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The herbicide, 2,4-dichlorobenzoic acid (DCLBA), was administered through the nutrient solution 
to six cucumber seedlings grown hydroponically. DCLBA, which is also a synthetic auxin, stunts 
cucumber plants at a low concentration but kills at a higher one. Roots of six comparable seedlings, 
treated with DCLBA, were exposed to two strains of microorganisms, TS-22 and TS-29, and 
Rhizoplane ACl, which were isolated from soils and cucumber roots. 

The control cucumber seedlings, unexposed to DCLBA and the different strains of microorganisms 
grew vigorously, whereas those exposed to DCLBA were stunted. The stature of seedlings, exposed 
simultaneously to DCLBA and TS-22, TS-29, and Rhizoplane A Cl, was nearly that of the control, 
but their fresh and dry weights were approximately 2/3 and 1/2, respectively, of the untreated control 
seedlings. 

These results demonstrate that there are microorganisms in the soil and on cucumber roots which, if 
added to the nutrient solution, can catabolize DCLBA. 

Words: 2, 4-dichlorobenzoic acid, herbicide, hydroponics, microorganisms, synthetic 
auxm. 
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れた土壌 懸濁液から，10倍希釈 を5回繰り かえした後，

53µmol·liter
―1 DCLBA添加したシャ ー レの寒天(14g 
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―I) 培地に希釈液を0.5mlずつ滴下し， 25℃の

した． 形成された コ ロニーの中で，
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も 高 かった

29) を接種源とした．

水耕キュウリの根について， 約10cm

シャ ー レの寒天培地（寒天14g• liter
―1, 

同じ培地）上に 2~3 本ずつのせ， 25℃の

根の周り に発生した細菌のコ ロニー の

liter- 1 DCLBA添加した 培養液30ml

とし， 25℃の暗所で 3
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した． この洗
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るものを2系統それぞれ斜面培地に

DCLBA分解能の高い 系統（以下，AC-1) を接し，

とした．

次に ，容量500ml の三角フラスコ に， 53µmol·

liter
―1 DCLBAを添加した液体培地 を200ml入れ，オ ー

トクレ ー ブ滅菌後，土壌およびキュウリ根 からスクリ

ニングしたDCLBA分 解菌 を接種し， 培養 9 日

DCLBA分解菌の懸濁液を作成した．

液に添加されたDCLBA分解
キュウリの生育に及ぼす影

として，根 からDCLBAを滲出し，自

した ‘ 聖護院青長節成 ＇ を用いた（浅尾ら， 1999a). 

100m のガラ

ス温室で行った． 実験は 2回行い， それぞれツ J 出戸'"''

1999年9月6日および26日に，バー ミキュライトを入れ

た 1セル容量約45mlの51穴セルトレイに行った．

10日後の本葉出現期に， キュウリ苗をウレタンスポンジ

（縦23mm, 横23mm, 高さ27mm)4個で固定し，

14 literのコ ンテナ（内寸，縦38cm, 横25cm, 深さ15

cm)に移植した． コ ンテナに基準培養液を12liter入れ，

エア ー ポンプ（送風量： 1.5 liter·min
―1)で通気した．

1コ ンテナ当たり 6株(9月6日播種） および

(9月26日播種）とした． 処理区として，定植後3日

DCLBAを21µmol• liter-1 添加し，土壌およ

つ
i

に

液が水

し，

比べて 約24%となった

よびTS-29 を添加した区で

くなった．

DCLBA添加区で対照区のそ

18および17% になり，土壌微生物TS-22およびTS-29

添加区では対照区とほとんど変わらない値になった． 地

下部の乾物重は，DCLBA添加区で対照区の約27% にな

り，土壌微生物TS-22およびTS-29 を培養液に 添加する

と対照区のそれぞれ 約68および64%となった．

9月26日播種の実験結果も 9月6日

な傾向となり，水耕キュウリ根表面から分離し

ACl添加区でも対照区と同じ程度に 回復した （第2
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の ると，9月26日

Days after treatments 

Catabolism of DCLBA added to the nutrient solution at 
3-day intervals beginning on 6 Nov. in the presence of no 
microorganism (A), TS-22 (B), TS-29 (C) and ACl (D). 
Cucumber seeds were sown on 26 Sept. 
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Table 1. Effects of adding strains of microorganisms, TS - 22 and TSS-29, to the nutrient solution on hydroponically 
grown cucumber seedlings treated with 2, 4- dichlorobenzoic acid (DCLBA). (Seeds sown on 6 Sept. 1999).2 

Inoculated strain 

y 

TS 22 
TS-29 

z ll=SI. X. 
y 

DCLBAX 

＋ 

十

十

Stem length (cm) No. of leaves 

227.5 aw 16.2 a 
53.5 C 7.3 b 

204.8 b 15.8 a 
231.0 a 16.0 a 

: untreated control. x+/ DCLBA. 

Fresh weight of 
shoot (g) 

277.7 a 
50.8 C 

231.0 b 
260.3 ab 

Dry weight of Dry weight of 
shoot (g) root (g) 

15.6 a 2.2 
2.7 b 0.6 

14.0 a 1.5 
13.2 a 1.4 

wDifferent letters within column indicate significance at 5% level by the Tukey test. 

Table 2. Effects of adding strains of microorganisms, TS - 22, TS,, 29 and Rhizoplane A Cl to nutrient solution on 
hydroponically grown cucumber seedlings treated with 2,4, dichlorobenzoic acid (DCLBA). (Seeds sown on 26 
Sept. 1999).2 

Inoculated strain DCLBAX Stem length (cm) No. of leaves 
Fresh weight of Dry weight of 

shoot (g) shoot (g) 
Dry weight of 

root (g) 
y 161.7 aw 14.0 a 370.3 a 28.2 a 4.8 

＋ 76.0 b 9.0 b 49.7 C 3.4 C 0.5 
TS-22 ＋ 158.7 a 14.0 a 242.0 b 15.6 b 2.1 
TS-29 十 155.7 a 12.7 a 228.3 b 14.4 b 2.2 

ACl 十 139.7 a 13.3 a 217.0 b 15.1 b 2.5 

z Il=SI. X. 
y : untreated control. x+/ DCLBA. 

wDifferent letters within column indicate significance at 5% level by the Tukey test. 

微生物による酸化， 還元や分解としては， 4-クロロフ

ェニー ルアセテ ー トの酸化(Markusら， 1984), 

殺虫剤フェニトロチ オ ンの加水分解およびニトロ 68: 847- 853. 
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更新水耕キュウリの接ぎ木による収穫期の延長．
雑. 68: 598- 602. 
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（ 南部， 1990)が認められてい る ． また， van den 

Tweelら(1987 )は， 微生物によるDCLBAの脱塩素をと

もなった分解について報告している． 本研究においても

DCLBA分解微生物が培養液中のDCLBAを分解し， キ ュ

ウリの生育抑制が回避できたと考えられる． このことよ

り， キ ュウリの自家中毒の回避方法として活性炭や接ぎ

尚文. 1998. 水耕キュウリ

滅少と活性炭添加による

よる収量の

（ 浅尾ら， 1999b)の他に微生物の利用が考えられた． 片山新太・
(4)環境問題と微生物p. 29-70. 
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