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北日本病虫研報 70: 53―58 (2019) 

Ann. Rept. Plant Prof. North Japan 

青森県におけるメロンおよびキュウリ炭腐病の発生

岩間俊太I,*

Occurrence of Charcoal Rot on Melon and Cucumber, 

Caused by Macrophomina phaseolina, in Aomori Prefecture, Japan 

Toshitaka IWAMA1, * 

2017年6~8月，青森県つがる市のメロン栽培圃場lか所および五所川原市のキュウリ栽培圃場lか所

において，根部の飴色～黒変腐敗を伴う萎凋・立ち枯れ症状の発生が確認された．被害株の根部の表皮内

には直径0.1mm程度で黒色の微小菌核が多数形成されている場合もあれば変色腐敗のみの場合もあり，

後者では室温で湿室状態に 1週間程度保つことで微小菌核の形成が観察された．定法により病原菌を分離

し，形態および生育温度特性を明らかにするとともに，培養した病原の土壌混和によるメロンおよびキュ

ウリ苗への接種を行ったその結果，両作物に発生した症状は， Macrophominaphaseolinaによるメロン

およびキュウリ炭腐病であることが判明した．これらの病害は2001年に岡山県で国内初確認されている

が，青森県での発生確認は本事例が初めてである．

Key words: charcoal rot, cucumber, Macrophomina phaseolina, melon 

2017年6~8月，青森県つがる市のメロン栽培圃場l

か所および五所川原市のキュウリ栽培圃場1か所におい

て，根部の飴色～黒変腐敗を伴う萎凋・立ち枯れ症状の

発生が確認された．被害株の根部の表皮内には直径

0.1 mm程度で黒色の微小菌核が多数形成されている場

合もあれば変色腐敗のみの場合もあり，後者では室温で

湿室状態に 1週間程度保つことで微小菌核の形成が観察

された．根部の腐敗症状はキュウリホモプシス根腐病

(4) に類似していたが，表皮細胞内にモザイク状に形

成される擬似微小菌核や黒変部位に帯状の菌糸塊として

形成される偽子座は観察されず，別の病害が疑われた．

いずれの作物においても，本県では新規に発生した症状

であったため，罹病根部から病原菌を分離し，微小菌核

の形態観察を行うとともに，培養性質および病原性を確

認し，種の同定と病害の特定を行った．その結果，

Macrophomina phaseolinaによるメロンおよびキュウリ

炭腐病であることが判明した．これらの病害について

は，これまで本県における発生記録がないため，試験結

果を報告する．

l)青森県産業技術センター農林総合研究所

材料および方法

1.発生時期および観察法

2017年6~8月に，青森県つがる市のメロン栽培圃場

1か所において，病害の発生状況，病徴および標徴を観

察するとともに生産者への聞き取りを行った．キュウ

リについては同年7月に五所川原市の栽培圃場1か所

からの持ち込みによる診断依頼を受け，病徴および標徴

を観察したなお，持ち込み株の根部は飴色腐敗してい

たが微小菌核は未形成であったため，湿らせたティッ

シュペーパーとともにビニール袋に入れて室温で湿室状

態に 1週間程度保った．併せて7~8月に発生状況に

ついて生産者への聞き取りを行った．

2. 病原菌の分離

メロン4株およびキュウリ 2株の罹病根部を数か所か

ら約 1cmずつ切り取り， 70％エタノールで1分間， 1%

次亜塩素酸ナトリウム水溶液で2分間表面殺菌した．続

いて滅菌蒸留水で水洗し，滅菌ろ紙上にて風乾後，さら

に2~3片に切断し，ストレプトマイシン硫酸塩を

lOOppm添加したジャガイモ煎汁ショ糖寒天 (PSA)平
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板培地に置床した．これらを25°C暗黒下で3B間培養

後組織片から生育した菌糸の先端部を有柄針でかきと

り， PSA斜面培地に移植して組織分離菌株とした．

両作物から複数分離した菌株はいずれも同様の菌叢形態

を示したため，代表的な 2菌株（メロン分離菌株：

ME2017-1, キュウリ分離菌株： CU2017-0 を選定し，

以後の試験に用いた．

3. 分離菌の培養性質

菌株ME2017-1,CU2017-1の生育温度特性の推定お

よび培養菌叢の観察のため，各温度につき 5シャーレを

用いて培養試験を 2反復行った．はじめに前培養とし

て， PSA平板培地を用いて25°C暗黒下で2~3日間培

養した．前培養後，菌叢周縁部を直径6mmのコルク

ボーラーで打ち抜き， PSA平板培地に置床し， 5~

50 °Cまで5°Cおきに 10段階設定し，暗黒下で培養し

た． 35°Cでは培養後 l日半～2日で菌糸が9cmシャー

レ側壁面にほぼ達するくらいに生育が早かったため，こ

の時点で菌叢直径（ただし，菌叢長径mm—菌叢片の直

径6mmとした）を計測し， 10シャーレの平均値から生

育温度特性を推定した．また，培養菌叢の観察について

は，培養7日後まで行った．

4. 接種試験

接種試験は2018年にパイプハウス内で行った．接種

源は，メロン接種用に菌株ME2017-lを，キュウリ接種

用に菌株CU2017-lを，それぞれフスマ・バーミキュラ

イト培地（容量比 1: 1で混和，容量 lLの培養ブロー瓶

に0.8L充填）で25°C暗黒下にて約3週間培養して得た．

人工汚染土は，大型プランター（容量48L) 1台につき

接種源0.8Lと園芸培土45L（商品名「ソイルフレンド」，

三研ソイル株式会社）を混和して作製し，充填した．対

照の無接種区用には園芸培土のみを45L充填した．メ

ロン（品種「タカミ」，公益社団法人 園芸植物育種研

究所），キュウリ（品種「夏のめぐみ」，タキイ種苗株式

会社）ともに4月16日に播種， 5月3日に鉢上げした株

を接種区用に各4株，対照の無接種区用に各4株供試

した．定植はメロンでは6月8日に，キュウリでは6月5

日に行い，各区ともに大型プランターを2台使用して l

台につき 2株ずつ定植した．定植後のプランター栽培・

観察は， 9月25日の根部掘り採り調査時まで続けた．

5. 分離菌の形態

菌株ME2017-1,CU2017-lの微小菌核は， PSA平板

培地上で容易に多数形成された． しかし，光学顕微鏡下

で観察する際に，スライドグラス上の含菌寒天片をカ

バーグラスで押しつぶすと破砕されたり固着して見えた

りして，実際に根部に形成されるものとは見え方が異な

り，形態観察に支障があった．そのため，前述の接種試

験によってメロンおよびキュウリの罹病根部表皮内に形

成された微小菌核各100個を対象に観察することとし，

各罹病根部表皮をピンセットで薄く剥ぎ取り，検鏡によ

る形態観察を行った． さらに，メロンの地際茎部に分生

子殻様の構造が形成されたため， 50個を対象に観察す

ることとし，地際茎部をカミソリで薄く削ぎとり，検銚

による形態観察を行った．

結果

1. 発生状況および病徴

メロン（品種「タカミ」）では， 15aの露地トンネル

栽培圃場 (5月中旬～6月上旬定植）において，定植時

期の早かった畝では6月中旬頃には既に数株程度に株全

体の黄化・萎凋が見られていた．着果後，特に収穫間際

～収穫期にかけて萎凋・枯死株が急増し， 8月下旬には

圃場のほぽ全面に発生が見られた（第1図a)．発病株の

根部は飴色～黒変腐敗し（第 1図c)，表皮内に直径

0.1 mm程度で黒色の微小菌核が多数形成されていた

（第 1図d)．なお，生産者からは，発病株では肥大不良

のみならず果実のネット形成不良や糖度低下も見られる

という指摘があったまた，以前からメロンつる割病が

発生していたとのことであった．

キュウリ（品種「クラージュ／GT-II（台木）」，株式

会社トキワ研究場，県外からの購入株）では， 6aのハ

ウス栽培圃場 (4月下旬定植， 6月上旬収穫開始）にお

いて， 7月中旬頃には既に萎凋症状が見られ， 7月下旬

の持ち込み診断依頼時には萎凋・枯死株が2a程度で見

られた（第1図b). 持ち込み株の根部は飴色腐敗してい

たが微小菌核は未形成であり，前述の方法により湿室状

態に保ったところ，表皮内に直径0.1mm程度で黒色の

微小菌核が多数形成された（第 1図e,f)．なお，生産者

からは，発病株は日中に萎れても朝晩には若干回復する

が短期間で枯死し，果実の黄化も見られるという指摘が

あった．また，本症状の発生は，今回が初めてであると

のことであった．

2. 分離菌の培養性質

菌株ME2017-l,CU2017-1ともに， PSA平板培地上

の菌叢の生育温度範囲は 10~45°C, 生育適温は30~

40°c付近，最適温度は35°Cであった（第2図）．高温

性で生育が早く，培養期間の目安とした35°Cでは培養

後1日半～2日でシャーレ側壁面に菌糸がほぽ到達した．

一方，培養菌叢は，最適温度の35°cでは培養後1~2日

までは白色の気中菌糸を密生し，培養後2~3日頃から

徐々に黒色を呈した．微小菌核の形成は培養後1~2日

頃から観察され，培養後7日には密生した微小菌核で培

地の表襄面ともに全面的に黒色を呈した（第1図g,h). 

以上の生育温度特性や培養菌叢性状は，既報 (3,5) 

によるスイカ炭腐病菌M phaseolinaの記載とほぽ一致

したなお，培養試験ではいずれの菌株も分生子殻の形

成は認められなかった．

3. 接種試験

メロンの地上部は， 7月17B （接種39日後，着果前）
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第 1図 メロンおよびキュウリ炭腐病の病徴と病原菌

a, c, d:メロンにおける発生圃場の様子（a), 罹病根（c)および罹病根表皮内の微小菌核（d，バーは200μm). b, e, f:キュウリにおけ

る発生圃場の様子（b), 罹病根（e)および罹病根表皮内の微小菌核（f,バーは200μm). g, h: PSA平板培地上での培養菌叢 (g,35 °C 

培従7日後， 上段は表面，下段は裏面，左側は菌株ME2017-1,右側は菌株CU2017-l)および微小菌核 (h,35 °C培養7日後，菌株

ME2017-1, バーは200μm). 
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第2図 メロンおよびキュウリ分離菌の生育温度特性

注 1)ME2017-1はメロン分離菌を，菌株CU2017-1

はキュウリ分離菌を示す．

2) 菌叢直径（菌叢長径mm—培養菌叢片の直径

6mm) は，生育の最も早い35°C区を培養期間

の目安とし，培姜後 1日半～2日に計測した．数

値は，各温度区につき 5シャーレを供試して2反

復試験した10シャーレ平均（バーは標準偏差）

を示す．

では外観上健全であったが， 8月1日（接種54日後，着

果後）には下位葉～中位葉まで黄化が見られ， 8月29日

（接種82日後）には下位葉～上位葉までの黄化や下位葉

の枯死が観察された（第3図a)．また，途中で土壌が乾

き気味であった時には，上位葉や株全体の萎凋も認めら

れた． 9月25日（接種109日後）の根部掘り採り調究の

際には，枯死した地際茎部（第3図c)の表皮内に多数

の微小菌核の形成および分生子殻様の構造の混在が認め

られた（第3図f,g). 一方，根部は細根が脱落し，飴色

～黒変腐敗して（第3図h)表皮内に微小菌核のみが多

数形成されていた．

キュウリの地上部は， 7月17日（接種42日後，収穫

開始は7月上旬）では外観上健全であったが， 8月1日

（接種57日後）には下位葉～上位葉まで黄化が見られ，

8月29日（接種85日後）には下位葉～上位葉までの黄

化や枯死が観察された（第3図b)．また，途中で土壌が

乾き気味であった時には，上位葉や株全体の萎凋も認め

られた． 9月25日（接種112日後）の根部掘り採り調査

の際には，枯死した地際茎部の表皮内には多数の微小菌

核が形成され，著しい場合には茎が縦に裂けて内部まで

炭状にもろくなっていた（第3図d,e)．分生子殻様の構

造は確認されなかった．一方，根部は細根が脱落し，飴

色～黒変腐敗して（第3図i)表皮内に微小菌核のみが

多数形成されていた．

以上の接種試験結果のとおり，メロン，キュウリとも

に原病徴が再現されるとともに，罹病根部からは接種菌

と同様の性状を示す菌が再分離された（データ省略）．

なお，対照区での発病は全く認められなかった．

4 分離菌の形態

菌株ME2017-lの接種によりメロンの根部に形成さ

れた微小菌核は，亜球形～楕円形，表面平滑で黒色，長

径30~130μm（平均70μm)，短径20~80μm（平均

53μm)であった（第 1表）．さらに地際茎部に形成

された分生子殻様の構造は，亜球形で暗褐色，長径110

~220μm（平均 170μm)，短径 100~200μm（平均

151 μm)であった（第1表）．なお，本接種試験におけ

る罹病株の採取時点では，分生子殻様の構造中に分生子

は未形成であった．

一方，菌株CU2017-1の接種によりキュウリの根部に

形成された微小菌核は，亜球形～楕円形，表面平滑で黒

色，長径40~120μm（平均78μm)，短径30~100μm

（平均64μm)であった（第 l表）．

以上の形態的特徴は，既報 (3) によるスイカ炭腐病

菌Mphaseolinaの記載（第1表）とほぽ一致した．

5. 分離菌の同定と病害の特定

以上，菌株ME2017-1,CU2017-1の形態的特徴培

養性質および接種による特徴的な原病徴の再現結果か

ら，青森県においてメロンおよびキュウリに新規に発生

した症状は， M.phaseolina (Tassi) Goid．による炭腐

病であると診断した．

考察

M phaseolinaによるメロンおよびキュウリ炭腐病は，

2001年に岡山県 (10)で国内初確認されているが，青

森県での発生確認は本事例が初めてである．

本菌は多犯性で， 300種以上の植物に寄生性を示すこ

とが知られている (12)．また，同じウリ科作物では，

本菌によるスイカ炭腐病の発生が2001年に長野県およ

び神奈川県で初確認 (10) されて以来， 2003年に山形

県 (5). 2011年に秋田県 (1), 2016年に新潟県 (6)

で確認されている．青森県では今のところメロン，キュ

ウリ以外での炭腐病の発生は確認されていないが，メロ

ン炭腐病の発生地域はスイカの産地でもある．さらに，

同地域における水田転換畑ではダイズの栽培面積が拡大

傾向にあり，本菌はダイズにも寄生性を示す (7,11) 

ことから，作物の種類を問わず，今後の発生被害の拡大

には注意を要する．

今回，炭腐病の発生が確認されたメロン，キュウリ圃

場では，それぞれの作物が連作されていた．このうち，

メロン圃場では，以前からメロンつる割病が発生してい

たとのことであり，この病害は地上部の萎凋・立ち枯れ

症状が炭腐病と類似しているため，これまで混同されて

いた可能性がある．山形県では，スイカ連作圃場やその

周辺の雑草自生地の土壌にも本菌が普遍的に生息してお

り，土壌からの分離菌がスイカ台木（ユウガオ）に病原

性を有することが明らかにされている (8,9)．今回の

メロン圃場においても同様の可能性が考えられたが，い
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第3図 接種試験に よるメロンおよびキュウリ炭腐病の特徴と病原菌

a, c, h:メロンにおける地上部 （a，接種82日後），地際茎部 （c,同109日後）および根部 （h,同左）の病徴． b,d, e, i:キュ ウリにおけ

る地上部 （b,接種後85日後）， 地際茎部 （d,e,同112日後）および根部 （i,同左） の病徴．f,g:メロンの地際茎部 （c)表面に形成さ

れた分生子殻様の構造 (fの矢印，バーは200μm,gのパーは lOOμm).
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第1表 メロンおよびキュウリ分離菌の形態的特徴

菌株

場所

分離源

（微小菌核）

形態

色

長径 (μm)

短径 (μm)

（分生子殻様の構造）

形態

色

ME2017-lal 

青森県つがる市

メロン

亜球形～楕円形，表面平滑

黒色

30-130 （平均70)

20-80 （平均53)

亜球形

暗褐色

CU2017-lb) Macrophomina phaseolinac) 

青森県五所川原市 長野県，神奈川県

キュウリ スイカ

亜球形～楕円形，表面平滑 亜球形，表面平滑

黒色 黒色

40-120（平均78) （直径） 46-121

30-100（平均64)

亜球形

暗褐色

長径 (μm) 110-220（平均170) （直径） 86-234

短径 (μm) 100---200（平均151)

a)接種試験によって根部に形成された微小菌核を 100個，地際茎部に形成された分生子殻様の構造を50個計測した．

b)接種試験によって根部に形成された微小菌核を 100個計測した（分生子殻様の構造は未形成）．

c)藤永ら (2002).

つ頃から炭腐病が発生し．その伝染源が何に由来したか

については不明である．一方，キュウリ圃場では，周囲

が水田に囲まれた水田転換畑での連作が行われており．

今回のような症状は初めて発生したとのことであった．

県外から苗を購入しており，本菌の伝染方法として知ら

れている土壌伝染や種子伝染 (2,12) を考慮すると，

苗からの持ち込みによる発生の可能性が考えられたが．

伝染ルートの詳細については不明である．

メロンおよびキュウリ炭腐病対策として，現時点で登

録を有する薬剤はない．スイカ炭腐病に対しても登録薬

剤はなく，同じ病原菌によるピタヤ（ドラゴンフルーツ）

炭腐病に対してアゾキシストロビン 10％水和剤および

ベノミル水和剤による茎葉散布が農薬登録されているの

みである．発生圃場では連作を避けることが璽要と考え

られるが，有効な代替作物や輪作年数等についての知見

がないのが現状である．本病への農薬の適用拡大やその

他の防除法についても．早急な検討が必要である．
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