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原著論文
異なる土壌条件がイチジク株枯病による
イチジクさし木苗枯死率に及ぼす影響

三輪由佳 1，2*.細見彰洋 1・石井孝昭 2
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E宜ectof various soil conditions on the growth of fig cuttings 
infected with ceratocystis canker 

Yuka Miwa1
，2 * Akihiro Hosomi1 and Takaaki Ishii2 

1 Research Institute 01 Environment Agriculture and Fisheries， Osaka Pr，φctural Government， 

442 Shakudo， Habikino-ci以Osaka583-0862， Japan 

2 Gt・aduateSchoolol L俳 andEnvironmental Sciences，母oωPr，ゆcturalUnive間以
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‘Masui Dauphine' fig (Ficus carica L.) cuttings were grown in pots with various soils for several months. The 

cuttings were inf，巴ctedwith the ceratocystis canker by injection with a suspension of Ceratocystis fimbriata. We studied 

the shoot growth of the cuttings and nursery mortality against C fimbriata. A mixtur巴ofa sod -cultur巴dorchard 

soil and v巴rmiculite(OV) (1:1， v/v) was used in the first experiment. The nursery mortality was 71 % in heated Ov， 
67% in heated OV with excess water， and 67% in heated OV with excess chemical fertilizers. The mortality was lower 

in heated OV inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) (26%)， heated OV sodded with viゆiamegalura 

(48%)， and non -heated OV (48%) and heated OV inoculated with Trichoderma harzianum RH221 (58%). In the second 

experiment， a mixtur巴ofa forest soil and vermiculite σV) (1:1， v/v) was used. The nursery mortality was higher in 

heated FV (68%)， but it was lower in heated FV with AMF (16%) and non -heated FV (26%) and heated FV sodded 

with V megalura (44%). The least damage to shoot growth was observed in the soils with AMF， in which the lowest 

mortality was observed in each experiment. These resu1ts show that th巴applicationof AMF has the potential to 

con仕01the ceratocystis回叫cerin fig cultures. 

Key words : fig， ceratocystis canker， arbuscular mycorrhizal fungi， soil， cultural con仕01

89 

1 .はじめに

イチジクは収益性が高く，早期成固化が容易な果樹と

しても注目され，関東以西で生産が拡大している。しか

し近年，イチジク株枯病(以下，株枯病)による深刻な

被害が全国的に広がっている。株枯病は子のう菌類に属す

るCeratocystisfimbriataによって51き起こされる土壌病害で

(加藤ら， 1982)，主に主幹に病斑が現れ，症状が進行した

イチジクは先端葉から日中に萎れ，その後黄化し，最終的

には樹全体が枯死する。病原菌は厚膜胞子を有し，土壌を

介して伝染すると考えられており(清水ら， 1999)，一度

蔓延したほ場では薬剤による防除は極めて困難である。そ

こで病気の進行を抑制する耕種的防除のーっとして，抵抗

性台木に関する研究が行われ，樹勢が強く，株枯病に対す

る耐性を有する‘イスキア・ブラック'が有効な台木とし

て選抜された(細見， 2006)。しかしこの台木の抵抗性

も完全なものではなく，台木における株枯病の感染・拡大

も確認されている(森田ら， 2009)。そのため，抵抗性台

木だけでなく病気の感染や進行を抑える手法を併用した総

合的防除技術の開発が必要とされる。

2010年1月4日受付・ 2010年3月24日受理
事 Correspondingau出or.
E-mail: MiwaYu@mbox.epcc.pref.osaka.jp 

本病は土壌病害として位置づけられることから，土壌環

境の差異が病気の進行に影響することが想定される。そこ

で，イチジク株枯病防除に効果的な土壌管理法を見出すこ

とを目的としその端緒として各種の土壌条件が株枯病の

進行に及ぼす影響について調査を試みた。すなわち，種類

の異なる 2つの土壌(果樹園土壌，森林土壌)に，生物的

あるいは理化学的に異なる条件を加えて，株枯病によるイ

チジク苗の衰弱や枯死の発生がどのように推移するかを比

較調査した。
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2. 材料および方法

1)供試土壌および病原菌

試験1では京都府立大学の果樹園土壌(京都府京都市，

真砂土(花尚岩質岩石風化土)に馬糞堆肥を連年施用し，

草生を継続した果樹園表土) 試験2で、は大阪府環境農林水

産総合研究所内の森林土壌(大阪府羽曳野市， (細粒質台地)

黄色土)をそれぞれ5mmに飾別して，パーミキュライト

を混和(1: 1， v/v) して供試した。これに，大阪府南河内

郡河南町のイチジク樹より採取し直径9cm厚さ約 L6mm

のPDA平板培地で約 1ヶ月培養した株枯病菌を接種源とし

て汚染土壌を調整した。すなわち 培地 l枚につき水道水

を加えて 800m!にして培地ごとミキサーで1苛砕し後述す

るそれぞれの供試個体の株元土壌に，試験1は苗移植35日

後，試験2は百移植48日後に 25m!ずつかん注接種した。

2)供試植物

イチジク (Ficuscarica U 品種 6桝井ドーフィン'樹か

ら採穂し約 15cmに調整した切り枝を，パーミキュライ

トを 200m!充填したポットに，試験1は4月上旬，試験

2は11月上旬に挿し木した。挿し木はガラス温室(15 oc 
~300C) に置いて，適宜潅水し，発生する新梢は， 1本

だけに芽欠きして苗を養成した。これらの百を，試験1は

挿し木76日後，試験2は挿し木87日後(いずれも苗の新

梢が平均5cm前後に生長した時期)に，後述する各試験

区のポットに移植した。すなわち，各21個体の供試苗を，

各区の土壌650m!を充填した4号ポット(直径1L5cm， 

高さ 10cm，花鉢4号，大和プラスチック(株))に l個体

ずつ移植して試験に供した。

3)試験区の設定

試験1の試験区は，果樹園土壌をそのまま用いる「無加

熱区1加熱処理 (80
0

C，60分)する「加熱区1以下加

熱処理に加えて，ポットを鉢皿に置き底面に約 3cmの滞

水域を設ける li帯水区J，慣行の 4倍量を施肥する「多肥区J，
Trichoderma harzianum RH221を含む微生物資材(ハイフミ

ンデルマ， 日本肥糧(株))を各ポットに 42gずつ付加す

る「トリコデルマ区J，アーパスキュラー菌根菌 (AMF)

(主として，Gig，ω:pora margarita) を含む微生物資材(セラ

キンコン，サングリーン(株))を各ポットに 42gずつ付

加する「菌根菌区J，ナギナタガヤ (Vu争iamegalura別utt)

Rydb，) (タキイ種苗)を各ポットに 0.3gずつ播種する「草

生区jとした。また，加熱区と同じ用土で病原菌を接種し

ない区を「健全区」とした。なお加熱処理による供試土壌

のpH， ECおよび肥料成分 (N，P， K)の変化はほとんどな

かった。移植28日後に N:p: K (10目 18: 15 )を含有す

る肥効調節型肥料のハイコントロール(旭化成ケミカルズ、

(株))5 gを，各種微量要素を含有するハイスター F(朝日

化工(株))1 gをそれぞれ施した。なお多肥区にはこの 4

倍量を施した。供試個体は 320

C換気のガラス温室で栽培

し，潅水は各ポットにドリップノズルを設置し， 1 日 3~

5回自動的に行った。

試験2は森林土壌を用いて試験を行った。試験区は試験

1に準じ.1無加熱区J.I加熱区J.I菌根菌区11草生区Jお

よび「健全区」を設けた。 供試個体は各区31個体ずっと

した。移植34日後に試験1と同様に施肥した。冬季試験

のため，供試個体を栽培するガラス温室は 320

C換気 150

C

加温とした。潅水は試験1と同様に行った。

4)生育および枯死率調査

試験1の調査は移植67日目から 103日日まで行い，供

試個体の新梢生育や病徴の発現を観察によって比較しイ

チジク百の葉が枯れ新梢先端が萎れた段階を枯死とみなし

て，枯死個体数を毎日計数した。枯死個体については解体

して地下部の状態を観察した。枯死率はログランク検定

( 5%水準)によって統計処理を行った。

試験2の調査は移植94日目から 132日目まで行い，試

験 1と同様に供試個体の病徴を観察するとともに，枯死個

体数を計数した。また，新梢生育は移植後10日目から約

1週間ごとに計測によって調査し 生存個体における新梢

の全長および基部直径を測定し，その値から新梢体積 (V)
を推計した。推計は Hosomiet al. ( 2002 )に従い，次式で、行っ

た。

v=π， 1. (1'/ + 1'1・1'2+ r}) / 3000 (cm3)， 1 =全長 (mm)， 

1'1 =基部半径 (mm)，η=  1.4201 . !ogr1 + 0.772 

推計値は，調査日ごとに Tukeyの多重比較検定によって統

計処理を行った。

また，移植105日後に各区における供試個体栽培仁1=1の

ポットの深度約 3cmの土壌を薬さじで約 3gずつサンプリ

ングし pHとECを測定し， RQフレックス((株)藤原

製作所)を用いて肥料成分 (N，P， K) について分析した。

調査終了後に菌根菌区の生存個体から 5個体の根をサンプ

リングし， FAA固定液(50%エタノール 92%，ホルマリン:

6%，酢酸 :2%)で固定した。 1個体当たり 10本分の根を

3cmに切り， Phillips and Hayman (1970)の方法を用い

て染色した。すなわち， 10%水酸化カリウムに根を浸漬

させ， 90
0

Cのホットプレートで約 1.5時間加熱し根を柔ら

かくした。加熱後，蒸留水で根を洗浄し 10%過酸化水

素を加え，室温で約 1時間放置して根を漂白した。漂白後，

蒸留水で根を洗浄し， 0.2N塩酸を加え室温で l分以上放

置し根を酸性化させた。塩酸を捨てた後， 0.05 %トリパン

ブルー染色液を加え染色した。染色した根を顕微鏡で観察

し Ishiiand Kadoya (1994)の方法で菌根感染率を求めた。

すなわち，プレパラート上の根を一本ずつ観察し，マイク

ロメーターで感染部位の長さをカウントした。このカウン

ト数をあらかじめ把握しておいたマイクロプレート l目盛

りあたりの長さに換算し感染部位長を測定した。以下の

式を用いて菌根感染率を求めた。

菌根感染率(%)= (感染部位長/根長)x 100 

3. 結 果

1)枯死率に及ぼす影響

試験1において，健全区ではほとんど供試個体の枯死は

F署
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なかったが，病原菌を接種した個体では，地際部に株枯病

の病斑が確認され，早い区で，接種後31日目から枯死が

始まった。調査終了時の枯死率が高かったのは滞水区，多

肥区および加熱区で，いずれも 70%前後に達した(図1)。

ただし初期の枯死率は滞水区が高かった。また，多肥区

については一期に枯死が進むことはなかったが，継続的に

枯死が発生し調査終了時には枯死率 67%に至った。

一方，加熱しなかった区や加熱土壌に生物的要因を加え

た区の供試個体は比較的枯れ難く 各区の枯死率の推移を

加熱区と比較すると， トリコデルマ区には有意差はなかっ

たが，草生区，加熱区および菌根菌区の枯死率は加熱区よ

りも有意に低く推移した。特に，菌根菌区では調査終了時

の枯死率は 26%と最も低かった。

試験2は試験1の低い枯死率が，由来の異なる土壌でも

再現できるかどうか確かめるため，試験1で枯死率の低

かった条件を検証したものであるが，結果はほぼ同様で

あった。すなわち，枯死がなかった健全区に対し株枯病

菌を接種した個体には，試験lと同様の病斑が生じ，接種

後45日目から枯れる個体が発生した。

また調査期間中の枯死率が加熱区では高く推移したのに

比べて，他の区は枯れ難く，草生区には有意差はなかった

が，無加熱区および菌根菌区の枯死率は有意に低く推移
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図1 株枯病に汚染された条件の異なる果樹園土壌におけ
るイチジク苗枯死の推移
異符号問にログランク検定(5%水準)で有意差あり。
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図2 株枯病に汚染された条件の異なる森林土壌における
イチジク苗枯死の推移
異符号聞にログランク検定(5%水準)で有意差あり。

91 

し，特に菌根菌区の枯死率は調査終了時で約 20%以下に

留まった(図2)。

2)各処理がイチジク苗生育に及ぼす影響

試験1の供試個体の生育は観察による結果であるが，相

対的には多肥区が優れていた。一方，無加熱区とi帯水区は

やや劣る結果で，特に滞水区の枯死個体の根は一部が腐敗

し根量が少なかった。

試験2の供試個体の生育は，図3の通り，新梢体積の推

移で示した。まず，加熱区の新梢の生育は健全区と比べて

低く推移し，その生育差は株枯病の接種後の比較的短い時

間で生じた。一方，草生区と無加熱区では加熱区よりもさ

らに新梢の生育が劣った。両区におけるこのような生育不

良は病原菌接種時にはすでに生じていた。これに対して，

菌根菌区では加熱区よりも生育阻害が軽微であった。菌根

菌区では接種目にあたる移植48日後には他の処理区より

も生育が優れ，接種4週間後までは健全区よりも新梢体積

が大きかった。

移植105日後にサンプリングした土壌の肥料成分は加熱

区と無加熱区次いで菌根菌区で多く，健全区や草生区で

少なかった(表1)。

また，調査終了時にサンプリングした菌根菌区の根には

菌根菌の感染が認められ，その感染率は 40%であった。

4.考察

株枯病菌を接種したイチジク苗は本試験のどのような条

件でも病斑が認められ枯死する個体があった。また試験2
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図3 株枯病に汚染された条件の異なる森林土壌における
イチジク苗新梢体積の推移
各調査日において枯死した個体は除く生存個体のみ
を測定した。図中の垂線は土標準誤差 (n= 10 ~ 
31)を示す。

表 1 株枯病に汚染された条件の異なる森林土壌における
理化学性および肥料成分

一 EC P20s K+ N 試験区 pH 
ド (mS/cm)(mg/kg) (mglkg) (mg/kg) 

健全区 4.8 0.17 93 38 3 
無加熱区 4.4 0.47 194 103 233 
加熱区 4.8 0.50 224 145 230 
草生区 5.8 0.16 86 35 5 
菌根菌区 4.7 0.31 105 90 149 
*サンプリングは移植105日後に行った。
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で示されるように，たとえ生存していても生育が減退する

と考えられ，これは土壌中の肥料成分，特に窒素の消費量

が少ないことにも現れていた。細見ら(2009 )は株枯病

菌の感染で枯死に至らずとも樹体の衰弱が起こるとしてお

り，本試験でも同様の様相がみられた。さらに株枯病汚染

土壌でのイチジク苗の生育や枯死率については，本試験で

設定した土壌条件において明らかな差があった。本試験で

は加熱区の土壌条件以外に病原菌の無接種区を設けていな

いため，これらの差異のうち，どの程度が病原菌に由来し，

どの程度が土壌条件に由来したかを分離することは難し

い。しかしながら，土壌条件の違いが，株枯病に感染した

イチジク樹の生育に，結果としてどのような現象をもたら

すかについては，幾つかの示唆的な事実が挙げられる O 例

えば，試験lの滞水区では早くから枯死する個体が多かっ

た。イチジクは水回転換作日として導入され，水田の設備

を利用して畝間に滞水させて潅水する園も多い。このよう

な潅水方法はイチジクの根の生育を少なからず阻害してい

ると予想されるが(平井 1956)，本試験でも，解体した

個体には根の腐ったものや根量の少ないものが多く観察さ

れた。滞水式の潅水による根の劣化が，結果として株枯病

による枯死を早くしている可能性は考慮すべきものと思わ

れる。

樹体が弱ってくると肥料を施すことが一般の栽培ではよ

く行われるが，肥料の過剰な投与は病気を助長することが

報告されている O 例えば，過剰のリン投与はタマネギの乾

腐病の発生を助長する(相馬ら， 1982)。イネのいもち病

は窒素過多で著しく擢病性となる (Matsuyama，1975 ) 0ジャ

ガイモのそうか病はケイ酸増加によって被害が増加する

(水野・吉田， 1994)。しかしながら，イチジクを用いた本

試験では慣行の 4倍という過剰な施肥を行ったが，標準量

を施与した加熱区よりも枯れ易くなる結果にはならなかっ

た。株枯病を助長しない範囲でイチジクの樹勢を補うため

に，どのような肥料成分をどの程度施用すればよいかは，

栽培者にとって興味深い問題であり，今後ほ場レベルでの

究明が望まれる O

無加熱区では試験1および2ともに調査終了時の枯死率

が50%以下であり，この区の枯死率は加熱区と比較して

低く推移した。ホウレンソウ萎ちょう病は自然土壌よりも

殺菌土壌で発病が早くなる (Naikiand Morita， 1983 )。土壌

病害の発生しない土壌や発生抑止土壌における抑制原因は

生物的要因，すなわち土壌微生物の影響ではないかと考え

られている(古屋・宇井 1981)。試験2で用いた森林土

壌はもとより，試験lの果樹園土壌も草生と有機物の施用

が継続されており，清耕栽培の土壌に比べて多様な微生物

の生息が予想される O 本試験において，これらの加熱処理

しなかった土壌で、枯死率が低かったことは株枯病に対しで

も何らかの生物的な要因が措抗的に働いた結果と考えられ

る。しかしながら，加熱処理しない森林土壌では，樹体の

生育自体は著しく衰えてしまった。供試土壌の肥料成分

は加熱によって大きく変動しておらず，肥効調節型肥料を

施与していることで加熱の有無に関わらず十分な成分量が

維持されていており，両者の生育差は土壌養分の差による

ものとは考えにくい。細見・内山(1998 )は土壊中に存

在する何らかの微生物によってイチジクの生育が一定レベ

ルに衰弱することを示唆している。本試験で用いた森林土

壌の場合も株枯病を抑制する一方で、，イチジクの生長を阻

害する何らかの生物的な要因が働いていたものと考えられ

るO

草生区の調査終了時の枯死率は試験1が48%，試験2が

44%と比較的低かった。草生に用いたナギナタガヤはこ

れまでイチジク固に導入された報告はないが，ナギナタガ

ヤはカンキツ，モモ，ウメなどのさまざまな果樹園に導入

されている (Ishiiet al.， 2000 ;石井，2006)0これらの茎葉部

および根部中には土壌病原菌の一種である白紋羽病菌の生

長を抑制する揮発性成分が存在し(安田ら， 2005)，それ

らの堆肥化は土壌病原菌の生長を抑制することが明らかと

なっている(小林ら， 2006)0また草生栽培によって土壌

の微生物相が多様になる効果もあり(石井， 2006)，ナギ

ナタガヤの茎葉および根からは白紋羽病菌に対する措抗微

生物も分離されている(安田ら 2006)。今回の結果のみ

では草生による株枯病抑制効果の原因を充分に考察するこ

とはできないが，ナギナタガヤ属の植物がイチジク株枯病

菌の生長阻害に直接あるいは間接的に作用しているものと

思われる O 一方，試験2においては供試個体の生育が著し

く減退した。一般に草生においては導入した草種と樹木聞

の養水分の競合が問題とされる(石川・木村， 2006)0本

試験2の場合も草生区における供試土壌中の肥料成分の消

費は健全区並に多かったことから，草生区では処理をした

草生種のナギナタガヤとの聞に養分の競合や物理的な根域

の競合が生じ，イチジク苗の新梢生育が阻害されてしまっ

たと考えられる。ただ，試験lでは試験2のような生育不

良は観察されなかった。冬から春にかけて加温下で栽培し

た試験2のナギナタガヤが調査期間中旺盛に生育したのに

対し試験1のナギナタガヤは調査期間の後半に当たる，

夏場には枯れて倒伏した。そのため試験lでは，イチジク

とナギナタガヤの聞に目立った養水分の競合が起きなかっ

たものと考えられる O

微生物資材のうち，菌根菌区については試験1，2とも

に調査終了時の枯死率が最も低かった。菌根菌による土壌

病害の防除例はキュウリ苗立枯病(小林， 1992a)，ナス半

身萎凋病 (Matsubaraet al.， 1995 ) ，カンキツ根腐病 (Davis

and Menge， 1980 )などで報告されている。特に，菌根菌区

における枯死率は無加熱区よりも少なかったことから，一

般のほ場に付加的に施用しでも，更なる防除効果が期待で

きる結果と言えるO また 菌根菌は樹体の生長を促進する

共生微生物としても知られる(Ishiiand Kadoya， 1996 )。本

試験でも菌根菌区の生育は同じ土壌で菌根菌を接種してい

ない加熱区よりも高く推移した。菌根菌による病害軽減効

果は植物の発根などの生育促進に由来するとの報告(小林，

1988 )があるように，本試験でも菌根菌接種はイチジク

樹体の初期生長を盛んにして，株枯病菌の感染による生育

抑制をある程度補償した可能性がある O 小林(1992b)は

" 
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菌根菌の病害防除効果が農薬と比べると小さく，本菌接種

による性急な効果が期待できないと報告している。しかし

菌根菌は，単に枯死を抑制するだけでなく，樹勢を高めて，

生育阻害を軽減する働きが認められたので，その実用価値

は高いと考えられる。

本試験は，株枯病の抑制効果のある土壌条件を発掘する

ための前段階として小規模なポットを用いて行ったもので

あり，この結果を栽培ほ場の発病特性に直接結び付けるの

は早計である。しかし抵抗性台木とともに菌根菌資材を

活用することで，株枯病の防除効果をより完全にできる可

能性があり，今後はイチジクの接ぎ木樹を用い，よりほ場

規模に近い条件で菌根菌の効果を確かめる必要がある。

語1 辞

本試験は新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事

業 11951:防疫・省力・高品質機能を合わせ持つ革新的イ

チジク樹形の開発」において実施したものである。本事業

の関係各位に感謝の意を表する。

摘 要

C fimbriat，αの土壌かん注接種によって株枯病を発生させ

たポット植えイチジクさし木苗を用いて，各種の土壌条件

が苗木の生育と枯死に及ぼす影響を調査した。まず，果樹

園の土壌をそのまま用いる「無加熱区J.この土壌を加熱

した「加熱区J.加熱区に加えて，水はけを遮る「滞水区J.
4倍施肥する「多肥区J.ナギナタガヤを播種する「草生区J.
T harzianum. あるいは AMFを含有する微生物資材を加え

る「トリコデルマ区」と「菌根菌区」の各処理区を比較調

査した。その結果，枯死率が低かったのは菌根菌区 26%.

無加熱区48%. 草生区 48%で，それ以外は 70%前後と高

かった。枯死が抑制された区の傾向は森林土壌を供試土と

して検証した場合も同様で、，加熱区の枯死率68%に対し，

菌根菌区 16%.無加熱区 26% および草生区 44%と低かっ

た。特に，いずれの試験でも最低の枯死率であった菌根菌

区は苗の生長抑制などの弊害も少なかった。それゆえ，菌

根菌の活用が有望な防除対策に結びつく可能性が示唆され

た。
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