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診断キットを用い定きのこ栽培の害菌被害回避法の開発1)

一清掃刻果の評価方法lこ関する研究一

谷崎ゆ ふ ・ 川 端 良 夫2) 
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しはじめに

現在，食用とされるきのこの多くは人工的に調整

された培地を利用する菌床栽培で生産されており，

空調設備のある施設で集約的に栽培される O

この菌床栽培は生産性が高い反面，同一施設を長

期間利用するため，害菌類が定着して被害を与える

「害菌問題Jが発生することが多い。しかし，生産

施設の規模が様々なため衛生基準が統一されておら

ず，生産者の害商問題に対する防除対策は十分とは

いえない状況である O

そこで，本研究では，生産者が現場で利用できる

害菌調査キットを開発することとした。これは，菌

床栽培における害菌訪除対策を目的として，①栽培

施設の汚染状況を調査する「落下蔚調査プレートJ，
②害菌の種類を検索する「診断ソフトウェアJ，③

害菌の関除対策を講ずるための「害菌防除対策マニ

ュアルJの三点で構成されている。

さらに，落下萄調査によりエノキタケ生産現場で

採取した害菌 Spicellumroseumのエノキタケへの侵

害力を測定するため， S. roseumと県内生産者が保

有するエノキタケ 4品撞について，培養温度調査を

行った。

生産者自らがこの害菌調査キットを用いること

で，害菌被害量の減少および¥早期発見による農薬

使用量の減少，病原微生物の混入の回避による安全

性の向上が期待される O

なお，当センターでは，害菌調査キットの開発のな

かで，清掃効果の評価方法に関する研究および害菌

防除対策マニュア jレの作成を行った。

11.材料と方法

1.栽培現地調査

県内のきのこ生産施設 8カ所において，清掃お

よび害菌被害発生防除の方策としてどのような薬剤

・方法がとられているか，開き取り謂査を行った。

また，対策を必要とする害菌を選定するために，県

内のきのこ生産施設 5カ所および当センターのきの

こ発生試験施設において，被害発生の原因となる害

菌類の菌株を採取した。採取は，①落下菌調査用培

地(ベプトン・ローズベンガル培地)を用い，施設

に5分間シャーレを開放して空中菌を捕捉②被害菌

床から度接ベプトン・ローズベンガル培地に分離の

ニつの方法とした。

また，収集した害菌丘 roseumと被害を受けるエ

ノキタケ 4品種について，培養温度別菌糸伸長速度

を灘定し，害菌と被害菌の生育温度特性を調べた。

接種原は PDA培地で前培養した菌叢先端を使用し

写真一1.閉鎖型実験装置

1 )本研究は先端技術を活用した農林水産研究高度化事業「診断キットを用いたきのこ栽培の害菌被害宙遊j去の開発j

(平成17~19年震)により実施したものである O
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た。各菌種ごと PDA平板培地 5枚にコルクボーラ

ーで打ち抜いた接種原(5 mmを中央に配し、 5"C刻

みで設定した温度勾配恒温機に静置培養した。蔓延

藍前までの日当たり窟糸伸長を測定し平均値を得

た。

2.清掃効果の評価方法に関する試験

(1)閉鎖型実験装置の製作

使用薬剤の殺菌効果および持続時間等を謂査する

ために閉鎖型の室内実験系を作製した(写真一 1)。

実験装置は，コンテナボ、ツクス (305X 460 X 258 

mm)の正面部分(通常使用時は上面に当たる)に，

アクリルパネル(5 mm厚)をシリコンコーキング剤と

クリップを用いて密着させ，スライド型のサンプル

設量用蓋付き引き出し(96X240X15蜘アクリル製)

を設置した。コンテナ上部には，小型エアポンプ(写

真左上，ASONE製 MAS-1)，とドライフィルタ(写

真右上，KIT2製 DRYA7) を配置した。コンテナ

の左側面から差し込まれたチューブ(内径 8mm)から

エアポンプで吸入した空気はドライフィルタを通し

て賠化され，右側面のチューブより庫内に排気され

る仕組とし，コンテナ内の殺菌消毒後，定流量でク

リーンな空気と置換できようにした。サンプル設置

用引き出しは，コンタミネーションを最小限に抑え

るためにスライド式とし引き出し口(lOOX20mm)を

コンテナ正面に 3カ所設け，内径 9cmの櫨紙および

シャ…レを 2枚づっ設置できるものとした。

( 2 )空間内の落下菌に対する清掃効果の検証

使用した茜株は，県内のきのこ生産施設および

当センター内きのこ発生試験施設において採取した

Trichoderma属菌 3菌株，Penicillium属菌 3菌株，主

roseum菌 2菌株のうち，侵害力が高く被害量が多

かった Trichodermα属菌 (Trichodrmapleuroticola (掲

色)KRCF541)と生産施設での発生頻度が高かっ

た Penicillium属菌 (Penicilliumsp. FRC0603)の 2

種類である O 薬剤は現地調査で使用されていた 7種

の薬剤を用いた(表-1 )。

まず，使用菌株を PDA平板培地で前培養し，ポ

リベプトン0.6%，デキストロース1.0 %， KH2POj 

0.05%， MgS04・7H20 0.05%，ローズベンガル

0.0025札ストレプトマイシン0.004札寒天1.6%

のベプトン・ローズベンガル培地シャーレ(内径90

mm)上で 8日間静置培養した蔓延直後の菌叢を 4分

割し汚染源として閉鎖実験系(以下，庫内)に設置

した。設置後， 6時間毎に30分間庫内の空気を循環

させ， 24時間後，落下菌調査用堵地(ベプトン・ロ
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ーズベンガル培地) 2枚をふたを開放した状態で設

置し， 10分間暴露し落下菌を補足し，汚染源シャー

レを取り出した後に，庫内の清掃を行った。蒸留水

及び薬剤の水溶液を浸した滅菌脱脂綿で庫内 6面全

てを拭き上げ， 2時間クリーンな空気を循環させた。

清掃効果と持続時間を測定するため，清諦後 1， 

2， 24， 48持関経過時に，同様の落下菌調査用培地

2枚を設置し， 10分間暴露して落下菌を捕捉した。

落下菌調査用培地は， 25
0

Cで5日間培養し発生した

コロニー数を計測した。

( 3 )内装素材の違いによる清掃効果の検討

生産現場では，凸凹のある内装材であったり天井

.壁面など拭き取り清掃できない構造の施設もある

ため，薬剤噴霧による清揖効果を調査した。

疑似内装盛としてプラスティック製のトレーの底

面(22.5*32. 5cm)にウレタンフォーム(東レ製シリ

コーン HIGHVACCUMGREASE)を吹き付けた区(ウ

レタンフォーム区)，表面に多少の凹凸がある 2種

類の壁紙を貼り付けた区(抗菌壁紙区および凹凸壁

紙区)，無処理の区(トレ一区)の 4種類の区を作

成した。

これら疑似内装区をドラフトチャンパー内に設置

し一定範囲 (5cmX5cm) に Penicillium属菌

(Penicillium sp. FRC0603) の抱子懸濁液(1 X 

106/mI)約O.lmlを高圧殺菌した筆を用いて塗布し

た。 1時間放置した後，清掃用薬剤液(表-1 )を噴

霧した。噴霧には工業用ハンドスプレー(環境機器

側社製 IK 1.5 1 )を用い噴霧時間は 2秒とした。

噴霧後2時間および24時間後 塗布部位上に滅菌水

O.lmlを滴下し，高圧殺菌した筆で塗布部位を撹持

した後，落下菌調査用培地シャーレ(ベプトン・ロ

ーズベンガル培地)に塗布し，同様の滴下撹祥塗布

の操作でシャーレ 3枚に害菌を収集した。

塗布後， 25"Cで 5日間培養し，発生したコロニー

数を計測した。

111.結果

ト栽培現地調査

(1)現地調査による薬剤と害菌の選定

きのこ生産施設において使用されていた薬剤は，

イソプロパノール・ベンレート・オスパン・ヒピテ

ン・アンチホルミン・オゾン・強酸性水(電解水)

であった。このうち，人体毒性のあるオゾンを除く

6種類の薬剤(表-1)及び、蒸留水を清掃斉iJとして

選定した。



Penici/lium sp.を汚染源とした試験では，清掃前

の落下菌数が主 pleuroticolaの場合に比べ4倍以上

になった(図-4 )。このことにより，同程度の汚染

源量があった場合でも ，Penicillium属菌の方が

Trichodermα属菌よりも飛散する量が多いことが示

唆された。 清掃後の落下菌の捕捉数は，清掃 1時間

後では全ての薬剤で Oであった。 2時間後からは若

干量の落下菌が捕捉され， 24持間後および48時間後

ではさらに捕捉数は増加した。しかし，清掃後の落

下菌の捕捉数は非常に少なく，使用薬剤の違いによ

る差はみられなかった。

以上の結果から，今居供試した薬剤の効果に辻大

きな差はなく，水洗でも完全な拭き取り清掃が行わ

れた場合は十分な清浄度が得られると考えられた。
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表-1.選定した薬剤

薬剤名 成分含有率希釈濃度

イソプロノTノール 70% 1倍:

ベンレート 0.05~ 1000倍

オスパン 0.10% 100倍

ヒピテン O. 05~ 1001音

アンチホルミン 0.01 % 1000倍

強酔民主ーーーー回閣制由自ーーー二附側--ーーーーー!倍
蒸留水 1倍
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( 2) s. 
伸長速度

図-1に，エノキタケ栽培施設から採取された S

roseumと県内生産者が保有しているエノキタケ品

種 4系統の培養溢度別菌糸伸長速度を示す。本害菌

は15
0C以下の低温域ではエノキタケよりも菌糸伸長

速度は劣るが， 20t以上の高温域ではエノキタケよ

りも葡糸伸長速度が速かった。

roseumとエノキタケ 4品種の温度別菌糸

瓦

，、、
...、、

/戸、、主

弘、

\..~ 

一 -6019

O 
一一傷ーーH)II

ーー合目四百ー5
48時間

圏一 2. Trichoderma pleuroticolaを汚染源とした
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図-1. S_ roseumとエノキタケ温度別菌糸伸長速度

本6019，T-Oll， Gる， 1026はエ片付品種， Srは S. roseum 

を表す。
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図-3.汚染源菌(T.sp.)以外の落下菌捕捉数
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2. 青掃効果の評価

(1)空間内の落下菌に対する清掃効果試験

使用薬剤別清掃後の落下菌数の控移を図-3~ 5 

に示した。 Trichodermapleuroticolaを汚染源とした

試験では，水洗を含め全ての薬剤で清掃後汚染源菌

が捕捉されることはなかった(図-2 )。しかし，汚

染源菌以外の落下菌が24時間以降に捕捉された(図

-3 )。経過測定時，落下菌調査用シャーレの出し入

れで外気の混入があったためと考えられるが，捕捉

数は少数であった。
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図-6に，本課題で作成した， r診断キット」を用

いた調査・診断・防除対策の流れを示す。

上記の清掃効果の評価方法に関する試験結果か

ら，防除のための清掃方法として，対象施設が出凸

のないパネル等の場合は，水洗と乾燥で十分に汚染

掠の除去が可能であることと，田凸のあるウレタン

フォーム等の資材が使用されている場合でも，菌床

を室外に移動せず使用できるイソプロパノールを噴

霧することで必要な清掃効果が得られることが明ら

かとなった。

これらの結果をもとに，水洗と最小限の消毒用ア

ルコール(イソプロパノール)のみを使用する清掃

を中心とした， rきのこ菌床栽培施設における一害

菌防除対策マニュアル Jを作成した。マニュアル

は下記に掲載している。

URL : http://ffrec.pref.fukuoka.lg.jp/ 

本研究について，ご指導いただいた森林総合研

究所九州支所の宮崎和弘氏に謝意を表します。
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48時間

sp.を汚染源とした使用薬剤別

の落下菌捕捉数の推移

( 2 )内装壁の違いによる清掃効果の検討

図-5に壁材および使用薬剤別の清揖効果の確認

試験の結果を示した。蒸留水の噴霧のみではいずれ

の区でも十分な清浄度は得られなかった。しかし，

蒸留水以外の薬剤を噴霧した場合では全ての匿で発

生蕗数は少なく，ほほ十分な清浄度になると考えら

れた。
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殴対照区

ロオスパン
|防除効果の確認|

函-6. r診断キット」による害菌調査・診断

.対策のフローチャート

回アンチホルミン

*イソプロパノールは全ての区で発生コロニー数がO

であったO

図-5.壁材および薬剤別の菌の発生数
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