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植物生育促進菌類Fusariumequおetiによるトマトおよびホウレンソウの

フザリウム病害に対する生物防除に関する研究

堀之 内 勇 人

岐阜県農業技術センター 501・1152 岐阜市又丸

Studies on Biological Control ofFusarium Diseases ofTomato and Spinach by Plant Growth 

Promoting Fungus， Fusarium equiseti 

Hayato Horinouchi 

Gifu Prefectural Agricultural Technology Center， Matαmaru， Gifu， 501-1152 

Synopsis 

Tomato and spinach are economically important vegetable crops in Gifu prefec旬re.Although the continuous 

commercial production oftomato and spinach has been developed， soil-bome diseases such as Fusarium crown and root 

rot of tomato (FCRR) caused by Fusarium oxysporum王sp.radicis-lycopersici (FORL) and Fusarium wilt of spinach 

(FWS) caused by F oxysporum f. sp. spinacisae (FOS) are appeared and become the maim limiting factor for their 

production. In recent years， as for the greenhouse tomatoes， the production has begun to shi丘fromsoil cultivation to 

various hydroponic culture systems such as rock wool system. However， a severe outbreak of FCRR was also occurred 

in the rock wool system. The most effective method of control Fusarium diseases has been soil disinfection using 

methyl bromide， but since that caused severe environmental problems its use was outlawed in 2005. Thus， further 

altemative control measures need to be made available as soon as possible. The objective of this study was to control 

FCRR and FWS throughout the growing period by plant growth promoting fungus (PGPF)， Fusarium equiseti. 
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緒 日

トマトおよびホウレシソウは日本各地で栽培されてお

り、経済的に最も重要な野菜品目である。岐阜県におい

ては美濃平坦地域では冬春トマトおよび冬どりホウレン

ソウ、飛騨地域は標高 400~1 ，200mの夏期の冷涼な気候

を活かした夏秋トマトおよび夏どりホウレンソウの生産

が盛んである。岐阜県のトマトは 40年余の古い歴史を持

ち、ホウレンソウは昭和 42年から高山市において全国に

先駆けて雨よけ栽培技術が確立した歴史ある産地である。

トマトおよびホウレンソウは施設および雨よけ栽培技術

の普及により生産が安定し、栽培面積はそれぞれ 332ha、

1，220ha(岐阜県農政部「平成20年度岐阜県農業の動きJ)

と県内の重要な品目となっている。

しかし、野菜産地も古くなってくると様々な土壌病害

が発生し、それらが農業経営上で大きな不安定要因とな

っている。産地ではこれまで幾度となく、 トマトでは根

腐萎凋病が、ホウレンソウでは萎凋病が多発して問題と

なった。

トマト根腐萎凋病およびホウレンソウ萎凋病は土壌病

害の一種で、病原菌はそれぞれFusariumuoxysporum王sp.

radicis-Iycopersici、Foxysporum王sp.spinaciaeであること

から、一般にフザリウム病とも呼ばれている。 トマト根

腐萎凋病は 1969年に高知県で初めて報告され、北海道と

高知県の産地でそれぞれ 33%、44%の生産物の損失が認

められた (Oguraand Ban， 1971; SatoandAraki， 1974)。そ

の後、根腐萎凋病は日本全国のトマト栽培地域に広がり、

被害をもたらしている。ホウレンソウ萎凋病は 1964年に

初めて発生が報告され (Okudaand Furuta， 1964)、1977

年に岐阜県高冷地の夏どり産地でもその発生が報告され

(Naiki and Kano， 1977)、それ以降、日本各地の産地で発

生が広がっている。

土壌病害をはじめ各種病害に対して、抵抗性品種の利

用は有効な対策の一つである。しかし、 トマト根腐萎凋

病およびホウレンソウ萎凋病に対する抵抗性品種は無く、

耐病性を持つ品種はその防除効果が不十分であった

(EIgersma et al.， 1972; Scott and Jones， 2000)。最も有効な

防除対策は臭化メチル、メタムソジワム剤 (McGovernet 

al.， 1998)、ベノミル剤 (Mihuta-Grimmet al.， 1990) など

化学農薬を用いた防除法であるが、臭化メチルは環境へ

の影響が大きいことから、 2005年に使用が禁止された。

また、化学農薬も繰り返し使用することで環境への影響

や薬剤耐性菌の発生など問題が生じている (Dekker，

1979)。そこで、これらの病害に対する対策として、新し

い防除法である生物防除技術の開発が要望されている。

また、近年、連作障害や土壌病害の回避などを目的に

トマトでは養液栽培方式の生産技術が普及しつつある。

しかし、養液栽培では、土壌病害に対して利用できる農

薬が全く無いため、一度、病害が発生すると大きな問題

となる。実際、 1997年に岐阜県海津市において、ロック

ウールを使用した養液栽培温室で根腐萎凋病が大発生

(発病株率63%)し、大きな問題となった(加藤ら， 1997)。

そのため養液栽培では、新しい防除法、特に生物防除法

の開発が急務で、あった。

今回、土壌の多様性などを活用した広義の生物防除で

はなく、措抗微生物を用いた狭義の生物防除研究を進め

ることとした。措抗微生物を用いた植物病害の生物防除

には、以下の 5つの異なるアプローチ (Cook，1989)か

ら多くの研究が進められている。(1)病原菌密度の低下;

桔抗微生物の菌寄生、抗生などの働きにより対象とする

病原菌の密度を低下させる、 (2)病原菌と腐生菌への置き

換え;植物残I査に最初に寄生する病原菌を速やかに腐生

菌に置き換える、 (3)病原菌の発芽および生育抑制、病原

性への干渉;競合、抗生、パクテリオシン産生菌類ウイ

ルスなどの働きにより、病原菌の胞子発芽や生育を抑制

し、病原性を弱める、 (4)感染の場の保護;非病原菌又は

弱病原菌をあらかじめ処理することで病原菌が宿主に寄

生・感染できなくする、 (5)宿主の抵抗性誘導と交差防

除;非病原菌や弱病原菌をあらかじめ接種して宿主に病

原菌に対する抵抗性を付与することである。研究を開始

するにあたり、最初にこれらの働きを持つ措抗微生物の

探索が必要となった。

多種の作物で発生するフザリウム病に対して、様々な

土壌生息菌が措抗菌としての可能性を有することが報告

されている。その中でも、非病原性Fusariumoxysporum 

はトマト萎凋病および根腐萎凋病、ナス半身萎凋病に対

して防除効果を示し、さらにキュウリ、スイカ、サツマ

イモ、ホウレンソウのフザリウム病の防除に有効である

ことが報告されている (Amemiyaet al.， 1989; Katsube and 

Akasaka， 1997; Larkin et al.， 1996; Ogawa and Komada， 

1984; Paulits et al.， 1987; Yamaguchi et al.， 1992)。また、

Trichoderma harzianum、 Penicillium spp.、 Pythium

oligandrum、Bacillussubtilis、Pseudomonasjluorescenceな

どの措抗微生物も様々な作物のフザリウム病害の防除に

用いられている (Benhamouet al.， 1997; Du町 andDefago， 

1997; De Cal et al.， 1995; Marois et al.， 1981; Piga et al.， 

1997; Phae et al.， 1992; Sivan et al.， 1987)。これら措抗微生

物のフザリウム病害に対する生物防除メカニズムは様々

であるが、多くは栄養競合、感染場の競合および抗菌物

質生産で、その他は抵抗性誘導に関する研究が報告され

ている。

岐阜大学植物病理学研究室では、これまで各種土壌病

害に対する生物防除研究が活発に行われ、植物生育促進

菌類 (Fusariumequiseti， Trichoderma spp.， Penicillium spp. 

and Phoma sp.)がコムギ、キュウリなどの植物の生育を

促進するとともに各種土壌病害(Pythiumspp.， Rhizoctonia 

solani， Sclerotium rolfsii， Gaeumannomyces graminis var. 

tritici and Cochliobolus sativus) に対する防除効果を示す



63 

岐阜県農業技術センター研究報告第 11号:61 ~88 (2011) 

ことが報告されていた (Hyakumachi，1994; Hyakumachi 

and Kubota， 2004)。また、その発病抑制機構として抵抗

性誘導の関与が報告されていた (Koikeet al.， 2001; Meera 

et al.， 1995a; Meera et al.， 1995b; Shivanna et al.， 1996) 0 :j;丘

抗性が誘導された植物は、様々な病害に対して発病抑制

効果を示すことから、植物生育促進菌類は有望な生物防

除エージェントとしてその利用が期待されている。

これらのことから、今回、植物生育促進菌類を用いて

トマト根腐萎凋病に対して高い防除効果を示す措抗微生

物を探索するとともに、選抜された Fusar・iumequisetiを

用いた土耕栽培におけるトマト根腐萎凋病、ホウレンソ

ウ萎凋病に対する生物防除の研究を行った。また、 F.

equisetiの発病抑制機構に関する研究も併せて行った。

本研究は、 1999~2007 年にかけて岐阜大学応用生物科

学部および岐阜県農業技術センター(南濃試験地を含む)

において実施した。

第一章.養液栽倍のトマト根腐萎凋病防除に有効な桔抗

微生物の選抜

1.緒言

トマト根腐萎凋病は Fusariumoxysporum (Schlecht.) f. 

sp. radicis-Iycopersici (Javis&Schemaker)によって引き起

こされる土壌病害の l種である(Jarvisand Shoemaker， 

1978)。本病に発病したトマトは、下葉の黄化、株の萎凋、

枯死症状を示し、また、根の腐敗、茎内の導管褐変の症

状を示す。本病の対策として、耐病性台木を利用した接

ぎ木栽培技術が取り入れられている。この技術は土壌病

害に対して有効な技術であるが、苗の生産コストの増加

が問題となっている。また、養液栽培技術は、土壌病害

の回避を目的に開発されたため、多くは接ぎ木をせず白

根のトマトが栽培されることが多い。

根腐萎凋病に対する生物防除の研究では、非病原性

Fusarium oxysporumを用いた研究が数多く行われ、 トマ

ト根腐萎凋病に対して有効であることが報告されている

(Komada， 1994; Louter and Edgington， 1990)。本研究では、

非病原性F.oxysporumを比較として用い、高い防除効果

を示す措抗微生物の選抜を目指した。

そこで、植物生育促進菌類(以下、 PGPF)、非病原性

F. oxysporumと各種措抗細菌を用いて、養液栽培でのト

マト根腐萎凋病に対して高い発病抑制効果を示す菌株の

選抜を行った。

2.材料および方法

供試植物

トマトは県内の冬春栽培で使用され、根腐萎凋病に対

して感受性の品種である「ハウス桃太郎」を供試した。

トマト種子は 1%の次亜塩素酸ナトリウム溶液に 5分間

浸漬し、その後滅菌水で、3回洗浄することで表面殺菌を

行った後、試験に用いた。

供試微生物

試験では糸状菌と細菌の措抗微生物を用いた。糸状菌

は PGPFの Trichodermaharzianum (GT31)， Penicillium 

simplicissimum (GPI72)， Phoma sp. (GS81， GSI22)， 

Fusarium equiseti (GFI91)と、非病原性 Fusarium

oxysporum (F 13、元島根大学駒田旦博士から分譲)を用い

た。細菌は岐阜大学保存菌株の Pseudomonasfluorescens 

(F-2)， Xanthomonas campestrお (K-3)，Bacillus subtilis (B-l， 

B-2)， Bacillus amyloliq同faciens(B・3)を用いた。 トマト根

腐萎凋病菌は岐阜県海津市の擢病株から分離した

Fusarium oxysporum f. sp. radicisーかcopersici(FORL) の

RJN1菌株を用いた。

供試微生物の培養

(1)糸状菌の措抗抗生物

T. harzianumとP.simplicissimumは、 9cmシャーレに広

げたジャガイモ煎汁寒天 (PDA)培地上で 25
0C、暗黒下、

7日間培養した後、滅菌水を培地に加え、培地表面の胞

子を滅菌した筆で回収した。その後、 2重のガーゼでj慮

過し、胞子懸濁液を 107spores/mlに調製した後、試験に

用いた。F.equiseti、非病原性F.oxysporumと2種の Phoma

sp は、 9cmシャーレ上の PDA培地上で 25
0C、暗黒下、

7日間培養した後、径 5mmの菌そう片を 300mlフラスコ

中の PD液体培地 (100ml)に移植した。振とう培養器(タ

イテック製、 NR-150)を用い、 25
0

C、7日間振とう培

養 (120rpm) した。その後、 F.equisetおよび非病原性

Fusariumは、 2重のガーゼでj慮過した胞子懸濁液を 107

budding-cells/mlに調製した後、試験に用いた。 2種の

Phoma Sp.は菌体を含む培養液を、ホモジナイザー(日

本精機製エースホモジナイザー、モデ、ル AM)で 8，000rpm、

5分間磨砕した。そこに 3倍量の滅菌水を加え得られた

菌体懸濁液を試験に使用した。

(2)措抗細菌

P. fluorescens、 X campestris、 B. subtilis 、 B.

amiloli明白clensは、 300mlのフラスコ内の KingB液体培

地(lOOml)で 25
0C、2日間振とう培養 (120rpm) し、

得られた細菌懸濁液を約 108cells/m!に調整して用いた。

(3) トマト根腐萎凋病菌 RJNl菌株

RJNl菌株は、 F.equおetiおよび非病原性Fusariumと同

様の方法で培養し、得られた胞子懸濁液を 105

budding-cells/m!に調製した後、試験に用いた。

トマト根腐萎凋病に対する発病抑制効果

トマトを 36x36x45mmの小型ロックウーノレキューブ

(グロダン製、 GrodaniaA/S)に播種した後、措抗微生物

を 20m!処理し、 25日間温室内で育苗した。 トマト苗は

65x65x75mmの大型ロックウールキューブに移植した後、

再度桔抗微生物を 200m!処理した(Fig.1)。試験 l、2お
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よび4は、プラスチック容器 (50x50x50cm)内に設置し

たロックウーノレスラブ(グロダン製、 15x45灯 .5cm) 上

に4つの大型ロックウールキューブを置き、 トマトを栽

培した。給液は底面給水方式で行った。プラスチック容

器内にプラスチックかご (15x45x7.5cm) を設置し、底

上げしたそのかごの上にロックウールスラブを設置した。

容器内に緩効性肥料 A (NPKCa=12-0-0-23) と緩効性肥

料 B(NPK=13-11-13)をそれぞれ 4.3g、19.2gを施用し、

ロックウールスラブの上面までブjく道水を加えた。それぞ

れの容器に 20cm間隔で 2株の苗が置かれたロックウー

ルスラブ 2つを設置した (Fig.2)。定植 7日後に根腐萎

凋病菌の胞子懸濁液 (I.Ox10'budding-cells/ml) 100mlを

大型ロックウールキューブに接種した後、発病状況を継

時的に調査した。比較として、病原菌のみ接種した区

(Pathogen)、桔抗微生物無処理および病原菌無接種の区

(Control)を設定した。

試験 3は、栽培現場で用いられている給液方式で試験

を行った。前述と同様に処理したトマト苗 4株(大型ロ

20ml suspension 

of bio-control sowmg 

agents tomato 

25days 

白
later 

白 亡〉
亡〉

mini rock wool cube 
36X36X40mm 

ックウーノレキューブ)をガラス温室内に設置されたロッ

クウールスラブ (20x91x7.5cm)上に 20cm間隔に定植し

た (Fig.3)。養液は、液肥 A (NPK=7.3-0-3)と液肥 B

(NPK=I-4.5-6.5)を用い、それぞれを 1:2の比率で混和

した養液を定期的に給水した。

試験 l は 1999 年 1~5 月、試験 2 は 2000 年 12 月 ~2001

年 4 月、試験 3 は 2000 年 10 月 ~200 1 年 l 月、試験 4 は

200 1 年 1 2 月 ~2002 年 5 月にそれぞれガラス温室内で行

った。 外観の発病は継時的に指数 0~4 の 5 段階(指数 O

発病が認められない、 l 下葉が黄化、 2 株が軽く萎凋、

3 :株が激しく萎凋、 4:株が枯死)で調査を行い、発病

度を算出した。導管褐変はそれぞれ病原菌接種 71日後、

117日後、 96日後、 140日後に地際部の茎を切断し、指

数 0~4 の 4 段階(指数 0 ・導管に褐変が見られない、 l

導管の 1/3以下が褐変、 2 導管の 1 /3~213 が褐変、 3 : 

導管の 2/3以上が褐変)で調査を行い、 導管褐変度を算

出した。なお、試験は l区4株の 4反復で、行った。

百

白

200ml suspension 

of bio-control 

相 ntsf 

ピ>

large rock wool cube 
65 x65x 75mm 

7 days 

later 

に〉

grown for 71-140 days 

亡二二二>

Fig. 1. Experimental design for controlling crown and root rot of tomato using bio-control agents in rock wool system 
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Fig. 2. Effects of Fusarium equiseti GF 1 9 1 against Fusariull1 crown and root rot of tomato in experiment 2 

(A) Tomaro plants treated with GF 1 9 1 or not 

(B) A rock wool system in experiment 2 

Fig. 3. Effect of F equiseti GF 1 91 against Fusarium crown and root rot of tomato in experiment 3 

(A) Tomaro plants treated with GFI 91 or not 

(B) A manner similar to that used in a standard commercial rock wool system 

65 
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トマト茎内の根腐萎凋病の菌量

試験 l、2、3の終了後、 トマト茎内の病原菌の菌量を

調べた。試験 lでは地際から上部へ 5cm間隔に切断し、

4 つの部位別 (0~5cm、 5~10cm、1O~15cm、 15~20cm

の4つの部位)にトマト茎を採取した。試験 2および 3

は、導管褐変指数別にトマト茎を採取した後、地際部か

ら上部 20cmの茎を試験に用いた。採取した茎は、それ

ぞれ水道水で、水洗した後、それぞれ生体重の 10倍量の滅

菌水を加え、ホモジナイザーを使用して磨砕した(約

8，000rpm、10分間)。磨砕液は 2重のガーゼを用いて、腐、

過した後、滅菌水を用いて1O~1 ，000 倍に希釈して駒田

培地 (F.oxysporum選択培地)6枚にぞれぞれ 0.5mlを流

し込み、 25
0

C、暗黒下で培養した。培養 6日後、培地上

に形成された F.oxysporumのコロニーを計測し、茎 Ig

当たりの菌量を算出した。試験 lでは 5cm長の切片中の

菌量を算出した後、下記の式を用いて処理区の茎内の平

均病原菌量を算出した。

茎内の平均病原菌量 (AverageFORL pupulation) 

= (Po-5A+P5-IOB+PIO_15C+PI5_2oD)IN X 100 

PQ-5: 0~5cm 部茎、 P5- IO : 5~10cm 部茎、 PIO・ 15: 1O~15cm 

部茎、 P15-20: 15~20cm 部茎の病原菌量を示す。

A: 0~5cm 部茎、 B: 5~10cm 部茎、 C: 1O~15cm 部茎、

o : 15~20cm 部茎、 N: 0~20cm 部全体の茎の生体重(g)

を示す。

試験2および3では導管褐変指数別の茎中の菌最を算

出した後、下記の式を用いて処理区の茎内の平均病原菌

量は、下記の式を用いて算出した。

茎内の平均病原菌量 (AverageFORL pupulation) 

= (PoA+PIB+P2C+P3D)斤-JX100 

Po:導管褐変指数 0の茎、 P1:指数 Iの茎、 P2:指数 2

の茎、 P3:指数3の茎の病原菌量を示す。

A:指数 Oの茎、 8:指数 1の茎、 C:指数 2の茎、 0:

指数3の茎、 N:全ての茎の生体重(g)を示す。

3.試験結果

発病抑制効果

試験 lでは、根腐萎凋病接種 71日後に発病を調査した

結果、無処理区では外観の発病度は 59.3で、あった (Table

1) 0 F. equiseti GF 191、Phomasp. GS81、GS122、B.subtilis 

B・2、B.amyloliqu吃faciens8-3および非病原性 Fusar初 m

F13処理区では発病抑制効果が認められ、発病度から算

出した防除価はそれぞれ 100、94、94、87、87、87と高

かった。一方、 P.simplicissimum GP 1 72、B.四 btilis8-1、

P. fluorescens F-2、X campestris K -3処理区ではやや発病

が見られ、防除価はそれぞれ 31、50、38、50とやや低か

った。 GF191処理区は導管褐変度も 3.7と低く、導管褐

変度から算出した防除価も 96と著しく高かった。また、

GS81とF13処理区も防除価はそれぞれ 56、60と高かっ

た。しかし、 GS122、8-2、8-3処理区は外観の発病を抑

制する効果が認められたが、導管褐変度は高く、無処理

区と有意な差は認められなかった。これらの結果から、

GF191、GS81、F13および 8-2を選抜して、、その後の試

験を行った。

Table 1. Effect of biocontrol agents on disease and 

discoloration severity of crown and root rot oLtomato in 

rockwool system in Experiment 1 

Treatment Disease severity.l) Discoloration 2) 

offoliar symptom severity 

Trichoderma harzianum GT31 14.8 ab3) 81..5 c 

Phoma sp. GS81 3.7 a 40.7ab 

Phoma sp GSI22 3.7 a 70.4 bc 

Penicillium simplicissimun GPI72 40.7 c 81.5 bc 

Fusarium equiseti GFl91 0.0 a 3.7 a 

non-P Fusarium FI3 7.4 a 37.0 ab 

Bαcil/us subtilis B-I 29.6 bc 77.8 bc 

Bacil/us subtilis B-2 7.4 a 70.4 bc 

Bacil/us amyloliqu吃faciensB-3 7.4 a 81.5 c 

Pseudomonαs jluorescens F-2 37.0 c 85.2 c 

Xanthomonαs campestrrs K-3 29.6 bc 74.1 bc 

Pathogen 59.3 d 92.6 c 

Control 0.0 a 0.0 a 

1) Disease severity = (4A+3B+2C+D)/4N*100. A: number ofplants 

on index 4; B: number of plants on index 3; C: number of plants on 

index 2; 0: number of plants on indexl; N: total number of plants. 

Disease index; 0: no disease; 1: yellowing; 2: slight wilt; 3: heavy 

wilt; and 4: dead 

2) Discoloration severity = (3A+2B+C)/3N*100. A: number ofplants 

on scale 3; B: number of plants on scale 2; C: numb巴rof plants on 

scale 1; and N: total number of plants. Discoloration scale; 0: no 

vascular discoloration; 1:く33%;2: >33 to 67%; 3:>67 to 100% 

discoloration of vascular tissue/cortex/xylem. 

3) Values with same le仕erin each column are not significantly 

different (P=0.05) according to Fisher's protected least significant 

difference test. 

試験2では、GF191およびB・2は外観の発病が少なく、

防除価 85、78と高い防除効果が認められた (Fig.4・A)。

GS81は病原菌接種 103日後までは有意に発病を抑制し

たものの、接種1l0~ 1l 7 日後には発病抑制効果が低くな

り、防除価は 22であった。 F13は GF191および 8-2よ

り発病が認められるものの、防除価は 52であった。導管

褐変度から算出した防除価は、 GF191、B・2、F13 とも

に低く、それぞれ 34、30、20で、あった (Table2)。

試験 3は、南濃試験地の栽培施設(給液方式)で試験

を行った結果、 GF191、F13および B・2は発病を有意に

抑制し、防除価はそれぞれ 88、92、81と高かった (Fig.

4-8)。また、 GF191および F13は導管褐変度も低く、防

除価はそれぞれ 58、67で、あった (Table2)。
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Table 2. E作ect of biocontrol agents on severity of 

discoloration inside stems of crown and root rot of tomato in 

rockwool system 

Treatll1ent Discoloration severity 1) 

Exp.2 Exp. 3 Exp.4 

(117daysy} (96 days) (140 days) 

Fllsarilllll eqlliseli GFI91 60.4 b3) 41.7b 81.3 b 

non-P FlIsarilllll F 13 72.9 b 33.3 ab 93.8 c 

Pho川 asp. GS81 93.8 c ND ~) ND 

Bacilllls sllblilis B-2 64.6 b 79.2 c 85.4 b 

Pathogen 91.7 c 100 d 95.8 c 

Conlrol 0.0日 0.0 a 0.0 a 

1) Discoloration severity = (3A+2B+C)/3N* 100. A: nUll1ber of plants 

on scale 3; B: nUll1ber of plants on scale 2; C: nUll1ber of plants on 

scale 1; and N: total number of plants. Discoloration scale; 0: no 

vascular discoloration; 1: < 33%; 2: >33 to 67%; 3:>67 to 100% 

discoloration of vascular tissue/cortex/xylem 

2) days after inoculation ofpathogen 

3) Means of four replications wilh four plants per replication、values

、vithsame letter in each column are 110t signi日cantly(P=O 05) 

di仔巴rentaccording to Fisher's protected least signi日cantdi仔erence

test 

4) not done. 

試験4は、病原菌接種後 140日間トマトを栽培して、

長期間の防除効果について検討した。その結果、 GFI91

は試験期間を通じて発病が抑制され、 140 日後の発病度

は29.7、防除価 63と高い発病抑制効果が認められた (Fig

4-C)o FI3は病原菌接種 120日後までは防除価 67と有意

に発病を抑制したが、その後、発病が進展し、 140 日後

には発病度 60.9となった。B-2は、試験期間を通じて高

い発病度であった。茎内の導管褐変に関しては、全ての

処理区で抑制効果は見られず、高い導管褐変度を示した

(Table 2)。

トマト茎内FlIsari1II11 oxysporlllll菌量

試験 1では、 GFI91処理区の茎内の病原菌量は全ての

部位で、 F 13 処理区も 10~ 1 5 clll 部を除く部位で有意に

低かった (Table3)。また、 GF191および F13処理区の

平均の病原菌量も有意に低く、病原菌のみ処理区

(Pathogen)と比較して、それぞれ 94%、91%低かった。

試験 2では、 GF191処理区の病原菌量は導管褐変指数

O、2および 3の茎内で有意に低く、病原菌のみ接種区と

比較してそれぞれ 98%、100%、97%低かった (Tab1e4)。

さらに、 GF191処理区の平均の病原菌量は、病原菌のみ

処理区と比較して 99.9%低かった。F13、GS81および B-2

処理区の茎内の平均病原菌量も、病原菌接種区と 比較 し

てそれぞれ 26%、75%、68%と有意に低かった。

試験 3では、GF191および F13処理区の茎内の平均病

原菌量は、病原菌接種区と比較 してそれぞれ 93%、41%

と有意に低かった (Table5)。一方、 GS81処理区の平均

病原菌量は、病原菌接種区と 比較して 267%増加した。

Days after pathogen in凹 ulat旧11

Fig. 4. Progress of disease severity of foliar symptollls callsed 

by Fusarium oxysporum王sp.radicis-lycopersici on tomato 

treated with biocontro1 agents in A， experiment 2， B， 

experiment 3 and C， experiment 4 

4. 考察

本研究において、Fequisetiは4回の全ての試験で根腐

萎凋病の発病を抑制 し、外観の発病度から算出した防除

価は 63~100 と高かった。

トマト根腐萎凋病の発病は、外観の発病程度と茎内の

導管褐変程度の 2種類の基準を用いて調査され、多くの

場合で導管褐変度と外観の発病度は相関することが報告

されている (Mihllta-Grimmet al.， 1990)。試験 lは短期間

の試験(病原菌接種 71日後に調査)であったが、病原菌

処理区の外観の発病度および導管褐変度はそれぞれ 59.3、
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92.6で、あった。発病度から算出した防除価は 7菌株の措

抗微生物処理区で 75~100 と高い防除効果が認められた

が、管褐変度から算出した防除価は F.equiseti GF191、非

病原性F.o.砂'sporumF13、Phomasp. GS81の3菌株のみ

で高く、それぞれ 96、60、56であった。試験2および4

では、接種 117~140 日後と長期間に渡って発病抑制効果

を調査し、病原菌接種区の外観の発病度と導管褐変度は

それぞれ 42.2~79.7 ， 9 1.7~95.8 で、あった。試験 2 (接種

117日後に調査)において、 GF191、F13およびB.subtilis 

B-2 は外観の発病度が低く、防除価 52~85 と防除効果が

認められたが、導管褐変度は全ての処理区で、高かった。

試験 4 (接種 140日後に調査)において、 GF191のみが

外観の発病度が低く、防除価 63と高い防除効果が認めら

れたが、導管褐変度は 81.3と高かった。これらのことか

ら、短期間の試験においては茎内の導管褐変を調査する

方が、長期間の試験においては外観の発病を調査する方

が措抗微生物の選抜に適していることが示唆された。

Table 3. Population density of Fusarium oxysporum f. sp. radicisーか'copersici(FORL) in tomato stems collected from 0-20 cm 

above soil surface in Experiment 1 

Treatment FORL Population (xl 02cfu/g) in different portion oftomato stems I) A verage FORL poputation2) 

O-5 cm 5・10cm 10-15 cm 15-20 cm (x 10
2 
cfu/g) 

F. equiseti GF 191 0.1 a3) 0.4 ab 0.2 ab 0.1 a 0.2 a 

non-pathogenis F. oxysporum FI3 0.3 a 0.0 a 0.6 b 0.1 a 0.3 a 

Pathogen 12.0 b 2.6 b 0.3 ab 0.3 a 3.5 b 

Control 0.0 a 0.0 a 0.0 a 0.0 a 0.0 a 

1) Stems tak巴nfrom 0 to 20 cm abov巴soilsurface， and cut into segments 5 cm long 0・5，5-10， 10-15 and 15-20 cm above soil surface 

2)Av巴ragepopu1ation =工 (populationof different po此ionoftomato stem xweight) I total weight. 

3) Values with same lett巴rin each column are not significantly different (P=O. 05) according to Fisher's protected least significant differenc巴test.

T"able 4. Population density ofFORL in tomato stems collected from 0-20 cm above soil surface in Experiment 2 

_ Treatment FORL population (x1 02cfu/g) in different discoloration scale
l
) Average FORL poputation

2
) 

0 1 2 3 (x 10
2 
cfu/g) 

GF191 0.5 a4) 0.7 a 0.0 a 16.7 a 0.8 a 

F13 0.2 a 31.3 b 833.3 c 370.0 c 433.7 d 

GS81 n.s. 
3) 

n.s. 0.0 a 186.7 b 146.6 b 

B-2 0.4 a 8.0 a 298.3 b 915.0 e 188.7 c 

Pathog巴n 25.0 b n.s. 58.4 a 653.3 d 582.2 e 

Control 0.0 a n.s. n.s. n.s. 0.0 a 

1) Discoloration scale; 0: no vascular discoloration; 1く33%;2: >33 to 67%; 3: >67 to 100% discoloration vascular tissue/cortex/xylem. 

2) Average population = L (population of different discoloration score xweight) I total weight 

3) no sample. 

4)Valu巴swith same letter in each column are not significantly different (P=0.05) according to Fisher's protected least significant difference test. 

T"able 5. Population density ofFORL in tomato st疋mscollected from 0-20 cm above soil surface in Experiment 3 

Treatment FORL population (x1 02cfu/g) in differ官ntdiscoloration scale
l
) A verage FORL poputation2) 

o 1 2 3 (x 10
2 
cfu/g) 

GF191 0.3 a4) 36.7 a 14.0 a 13.3 a 14.4 a 

F13 137.0 b 129.0 b 1.7 a 155.3 ab 124.0 b 

B-2 n.s 
3) 

165.0 c 343.7 b 1326.7 c 776.8 d 

Pathogen n.s. n.s. n.s. 211.7b 211.7c 

Control 0.0 a n.s. n.s. n.s. 0.0 a 

1) Discoloration scale; 0: no vascular discoloration; 1く33%;2: >33 to 67%; 3: >67 to 100% discoloration vascular tissue/cortex!xylem 

2) Average population =エ(populationof di自己rentdiscoloration score xweight) I total weight. 

3) no sample. 

4) Values with same letter in each column are not significantly different (P=0.05) according to Fisher's protected least significant difference test. 



69 
岐阜県農業技術センター研究報告第 11号:61 ~88 (2011) 

Larkin and Fravel (1998)の報告によると多くの細菌お 2001)。

よび糸状菌の括抗微生物を用いてトマト萎凋病の発病抑

制効果を調査した結果、非病原性 F oxysporumと F

solani は、 PseudomonasfluOl四 cens や Burkholderia

cepaciaと比較して高い発病抑制効果を示した。本研究

においても、糸状菌 6菌株、細菌 5菌株を試験に用いた

が、糸状菌の措抗微生物は措抗細菌と比較して高い発病

抑制効果が認められた。これらのことから、 トマト根腐

萎凋病に対しては、糸状菌の桔抗微生物は生物防除エー

ジェントとして有効であることが示唆された。

F equiseti GF191を処理したトマト茎内の病原菌量は、

病原菌のみ接種区と比較して 93~100% と有意に低かっ

た (Tables3~5) 。 同様の現象は試験 l における F13 処理

区で認められるものの、試験 2、3ではその抑制劃合は低

く、また、試験 3において B・2処理区の菌量は病原菌処

理区と比較して多くなる場合もあった。これらの結果か

ら、 Fequisetiを処理したトマトでは根腐萎凋病の発病が

抑制されるのみならず、茎内の病原菌量が低くなること

が示された。このことは、 Fequisetiが根腐萎凋病に対し

て有望な措抗微生物であることを支持するものであると

考えられた。

以上の結果、養液栽培トマトにおいて F equisetiが根

腐萎凋病の発病を安定して抑制する措抗微生物として選

抜された。また、 F equisetiは病原菌接種 140日後に渡

り発病抑制効果を示したことから、Fequisetiを使用した

生物防除は栽培期聞が長い養液栽培トマトにおいても有

望な防除技術と考えられる。

第二章植物生育促進菌類 F.何 U位 u・の根腐萎凋病に

対する発病抑制機構

1.緒言

第一章で選抜された Fusariumequisetiは、 Section

Gibbosumに属するフザリウム菌で、大型分生子のみを形

成する。大型分生子はフィアライド型の分生子形成細胞

から形成され、 3~5 隔膜、先端の細胞が細長い特徴を有

する (Fig.5)oGFI91はPDA上で培養すると初め白色で、

後に黄褐色~淡褐色のコロニーを呈する。また、 GF191

は、フザリウム半選択培地の lつのベプトン・ PCNB培

地上でFo砂'sporumと明確に異なるコロニーを形成する

(Fig.6)。そのため、本研究ではFequisetiの動態(植物

からの再分離、菌量調査など)を調べる際には、ベプト

ン・ PCNB培地を用いて試験を行った。

F equisetiはコムギ赤かび病、ウリ科果実に腐敗を引き

起こす病原菌として知られているが (Burgesset al.、 1988)、

あまり重要でない、もしくは日和見感染をする病原菌と

して認識されている。一方、 Feq山 etiは植物の根に寄生

するエンドファイトとしての特徴を持ち、土壌病害やセ

ンチュウに対する措抗微生物として働きを有することが

報告されている (Macia-Vicenteet al.， 2008; Nitao et al.， 

Fig. 5. Conony on (A) PDA plate and macroconidia on (B) 

synthetic nutrient agar (SNA) medium (1 g KH2P04， 1 g 

KN03， 0.5 g MgS047H20， 0.5 g KC1， 0.2 g glucose， 0.2 g 

sucrose and 23.0 g agarl1iter distilled water) of Fusarium 

equiseti (GF 1 91) 

Fig. 6. Cononies of Fusarium equiseti (GFI91) and F 

oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (R別 1) on 

peptone-PCNB agar 

F equおetiGF191は、根腐萎凋病菌に対して抗菌活性、

菌寄生などの働きは認められない。そこで、ここでは F

equisetiのトマト根腐萎凋病に対する発病抑制機構につ

いての検討を行った。

2.材料および方法

供試植物および供試微生物

トマトは「ハウス桃太郎」を用いた。括抗微生物はF

equiseti GF 191を、根腐萎凋病菌は RJN1菌株を用いた。

詳細は、第一章を参照。

トマト根と茎からの F.equisetiの再分隆

GF191の胞子懸濁液 (107 budding幽 cells/mI)をトマト播

種時に小型ロックウーノレ(36x36x40mm)に 20ml処理した

後、前述と同様に温室内で栽培した。播種 25 日および

45 日後にロックウール内のトマトの根と地際部から上

部 10cm部分の茎を採取し、試験に用いた。対照として、

GF191無処理のトマトの根と茎を使用した。根は丁寧に

ロックウールを除去した後、根と茎を別々にして水道水
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で洗浄した後、 0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液に 3分間

浸潰し、その後滅菌水で3回洗浄することで表面殺菌を

行った。根は lcm長に、茎は厚さ約 3mmの輪切りに切

断した後、それぞれの切片をベプトン・ PCNB培地

(Content; Difco Bacto Peptone 15.0g， KH2P04 1.0g， 

MgS04・7H200.5g， Streptomycin 0.3g， PCNB75%WP 1.0g， 

Agar 25.0g， Disti1led Water 1000ml)に置床した。 1反復あ

たり 10枚の培地を用い、 lシャーレあたりそれぞれ 10

切片を置床した。さらに、トマトの根と茎に生体重の 10

倍量の滅菌水を加え、ホモジナイザーで磨砕した

(8，000rpm、 10 分間処理)。磨砕液を滅菌水で 100~1 ，000

倍に希釈し、ベプトン・PCNB培地に 0.5mlを流し込み、

25
0

C、暗黒下で培養した。培養6日後に培地上に形成し

たGF191のコロニーを計測して、茎および根のF.equiseti 

菌量を算出した。

E equisetiを処理したトマト茎抽出液内での病原菌の胞

子発芽および増殖

第一章の試験2の終了時に、 GF191処理区、病原菌の

み接種区 (Pathogen)の導管褐変指数 1の茎を採取した。

また、対照として GF191無処理および病原菌無接種区

(Corr仕01)の茎も採取した。採取した茎はそれぞれを水

道水で洗浄した後、ホモジナイザーで磨砕した (8000中m、

10分間)。磨砕液は遠心分離器で 3，000rpm、10分間処理

し、得られた上清を 0.45阿nのミリポアフィルターで漏

過した。この櫨液をトマト抽出液として試験に用いた。

小型シャーレ (φ40mmx20mm) に 2mlの抽出液を入れ、

抽出液の表面にセロファンを浮かべ、その上にトマト根

腐萎凋病菌の胞子懸濁液 (5x105budding-cells/ml) 40μlを

接種した。 25
0

C、暗黒下で 12時間培養した後、 1シャー

レあたり 400個の胞子について発芽の有無を、 40個の胞

子について発芽管の長さを計測した。試験は4反復で行

った。さらに、 GF191のみを処理したトマト茎を別途準

備して、根腐萎凋病菌の胞子発芽および増殖試験を行っ

た。 GF191を播種時および大型ロックウールキューブ移

植時に前述と同様に処理した後、温室内で栽培管理した。

対照として GF191および病原菌無処理 (Corr仕01)を設定

した。トマトの茎は播種75日後に採取し、地際部から上

部 20cm部分を試験に用いた。前述と同様に抽出液を作

成した後、胞子発芽と胞子増殖に関する試験を行った。

胞子増殖は、 100mlのフラスコに 9mlの抽出液を入れ、

根腐萎凋病菌(1x 106budding-cells/ml) 1 ml ;を加え、振と

う培養器 (25
0

C、120rpm)で培養した。培養 1、3、5、7、

14および 21日後に培養液を採取し、血球計算盤を用い

て新しく形成された胞子の濃度を調査した。試験はそれ

ぞれ4反復で行った。

3.試験結果

トマト根と茎からの F.equisetiの再分離

GF191は播種25日後と 45日後のトマト根からそれぞ

れ 94.3%、 97.1%と高い頻度で再分離された (Table6)。

また、根での GF191の菌量は 25日後に 6.7xl03cぬ/g、45

日後には 16.7xl03cfu/gと2.5倍まで増加した。一方、茎

からは25日後および45日後においていずれも GF191は

再分離されなかった。

Table 6. Re-isolation and population of Fusarium equseti 

(GFI91) from roots and stems oftomato after seeding 

Treatment %問-isolatio明 ofGFl91 PopulationofGF191 (xI03c釦/g)

25 days 45 days 山
吋
一
日

0

GF191 roots 94.3 97.1 

0 stems 。

E equisetiを処理したトマト体内での病原菌の胞子発芽

および増殖

GF191を処理した後に根腐萎凋病菌を接種したトマト

茎抽出液中では、 12時間後の根腐萎凋病菌の胞子発芽率

と発芽管長が有意に抑制された (Table7L GF191のみを

処理したトマト茎抽出液中においても、同様に 8、10、

12時間後に根腐萎凋病菌の胞子発芽が有意に抑制され

た (Fig.7)。さらに茎抽出液中の根腐萎凋病菌の胞子増

殖を調査した結果、 GF191処理区の菌量は無処理区と比

較して培養3日後から 21日後まで無処理区の約 1/3と有

意に抑制された (Fig.8)。

Table 7. Effect of stem extracts from plants trea'旬dwith 

Fusarium equおetion spore germination and germling length 

of Fusarium 0巧叩orumf. sp. radicisーかcopersici

Treatments Discoloration 

severity 

Germination Germling length 

(%) (μm) 

70.0 a 2) 11.4 a 

85.5 b 14.8 b 

85.0b 14.8 b 

GF191 +Pathogen 

Pathogen 

Control 0 

1) Stem and root samples were collected 117 days after inoculation of 

FORL企om experiment 2. Germination and germling length 

determined 12 hours after incubation. Data紅 emeans of four 

replications with 200 and 40 spores per replication for germination 

and germling length， respectively. 

2) Values with same le出 rin each column紅白 notsi伊 ificantly

different (P=0.05) according to Fisher's protected least significant 

difference test 

4.考察

F. equisetiはコウライシパ根圏土壌から分離した植物

生育促進菌類 (PGPF)で、ベントグラス、コムギ、トマ

トおよびキュウリの生育を促進し、キュウリ立枯病
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害抑制が作用)に分類される (Mandeeland Baker， 1991， 

Postma and Rattink， 1992) 0 F. equisetiを処理したトマトは、

根腐萎凋病の発病を抑制するだけでなくトマトの茎内の

病原菌の菌量を抑制した。この結果は、Nelsonら(1992)

の非病原性 Fusariumを処理したトマトおよびキュウリ

は植物内で病原菌の増殖を抑制する報告と閉じであった。

また、 トマト萎凋病に対する抵抗性品種では、感受性品

種と比較して茎や根内の病原菌量が減少することが報告

されている (Elgersmaet al.， 1972; Stromberg and Corden， 

1977)。本研究において、 GF191を処理したトマトは、

茎内の病原菌量が低くなること、茎磨砕液中では病原菌

の胞子発芽と増殖が抑制されることが示された。このこ

とから、 GF191を処理したトマト内では、病原菌は感染

するものの増殖できないことが示唆された。

Benhamouら (1997)は、 Pythiumoligandrumがトマト

根腐萎凋病菌に対して抗菌作用をもたらすフェノーノレ物

質の蓄積を誘導することを報告している。さらに、

Stromberg and Corden (1997)はトマト萎凋病菌を接種

した抵抗性品種の茎抽出物は病原菌の生育に対して高い

抗菌活性を示すことを報告している。これまで、トマト

茎や根でのトマト萎凋病菌の抑制効果は、 トマチンやリ

シチンの蓄積と関係することが報告されている (Furuiet 

al.， 1998; Hammerchlag and Mace， 1975; Langcake et al.， 

1972; MacCane and Drysdale， 1975)。本研究においても、

F. equおetiを処理したトマト茎抽出物で病原菌の発芽や

増殖が抑制され (Table7， Fig. 7~8) 、 F. equisetiは植物内

成分に何らかの生理的な変化を誘導したことが示唆され

た。さらに、根に処理した F.eq山 etiは茎に移行しない

こと、 F.equおetiは根腐萎凋病菌に対して抗生、寄生など

の直接的な作用は示さないことから、 F.equisetiはの病害

抑制機構には抵抗性誘導が関与していることが示唆され

た。
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Suppression of spore germination of Fusarium 

oxysporum王sp.radicisーかcopersiciin stem extracts oftomato 

treated with GF 191. Asterisk denotes significant difference 

according to Student t-test at P = 0.05. 

(Pythium irre.伊 lare)、コムギ立枯病(Gaeumannomyces 

graminis var. tritici)などの土壌病害に対して発病抑制効

果を示すことが報告されている (Hyakumachi，1994)。ま

た、 PGPFは根の表皮や皮層外部に定着することが示さ

れ (Hyakumachi，1994; Shivanna et al.， 1996)、植物の根内

部又は外部に PGPFが継続的に存在することが植物の抵

抗性を誘導していることが示唆された (M田 raet al.， 

1995b)o GF191はトマト根から頻繁に分離され、その菌

量も播種25日後より播種45日後には増加することが示

された (Table6)。この結果から、 GF191が持つトマトの

根での高い定着能力が病害抑制効果に関与することが示

唆された。
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10 
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第三章 F. equi.児tiと生分解性ポットを用いた土耕栽培

トマト根腐萎凋病の生物防除

1.緒言

ここでは、植物生育促進菌類Fusariumequiseti GF191 

を用いて士耕栽培トマトにおける根腐萎凋病に対する防

除効果を検討した。 トマト根腐萎凋病菌 (Fusarium

oxysporum f. sp. radicisーかcopersici)は、土壌病原菌の一つ

で、厚膜胞子の形態で長期間土壌中に生存することが知

られている。岐阜県においてトマト栽培はその多くが土

耕で栽培されているため、根腐萎凋病が発生した園場は

土壌消毒を行う必要がある。しかし、クロノレピクリンを

用いた土壌消毒は高い殺菌効果が期待できるものの、作

業が困難である、消毒後に作付けするトマトの生育が過

繁茂になる等の問題が発生する。そのため、化学農薬を

用いた土壌消毒に変わる新たな防除技術の開発が必要不

可欠となっている。

25 

Fig. 8. Suppression of production of n巴wbudding-cells of 

Fusarium oxysporum f.sp. radicisーかcopersiciin extracts of 

stem of tomato treated with F. equiseti GFI91. Asterisk 

denotes significant difference according to Student t-test at P 

= 0.05. 
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生物防除に用いられる桔抗微生物の病害防除機構は大

きく 2つ(直接的に病原菌に作用、宿主植物を介して病
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土耕で栽培される作物の土壌病害に対して桔抗微生物

を用いた生物防除では、その防除効果が不安定になる場

合がある。その要因としては、土壌中の病原菌密度が高

いこと、土壌へ処理した措抗微生物が作物に定着しない

ことが挙げられる。そのため生物防除の効果の安定のた

めに、措抗微生物と化学的または物理的防除法を組み合

わせた研究が行われ、土壌消毒と Trichodermaharzianum、

亜鉛と Pseudomonas.Fluoresen旬、ペーパーポットと非病

原性Fusariumoxysporumを組み合わせることでフザリワ

ム病害に対して高い防除効果が得られることが報告され

ている (Katsubeand Akasaka， 1997; Du時 andDefago， 

1997; Sivanetal.， 1987)。

一般にトマトはビニールポットを用いて育苗した苗を

圃場に定植する方式で栽培されている。現在、農業生産

場面で発生する廃棄物の削減を目的にビニーノレ資材の代

替えとして生分解性資材を用いる動きが見られ、生分解

性マルチ、生分解性ポットなどが生産、販売されている。

生分解性ポットはトウモロコシなどの穀物を原料として

形成され、土壌中の微生物の働きでフkと二酸化炭素に分

解される。ペーパーポットを用いた移植栽塙が、ホウレ

ンソウ萎凋病、ジャガイモそうか病などの土壌病害を抑

制することが報告されたことから (Katsubeand Akasaka， 

1997; Naito et al， 1998)、ペーパーポットと同様の病害抑

制効果を期待して生分解性ポットを試験に用いた。

本研究では、 Fequisetiと生分解性ポットを組み合わせ

処理することで、土耕栽培のトマト根腐萎凋病に対して

安定して高い防除効果が得られるかを検討した。

2.材料および方法

供試植物

トマトは全ての試験で、品種「ハウス桃太郎」を用い

た。種子は前述(第一章-2) のとおりに表面殺菌を行っ

た後、試験に用いた。

供試微生物および培養

措抗微生物は、 Fusariumequiseti GF191を用い、病原

菌はFusariumoxysporum f. sp. radicis-lycopersici (FORL) 

のR刑 1菌株を用いた。 GF191とFORLは前述のとおり

に培養して得られた胞子懸濁液を用いた。

トマト根腐萎凋病の防除効果試験

培養土(スターベット)を入れた 128穴セルトレイに

GF191の胞子懸濁液(濃度 107budding-cells/ml)を 10ml

処理した後、トマトを播種した。温室内で 19~25 日間育

苗した後、径 12cmのポットへ移植するとともに、再度

GF191胞子懸濁液(濃度 107budding-cells/ml)を 100ml

処理した。試験 1では、生分解性ポット(以降 BPと称

す)は移植時から用い、試験2および3では、移植時に

はビ、ニールポットを用い、病原菌汚染土への定植前日に

径 12cmの BPへ苗を移し替え、 BPとともに病原菌汚染

圃場に定植した (Fig.9， 10-B)。園場の病原菌密度は、

試験 lでは 5x102cfu/g、試験 2と3は 104cfu/gであった。

その後、根腐萎凋病の発病を調べるとともに、試験 1で

は定植 131日後、試験 2では定植 149日後、試験 3では

定植 135日後にそれぞれトマトを引き抜き、導管褐変の

程度を調査した (Fig.9)。なお、発病調査基準は前述の

とおりである。栽培期間は、試験 1では 2001年 9月 7

日 ~2002 年 l 月 16 日、試験 2 では 2002 年 1 月 22 日 ~4

月 12 日、試験 3 では 2002 年 10 月 21 日 ~2003 年 3 月 5

日であり、それぞれ暖房機で加温したビニールハウス内

で行った。また、試験 1は l区3株の 3反復、試験2お

よび3は l区 10株の 3反復で行った。

なお、生分解性ポットは東海化成(株)の径 12cmのポッ

ト(商品名:To生分解ポット)を用いた。

トマト茎内 Fusariumoxysporum菌量

試験 3の終了後にそれぞれの処理区のトマト茎内の病

原菌の菌量を調べた。調査方法は前述(第一章-2) のと

おりである。

トマト根と根国土壌中の病原菌およびF.equisetiの推移

試験 3において、 トマトの根と根圏土壌中の病原菌

(FORL)の菌量を調査した。 トマトの根と土は病原菌

汚染聞場へ定植 15、45、60、90および 120日後に採取し

た。トマトの根と土は、生分解性ポット (BP、径 12cm)

の内側から採取し、 BP未使用区は BP区と同様の部位か

ら採取した。採取した根は、水道水でフk洗した後、生体

重の 10倍量の滅菌水を加え、ホモジナイザーを使用して

磨砕した(約 8，000rpm、10分間)。磨砕液は 2重のガー

ゼを用いて櫨過した後、滅菌水を用いて1O~1 ，000 倍に

希釈して駒田培地 (Foxysporum選択培地)に 0.5mlを流

し込み、 25
0

C、暗黒下、 6日間培養後、培地上に形成さ

れた F oxysporumのコロニーを計測し、根 19当たりの

菌量を算出した。採取した土は、滅菌水を用い1O~1 ，000

倍に希釈した後、駒田培地を用いて同様に調査して、土

19あたりの菌量を算出した。駒田培地はそれぞれ反復あ

たり 6枚使用した。

トマトの根と根圏土壌中の F equiseti菌量は、駒田培

地に代わりベプトン・ PCNB培地 (Content;Difco Bacto 

Peptone 15.0g， KH2P04 1.0g， MgS04 ・7H20 0.5g， 

Streptomycin 0.3g， PCNB75%WP 1.0g， Agar 25.0g， Distilled 

Water 1000ml) を用いて上記と同様に調査した。

試験はそれぞれ l区3株からトマトの根および土を採

取し、 3反復で行った。
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Fig. 10. Control against Fusarium crown and root rot of tomato in a soil system by combination of a plant growth 

promoting fungus， Fusarium equiseti， and biodegr叫 ablepots (BPs). 

(A) Experiments were conducted in greenhouses. Although control plants (not inoculated with F equiseti and BPs not used) were 

wilted by FCRR， treated plants were healthy. 

(B) The seedlings with the BPs were transplanted into artificially pathogen-infested soil. 

(C) The BPs was decomposed at end ofthe experiment. 
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Table 8. Effects oftreatment with Fusarium equiseti alone (GFI91)， BPs alone ( BPs) and F. equiseti combined with BPs (GF191 + 

BPs)， against FCRR oftomato caused by F. 0別 :porum王sp.rdicisーかcopersiciin soil system 

Treatment 

GFI91+BPs 

GF191 

BPs 

Pathogen 

Experiment 1 

Discoloration
1
) Protection 

seventy % 

18.5 a2) 58 

ND3) 

48.1 b -8 

44.4 b 

Experiment 2 Experiment 3 

Discoloration Protection Discoloration Protection 

seventy % seventy % 

3.7 a 87 13.7 a 81 

11.1 ab 62 34.8 ab 53 

16.7 ab 44 26.7 ab 64 

29.6 b 73.3 b 

Experiments 1，2 and 3 were conducted from September 7， 2001 to January 16，2002; January 22 to April 12，2002; and October 21， 2002 to March 

5， 2003， resp巴ctlV巴ly.The data were taken 131 days， 149 days and 135 days after transplanting to pathogen-infested soil in experiments 1， 2 and 3， 

respectively. BPs were used while seedlings in experiment 1， and while transplanting seedlings to pathogen-infest巴dfield in experiments 2 and 3. 

1) Discoloration severity = (3A+2B+C)/3N* 100. Number ofplants on A: scale 3; B: scale 2; C: scale 1; and N: total number ofplants. Discoloration 

scale: 0: no vascular discoloration; 1: <33%; 2: >33 to 67%; 3:>67 to 100% discoloration ofvascular tissue/cortex/xylem 

2) Values with same letter in each column are not significantly different (P=O.05) according to Fisher's protected least significant difference test. 

3.試験結果

トマト根腐萎凋病の防除効果

試験 lにおいて、 Fusariumequおeti(GF191)と生分解性

ポット (BP)の組み合わせ処理区は、導管褐変度から算

出した防除価 58 とトマト根腐萎凋病の発病を抑制する

ことができた (Table8)。一方、 BP区は防除効果が認め

られなかった。 BPは、植物の根と病原菌を物理的に遮断

することで防除効果を得るものと考えられるが、試験 l

では育苗時の温度が高く、育苗時にも一部の BPで分解

が観察された。そのため、病原菌汚染圃場に定植した後

の BPによる遮断効果が低く、防除効果が認められなか

ったと考えられた。そこで、試験 2、3では、 BPを圃場

定植直前に用いることで、より長期間に渡りトマトの根

と病原菌の遮断を図った。その結果、試験 2、3では、

GF191 と BPの組み合わせ処理区の発病は低く推移し

(Fig. 11)、試験終了時の導管褐変度から算出した防除価

はそれぞれ 88、81と高い防除効果が認められた (Table8)。

また、試験 2、3では、 GF191および BP単独処理でもそ

れぞれ防除効果が認められた。

トマト茎内 Fusariumoxysporum菌量

試験 3でトマト茎内の病原菌量を調査した結果、

GF191処理区の指数 l、2、3および平均の菌量は、無処

理 (Pathogen)と比較して有意に低かった(Table9)。また、

GFI91とBP組み合わせ区の平均の菌量も無処理と比較

して約1/33と低かった。また、 BP処理区の指数 l、2、3

および平均の菌量の、無処理と比較して有意に低かった。

Table 9. Effects of Fusarium equiseti alone (GF191)， BPs alone (BPs) and F. equiseti combined with BPs (GF191 + BPs) treatments 

on population density of F. 0砂'sporum王sp.radicisーか'copersiciin tomato stems collected 0・20cm above soil surface in Experiment 

3 

FORL population in different discoloration scale Average FORL1
) 

Treatment (xl02cfu/g fresh weight) population (xl 02cfu/g 

。 2 3 合巴shweight) 

GF191 + BPs 12.8 b2) (58.6i) 5.1 a(41.4) n.s. 4)( 0.0) nふ(0.0) 9.1 a 

GF191 0.1 a (31.0) 1.5 a (41.4) 3.2 a (17.2) 12.4 a (10.3) 3.7 a 

BPs 18.8 b (45.0) 21.3 a (35.0) 28.6 a (15.0) 56.7 b (5.0) 30.0 a 

Pathogen n.s. ( 0.0) 373.6 b (26.7) 333.8 b (26.7) 264.3 c (46.7) 306.1 b 

Data were recorded at end of experiment 3 (135 days after transplanting to artificially pathogen-infi巴stedsoil). 

1) Average FORL population = L (population of different discoloration scale oftomato's stem xweight) I total weight. 

2) Values with same letter in each column are not significantly different (P=0.05) according to Fisher's protected least significant difference test. 

3) % of plants in discoloration scale 

4) no sample. 
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では定植 15日後から急速に増加し、定植 60日後には最

大 2.7x104cfu/gで、あった。一方、 GF191とBPの組み合わ

せ処理区の病原菌量は試験期聞を通じて有意に低く、無

処理区の菌量の O.6~31.9%であった。

トマト根の Fequiseti菌量は、 BPの有無に関わらず高

く推移した (Fig.13)0 GF191はトマト根に対して定着性

が高いため、 BP使用の効果が表れなかったと思われる。

また、根圏土壌中の Fequiseti菌量は、 BPとの組み合わ

せ処理区は GF191単独処理区と比較して試験期間を通

じ高く推移した。
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Fig. 12. Population of Fusarium oxysporum 王 sp.

radicisーかcopersiciin soil around roots and tomato roots 

treated with F equiseti alone (GFI91)， BPs alone (BPs) and F 

equiseti combined with BPs (GF191 + BPs) in experiment 3. 

Values with same letter in each column are not significantly 

different (P=O.05) according to Fisher's protected least 

significant difference test. Bars， standard error ofmeans. 
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Fig. 11. Progress of disease severity of foliar symptoms 

caused by Fusarium oxysporum王sp.radicis-lycopersici on 

tomato treated with F equiseti alone (GF191)， BPs alone 

(BPs) and F equiseti combined with BPs (GF191 + BPs) in A， 

experiment 1; B， experiment 2; and C， experiment 3. Data are 

the means ofthree replications with ten plants per replications. 

Values with same letter in each column are not significantly 

different (P=O.05) according to Fisher's protected least 

significant difference test. Bars， standard error ofmeans. 

4.考察

Sivanら (1987) は、土耕栽培トマトの根腐萎凋病に

対して、日chodermaharzianumのみでは不十分で、臭化

メチルを用いた土壌消毒との組み合わせ処理で十分な防

除効果が得られたことを報告している。一般に、土壌中

の根腐萎凋病菌の菌量が高い場合は土壌消毒を行い、菌

密度を下げる必要がある。しかし本研究では、試験2、3

のように土壌中の根腐萎凋病菌の密度が高い固場

トマト根と根圏土壌中の病原菌およびF.equisetiの推移

根圏土壌中の病原菌量は、無処理区 (Pathogen) では

定植 45 日後から急速に増加し、定植 90 日後には

1.4x 104cfu/gと高かった (Fig.12)。一方、 GF191とBP

の組み合わせ処理区 (GFI91+BP) の病原菌量は、試験

期間を通じて有意に低く、無処理区の菌量の 4.3~16.7%

であった。また、 GF191単独、 BP単独処理区でも病原菌

量は低く推移した。 トマトの根の病原菌量は、無処理区
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(104cfu/g) においても、 F.equisetiと生分解性ポットを

組み合わせ処理することで根腐萎凋病の発病を抑制する

ことが可能で、あった。
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Asterisk denotes significant difference according to Student's 

t-t巴stat P=O. 05. Bars， standard e汀orofmeans 

養液栽培でのトマト根腐萎凋病の試験では、 fぞequiseti

は発病抑制効果とともにトマト茎内での病原菌の増殖抑

制効果を示した。土耕栽培の試験でも同様に、 GFl91処

理は発病抑制効果とトマト茎内の病原菌量の抑制効果を

示した。このことから、 F.equisetiは植物内成分に何らか

の生理的な変化を誘導し、それは栽培方式(養液、土耕)

にかかわらず発生することが示唆された。この発病抑制

機構の解明は今後の課題となっている。

一般に、結抗微生物を用いた生物防除を土壌病害の防

除に用いると防除効果が不安定になる場合がある。この

防除効果の不安定の原因には、次の要因が挙げられる。

①微生物が土壌中の環境ストレス(他の微生物との競合、

温度、湿度条件など)により植物に定着しない、②植物

を定植した後、植物体上で病原菌が急速に増殖する。そ

の結果、桔抗微生物を処理しでも発病抑制効果が不十分

になると考えられている。今回、 GF191単独処理区は定

植 90日までのトマトの根、根圏土壌の病原菌量の低下を

示した。また、 BPも試験期間を通じてトマトの根、根圏

土壌中の病原菌量は無処理と比較して低く推移した。さ

らに、 BPとGF191を組み合わせることで、根園土壌中

の F.equiseti菌量は高く推移し、病原菌量は無処理と比

較して顕著に低く推移した。これらのことから、 BPは土

壌中とトマト根での病原菌密度の増加を抑制し、桔抗微

生物の定着を促進する効果があることが示された。この

ことが、措抗微生物と生分解性ポットを組み合わせて処

理すると防除効果が向上した要因と考えられる。

これまで、の研究で，Fusariumequisetiと生分解性ポット

の組み合わせ処理はトマト根腐萎凋病のみならず、 トマ

ト萎凋病および褐色根腐病に対しでも高い防除効果を示

した (Horinouchiet al.， 2002; Miyake et al.， 2008)。生分解

性ポットは、移植栽培を行うキュウリ、イチゴなどの作

物で使用可能であるため、本技術は桔抗微生物を用いた

生物防除の実用化に貢献できると思われる。

しかし、分解性ポットを用いる場合に幾つかの注意点

と課題がある。一つは、圃場への定植初期に植物の根が

生分解性ポットの内側でしか伸長しないため、水管理に

は十分な注意が必要なことである。この点は、潅水方法

を改善することで容易に解決する。次に、生分解性ポッ

トの分解速度は定植時の地温、土壌水分、製品の種類に

よって異なることである。分解速度は防除効果へ及ぼす

影響が強い。現在、生分解性ポットの分解時間と発病抑

制効果の関係は不明であるため、今後、さらなる研究が

必要である。また、生分解性ポットは現在、材料や分解

時間が異なる製品が販売されている。病害防除に有効な

生分解性資材の探索も今後の課題である。実用上の大き

な問題として、生分解性ポットの価格がビニーノレポット

と比較して高いことである。しかし、生分解性ポットは

ビニールポットと違い産業廃棄物にならないため、環境

負荷軽減に有効な手段して期待されている。実際、造園、

鉢花分野において生分解性ポットの利用が広がりを見せ

ている。今後は、幅広い分野で利用され、その価格も下

がることが期待される。

第四章.F. equおetiによるホウレンソウ萎凋病の生物防除

1.緒言

ホウレンソウ萎凋病は Fusarium oxysporum 

Schlechtend: Fr. f. sp. spinaciae (Sherb) W.C. Snyder & H.N. 

Hans (FOS)によって引き起こされる病害である。本病に

発病したホウレンソウは、発芽初期の立枯れ、葉の黄化、

株の萎凋、枯死の症状と根内部の導管褐変症状を示す(

Fig. 14) 0 F. 0砂'sporumは特徴的な大型分生子、小型分生

子および厚膜胞子を作ることが知られているが、厚膜胞

子は長期間土壌中で生存するため、連作障害の一因にも

なっている。対策は化学農薬を使用した土壌消毒が有効

で、夏どりホウレンソウ産地ではクロノレピクリンを用い

た土壌消毒が行われている。
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Fig. 14. Syptoms of(A) foliar and (B) root inside ofFusarium 

wiIt of spinach 

これまで、ホウレンソウ萎凋病に対する生物防除に関

する研究の報告は少なく、非病原性Fusariumo.x戸;porum

(Katsube and Akasaka， 1997)、 弱病原性2核 Rhizoctonia

(Muslim et al.， 2003)、Enterobactercloacae (Tsuda et al.， 

2001)と僅かである。勝部 ・赤坂 (1997)は、ペーパーポ

ットを用いた移植栽培技術がホウレンソウ萎凋病に対し

て有効で、非病原性Fo.砂'sporumとペーパーポッ トを組

み合わせる ことで高い防除効果が得られる ことを報告し

た。

そこで、ここではFusariumequisetiとペーパーポット

を用いた移植栽培技術を組み合わせホウレンソ ウ萎凋病

に対する発病抑制効果を検討した。

2.材料および方法

供試植物

全ての試験において、ホウレンソウは品種「サンライ

ト」を使用した。サンライトはホウレンソウ萎凋病に対

して感受性の品種である。試験前には、ホウ レンソウ種

子は 1%の次E塩素酸ナトリウム溶液に 15分間漫潰 し、

その後滅菌水で3回洗浄することで表面殺菌を行った。

供試微生物

措抗微生物は、 Ftιsariumequiseti (GFI83)を試験に用い

た。GFI91はトマト根腐萎凋病で高い発病抑制効果を示

したが、 GFI83はホウレンソウ根に GFI91より高い定着

性を示したことから、 GFI83を選定した。萎凋病菌は岩

手県農業試験場から分譲された Fusarium0砂'sporum王sp.

spinaciae (FOS)の SIID-4菌株を用いた。

GF183とFOSは、前述(第一章-2)のとおりに培養し

て得られた胞子懸濁液を試験に用いた。

ホウレンソウ萎凋病の防除効果

試験 1~3 は、培養土(スターベット、全農岐阜) を入

れた 28.0x58.0mmのペーパーポット(規格 V4、日本甜

菜製糖(株))に 、GF183 の胞子懸濁液(濃度 107

budding-cells/ml)を 10ml処理した後、ホウレンソウを播

種した。温室内で約 14日間育苦した後、ペーパーポット

苗を雨よけハウス内のコンクリートブロック

(50xI00x80cm) 内の病原菌汚染土(病原菌密度

1 x 104Cfu/g) に定植した (Fig.15、16)。試験 4および 5

は、 GF183の3つの処理方法による発病抑制効果を検討

した。 GFI83を播種時に l回、移植前日に l回、播種時

と移植時の 2回処理する区を、試験 5では、さらに汚染

土に種子を直播する区を設定した。
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Fig. 16. Etfects of PGPF Fusarium equiseti GFI83 against 

Fusarium wi1t of spinach in (A) experiment 4 and (B) 

experiment 5. 

試験 1 は 1999 年 5 月 18 日 ~6 月 9 日、試験 2 は 2000

年 6 月 4 日 ~28 日、試験 3 は 2003 年 6 月 28 日 ~7 月 28

日、試験 4 は 2004 年 5 月 26 日 ~6 月 18 日、試験 5 は 2006
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年 6 月 6 日 ~7 月 5 日に雨よけハウス内で行い、それぞ

れ汚染土定植 22S， 24日、 27日、 22日、 26日後に発病

を調査した。外観の発病は指数 0~4 (指数 0:発病が認

められない、 1:下葉が黄化、 2:株が軽く萎凋、 3:株が

激しく萎凋、 4:株が枯死)の 5段階で調査し、発病度を

算出した。

ホウレンソウ根内Fusariumoxysporum菌量

試験4の終了後、ペーパーポット内の根を導管褐変指

数別に採取した。その後、水道水で水洗し、それぞれ生

体重の 10倍量の滅菌水を加え、ホモジナイザーを使用し

磨砕した (8，000rpm、5分間)。磨砕液は2重のカーゼを

用いて漉過した後、滅菌水を用いて1O~1 ，000 倍に希釈

して駒田培地に 0.5mlを流し込み、 25"C、暗黒下で6日

間培養後、培地上に形成されたRo.砂'sporumのコロニー

を計測して、根 Ig当たりの菌量を算出した。処理区の根

内の平均病原菌量は、下記の式を用いて算出した。

Average FOS pupulation (根内の平均病原菌量)

=(PoA+P)B+P2C+P3D)lNx 100 

Po:導管褐変指数 Oの根、 P):指数 lの根、 P2:指数 2

の根、 P3:指数3の根の病原菌量を示す。

A:指数 0の根、 B:指数 1の根、 C:指数2の根、 D:

指数3の根、 N:全ての根の生体重(g)を示す。

導管褐変指数 0:地際部の根の導管に褐変が見られない、

1 :導管の 113 以下が褐変、 2: 導管の1/3~2/3 が褐変、 3:

導管の 2β 以上が褐変。

ホウレンソウ根抽出液中の萎凋病菌の増殖

試験4の終了時に、 GF183の播種時 1回処理区、病原

菌接種区(Pathogen)の導管褐変指数3、無処理区(Control)

の導管褐変指数0のホウレンソウ根をそれぞれ採取して

試験に用いた。また、 GF183のみを処理したホウレンソ

ウを別途栽培し、播種 30日後に根を採取して試験に用い

た。ホウレンソウ根に生体重の 10倍量の滅菌水を加え、

ホモジナイザーで磨砕した (8，000rpm、5分間処理)。磨

砕液を遠心分離器で処理し (3，000rpm、10分間)、得ら

れた上清を 0.45問nのミリポアフィルターで糠過した。

この漏液をホウレンソウ根抽出液とした。 9mlの抽出液

を入れた 100mlフラスコにい106budding-cells/mlの萎凋

病菌 lmlを加え、振とう培養器で培養した。培養 1、3、

5および 7日後に培養液を採取し、新しく形成された胞

子を血球計算盤を用いて調査した。試験は4反復で、行っ

た。

3.試験結果

発病抑制効果

試験 1、2および3において、 RequおetiGF183処理区

は萎凋病の発病を有意に抑制し、防除価はそれぞれ91.8、

51.5、79.9であった (Table10)。試験4では、 GF183の

播種時 l回処理、播種および移植前日の 2回処理は、防

除価 52.5、58.1と発病抑制効果が認められたが、移植前

日 1回処理は発病抑制効果が認められなかった (Table

11)。試験 5では、 GF183の播種および移植前日の 2回処

理は、播種時 1回処理より高い防除効果を示し、直播区

と比較すると GF183の2回処理区は高い防除効果であっ

た(防除価 94.8)。

Table 10. Effects of Ftιmrium equiseti GF183 on disease 

severity of Fusarium wi1t of spinach caused by R 0.砂'sporumf. 

sp.sp初α'ciaeunder polytunnel conditions. 

Treatment Diseぉeseverity 

GF 183 + Pathogen 

Pathogen only 

ControI 

Exp.I 

3.4 b 

41.7 c 

0.0 a 

2

-

b

c

a

 

E

9

1

0

 

x一
之

ド

L
H
O

E
-
2

幻

1

主E:2
6.3 b 

31.3 c 

0.0 a 

Disease severity = (4A+3B+2C+D)/4N*IOO. A: number ofplants on 

scale 4; B: number ofplants on scale 3; C: number ofplants on scale 

2; D: number of plan臼 onscale 1; N: totaI number ofplants. Disease 

scale; 0: no disease; 1・yeIIowing;2: sIight wiIt; 3: heavy wiIt; and 4: 

dead. 

Values withぬes釘neIetter in each column are not significantly 

different (P<O.05) according to Fisher's protected Ieast signific釦 t

di仔erencetest. 

ホウレンソウ根内Fusariumoxysporum菌量

試験4において、 GF183播種時 1回処理区、 GF183播

種および移植前日の 2回処理区のホウレンソウ根内の平

均の病原菌量は病原菌処理区と比較してそれぞれ約 1/7

e有意に少なかった (Table12)。また、 GF183を処理し

た区では、導管褐変指数が 3と発病が激しい個体でも根

内の病原菌量が有意に少なかった。

ホウレンソウ根抽出液中の萎凋病菌の増殖

試験4から得られた GF183を処理したホウレンソウ根

抽出液での萎凋病菌の胞子濃度は、培養 3、5および 7

日後で無処理区の約 1β と有意に抑制された (Fig.17・A)。

また、病原菌処理区と比較しでも培養 3および7日後は

有意に低かった。

GF183のみを処理した(病原菌は無接種)のホウレン

ソウの根抽出液中においても、萎凋病菌の胞子濃度は無

処理と比較して培養 3日後から有意に抑制され、無処理

と比較して約1I4~1β と低かったσig.17・ B)。
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Table 1l. Effects of single and double application of Fusarium equiseti GF 183 on disease severity of Fusarium wilt of spinach 

caused by F oxysporum王sp.spinaciae under polytunnel conditions. 

Treatm巳nt Disease severity 

Exp.4 Exp.5 

GF 183 single application at seeding + Pathogen 41.6 b 20.4 bc 

GF 183 single application one day before transplanting + Pathogen 71.3 bc ND 

GFI83 double application at both seeding and one day before transplanting + 
Pathogen 

36.7 ab 4.6 b 

Pathogen only 87.5 c 36.1 c 

Direct sowing + Pathogen ND 89.8 d 

Control 0.0 a 0.0 a 

ND: Not done. Values with the same letter in each column are not significantly different (P<0.05) according to Fisher's protected least significant 

difference test 

Table 12. Effects of Fusarium equiseti GF183 treatments on population density of Fusarium oxysporum王sp.spinaciae in roots of 

spinach in experiment 4. 

Treatment FOS populations in differ巴nt Average 

discoloration scores population ofFOS 

(x 1 02cfu g-1 fresh weight) (xl02cfu g-1 

GF 183 single application at seeding 

+ Pathogen 

GF183 double application + 
Pathogen 

Pathogen only 

Control 

n.s.: No sample. 

。
7.9 b 21.3 

7.3 b 55.0 

n.s. n.s 

0.0 a n.s 

2 3 fresh weight) 

43.3 a 353.3 a 98.9 b 

73.3 ab 264.0 a 96.5 b 

95.3 b 1453.3 b 673.0 c 

n.s. n.s. 0.0 a 

Values with th巴sameletter in each column are not significantly different (Pく 0.05)according to Fisher's protected least significant difference t巴st

4.考察

F equiseti GF183は5回の試験を通じてホウレンソウ萎

凋病の発病を抑制し、その防除価は 43.5~9 l.8 で、あった。

GF183による防除効果は、処理方法が若干異なるものの

非病原性 F oxysporumによる防除効果 (Katsubeand 

Akasaka， 1997) とほぼ同じ結果で、あった。

GF183の処理時期を検討した結果、移植前日 l回処理

では防除効果が認められなかったが、播種時 l回処理、

播種時および移植前日の 2回処理は防除効果を示した。

このことから、 GF183の処理は移植前日より播種時が適

すると考えられた。また、 2つ処理の間で有意な差は見

られなかったが、 GF183の2回処理は播種 l回処理と比

較して高い防除効果が得られたことから、 GF183の定着

を促進する 2回処理は有効であると考えられた。

ホウレンソウ根内の病原菌量を調査した結果、 GF183

を処理したホウレンソウの根では病原菌の菌量が有意に

低かった (Table12)。このことから、病原菌は GF183を

処理したホウレンソウ根内へ侵入するものの、根内で増

殖できないことが示唆された。また、 GF183を処理し、

その後病原菌汚染土で生育したホウレンソウの根の抽出

液中では、病原菌の増殖を顕著に抑制し (Fig.17・ A)、

GF183のみを処理したホウレンソウの根抽出液でも同様

に病原菌の増殖抑制効果が認められた (Fig.17-B)。こ

のことは、 GF183を処理することでホウレンソウ体内で

病原菌に対する何らかの抗菌物質が生産され、それによ

って病原菌の進展や増殖が抑制されると考えられた。今

後、 GF183処理によりホウレンソワ植物体内で抗菌物質

の生産が誘導されるかを調べる必要がある。このホウレ
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発病を抑制するためには、権病根の除去が必要と考えら

れた。

今回、ペーパーポットを用いた移植栽培技術と R

equisetiを用いた生物防除技術を組み合わせることでホ

ウレンソウ萎凋病の防除効果が可能であった。しかし、

移植栽培技術がホウレンソウ栽培では導入されていない

点を考慮すると、今後、 Requisetiの処理方法の検討が必

要である。

ンソワ体内での病原菌の増殖抑制は、 トマト根腐萎凋病

の試験と同様の結果を示したことから、 Requおetiは様々

な植物に同様の現象を引き起こす可能性が示唆された。

(A) 

第五章総合考察

岐阜県において、 トマトとホウレンソウは、それぞれ

の産地において病害対策(土壌病害、葉かび病等)を含

めた品種の選定や栽培時期、栽培法などの改良を行うこ

とで主要な野菜栽培品目の地位を維持している。実際に

冬春トマト産地では、栽培品種が根腐萎凋病に擢病性の

「ノ¥ウス桃太郎」から耐病性を持つ「桃太郎 JJに変わ

ったことから、根腐萎凋病の発生は減少している。しか

し、産地では青枯病および褐色根腐病が引き続き発生し、

土壌病害に対する対策は必要不可欠となっている。また、

トマト萎凋病(病原菌:Fusarium ocsporum f. sp. lycopercisi) 

は、研究開始時には岐阜県ではレース lおよび2抵抗性

品種を用いることで、その発生は抑制されていた。しか

し、 1997年に福岡県でトマト萎凋病菌レース 3の発生が

報告されて以降、その発生は各地に拡大し、岐阜県でも

2009年に西濃地域の施設栽培トマトでレース 3による萎

凋病が発生した。このことは抵抗性品種のみでは病害抑

制が困難であることを改めて認識させられることで、あっ

た。

ホウレンソウ栽培では、萎凋病に対する耐病性品種が

いくつか市販されるものの、その発病抑制効果は不十分

である。また、化学農薬(クロルピクリン)を用いた土

壌消毒法にかわる新たな土壌消毒法の取り組みが行われ

ているが(熱水土壌消毒、還元土壌消毒など)、その技術

には機材コスト、効果が不安定である点など解決すべき

問題が残されている。夏どり産地では、ホワレンソウは

年 4~5 作と連続して栽培されている。同様に連作される

サラダナでは、萎凋病汚染圃場でクロルピクリンを用い

た土壌消毒を行った後、サラダナを 1作栽培することで

病原菌量が作付け前の 100倍に増えることが報告されて

いる(西村， 2006)。夏どりホウレンソウの萎凋病が発病

した圃場の土壌中では病原菌量が高いことが報告され

(Naiki and Morita， 1883)、本研究においても、発病した

ホウレンソウの根内の萎凋病菌量は高かった。これらの

ことから、萎凋病菌汚染圃場では土壌消毒を行ってもそ

の後ホウレンソウを作付けすることで、病原菌量は容易

に高くなることが示唆される。そのため、夏どりホウレ

ンソウ産地では毎年の土壌消毒は必要不可欠な状況にあ

る。

トマト根腐萎凋病の生物防除試験では、非病原性

* 

Fig. 17. Suppression of production of new budding-cells of of 

Fusarium oxysporum王sp.spinaciae in extracts of root of 

spinach (A) treated with R equiseti-GF183 and pathogen， (B) 

treated with R equiseti-GF183 and unchallenged with 

pathogen. Values with the same letter in each column are not 

significantly different (Pく0.05) according to Fisher's 

protected least significant difference test. An asterisk denotes 

a significant difference according to Student's t-test at Pく0.05.

Bars indicate standard eηor ofmeans. 
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萎凋病に擢病したホウレンソウの根圏土壌では、病原

菌量が高いことが報告されている (Naikiand Morita， 

1983)。今回の試験で、萎凋病に擢病したホウレンソワの

根内の病原菌量は1.5x 105 cfu/ gと高かった (Table12)。

ホウレンソウは地上部のみを収穫して、根は固場に残す。

そのため、擢病した根が圃場に残されると土壌中の病原

菌密度は急速に高くなることが示唆された。岐阜県高冷

地のホウレンソワは年に 4~5 団連続して栽培されてい

る。そのため、 2作目の播種前に土壌消毒を行っても、

その後の栽培期間中に土壌中の病原菌密度が高まり、次

年度の萎凋病を誘発する悪循環が続いている。萎凋病の
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Fusarium 0砂'sporumは高い防除効果を示すことが報告さ

れている。本研究でも非病原性Fo.砂sporumF13菌株は、

これまでの報告と同様に高い防除効果を示し、試験 1~3

での防除価(外観の発病度から算出)は 52~81 で、あった。

試験4においても F13は病原菌接種 120日後には防除価

67と高い防除効果が認められたが、試験終了時(接種 140

日後)の防除効果は防除価 24と低かった。一方、植物生

育促進菌類Fusariumequisetiは養液栽培のトマト根腐萎

凋病に対して安定して高い防除効果を示し、その防除効

果は防除価 63~100 と高かった。このことから、Fequiseti 

はトマト根腐萎凋病に対して有望な生物防除エージェン

トであることが示された。 Fequisetiを橋種時および移植

時の 2回処理することで、その発病抑制効果は病原菌接

種後 140日間と長期に渡り持続した。今後、 F equiseti 

の処理時期、処理回数を検討することで防除効果はさら

に長期間持続可能と考えられる。これらのことから、養

液栽培では F equisetiを用いた生物防除は現場で利用可

能であることが示唆された。

土耕栽培の根腐萎凋病に対しては、Fequiseti単独処理

でも防除価 53~62 と防除効果が認められた。しかし、ト

マト栽培では病害による枯死株は収量の減少に直結する

ため、より高い防除効果を得る必要があった。そこで、

F. equisetiを処理して育苗したトマト苗を生分解性ポッ

トと一緒に汚染園場に定植した結果、防除価 87と高い防

除効果を得ることができた。生分解性ポットはその物理

的遮断効果で定植作業や潅水による病原菌の根圏汚染を

防ぐ効果があることが示唆された。実際に、生分解性ポ

ットの中の病原菌量は未使用の場合と比較して有意に低

く、 F.equisetiと生分解性ポットを組み合わせることで顕

著に低かった。また、 トマトの根での病原菌量も同様に

F. equisetiと生分解性ポットの組み合わせ処理区では顕

著に低かった。さらに、生分解性ポットは根圏土壌中の

F. equiseti菌量を高い状態で維持する働きがあった。これ

は、生分解性ポットによって培養土で定着した F.equiseti 

が土壌中(圃場)の他の微生物との競合の影響を受けに

くくなったものと考えられた。これらのことから、生分

解性ポットを用いることで、これまで措抗微生物を用い

た生物防除の弱点である効果の不安定を解決することが

可能であると考えられた。

ホウレンソウ萎凋病は、根の導管内で増殖して、通水

機能を低下させるため、葉の黄化、萎れ、枯死症状を引

き起こす。ホウレンソウは葉部を出荷するため、萎凋病

に対しては高い防除効果が求められている。すなわち、

トマトでは発病初期の症状である葉の黄化は、ホウレン

ソウでは収穫不可能な状態を示す。本研究でFequiseti 

はホウレンソウ萎凋病に対しでも防除効果が認められた。

しかし、その防除効果はペーパーポットを用いた移植栽

培技術との組み合わせ効果であった。研究開始当初、ペ

ーパーポットを用いた移植栽培法の試験が日本各地で行

われていた。そこで、 トマトと同様にFequisetiを処理

したホウレンソウ苗を移植して萎凋病に対する生物防除

試験を行った。しかし、ホウレンソウの 10a当たりの栽

培株数は約 80，000株とトマト(約 2，000株110a) と比較

して多くの苗が必要となる。また、ホウレンソウは年4

~5 作行われることから移植栽培を行うに当たり必要な

苗を確保する場所と手聞が必要となる。このことから、

ホウレンソウ移植栽培は普及していない。措抗微生物の

処理方法として、 Trichoderiam菌を用いた水稲種子への

処理(熊倉ら， 2003) をはじめワ夕、コムギ、エンドウ、

キュウリ、 トマトなど様々な植物への研究事例がある。

そこで、 Fequisetiの胞子懸濁液へ浸潰したホウレンソウ

種子を用いて萎凋病の防除試験を行った結果、防除効果

は不十分で、あった。これはホウレンソウ種子に付着した

F equisetiのみでは、播穫後に発芽したホウレンソウ根が

病原菌の感染、増殖を抑制することが出来なかったため

と示唆された。また、移植前日にFequisetiを処理した

ホウレンソウ苗では、萎凋病の発病抑制効果が低かった

ことから、 Fequisetiの定着はホウレンソウに対しては時

聞が必要であることが示唆された。現在、ホウレンソウ

萎凋病の生物防除に関しては、桔抗微生物の処理方法が

大きな課題となっている。

本研究では、最初にロックウールを用いた養液栽培の

中でトマト根腐萎凋病の桔抗微生物の選抜を行った。ロ

ックウールはフザリウム菌の定着性が高い資材であるこ

とが示唆されたため(黒田・冨川， 2004)、根腐萎凋病は

接種後から速やかに発病することが期待された。実際、

養液栽培では土耕栽培と比較して、根腐萎凋病は試験開

始後早くから発病し、試験終了時の発病程度も高かった。

そのため、試験期間は短期(接種後 71日)から長期(接

種後 140日)、根腐萎凋病の発病は軽度(発病度 42.2)か

ら重度(発病度 81.3) と様々な条件下で試験を行うこと

ができ、有望な生物防除エージェントの選抜が可能であ

った。また、本研究ではF.equisetiを処理したトマトの

茎およびホウレンソウの根の抽出液中で、それぞれ根腐

萎凋病菌、萎凋病菌の増殖抑制効果が見られた。この植

物体内での病原菌の増殖抑制を調べることで桔抗微生物

の選抜が可能となることが示唆された。 F.equisetiは病原

菌に直接的に桔抗・抗生する働きは無く、病害抑制機構

として抵抗性誘導の関与が示唆されている。このように

微生物を処理した植物抽出液を用い病原菌増殖抑制効果

を調べることで、病原菌に対して直接的な働きを持たな

い桔抗微生物の簡易な選抜が可能であると思われた。

F oxysporumが起因する病害は非常に多く、岐阜県の

野菜作付け面積の 40%を占める 6品目でも、トマト萎凋

病および根腐萎凋病、ホウレンソウ萎凋病、イチゴ萎黄

病、キュウリつる割病、ダイコン萎黄病、エダマメ立枯

病が発生して問題となっている。本研究において、 トマ

ト根腐萎凋病、ホウレンソウ萎凋病に対して有望な生物
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防除エージェン卜である F equisetiは、他のフザリウム

病害に対しでも防除効果を示すことが期待される。実際

に、 F equiseti はトマト萎凋病 (F oxysporum王 sp

lycopersirsi)、イチゴ萎黄病(F0λ:ysporum f. sp. fragariae)、

ベゴニア株腐病 (Fusariumfoetens) に対して発病抑制効

果を示した。 しかし、現場で F equisetiを用いた生物防

除を行うためには、 Fequisetiの資材化が必要である。

現在、日本では措抗微生物を用いた生物農薬(殺菌剤)

が次々と登録され使用されている。 しかし、水稲の種子

消毒剤や灰色かび病など地上部病害を対象とする剤が主

体で、士壌病害に対する生物農薬は、非病原性 F

oxysporum菌(対象 サツマイモつる割病、商品名:マ

ルカライト)と Pseudomonasfluorescens斉IJ (対象 トマ

ト青枯病、根腐萎凋病など、商品名 セル苗元気)の 2

種のみである。さらに、非病原性Foxysporum剤は、現

在、市販されていないため現場での使用は不可能となっ

ている。 日本では、非病原性 F0砂'sporumによる生物防

除研究は活発に行われたが、製剤化・市販に繋げたもの

は一つのみである。これは、 F 0砂 Sψ;poωrw月 σのコ胞子生産性

がBσ町Cl川lhωiσss刈ub初削tμilisωSなどの細菌と比較して低く、製剤化が

困難となっているためである。Fequisetiは微生物資材と

して試作品が作られ、その微生物資材は乾燥したビール

粕(大麦穀皮)を圧縮成型し、 700
0

C以上の高温で焼成し

た炭化物に F equisetiを担持させたものであった (Fig.

18)。この微生物資材はトマト萎凋病、ホウレンソウ萎凋

病 (Horinouchiet al. 2008) およびベゴ、ニア株腐病に対し

て防除効果を示し (Fig.19)、有望な生物防除資材の可能

性が示された。 しかし、本微生物資材は資材化コスト等

の問題から市販化には至っていない。この資材・製剤化

コスト削減のためには、フザリウム菌の胞子生産性を高

める培養方法の研究が今後の課題である。

措抗微生物を用いた生物防除法は、薬剤耐性菌の発生

リスク回避、抵抗性品種を犯す新レースへの対応、そし

て環境負荷軽減が可能な新しい防除法である。実際、様々

な生物農薬が市販され、現場の病害防除に活躍している。

しかし、化学農薬が非常に高い防除効果を示す中では、

生物農薬は①使用場面が限定される、②防除効果が低い

または不安定、③販売価格が高いといくつかの課題が残

されている。①の点は、水稲の育苗技術、 トマトなどの

移植栽培技術に適用することで拾抗微生物の働きを最大

限に活用できる有利な点にもなっている。一方、栽培環

境(冬期の低温時、夏期の高温時など)の点では、生物

農薬の効果が期待できない場合がある。②および③の点

は、生産者に直結する重要な事項である。現在、生産現

場では低コストの生産が必要不可欠な状況で、病害防除

に対して薬剤散布回数の低減を進めている。価格が高い

生物農薬を使用しでも防除効果が低い場合は、生産物の

収穫量、労力、経費の面から問題がある。そのため、今

後も高い防除効果を示す桔抗微生物の探索や処理方法の

検討が必要となっている。

Fig. 18. Spent grain charcoal infested with F equiseti 

Fig. 19. Effect of spent grain charcoal infested with F equiseti 

on disease suppression against leaf and stem rot of begonia 

caused by F foetens 

摘要

トマトおよびホウレンソウは、岐阜県で生産される主

要な野菜品目である。 しかし、それらの栽培現場では、

土壌病害の 1種であるフザリウム病害の発生が大きな問

題となっている。 トマトでは萎凋病および根腐萎凋病が、

ホウレンソウでは萎凋病が発生し、それぞれ甚大な被害

を及ぼしている。また、 トマトでは栽培方式として養液

栽培が普及しつつあるが、そこでも根腐萎凋病の発生が

問題となっている。フザリウム病害の対策として、化学

農薬による土壌消毒が有効な手段であるが、環境保全型

農業が推進される中で新しい防除技術の開発が急務と

なっている。そこで、 トマトとホウレンソウのフザリウ

ム病害に対して植物生育促進菌類 Fusariwη eqwsetlを用

いた生物防除に関する研究を実施した。

最初に 6種類の植物生育促進菌類、 l種類の非病原性

Fusarium菌、 5種類の有用細菌を用い、養液栽培におけ
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るトマト根腐萎凋病に対する発病抑制効果を調べ、有用

な生物防除エージェントの選抜を行った。その結果、植

物生育促進菌類の F equiseti GF191菌株が有望な生物防

除エージェントとして選抜され、その発病抑制効果は短

期間の試験(病原菌接種後 71日)では防除価 100(防除

価 100の場合、発病は全く無いことを示す)と高かった。

また、実際の圃場での利用を考慮し長期間の試験(病原

菌接種後 117~140 S)を実施した場合でも Feq仰 etzの

発病抑制効果は防除価 63~85 と安定して高かった。

次に F equisetiと近年ポリポットの代替として普及が

進む生分解性ポットを組み合わせて用いることで、土耕

栽培におけるトマト根腐萎凋病の発病抑制効果を検討し

た。試験は Fequおetiを処理したトマト苗と生分解性ポ

ットを共に病原菌汚染園場に定植することで、行った。 F

equおetiと生分解性ポットの組み合わせ処理の発病抑制

効果は、汚染土定植 131日後に調査した結果、防除価 58

で、あった。この試験では生分解性ポットを鉢上げ時に使

用したため、汚染土に定植した初期から、生分解性ポッ

トの分解が進んでいた。そこで、より高い防除効果を得

るために、生分解性ポットを汚染土定植直前に用い生分

解性ポットによるトマト根と病原菌の遮断期間を長くな

るようにした。根腐萎凋病が中発生の試験では、 F

equisetiと生分解性ポットの組み合わせ処理は、Fequiseti 

単独処理、生分解性ポット単独処理と比較して高い防除

効果が得られ、汚染土定植 149日後の発病抑制効果は防

除価 87と高かった。さらに根腐萎凋病が多発生の場合に

おいても、 Fequisetiと生分解性ポットの組み合わせ処理

は汚染圏場定植 135日後に防除価81と高い発病抑制効果

が得られた。

定植 15 日 ~120 日後の無処理の土壌中とトマト根での

病原菌量は、それぞれ 0.02~ 14.4XI03cfu/g、1.7~ 

27.2xl03cfu/g cfu/gであったのに対し、 Fequisetiと生分

解性ポットの組み合わせ処理における生分解性ポット内

の土壌中と根の病原菌量は、無処理と比較してそれぞれ

4.3~16.3%、 0.6~3 1.9% と少なく推移した。また、試験

期間中の生分解性ポット内の土壌中の F equiseti菌量は

3.9~9.5x 104cfu/gと、生分解性ポットを使用しない時と

比較して1.7~19.1 倍高く推移した。これらのことから、

生分解性ポットはトマト根圏において病原菌の増殖を抑

制し、 Fequisetiの菌量を高く維持する働きがあることが

明らかになった。

養液栽培のトマト根腐萎凋病の試験において、病原菌

接種 117日後にトマト茎内の病原菌の菌量を調査した結

果、 Fequisetiを処理したトマト茎内の病原菌量は入病原

菌のみ接種の菌量が 5.8xl0元fu/gであったのに対し 80

cfu/gと約 1/700であった。この現象は他の養液栽培およ

び土耕栽培の試験でも見られ、それぞれ病原菌接種 97

日後、 135 日後の病原菌のみ接種の菌量が 2.1xl05、

3.1xl04cfu/gで、あったのに対しFequiseti処理区の茎内の

病原菌量は1.4x1 03cfu/g、9.1xl02cfu/gと約 11150、1130

であったoF equおetiを処理したトマト茎の磨砕液中では

病原菌の胞子の発芽率が接種 8~12 時間後に無処理区と

比較して 13~68%低く推移した。また、 F equisetiを処理

したトマト茎の磨砕液中での胞子増殖も無処理区と比較

して試験期間(接種 1~21 日後)を通じて約 33%低かっ

た。

ホウレンソウ萎凋病に対しては、ホウレンソウ根での

定着が高いFequiseti GF 183菌株を用いて試験を行った。

試験は、播種時に F equisetiを処理した後、ペーパーポ

ットで育苗した苗を汚染圃場に移植し行った。移植 22~

27日後の F equiseti 処理の防除価は 5 1.5~9 1.8 と高かっ

た。また、 Fequisetiを播種時 l回、移植前日 l回、播種

時および移植時前日の 2回の 3種類の処理による発病抑

制効果を検討した。萎凋病が多発生条件で、試験を行った

結果、播種時 l固と播種時および移植前日の 2回処理で

は防除価がそれぞれ 52.8、58.1と高い発病抑制効果が認

められた。一方、移植前日処理では防除価が 18.1と発病

抑制効果は認められなかった。また萎凋病が中発生の試

験では、 Fequisetiの播種時および移植時前日の 2回処理

は、播種時 l回処理の防除価 43.5と比べ防除価 87.3と高

かった。

F equisetiを処理したホウレンソウ根内の病原菌量は、

無処理の菌量 6.7xl05cfu/gに対し 9.9x103cfu/gと約 1/70

であった。また、 Fequisetiを処理したホウレンソウの根

磨砕液中において、病原菌の胞子増殖は無処理と比較し

て低く推移し、接種 3、5および 7 日後の胞子濃度は

19.7%、24.1%、30.9%低かった。さらに、 Fequisetiを処

理した後に病原菌を接種したホウレンソウ根の磨砕液中

では増殖抑制効果が高くなり、接種 3、5および 7日後

の胞子濃度は無処理と比較して 67.9%、48.8%、53.8%低

かった。

以上のように、 Fequisetiを処理したトマトとホウレン

ソウは発病が少なくなるだけではなく、 トマト茎とホウ

レンソウ根内においてそれぞれ病原菌の菌量が少なくな

ることが明らかになった。また、 Fequisetiを処理したト

マト茎、ホウレンソウ根の磨砕液中では病原菌の増殖が

抑制された。これらのことから、 F.equisetiを処理するこ

とで植物体内において病原菌の発芽や増殖を抑える何ら

かの抗菌成分が生産されていることが示唆された。

本研究において、植物生育促進菌類の Feq山 etiは長

期間に渡り養液栽培トマトの根腐萎凋病の発病を抑制し

た。さらに、 Fequisetiと生分解性ポットやペーパーポッ

トを組み合わせることで土耕栽培のトマト根腐萎凋病と

ホウレンソウ萎凋病に対して栽培期間中、高い防除効果

を示した。これらのことから、 Feq山 etiは生物防除エー

ジェントとして有望であるとともに、 F.equisetiを用いた

生物防除法と病原菌の遮断を目的とした生分解性ポット

やペーパーポットを用いた物理的防除法を組み合わせた
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技術はトマトおよびホウレンソウの栽培現場で有望な防

除技術となることが示された。
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Summary 

Tomato and spinach are economically important vegetable crops in Japan. Although the continuous commercial 

production of tomato and spinach has been developed， soil-bome diseases such as Fusarium crown and root rot of 

tomato (FCRR) caused by Fusarium oxysporum王sp.radicis-Iycopersici (FORL) and Fusarium wilt of spinach (FWS) 

caused by caused by F. oxysporum f. sp. spinαcisαe (FOS) are appeared and become the maim limiting factor for their 

production. In recent years， as for the greenhouse tomatoes， the production has begun to sh出合omsoil cultivation to 

various hydroponic culture systems such as rock wool system. However， a severe outbreak ofFCRR was also occurred 

in the rock wool system. The most effective method of control Fusarium diseases has been soil disinfection using 

methyl bromide， but since that caused severe environmental problems its use was outlawed in 2005. Thus， further 

altemative control measures need to be made available as soon as possible. The o~リ ective of this study was to control 

FCRR and FWS throughout the growing period by plant growth promoting fungus (PGPF)， Fusarium equiseti. 

Six isolates of PGPF， non-pathogenic Fusarium oxysporum， and five isolates of bacteria were tested in hydroponic 

rock wool systems as potential biocontrol agents of FCRR. PGPF F. equiseti GF191 proved the most effective 

organism in controlling FCRR. In short-term experiment (71 days after pathogen inoculation)， the protection effect of 

F. equiseti was 100%， higher than those of other antagonists. In long同 termexperiments (117-140 days a食erpathogen 

inoculation)， the protection effects of F. equiseti were also high (63-85%). 

A combination of F. equiseti and biodegradable pots (BPs) was tested for its ability to control FCRR in soil during 

l()ng-teロncultivation. The protection effect of F. equiseti with BPs was 58% 131 days after transplanting when using 

BPs to grow seedlings. When BPs were used at the time of transplanting to pathogen-infested soil in order to extend 

the separation time of tomato roots from the pathogen， the protection effects of F. equiseti and BPs 白rtherincreased， 

reaching 81 and 87% 149 and 135 days after transplanting， respectively. FORL populations in soil and roots treated 

with F. equiseti wiyh BPs were lowered during the 135 days after transplanting， being only 0.6 -31.9% and 4.3 -16.7%， 

respectively， compared to those of control. Populations of F. equiseti in soil treated with F. equiseti in BPs were higher 

than those in soil treated with F. equiseti alone throughout the experiment. BPs were effective in maintaining the 

population of F. equiseti in rhizosphere soil and in suppressing the multiplication of FORL in roots and soil as they 

were able to shield plant roots from the pathogen during the early stage of transplanting. FORL populations in stems 

treated with F. equiseti were reduced by 93.2-99.9% relative to the pathogen-infested control in rock wool system 

97・117days after pathogen inoculation. FORL populations in stems treated with F. equiseti with BPs and F. equiseti 

only， were reduced by 97.0% and 98.9%， respectively， relative to the pathogen-infested control in soil system 135 days 

after transplanting. Spor巴ge口ninationwas inhibited in stem extracts of F. equiseti-treated plants compared with those 

ofuntreated plants. The stem extracts treated with F. equiseti and unchallenged with pathogen inhibited the production 

of new budding幽 cellsof FORL compared with those of untreated and unchallenged plants， and the rates of 
budding-cell formation were reduced by 33% throughout the experiment. 

F. equiseti GF183 was tested for its ability to control FWS in transplanting systems. Spinach plants treated with F. 

equiseti had less disease than pathogen-control plants in three experiments， and the protection e町民tswere 51.5 -

91.8%. Three applications of F. equiseti which were single application at seeding， single application one day before 

transplanting， and double application at both seeding and one day before transplanting， were tested to compare the 

effectiveness against FWS. The single application at seeding and double application at both seeding and one day 

before transplanting significantly (P<0.05) reduced disease severity by 52.5% and 58.1 %， respectively， compared to 

the pathogen control. The single application one day before transplanting was not effective for controlling FWS. In 

another experiment， the protective effect of the double application was higher than that of the single application at 

seeding and the protection effect was 87.3% compared to the pathogen control. 

FOS populations in roots treated with the F. equiseti were reduced by 85.3%， relative to the pathogen conむ01.The 

root ex仕actsfrom spinach plants treated with F. equiseti and unchallenged with pathogen inhibited the production of 

new budding-cells of FOS compared with those of untreated and unchallenged plants， and the rates of budding田 cell

formation 3， 5 and 7 days after inoculation were reduced by 19.7%，24.1% and 30.9%， respectively. Futhermore， the 

root extracts from spinach plants treated with F. equiseti and chal1enged with pathogen also inhibited the production of 

new budding-cel1s ofFOS compared with that ofuntreated and unchallenged plants 3， 5 and 7 days after inoculation， 
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and the rates ofbudding-cell formation were reduced by 67.9%， 48.8% and 53.8%， respectively. 

In the present sωdy， pre-inoculation of tomato and spinach seedlings with F. equiseti not only suppressed the 

diseases but also reduced pathogen populations in the stems of tomato and roots of spinach. We also observed such 

inhibitory effects of stem or root ex仕acts企omF. equiseti -treated plants on pathogen ge丘ninationand proliferation， 

suggesting that F. equiseti might induce physiological changes in the composition ofplant extracts. 

In this study， PGPF F. equiseti could effectively control FCRR both in hydoroponic and soil systems and FWS in 

soil system. Futhermore， combinations of F. equiseti and BPs or paper pots were more effective for control FCRR and 

FWS throughout the growing periods oftomato and spinach in field. 
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