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ナス黒点根腐病に関する研究
1 .ナス黒点根腐病の発生生態

矢野和孝・竹内繁治*森田泰彰

Studies of Black-dot Root-rot Caused by Colletotrichum coccodes on Eggplants 

1. Relationship Between Temperature and the Disease Development， and 

Pathogenicity Against the Root Stock Varieties and Solanaceous Plants 

Kazutaka YANO， Shigeharu TAKEUCHI * and Yasuaki MORITA 

要約

2006年に高知県高悶郡津野町においてナス黒点根腐病が発生したので，本病の発生生態に関する調

査を実施し，以下の試験結果を得た.

1.ナス黒点根腐病菌の菌糸は10-35'Cで発育し，適温は25-28'Cであった.また，本病は20-30'C

で発病し， 20'Cでは発病殺度が高かったが， 33'Cでは発病しなかった.

2. 13種類のナス台木品種に対するナス黒点根!寓病閣の病原性について検討したところ， ‘トナシム

‘トルパム・ビガー'および‘トレロ'は抵抗性であったが， ‘台太郎 ‘台二郎 ‘イタリ

ヤ赤茄子 ‘カレヘン ‘耐病 VF' ， ‘アシスト ‘とげなしつのなす ‘ミート

'Jjliの力'および‘ナクロス'は感受性であった.

3. ナス黒点根腐病菌はナスの他，ピーマン，シシトウおよびジャガイモに対して病原性が認められ

たが， トマトに対しでは認められなかった.

キーワード:ナス，黒点根腐病，Colletotrichum coccodes，識度，台木品種，病原性

はじめに

2006年6月，高知県高岡lmi宇野間]において，雨よ

け栽培のナス(品種名:‘くろわし台木品種名:

‘台太郎，)に葉が寅イヒし，やがて株会体が萎0~J，枯

死する症状が発生した.このような症状は同地域で

発生が見られる青枯病や半身萎凋病の症状と酷似す

るが，症状が見られた株の根の一部は褐変し，表面

に多数の小黒点が観祭されたことから，岸・岩!壬11) 

が報告した Colletotrichumatram仰 tariumによるナ

ス黒点根腐病と考えられた.なお，現在， C. 

atramentarIumはC.coccodesの巽名と考えられてお

り7lナス黒点根腐病の病原菌名は C.coccodesに

改められている 3) 

本病の発生は主i土野町の一部の臨場のみであった

が，県内のナス栽培地荷全域に拡大すると甚大な被

* Jy~ 高知県t12お娠奥部環境}122主1ft進課

2011"1''-7 1128日受理

をもたらす可能性があった.また，本病はナスの

他にトマトやトウガラシにも発生することが知られ

ており 1)高知県の重要作物である他のナス科作

物にも被害が拡大する恐れがあった.これらのこと

から，早急に本病の防除士す策を明らかにし，既発翻

場の被害を軽減するとともに，被害の拡大を未然に

防ぐことが求められた.しかし，本病の発生事例は

長崎県において報告されている<1• 5 )のみで，本病

の発生生態や防除法については詳しい研究例がな

かった.そこで，本病の発生生態および訪除につい

て検討した.ここでは，本病発生に及ぼす温度の影

並びにナス台木品種およびナス科継物に対する

病原性について報告する.
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材料および方法 3.ナス黒点根腐病菌の各種植物に対する病原性

1.供試菌株と接穣源の調整 1)ナス台木品種に対する病原性

2007年6月に高知県高岡郡i宇野町で採集した黒点

根腐病権病ナス(台木品穂:‘台太郎，)の根から単

胞子分自!~した 2 菌株のナス黒点根腐病菌(菌J除名:

Cc 1 -21， Cc 2 -31)を供試した.植物への接種に

は，供試商事iミ(菌株名 Cc2 -31)をブドウ糖力11

mジャガイモ煎汁寒天 (PDA)王子板培地上で25t:， 

約20日間，近紫外線照射下で培養し，そこに滅菌水

を注いで、得た分生子懸濁il支を約 1X 10"1閲/mlに調

整したものを用いた.

2.ナス黒点根腐病に対する温度の影響

1 )菌糸生育温度

供試蕗î1~( を PDA 平板培地上で25
0

C ， 7日間， n音

黒下で前培養し， 11<1そうの周縁者1¥分を直径 6mm  

のコルクボーラーですIちJ友いて得た菌そうディスク

を直径 9cmのペトリ 1111に分注した PDA平板培地

上の中央に置床した. 5， 10， 15， 20， 23， 25， 28， 

30， 35および40
0

Cで 7日間培養後， 1a¥1そう直径を測

定した.なお，各混度の1:!tiljt[笥株当たりベトリ 1m3

枚を用い，菌そう直筏から11<1そうディスクを差し引

いた値の平均1fi{を算出した.

2 )発病に及ぼす温度の影響

オートクレーブ滅菌した市販育苗培土(土太郎，

住林農産) (以下i$，l富士とi暗記)を直径10.5cmのポ

リエチレンポットに詰め，そこに播種20日後のナス

台木(品種名:‘台太郎，)を移植し， 20 ， OOOlux， 14 

時間日長の所定温度に設定した人工気象器

(MLR-350， SANYO) 内で 5鉢ずつ管理した.移

植 5および同日後の 2回，ナス黒点根腐病菌(菌株

番号 Cc2 -31)の分生子懸濁液を l鉢当たり

30mlの割合で株元に躍注した.第 2朗自の接種30

日後に掘り取った株の根を洗浄後，根の褐変程度を

o :異常なし 1 根の50%未満が褐変， 2:根の

50%以上が褐変 3 根の50%以上が褐変し，根最

が少ないの 4段階で調査し，発病度=ヱ(発病指数

×指数別株数) / (調査株数X 3) xlOOの計算式

で発病度を算出した.試験は 2回実施し，試験 1の

設定温定は25，28， 30および33
0

C，試験 2の設定温

度は20，25， 30および33
0

Cとした.

(1)供試品種

ナス台木は‘トナシム ‘トルパム・ピガー

‘トレロ ‘台太郎 ‘台二部 ‘イタリヤ

赤茄子 ‘カレヘン ‘耐病 VF' ， ‘アシス

ト ‘とげなしつのなす ‘ミート 'nnの

力'および‘ナクロス' の13品種を供試した.

( 2 )ポット試験

播種比一22EI後の各台水品種の商を掘り取り，こ

れらの根を分生子懸濁ilUに約30分間浸演後，滅1a¥1こ仁

を詰めた直径10.5cmのポリエチレンポットに移継

し，ガラス温室内で管恕した.移植14日後には分生

子懸濁i夜を 1株当たり約30mlずつ株元にj船主接種

し，その約30El後に根を洗浄し，恨の褐変の有無を

調査した.なお，試験は 3回に分けて実施し，試験

Iには‘トナシム ‘台太郎 ‘台二郎

‘イタリヤ赤茄子 ‘カレヘン ‘i射病 VF' ， 

‘アシスト'および‘とげなしつのなす試験2

には‘トナシム ‘トルノfム・ピガー ‘トレ

ロ ‘台太郎 ‘台二郎 ‘イタリヤ赤茄

子 ‘カレヘン ‘耐病 VF' ， ‘アシスト

‘とげなしつのなす'および‘ナクロス'を府い

た.試験 3には， ‘トルパム・ピガー ‘トレ

ロ ‘台太郎 ‘とげなしつのなす ‘ミー

ト'および‘茄の力'を用い，各試験とも l品種に

つき 5鉢ずつ用いた.

( 3 )圏場試験

試験は，栽培したナス台木(品種名:‘台太郎')

に，ナス黒点根腐病菌の分生子懸濁ìí:支を土壌ìr~注接

種して根の褐変が認められたことを確認した当セン

ター内の施設汚染悶場で実施した. 2010年1月20日

に各台木品種を， 1月22EIに穂木品種(品種名:‘く

ろわし，)を認許重した. 3月30日および31日にt'Ieぎ

木を実施し 5月10日に各品種 7株ずつを株間

45cm，うねI!.届170cmの裁楠密度で無作為に定植し

た.元肥には，くみあい CDU複合|涛加安 S555号(15，

15， J 5) を100kg/JOaの割合で施用した. 7月30

日に会株を掘り取り，根を洗i争後，株当たり任意の

根10本の褐変程度を o 根の褐変なし 1 根の

5%未満が褐変 2 根の 5~25%未満が褐変， 3 

:根の25~50%未満が褐変 4 根の50%以上が褐

変の 5段階で調査し，発病度=ミ(発病指数×指数

別根数)/ (調査根数X4) X 100の計算式で発病
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2 )ナス科植物に対する病原性

( 1 )分生子懸濁液の溝注接種

播種22日後のトマト(品種名:‘ハウス桃太郎'

‘新メイト，) ，ピーマン(品種名:‘みはた 2号')， 

シシトウ(品種名:‘葵ししとう，)およびナス(品

種名:‘竜馬¥‘くろわし')の苗を掘り取り，これ

らの根を黒点根l蕗病菌の分生子懸濁液に約30分間浸

i賞後，滅菌土を詰めた直筏10.5cmのポリエチレン

ポットに移植し，ガラスjgt室内で管理した.移植14

日後には分生子懸濁液を 1株当たり 30mlず、つ株元

にj船主接種した.ジャガイモ(品種名:‘男爵，)は，

滅菌土を詰めた直径10.5cmのポリエチレンポット

に植え付け，植え付け22 日後と 36 日後に分生子}ru~i~

i夜を 1株当たり 30mlずつ株元に躍注接種した.い

ずれの植物も最後の接種から約30EI 後に掘り取り，

根の褐変の有無について調査した.

( 2 )汚染土への移植

ナス黒点根JlJJ;病菌の分生子怒濁液をナス台木(品

種名:台太郎)に土壊襟注J妾種し，発病したことを

確認した土撲を汚染土壊とした.この汚染土擦を直

径]0.5cmのポリエチレンポットに詰め，そこに表

7に示したジャガイモ19品種および表8に示した矯

種20日後のトマト21品磁を植え付けた.トマトでは，

対照としてナス台木(品種名:‘台太郎，)を用い

いずれの植物もガラス温室内で管理した.ジャガイ

モの発病は，植え付け77日後に o:異常なし 1

根腐，表泊に小黒点を散生 2 地際部に黒色病斑
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図1 ナス黒点根腐病菌の菌糸生育温震
7日間続養後のj;gそうディスクを除いたI若そう直後

表 l ナス黒点根腐病発病に及ぼす温度の影響
(試験 1) 
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を生じる 3 枯死の 4段階の発病指数で調査し，

発病度=ミ(発病指数×指数別株数)/ (調査株数

x 3) X 100の計算式で発病度を算出した. トマト

では38EI後に根を洗浄後，根の褐変の有無を前査し

た.なお，ジャガイモでは各品種4ポットずつ椴え

付け， トマトでは各品種2ポットずつ供試した.

結 果

1.ナス黒点根j寓病に対する温度の影響

1 )菌糸生育温度

供試した両蘭株とも 10-35
0Cでは珪i糸生育が克ら

れたが， 5および40
0

Cでは見られなかった.最も

が良かったのはおおよび28
0

Cであった(図 1) . 

2 )発病に浸ぼす温度の影響

試験 1で実施した25，28，30
0Cでは絞の褐変が見ら

れたが， 33
0

Cでは見られなかった.30
0

Cでは， 25およ

び28
0

Cよりも根の褐変程度が低かった(表1).

試験 2で実施した20，25，30
oCでは根の褐変が見ら

れたが， 33
0Cでは見られなかった(表 2).20

oCでは，

25および30
0Cよりも根最が少なかった.

2.ナス累点根腐病欝の各種植物に対する病原性

1 )ナス台木品種に対する病原性

ポット試験では， ‘トナシム ‘トルパム・ど

ガー ‘トレロ'および‘とげなしつのなす'の

根の褐変は見られなかったが，その他の品種では見

られた(表 3-5). 

表2 ナス黒点根腐病発病に及ぼす温度の影響
(試験2) 

25 
30 

5/5 
5/5 
5/5 
/ 

100 

66.7 

66.7 

表 3 ナス黒点根腐病閣の台木品種に対する病原性
(試験1)

ム
台太郎 5/5 
台二郎 5/5 
イタリヤ赤茄子 5/5 
カレへン 4/4 
耐病VF 5/5 
アシスト 5/5 
と
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表 4 ナス黒点根腐病曹の台木品種に対する病原性
(試験 2) 

シム

トルパム・ピガー 0/5 
トレロ 0/5 

台太郎 5/5 

台二日11 5/5 
イタリヤ赤茄子 5/5 
カレヘン 5/5 

耐病 VF 3/3 
アシスト 5/5 
とげなしつのなす 0/5 

ロス 5/ 

表 5 ナス黒点根腐病認の台木品種に対する病原tl:
(試験 3) 

ルノfム

トレロ 0/5 

台太郎 5/5 
とげなしつのなす 0/5 

ミート 5/5 
茄の力 5/5 

[[国場試験で、は， ‘トルパム・ビガー'および‘トレ

ロ'で全く根の発病が認められなかった. ‘トナシ

ム'もわずかに根の褐変が認められたのみで，ほとん

とヲれおしなかった.ポット栽培による接種試験にお

いて発病が認められなかった‘とげなしつのなす'は

多くの根に褐変が認められ，発~jìj)支はよヒ較的高かっ

た.その他の品種も根の褐変が認められた(['ZI2 ) . 

2 )ナス科植物に対する病原性

iWUt接種試験では，ナス，ピーマンおよびシシト

ウの根に褐変が見られたが， トマトおよびジャガイ

モでは根の褐変などの異常が見られなかった(表

6) . しかし， i'y染土JJ~ にジャガイモを干直え付けた

場合にはいずれの品種も発病した.供試したジャガ

イモ1171穂の中では， ‘インカのめざめ'が全て枯死

し，発病度が高かった(表7). トマトは汚染土岐

に植え付けた場合でもいずれの!日殺の根にも全く褐

変が認められなかった(表 8). 

表 6 ナス黒点線腐病菌のナス科植物に対する病原
i1: (出u主接種)

縞物名 品種名 根の褐変株数/前交株数
.~馬 5/5

わ
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発 60
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ヰ 40
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国 2 ナス黒点根腐病菌汚染居場に植えた各種ナス

台木品種の感受性

表 7 ナス黒点根腐病菌汚染土壌に植えたジャガイ
モ品種の感受性

83.3 
メークイン 58.3 
出島 50.0 
キタアカリ 91. 7 
インカのめさ、め 100 
インカのひとみ 75.0 
とうや 58.3 

二iヒiifjニカサユ 50.0 
レッドムーン 50.0 

ジャガイモ アンデデス 41. 7 
キタムラサキ 83.3 

1Et来ii!k 33.3 
シエリー 91. 7 
ノーザンルビー 91. 7 
こがね丸 41.7 
スタールビー 50.0 
はるか 41.7 
さやあかね 58.3 
シャドークイ ン 91. 7 

8 ナス黒点根腕病院I汚染土淡に槌えたトマトil-h
種の感受'1':'1:

ンテ守口一

ハウス桃太郎 。/2
桃太郎 8 0/2 
桃太郎ファイト 0/2 
桃太郎あきな 。/2
CF桃太郎ファイト 0/2 

~rttカ米Yfý 。/2
影武者 。/2
グリーンガード 0/2 
フ。ロテクト 3 0/2 

トマト frn可!r'オ~~l'.ミ 。/2
民夏 0/2 
ミニキャロル 0/2 
新メイト 0/2 
ジョイント 0/2 
サポート 0/2 
ブロック 0/2 
カッフ。jレT 0/2 
l!JJさん 0/2 
台本命 。/2

ノfー
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考察

岸・岩国 1)は，日本で初めてナス黒点根腐病の

発生を報告したが，その後の発生は長崎県において

報告されている L 5)のみで，他の地域での発生事

例はなかった.2006年の高知県における本病の発生

以津野UIJに限定され，同じ雨よけ栽婿が実施されて

いる嶺北地域や，安芸郡を中心とする促成栽培地守f

では発生が見られていない.津野町だけに本病が発

生した原時は明らかでないが，本研究において実施

した本病の発生と温度との関係や，定植後i河もない

3 月上旬~5 月に発病が確認された長崎県の事剖引

から，定植¥l寺の漏l支が比較的低い場合に発病が助長

される可能性が考えられる.オミ病は病原菌のl!f-i糸生

育i謹jf1iよりも低い漁度で発病程度が[fOlJくなったが，

Verticillium alboω atrumによってヲlき起こされる

身萎凋病においても同様な現象が見られる 8)高

知県におけるナス半身萎狗摘は， 3 ~ 4月に定植す

る夏秋ナスの雨よけ栽培では， しばしば発生が見ら

れるが， 8 ~ 9月に定植する促成栽培では発生が見

られない Z) このことから，ナス黒点根腐病も半

身萎凋病と同様に夏秋ナスでは発生するが，促成栽

培では発生しない可能性があると推測される.

ヱド病がおjELで、発病しないことを裳付けるかのよう

に，分生子j怒i窃il主をHiいた接種試験を 8月にカ、、ラス

協定で実施すると根の褐変が会く認められなかった

(未発表データ)，そのため，接種試験はガラスiJFL

室内がお温となりやすい 6~ 9月を避けて実施し

た.それにも関わらず，植物に対する病原性試験の

結果は，試験方法によってやや呉なった.すなわち，

分生子j15i窃液を用いた接穂試験で、は異常がなかった

ナス台木の‘とげなしつのなす'やジャカ、、イモは，

汚染土壌で栽培すると比較的高い発病程度を示し

た.また，分生子懸濁il支をナスに接種すると，根の

褐変は認められるものの生育が抑制されたり枯死し

たりすることはなかったが，汚染土壌にナスを植え

ると著しい根の褐変とともに生育抑制も観察され

た.本病の病原菌は菌核を形成し，土壌中に残存す

る菌核が第 l次伝染源となることが予想、されること

から，分生子怒濁i夜を用いた接種は，本病の病原↑~I:

試験には適切で、なく， 1罰核を用いる必要があるかも

しれない.

本研究におけるナス黒点根腐病閣の接種試験の結

果から，ナス台木品種で、は‘トナシム ‘トルパ

ム・ピガー'および‘トレロ'がヨド病に対して抵抗

牲で，これらの台木品種を用いることで，ナス黒点

根腐病の防徐が可能と考えられた.事実， {.宇野UIJの

ナス台木には， ‘台太郎'または‘トナシム'が用い

られており，現地発病調査を実施した結果から，前

者では本病と半身萎凋病，後者では青ねi病の発生が多

いことがj確認されている(未発表データ).また，今

回の試験では，既に病害の発生が報告されている1.:，) 

ピーマン，シシトウガラシおよびジャガイモに対し

て病原性が認められたが， トマトでは病答の発生が

されている仁川にも関わらず，分生子懸潟i夜

による接種でも汚染土境を用いても病原性が認めら

れなかった.このため， トマトに対する病原性に関

しては，今後吏に検討する必安ーがあると考えられる.
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Summary 

In 2006， black-dot root-rot disease occurred on eggplants in Tsuno， Takaoka， Kochi， Japan. We consequently 

conducted this study and obtained the following results. 

1 . The mycelium of Colletotrichum coccodes grew between 10 and 35 oC with an optimum temperature of 25 to 28 

oC . The disease developed between 20 and 30 oC ， and severity was greatest at 20 oC . The disease did not 

occur at 33 oC . 

2 . We evaluated the pathogenicity of C. coccodes isolates from eggplants， against 13 varieties of root stock Culti-

vars Tonashimu， Torvum-bigar and Torero were resistant. Daitaro， Daijiro， Itariya-akanasu， Karehen， 

TaibyoベTF，Assist， Togenashi-tsunonasu， Meet， Nasuno-riki and Nakuros were susceptible. 

3 . C. coccodes isolates from eggplants were also pathogenic to sweet pepp巴rs，green peppers， and potatoes， but 

not to tomatoes. 

Keywords: eggplant， black-dot root-rot， Colletotrichum coccodes司 temperature，root stock， pathogenicity. 
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