で、行った。

萎漉したトマトからの病原菌の分離

病原習の分離にはFusariumoxysporumの選択

培地である駒田培地を使用した(針。まず、萎調

症状を呈する株の支持体を開いて地際部を切断

し、 1cm程度の切片を作製した。次に、切片を

駒田培地に置いて 26tで7日間培養し、形成さ

れた菌叢先端部を切り取り、さらに駒田培地を

用いて 2回継代培養した。単胞子分離にはツア

ベック培地を使用した。まず、駒田培地に形成

された菌叢から先端部を切り出し、ツアベック

培地で7日間 26tにおいて培養した。次に、形

成された蕗叢上に滅菌水を注ぎ、小型分生胞子

(microconidia) を回収した。回収した分生胞子

を滅菌水で希釈し、ツアベック培地に主主抹して 2

~3 個の菌叢コロニーを形成させた。この操作を

3回繰り返し、単胞子分離を行った。

子葉苗を用いた病原性検定

病原性検定は筆者らの研究室で考案した方

法(16) に従った。まず、 200mlの培養ボトルに、

櫨紙で包んだスライドガラスを斜めに立てかけ

た。次に、 20mlの栽培養液をボトルに入れ、毛

細管現象を利用して、立てかけた櫨紙を完全に湿

らせた。前項で発芽させた種子を櫨紙上に置き、

ボトルを密封して子葉が展開するまで7日間培養

した。培養は 26
0

Cに設定した人工気象器で行い、

12時間の明暗匿を与えて育成した。なお、明区

の照度は 3，000ルックスとした。病原性検定に先

だ、って、単抱子分離した菌叢から分生胞子を回収

し、胞子密度を 104偶 Imlに調整して、接種源胞

子懸濁液を得た。この施子懸濁液を子葉の地際部

に接種し、前述の人工気象器で7日間培養して萎

濁および根部・地際部の褐変腐敗から病原性を検

定した。

毘虫からの病原菌の分離と病原性検定

萎凋株および健全株の株元から見虫吸引器を用

いてハエを捕獲した。まず、シャーレに駒田培地

を作製し、捕獲したハエをシャーレに閉じ込め

た。次に、ハエが培地の上を歩行することを確認

し、シャーレを 26t、明区の人工気象器に入れ

た。 1時間後、シャーレからハエを取り出し、さ

らに人工気象器で 1週間培養した。

緑藻の分離と問定

小型のハエを捕獲した株元から濃い緑色を呈す

るスポンジ支持体の一部を回収し、水耕栽培養液

に浸潰して、緑藻を分離した (12)。分離した緑藻

を光学顕微鏡で観察し、 Harris(6) の記載に従つ
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て、その形態的特徴と運動性の有無から緑藻を同

定した。また、同定した縁藻は、光学顕微鏡下、

マイクロピペットで単離し、スポンジを支持体と

して液体培地で繁殖させた。また、培養液には、

常時エアレーション (5L/min) を加え、 26
0

C、

12時間明暗区の条件で培養した。

ハヱの同定

上記で培養した緑藻(クラミドモナス)を給額

して、ハエを餌育した。まず、培養緑藻に産卵さ

せ、幼虫、踊、成虫の生活環を全うさせた。産卵

から幼虫、幼虫から錦、踊から成虫に要する期間

を調査した。なお、実験は 5つの飼育区を設けて

実施した。最後に、新しく羽化した成虫をその形

態的特徴(麹の斑紋、口器の形状など)に基づい

て同定した(株式会社日本保健衛生協会、大阪)。

結果

育苗温室において、栽培中期に萎調症状を示す

個体が現れた(図 1A)。その個体は、根部が腐

敗し、地際部が掲変化していた(圏 1B)。栽培

後期には、その個体が存在する栽培槽だけでな

く、温室内の離れた場所に設置されている複数の

栽培槽に、飛ぴ火的に萎凋症状を示す個体が現れ

た。萎掲した株の根部を電子顕微鏡で観察したと

ころ、腐敗した棋部には菌糸がネット状に蔓延し

ていた(図 1C)。萎凋株から分離して得られた

分生子を子葉苗に接種したところ、根腐萎凋の症

状が現れ、病原性が確認された(国 1D)。次に、

同定項白に従って分生子の大きさや形状、分生子

の形成様式などを調査した結果、本菌はトマト

根腐萎凋病菌Fusariumoxy.s:ρorum f. sp. radicisω 

lycopersiciと同定された。

育苗温室に存在する小型のハエは、緑藻が繁殖

しているところに多く集まり(図 2A)、そこに

は多くの幼虫(図 2B)や踊(図 2C)、踊の抜

け殻が確認された。萎凋症を呈する株の株元から

ハエを捕獲し、それらを歩行させた病原菌選択培

地には菌叢コロニーが観察された(囲 1E)。一

方、鍵全株の株元からハエを捕獲した場合には、

菌叢コロニーは形成されなかった。

栽培初期に確認できた緑藻は、栽培中期になる

とスポンジ支持体全面に繁殖し、濃い結色を呈す

るようになった。なお、この時期には、温室内の

すべての支持体に縁藻が確認された。支持体から

分離した緑藻を同定項目に従って形態的特徴を調

査した。繰藻の形状は卵形で変形運動を行わず、

群体を形成しなかった。細胞は葉緑体をひとつも

ち、葉緑体の中にどレノイドが見られた。細抱の

先端には、 2本の等長の鞭毛をもち、活発に遊泳

した。また、細胞の先端付近に光を感じる赤い眼

点と透明な収縮胞が観察された(1.6)。以上の結果

から、最も多く存在した緑藻は、ボルボックス

自の Chlamydomonasreinhardtiiと同定された。

また、若干であるが、 Oscillatoria属 ，Spirogyra 

属 ，Pleurotaneium属 ，Actinastrum属 ，Ulothrix 

属 ，Scenedesmus属 ，Stichoccus属などの緑藻も

確認された。単離したC.reinhardtiiを給餌して

ハエを飼育したところ、 8:t 4日後に産卵を開始

した。 4:t 2日後に卵 (0.2mm  -0.5 mm)から

幼虫 (1齢)が鮮化し、 5:t 2日後に、 3齢幼虫

(l.0 m m -2.5 m m) から踊(l.0m m -2.5 m 

m) になった。 7土 2B後に嬬から成虫 (2.0土

0.5 mm)が羽化した。羽化した成虫を麹の斑紋、

口器の形状などから再定を試みた。その結果、小

型のハエはミギワパエ Scatellastagnalis (Diptera: 

Ephydridae) と同定された。

考察

トマトの土耕栽培において、土壌に生息する根

腐萎凋病菌は、根部から感染して増殖し、宿主体

内で多くの小型分生子を生産する (13)。根部およ

ぴ地際部が腐敗すると、分生子は外部に現れ、土

壌を媒体として伝染する (7，13)。この伝染を回避

するため、土壌を使わない栽培(ソイルレスカル

チャー)として、養液栽培が適用されてきた (14)。

それにも関わらず、国内外の温室トマトにおい

て、根腐萎凋病は不定期に単発で発生し、その

後、温室内を伝染して広がることが報告されてい

る (7，8)。筆者らの温室栽培トマトにおいても、類

似の現象が発生しているが、筆者らは主に空気伝

染の可能性を考えた。

水耕栽培における本病の発生は、分生子が温室

内へ運び込まれることにより始まる。発生の第一

段階である分生子の侵入過程として、栽培者によ

る病原菌汚染苗の定植、風による温室内への飛

来、これら 2つの要因が考えられる。ただし、筆

者らの場合、発芽前に種子滅菌し、その後制御温
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函 1.根腐萎潟病が発生した養液栽培トマトと子葉を利用した病原性検定

A:根腐萎凋の症状を示すトマト

B:根腐病菌の感染を受けて腐敗した地際部 (80B) と根部 (ROT)

C:腐激した根部表面に蔓延する根腐萎溺病琶の菌糸(走査艶電子顕微鏡で観察)

D:分離菌接種で発病したトマトの子葉箇(分生胞子接穫7日後)

E:ミギワパエから分離されたトマト根腐萎凋病菌(培養4日後)
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図 2.養液栽培トマトの株元スポンジ支持体で繁殖し
た緑藻を摂食するミギワパヱ
A:繁殖した緑渓 (GAL)とミギワパヱの成虫

(SHF) 

B:緑藻中で生活するミギワパエの幼虫 (LAR)

C:緑藻中の輔 (PUP)

ー:2 m m  

室にて小苗を育成しており、汚染苗の問題は考え

難い。嵐の要因に関しては、腐敗した地際部に現

れた根腐萎調病菌の分生子が、風によって空気伝

染した倒が報告されている (11)。一方、筆者らの

育苗温室には、常に多くのミギワパエが生息して

おり、株閣を移動する行動が頻繁に観察された。

そこで、ミギワパエが根腐萎凋病菌分生胞子を運

ぶ可能性について検討することとした。現在まで

のところ、トマト根腐萎病病がミギワパエによっ

て伝播された報告はない。しかしながら、ダリア

萎調病菌の分生子が、ミギ、ワパエにより伝播され

た可能性が報告されている (3，4.5)。

ミギワパエは、緑藻類や苔類を利用して生活し

ており、実際に緑藻を与えて繁殖させた例も報告

されているは 15)。筆者らの温室では、スポンジ

支持体の緑藻に、ミギワパエの卵、幼虫、踊が観

察され、多くの成虫が苗の株元で生活していた。

スポンジ製の支持体には、栽培養液がしみ込んで

おり、かつ、通気性が良いことから緑藻も生育し

やすいと思われる。

本病原菌の感染を受けた植物は、根部および地

際部が腐敗する (7)。トマト苗の地際部は、スポ

ンジ支持体の上面に位置していることから、擢病

株の株元で生活するミギワパエは、病原菌分生胞

子と接触する可能性が高いと考えた。そこで、権

病株の株元からミギワパエを捕獲し、病原菌を特

異的に選択する培地のよを歩行させた。その結

果、病原菌コロニーが選抜され、擢病株の株元に

存在するすべてのミギワパエが、その生活の中

で、病原菌分生子を脚や腹部に付着させているこ

とが明らかとなった。

本研究では、権病株の株元に生産された病原菌

分生胞子がミギワパエによって、温室内のトマト

に伝播される可能性を強く示唆した。さらに、緑

藻を利用したミギワパエの飼育法も確立できたこ

とから、今後は、ミギワパエに分生胞子を付着さ

せ、温室内における伝播様式や温室への侵入様式

について詳細に検討する予定で、ある。

要約

育苗温室の養液栽培トマトに、萎凋症状が現

れ、温室内に設置した複数の栽培槽に飛ぴ火的に

伝染した。また、擢病株株元のスポンジ支持体に

は緑藻が繁殖しており、多くの小型のハエが生息

していた。そこで本実験では、このハエが病原菌

分生胞子を伝播する可能性について検討した。ま

ず、擢病株から病原薗を分離・同定したところ、

トマト根腐萎凋病 (Fusariumoxysporum f. sp. 

radicis-lyco，ρersici)であった。次に、擢病株の株

元からハエを捕獲し、フザリウム病菌選択培地を

用いて病原菌の分離を試みた。その結果、擢病株

の株元に生活するすべてのハエから病原菌が分離

された。一方、健全株の株元に生活するハエから

病原菌は分離されなかった。また、小型のハエ
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を同定したところ、ミギワパエ Scatellastagnalis 

(Diptera : Ephydridae)であった。以上の結果か

ら、温室に生活するミギワパエが本菌分生子を伝

播している可能性が強く示唆された。
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