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各撞植物根から分離した Tl食品。del椀 a露関の土壌病害に対する効果
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2沖縄県農業研究センター病虫管理技術開発斑， 'f901-0336 沖縄県糸満市真壁 820番地

要約

横物土鞠荷害の生物防除エージェントとして有望なTrichodenna属菌を探索するために，各種植物根から分除されたTrichodenna属菌8菌株を用

いて，土壌糸状菌病害である炭腐病菌(抽'crophominaphaseolina)に対する寄生・溶菌性についてmVltrOで評価した。その結果，タンカンの根より

分離されたCT-2株が最も強い寄生・溶菌作用を示した。ツルナシインゲンの炭腐病に対ーする各菌株の防除効果についてポット試験で検討した。各

菌株の胞子懸濁液を処環した穏子を汚染土壌に播種した結果，CT♂株のみが防除効果(防除錨 54.1)を示した。 CT-2株の他の土樹湾審に対する

防除効果を検討するために，放線菌 (Str・'epto~吟'cesspp.) よって引き起こされるジャガイモそうカ呼丙を対象病害として臨場試験を行った結果， CT-2

抹のバガス培地培養物¢作条処寝 (30kgll0a)により，ジャガイモそうカザ商に対する高い紡除効果(防除価:62.0を示した。

キーワード:生物防除，Trichodenna属商，土壌病害，炭腐病，ジャガイモそうカ呼丙
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沖縄県は， s本で唯一亜熱帯地域に属し，病害虫の発生様

式は巳本本土と比べ異なり，病害虫の種類も多種多様である。

とくに，沖縄県の各穏作物生産地域では，土壌病害が慢性的

に発生し，その被害が問題となっている。日本本土において

は，これら土壌病害対策として，クロルピクリン剤等の化学

農薬による土壌消毒が一般的に仔われている。しかし，沖縄県

においては作物生産閏場と住岩とが隣接しており，土壊消毒

を行えない状況にあるのが勢伏であり，生産農家からは環境

に優しい土壌病害の訪除技術とくに生物的防除技術の開発が

強く求められている。

Trichoderma属菌は土壌病害菌に対する寄生・溶菌作用，植物

体上での病原曹との競合作用，病害抵抗性誘導等を有するな

ど (Howel，2003) ，生物防除エージェントとして有望な糸状

菌である。閣内では，タバコ自絹病や腰折病を対象病寄とした

Trichoderma lignorumが1954年に生物農薬として登録され，そ

の後，2003年に Trichodermaatrovir，協がイネばか苗病，もみ枯

細菌病や百立枯病を対象病害とした生物農薬として登録され

ている(吉町，2003)。

本研究では土壌病筈の生物防掠エージェントとして有望な

Trichoderma属葱の探索を目的として，沖縄県内の各種植物根

から分離した Trichoderma属菌より炭腐病菌に対する寄生・漆

菌作用宏指擦としてスクリーニングを行いう炭腐病に対する

防除効果を評価した.また，ジャガイモそうか病に対する防除

効果についても検討したのでう併せて報告するc

実験材料および方法

各種植物根から分離された Trichoderma属菌株の設腐病菌に

対する寄生・溶箆作用

炭属病菌に対する寄生・溶菌作用は溶茜丹の形成により評

価した。 PDA培地(ジャガイモ 200gの煮汁:IL，ブドウ糖:
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20g，寒天ヨOg)を分注したシャーレ(直径9cm)の中心部に

炭腐病菌 (Macrophomonaphaseolina :沖縄県産サツマイモ塊

根より分離)告と接種して，25"Cで 14日間培養し，培地内に微細

葱核を形成させたものを検定培地として用いた。この培地の

中央部に各種植物根から分離された Trichoderma属菌8菌株

(表1)それぞれを接種した。試験はう各 Trichodemla属菌株

につきシャーレ3枚を使用した。 25
0

Cで 14日間靖養後，接種

部位周囲から直筏3cm以内から炭腐病閣の菌麗片

(3mmx3mm)をシャーレ 1枚当たり 3片切り出して，新たに

作成したPDA培地上にのせた。 40
0

Cで3日間培養後，炭腐病

爾の菌糸伸長を観察した。対照、として，Trichoderma属商手機

種の炭腐病も上記と同様に処理した。

各種植物壊から分離された Trichodermα議菌株の炭腐病に対

する防除効果(ポット試聡

炭;腐病菌をフスマ・パーミユキュライト培地(フスマソ〈ー

ミユキュライト:水=1:1:3)に接種し，25
0

Cで 10日間培養したc

この培養物25gを市販の島尻マージ土壌(商品名 島尻赤土ラ

繰土産業株式会社製) 1此 gが入ったビニールポット(鹿径

20cm，高さ 25cm)の土壌表商から深さ 5cm程度で混和して

汚染土壌を作成した。各 Trichoderma属菌の培養にはPDA

地を用い，25
0

Cで2週間培養して得られた窟層から白金王手で胞

子をかき取り，抱子濃度が約 10宮個ImLになるように 0.02%

tween20添加滅菌水に懸濁した。 20mlの胞子懸濁液にツルナ

シインゲン種子(株式会社トーホク)50粒を浸しラ全暗黒条

件下にて 250Cで 12時間浸した。なお，種子は，チウラム粉剤

で粉衣処理されていたため，スポンジで洗浄後，流7.Kで、3時間

洗浄し使用した。発芽の動きの見られた種子を 1ポット当た

り10粒樹重した。試験は各 Trichodelmα属 1菌株当たり 3ポ

ット用いた。播種後，各ポットは人工気象器内 (30
0

C明期，25
0

C

暗期の12時間照明の条件下)で管理した。播穫後32S elに，各

ポットの植物体の根を水で流しながら丁寧に土を落とした後，

発病調査を行った。次式により発病度を求めた。
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発病度=エ(程度別発病+料恥指数)x100/ (調査株数x4)

発病指数 O 無発病，1:25%未満の根が腐敗225%以上 50%

未満の恨が腐敗， 3:50%以上の狼が腐敗4 枯死

Tricl/Oderma sp. CT・2株の圃場における病害防除効果試験

ジャガイモそうか病を対象病害として圃場試験を行った。

試験は沖縄県農業研究センター名護支所内の圃場(国頭マー

ジ土壌)で、行った。種いも(品種ニ、ンユタカ，熊本県産)は

2007年 10月 31日にオキシテトラサイクリン・スプレストマ

イシン硫酸塩剤 100倍液に 10秒間浸演し，種いも消毒を行っ

た。11月7日に試験圃場(約 50m2) 全面をクロノレヒ。クリン

(30UlOa)による土壌消毒後ポリエチレンフィルム(厚さ

005mm)で被癒した。11月21日に小型トラクターで耕転し，

ガス抜きをした。そうか病菌 (Streptomycesacidiscabies沖t郎全

自齢朱)はアノレブミン培地(エッグアノレブ、ミン :0.25g，グノレコ

ース1.0g，K2HP04:O.5g， MgS04・7H200.2g， F~(S04)31%溶

液 1mL，寒天 18.0g，蒸留水 1L，pH68-70)を用いて， 25
0

Cで2

週間培養した。11月23日にそうか病培養物をジューサーで粉

砕後，水道水で希釈し 1m2当たり寒天培養物10mLi、目当量を散

布した。その後，直ちに小型トラクターで混和し，汚染土壌を

作成した。12月 18日に堆肥をl.5ton!1Oa，また，ジャガイモ専

用肥料 (NPK=lO10 10，琉球肥料十団~)を 200kg/10a 量で散

布後，小型トラクターにより混和した。

部L験区はCDごT-2株パガス培養物処理母たT-2株胞子懸濁iI:交

の種芋噴霧処理③無処理の計3区を設けた。訴激区はl区4.9

m' (0.7mx7m)の3反復で、行った。各詞赦区とも 12月 19日

に試験区中央に，植え潜を作成後，植え潜の中央部6mに穏

いも 30個を株間 20cmで酒己置した。試験区①については種い

も配置後， CT-2株のパガス培地培養物 150g(3 Okg/ lOa) を作

条に施用した。なお，パガス培地培養物については車t操パガ

スのジューサー粉柏崎勿と水を重量比で1:3の割合で混和し，

120
0
C・15分で高圧殺菌後 CT-2株を接種して 25

0
Cで4週間

培養した培養物を用いた。前験区②については 前述のポッ

ト試験と同様にして調整した CT-2株の胞子懸濁液

(109cfu!mL)を植え付け前に船、も 90個当たり 500mLの割

合で噴霧処理した。種いも配置後，各試験区とも，植え惜の両

倶.IJから覆土し，畝(畝幅70cm) を作成後，マルチャーにより

マルチング、した。2008年3月28日に収穫後，4月3日に収量

調査および発病調査を行った。また，次式により発病度を求め

た。

発病度=ヱ(程度別発病塊茎数×指数) x100/ (調査塊茎数x4)

発病指数 O発病無し， 1少(病斑面積が塊茎の表面面積に対

して 3%未満)，2 中(病斑面積が塊茎の表面面積に対して 3%

以上 13%未満)，3 多(病斑酎責が塊茎の表面面積に対して

13%以上25%未j荷)，4 甚(病斑面積が塊茎の表面面積に対し

て26%以上)
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結果および考察

各種植物掛艮から分離された Trichoden附属菌株の炭腐病菌に

対する寄生・溶菌作用

炭腐病菌は 35
0C付近を生育適温とし，熱帯・亜熱帯地域で

主に発生し，世界中で500種以上の植物を侵す多犯性の植物

土壌病原糸状菌として知られている (GSu， eta1，2001)。沖縄

県においてはサツマイモやピタヤ(ドラゴンフルーツ)，キク

等で発生しその被害が近年問題となっており，その対策が求

められている。そこで，スクリーニングの第一段階として，

各樹直物線から分離されたTrichoderma属8菌株の炭腐病菌に

対する寄生・溶菌作用について検討した。

スクリーニングの結果タンカンの恨から分離された CT-2

株を接種した周辺部に明瞭な溶菌円が観察され(図1)，その

溶菌円内の切片をPDA培地に置床した結果それら全切片か

ら炭腐病菌の菌糸の伸長は石信在、されなかった(図2，表 1)。

また，他の Trichoderma属菌については寄生・溶菌性のみら

れる菌株も確認されたが，その作用は弱かった(表 1)。

表l各種植物根から分離されたT刀"chodelma属菌の炭腐病菌への
寄生・溶菌作用の検討
分離源 採取場所 菌株NO. 炭腐病菌の菌糸の生育が

サトウキビ恨

タンカン根

ーガウリ根

南大東村
糸満市

南風原町ー
名護市
石喜市
大宜味村
国頭村
糸満市

SC-j 
SC-2 
SC-3 
SC-4 
CT-1 
CT-2 
CT-3 
BP-j 

確認された切片数
9/9 
9/9 
9/9 
9/9 
5/9 
0/9 
6/9 
9/9 

図l炭腐病菌の生育i音地中心部lこCT-2株を

接種し観察された溶菌円
(左.無処理区，右:CT-2株処理区)

図2.CT-2株を接種し得られた炭腐病菌の

溶菌円内から切り出された切片からの菌糸
の生育状況
(左・無処理区，右:CT-2株処理区)



沖縄県農業研究センター研究報告 3、2009

各種植物扮艮から分離された TricllOderma属菌株の炭腐病に対

する防除効果(ポット試験)

炭腐病に対する病害防除効果が mVlむoで有信E、された

Trichoderma属菌株について炭腐病菌に対して強し、感受性を

示し(藤永ら， 2005)，さらに取り扱いが容易であるツルナシ

インゲンを用いて，ポット試験を行った。無処理区では炭腐病

による株の枯死や根の腐敗・脱落が観察され，甚発生条件下で

の試験となった(図 3)。各 lI'ichoderma属菌株を処理したす

べての試験区で発病率は100%となり，無処理区と比較して有

意な差は得られなかったが，タンカンから分離されたCT-2株

の処理区は無処理区と比較して発病度が有意に低くなり，

{共試菌株の中でJI佐一高い防l剃illi54.1を示した(表2，図 3)。

発芽したツルナシインゲ‘ン株の恨から常法に従って， CT-2株

の恨面への定割性について調査した結果供試した株の全恨

片から CT-2株と類似の菌叢を有する 7i'ichαierma属菌が検出

された(図 4)。これら分離株のj拘寓病菌に対する溶菌性を前

述のスクリーニングの手順に従い再検討したところ，すべて

の株が溶菌作用を示した。なお CT-2株以外の菌株について

は病害防除効果は確認されなかった(表2)。

以上の結果から， CT-2株の病害防除作用メカニズムは植物

の根で定着して，侵入してきた病原菌に寄生・溶菌することで

病原菌による被害を軽減するものと考えられた。

表2各D・ichoderma属菌株の炭腐病防除効果(ポット試験)

供試菌株 発芽率(%)発病率(%) 発病度 防除価

SC-l 96.7 a1) 100 a 85.4 a 。
SC-2 96.7 a 100 a 68.1 a 20.3 
SC-3 90.0 a 100 a 68.3 a 20.0 
SC-4 96.7 a 100 a 79.7 a 6.7 
CT-I 100 a 100 a 64.6 a 24.4 
CT-2 93.3 a 100 a 39.2 b 54.1 
CT-3 100 a 100 a 62.5 ab 26.8 
BP-l 93.3 a 100 a 64.0 a 25.1 
無処理 96.7a 100a 85.4a 

1)アルファベットの同 文字問では，各供試菌株の処理区間の数値
において， 5%水準で有意でなし、ことを示す(Tukey-I-ISDTest)。
発芽率およびは発病率はデータをアークサイン変換し川水ey-HSD
Teslを行った。

図3無処理区における地上部の発病と恨の腐敗(左)とCT引朱処理による炭腐病被古怪減効果(右)

図4.CT-2株処理区の恨片から分離

されたCT-2株と類似の菌叢を有する

T!・ichoderma属菌

TricllOderma sp. CT・2株の圏場における病害防除効果試験

ジャガイモそうか病は放線菌 (Streptonザ'cesspp)によって

引き起こされ，世界中のジャガイモ生産地域で発生し，員f~防

除土壌病害として知られている (Loriaet a1.1997)。

本病害は沖縄県のジャガイモ生産地j戒においても近年大き

な問題となっており，その対策が強く求められている。そこ

で，炭腐病菌に対して5齢、寄生・溶菌作用を示し，さらにポッ
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ト試験で、防除効果が有{正認、されたCT-2株を斤jし、て，ジャガイモ

そうか病に対する|坊|徐効果について圃場試験を行った。

その結果胞子懸濁液のF齢、も噴霧処理区は無処理区と比

較して，権病イモ率および発病度ともに有志な差が認められ

ず，防除効果が得られなかったが， CT-2株パガス培養物の作

条処理区については無処理区と比較して，椛病イモ率では

有意な差は認められなかったものの，発病度は低くなり，防

除効果(防除値 621)が得られた(表3)。いも数について

は CT-2株パガス培養物の作条処理区が無処理区と比較して

有意に低くなり，いも重については各試験区間に有志な差

は認められなかったが， CT-2株パガス倍養物の作条処理区で

減少する傾向がみられた(表3)。

以上の結果から，ジャガイモそうか病に対しては CT-2株

パガス培養物の作条処理によって防除効果が得られることが

明らかとなったが，同時に収量が減少する傾向がみられたこ

とから，処理方法の実用性の評価と，パガスi音養物の作条処

理以外の処理方法について，検討する予定である。

ジャガイモそうか病に対する nichoderma属菌の防除効果

に関する研究例はNakagawaら (2004)やKoyamaら (2007)

による報告があり，両者とも試験に供試した日choderma属
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醤のフスマ培地等による培養物を土壌に混和する処理方法に

より，その防除効果を得ている。今回CT-2株のパガス培養物

処理の効果が認められたことから，Trichoderma属菌がジャガ

イモそうカ呼丙に対して防除効果を示すためには，土壌中にお

ける Trichoderma属菌の土壌密度が重要であることが示唆さ

れた。

今後，CT-2株の陪定とその土場丙害防除エージェントとし

ての有知性について評価し，問時に更なる Tバ'choderma属菌の

探索と同定を進め，土壌病害防除効果によるスクーリングを

行い，より有効な菌穏を選抜する必要があるc

表3CT-2株の各種処理がジャガイモ収量とジャガイモそうか病の発生へ与える影響

試験区 全収量1) そうか病1)

いも数(個)しも重(kg) 擢病いも率(%)発病度 訪除儲

パガス培裳物作条処理 114.0 a2) 9.7 a 22.0 a 7.4 a 62.1 

胞子懸濁液噴霧処理 132.7 ab 13.4 a 43.1 a 15.8 ab 19.0 

無処理 156.0 b 13.7 a 45.4 a 19.5 b 

1)収量およびそうか病発病調査の結果については，各試験区3反復の平均値を示す。

2)アルファベットの同一文字開では，各試験区間において， 5%水準で宥意でないことを

示す(Tukey-HSDTest)。そうか病の擢病いも率はデータをアークサイン変換し，

Tukey-HSD Testを行った。
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Abstract 
To search for nηchoderma spp.， which is hopeful as a biocontrol agent for soil-bome plant diseases， the parasitism and lysis against 

Mαcrophomi月aphaseolina， a soil fungal pathogen (disease:削除)，were巴:valuatedin vitro by using 8 Trichoderma spp. strains isolated from 

various p1ant roots. As a result， th，己 CT-2sta出 isolatedfI'om the root of Citrus t，αnkan showed the strongest parasitic and lytic effi巴ctsηlecontrol 

effect of each s加 inagainst char∞al rot ofbush bean was studied in pot experiments. As a r，己sultofso¥¥ぽ19吐leseedsな官atedwithせlespore 

suspension of each s回 into the con阻minatedsoil， only CT -2 strain showed a control effect (control rate: 54.1). As a result of conducting a field 

experiment by selecting potato sc呂b，caused by Streptomyc，ωspp.， as a t丘rgetdisease to study the control effect ofC下2s仕ainagainst other 

soil-bome plant diseases， by row application (30 kg/lO a) ofbagass巴cultureofthe CT-2 s恒'ain，a high control巴ffectagainst potato scab (control 

rate: 62.1) was seen 

Keywords : biological control， Trichoderma spp.， soil-bome plant diseases， charcoal rot disease， potato scab 
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