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殺菌剤処理したイチゴ葉によるイチゴ炭痘病菌の薬剤感受性検定

樋 口康一人尾松直志

(鹿児島県農業開発総合センター)

A bioassay to test the sensitivity to several fungicides for the causal agent of strawberry 

anthracnose by using detached leaves. Koichi Higuchit and Naoshi Omatsu (Kagoshima 

Prefectural Institute for Agricultural Development， Ono， Kinpo， Minamisatsuma， Kagoshima 

899-3401， J apan) 

アゾキシストロビン剤，チオファネ}トメチル剤およびチオファネートメチル・ジエトフェン

カルブ剤の希釈液に浸漬処理したイチゴ葉に，炭痘病菌の分生子懸濁液を爪楊枝で付傷接種し，

形成された病斑の直径を殺菌剤処理区と無処理区で比較した。寒天平板希釈法によってアゾキシ

ストロビンおよびベンズイミダゾール感受性かっジエトフェンカルブ耐性と判定された菌株では，

全ての殺菌剤処理区の病斑直径が無処理区に比べて有意に小さくなった。同様にアゾキシストロ

ビンおよびベンズイミダゾール耐性でかつジエトフェンカルブ感受性と判定された菌株では，チ

オファネートメチル・ジエトフェンカルブ剤処理区のみが無処理区に比べて有意に小さくなり，

本方法によりこれら殺菌剤に対する耐性菌を検出できると考えられた。

Keywords : azoxystrobin， benzimidazole， diethofencarb， resistant strain， bioassay 

緒言

イチゴ炭痘病は，Glomerellαcingulαtα(Stoneman) 

Spaulding & Schrenkによるイチゴ F干αgαnα×

αnαnαssαDuchの重要病害であり，殺菌剤によるロー

テーション散布が防除法の一つの柱として位置づけら

れている。このような中，本病に卓効を示していたベ

ンズイミダゾール系薬剤(築尾・小林， 1991;稲田ら，

2009 ;楠ら， 1991;岡山ら， 1991;手塚・牧野，

1989)やアゾキシストロビン剤(平山ら， 2008;稲田

ら， 2008;菊池ら， 2010;奈尾， 2005;中野ら，

2006 ;尾松・中西， 2007)に対して各地で耐性菌が発

生し問題となってきた。一般的に耐性菌の発生は，殺

菌剤の使用履歴に左右され，耐性菌の発生様相はほ場

ごとに異なると考えられる。従って，ほ場ごとの耐性

菌の発生状況がモニタリングできれば，効果的な防除

指導ができると思われる。本菌の薬剤感受性検定法と

しては，苗を用いた病原菌接種による生物検定，チト

クローム b遺伝子の PCR-RFLP解析による遺伝子診

断(稲田ら， 2008)，そして寒天平板希釈法(稲田，

2009 ;稲田ら， 2010;楠， 1998)がある。このうち寒
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天平板希釈法が安定的な結果が得られる方法として一

般に普及しているが，寒天培地および無菌操作を必要

とするため，試験研究機関での実施にとどまっている。

そこで，より普及現場に近い段階で実施できるよう，

寒天培地を用いず，生物検定によってイチゴ炭痘病菌

のアゾキシストロビン，ベンズイミダゾールおよびジ

エトフェンカルブに対する耐性菌検出を可能とする方

法について検討した。

材料および方法

1 .供試菌株

イチゴ炭痘病菌は鹿児島県内で萎凋症状を呈した本

病擢病株および潜在感染株から分離した。 J罷病株につ

いては擢病組織片から常法により単菌糸分離し潜在

感染株についてはエタノール浸漬簡易診断法

(Ishikawa， 2003)により誘導された分生子塊から単

胞子分離して菌株を得た(第 1表)。得られた菌株は

全て PDA培地上で子のう殻を形成した。

2.薬剤感受性検定(寒天平板希釈法)

供試各菌株は，寒天平板希釈法(稲田， 2009;稲田

ら， 2010;楠， 1998)に準じて薬剤感受性を検定し，

MIC値を算出した(第 I表)。アゾキシストロビン検

定培地には20%アゾキシストロビン剤，ベンズイミ
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ダゾール系薬剤検定培地には50%ベノミル剤，ジエ

トフェンカルブ検定培地には12.5%ジエトフェンカル

ブ・ 37.5% プロシミドン剤を供試し各成分を O~

6，400ppm (16段階)になるように添加した PDA平板

培地を作成して検定培地とした。なお，アゾキシスト

ロピン検定培地には，常法により代替呼吸経路を阻害

させ(分生子濃度おおよそ107個 1m!以上)，薬剤処理

済みの検定葉に付傷接種した。接種に際しては太い葉

脈部分を避け， 1小葉につき 1カ所接種した。接種後

の検定葉はポリエチレン袋で包み， 28
0

Cのインキュ

ベータ中で保存し， 6日後に生じた病斑について短径

と長径を測定してその平均値を病斑直径として算出し

するサリチルヒドロキシム酸1，000ppmを添加した。 た。

3.薬剤感受性の生物検定法

生物検定にはイチゴに登録のある殺菌剤を供試した。

アゾキシストロビンの検定用には， 20%アゾキシス

トロビン剤(炭痘病登録あり)を，ベンズイミダゾー

ルの検定用には70%チオファネートメチル剤を，ジ

エトフェンカルブの検定用には52.5%チオファネート

メチル・ 12.5%ジエトフェンカルブ剤(炭痘病登録あ

り)を供試した。チオファネートメチル剤は炭痘病に

直接登録はないが，チオファネートメチル・ジエト

フェンカルブ剤と同一成分とするため供試した。供試

したイチゴ品種は「さがほのか」で，収穫ほ場から採

取した最上位展開複葉を検定葉とした。採取した検定

葉を，アゾキシストロビン剤の常用濃度である2，000

倍(アゾキシtストロビン100ppm)，チオファネートメ

チル剤1，300倍(チオファネートメチル525ppm) およ

びチオファネートメチル・ジエトフェンカルブ剤の常

用濃度である1，000倍(チオファネートメチル525ppm，

ジエトフェンカルブ"125ppm) に希釈した薬液に 1時

間浸潰した後，ペーパータオルで水分を拭き取り，樹

脂製密封容器中で 1昼夜室温で保存した。前述の供試

菌株を PDA平板培地で培養し菌叢に生じた鮭肉色

分生子塊を爪楊枝でかきとり，スライドガラス上で少

量の滅菌蒸留水に肉眼で懸濁が確認できる濃度に懸濁

結果および考察

1.寒天平板希釈法による供試菌株の薬剤感受性

第 l表に示すとおり，供試菌株の寒天平板希釈法に

よる薬剤感受性は， 24-00株， 22-06株， 22-70株およ

ぴ22-133株の 4菌株がアゾキシストロビンおよびベノ

ミルに感受性であり，ジエトフェンカルブについては

耐性であった。 06TU-04株， 22-C株， 22-137株， 22-

239株および22-249株の 5菌株がアゾキシストロビン

およびベノミルに耐性であり，ジエトフェンカルブに

感受性であった。以下，前者4菌株を ABD-SSR菌，

後者 5菌株を ABD-RRS菌と表記する。イ共試菌株中

にはベノミルとジエトフェンカルブに対する両剤耐性

イチゴ炭痘病菌(稲田ら， 2009) は含まれなかった。

2.生物検定による供試菌株の薬剤感受性検定

生物検定で接種後に生じた病斑直径について第2表，

病斑の状況について第 1図に示す。 ABD-SSR菌 4菌

株では，無処理区の病斑直径に比べてすべての処理区

の病斑直径が有意に小さくなった (Dunnettの検定，

Pく0.01)0 ABD-RRS菌5菌株については，チオファ

ネートメチル・ジエトフェンカルブ剤処理区だけが無

処理区に比べて病斑直径が有意に小さくなり

(Dunnettの検:定， P<O.01)，アゾキシストロビン剤と

第 1表供試菌株の寒天平板希釈法による薬剤感受性

菌株番号 分離i原，)
MIC値 (ppm)

アゾキシストロビン ベノミル ジエトフェンカルブ

24-00 潜在感染株 く0.20 0.78 3200 

22-06 潜在感染株 く0.20 1.56 3200 

22-70 潜在感染株 く0.20 0.78 3200 

22-133 潜在感染株 く0.20 。目78 6400 

06TU-04 擢病株 >6400 6400 0.78 

22-C 権病株 >6400 6400 0.78 

22-137 潜在感染株 >6400 6400 1.56 

22-239 潜在感染株 >6400 6400 1.56 

22-249 潜在感染株 >6400 6400 0.78 

a)分離i原に示した「潜在感染株」はエタノール浸漬簡易診断法による潜在感染調査により分離された菌株，
ri罷病株」は萎凋症状を示した病株から分離した菌株を示す.
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第2表 薬剤l処理したイチゴ葉を用いた生物検定により生じた病斑の直径 .1

供試薬剤j

菌株喬号
!~\処理

チオファネートメチル目
アゾキシストロビン剤 チオファネートメチル斉1)

ジエトフェンカルブ斉1)

百1m 町1m m町1 mm 

24-00 22.0 :t0.6 7.7 :t0.3 ** 5.7 :t0.7 *判ド 8.3 :t1.7 ホ*

22-06 21.3 :t 0.3 5.3 :t 0.3 キキ 8.7 :t0.3 *本 4.7 :t 1.2 ** 
22-70 18.3 :t 0.3 2.3 :t 0.3 ** 2.7 :t0.3 ** 4.7 :t 0.9 ** 
22-133 12.3 :t 0.3 2.7 :t 0.7 ** 6.0 :t0.6 ** 7.3 :t 0.3 ** 
06TU-04 16.0 :t 0.6 18.0 :t 0.0 ** 17.0 :t0.0 ns 6.3 :t 0.7 ホ*

22-C 12.7 :t0.7 11.7 主 0.3 ns 12.7 :t0.3 ns 2.3 :t 0.3 ** 
22-137 16.3 :t0.7 17.3 :t0.3 ns 19.3 :t0.7 ** 6.7 :t 0.3 

ーーー与

22-239 15.3 :t 1.8 17.3 :t0.3 ns 18.0 :t0.0 ns 4.0 :t 1.2 ** 
22-249 11.0 :t 1.0 11.3 :t0.3 ns 12.0 :t 0.6 ns 2.0 :t0.0 ** 

a)各他は3小飛での検定の平均値と標準誤差である 同一行の各値に添えられた符号 神; 1 %の水準で無処理区と有意差あり
ns : !~\処理区と有意差なし (Dunnett の検定)

第 1図 生物検定によって生じた病斑 写真中の ABD-
RRS菌は菌株 No.22-C(寒天平板希釈法によるアゾキ

シストロビン ベノミル，ジエトフェンカルブの MIC

値がそれぞれ >6.400ppm. 6.400ppm. 0.78ppm). 

ABD-SSR菌は菌株 No.22-70(寒天平板希釈法による

アゾキシストロビン，ベノミル，ジエトフェンカルブの

MIC値がそれぞれく0.20ppm. 0.78ppm. 3.200ppm) 

チオファネー トメチル剤処理区の病斑直径は無処理区

と有意差がないか無処理区より大きくなっていた。

ABD-SSR菌4朱はアゾキシストロビンおよびチオ

ファネートメチルに感受性であるため，これらを成分

とする薬剤処理区において病斑形成が抑制されたと考

えられた。

一方. ABD-RRS菌4米はアゾキシストロビンとチオ

ファネー トメチルに対して耐性であるために，アゾキ

シストロビン剤とチオファネー トメチル剤処理区では

病斑の形成が抑制されなかったものと恩われる。 しか

しこれら菌株はジエトフェンカルブに対して感受性で

あるため，チオファネートメチル・ジエトフェンカル

ブ剤処理区では病斑形成が抑制されたものと考えられ

る。

以上のように本検定法では，感受性菌により形成さ

れる病斑の直径が，無処理に比べて明らかに小さく，

これを判断基準として常用濃度における薬剤感受性検

定ができるものと思われた。従って本検定法によるア

ゾキシストロビンとベンズイミダゾール系薬剤の検定

では，無処理区に比べて処理区の病斑が明らかに小さ

い場合を感受性菌としそれ以外は耐性菌と判定する

ことを提案する。ジエトフェンカルブの検定について

は，本成分単剤の殺菌剤がないことから，チオフ ァ

ネート メチル斉IJとチオファネー トメチル ・ジエトフェ

ンカルブ剤の 2剤を用いて判定し，チオファネートメ

チル・ジエトフ ェンカ ルブ剤で、病斑が小さく，チオ

ファネートメチル剤では病斑が小さくならないものを

感受性菌と判断した。ジエトフェンカルブについては，

本剤がベンズイミダゾール系薬剤耐性菌に対して負の

交差耐性を示す事から(藤村. 1994). 本試験で供試

した菌株の結果のように両剤で無処理に比べて病斑が

小さくなる場合は本剤の耐性菌であると推測される。

稲田ら (2009)の報告に よる両剤耐性菌の場合はチオ

ファネー トメチル ・ジエトフェンカルブ剤で無処理に

比べて病斑が小さくならない事が予想される。

以上のように，本生物検定によりアゾキシストロビ

ン ベンズイミダゾールおよびジエトフェンカルプに

対する耐性菌の検出が可能であると考え られ，本法を

用いることにより，試験研究機関以外の普及現場に近
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い段階でも耐性菌の検出が可能となり，防除指導に生

かされることが期待される。そのためには，サンプル

の採取から診断までの一連の手法についての実証を進

め，現場における診断法を確立していく必要があると

考えられる。
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