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亜リン酸肥料の施用がミョウガ根茎腐敗病の発生に及ぼす影響

矢野和孝・竹内繁治*・高橋尚之

Effects of Phosphite Fertilizer on Occurrence of Root Rot Caused 

by Pythium zingiberis on Mioga [Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.J 

Kazutaka YANO， Shigeharu TAKEUCHI * and Naoyuki TAKAHASHI 

要約

更リン酸肥料(サンカラー，ホスプラス)，ケイ酸カリおよび食酢のミョウガ根茎腐敗病に対する

効楽について検討したところ，亜リン酸肥料のホスプラスの501音波が最も発病遅延効果が高かった.

しかし濃度を低くすると効果は低下し， 500倍液ではほとんど効果がなかった.また，試薬の並リ

ン酸を処理しでも同様な効来が認められることから，立li1)ン酸肥料中の11[1)ン酸成分が効果を発揮し

ていると推察された.亜 1)ン酸肥料を1週開間隔で3回連続処理すると，高い発病抑制効果が持続し

た国場試験で斑リン酸肥料の50倍希釈液を土壌iWf注処理したところ，対照薬剤とほぼ同等の防除効

果が認められたが， 1.000倍希釈液で、は効果が低かった. しかし 50倍希釈では， T葉が黄化する障

害が発生した.本資材の処理時期について検討したところ，病原頭の接種前ばかりでなく，接種直前

や接種後の処理でも効果が認められた.本資材を添加した培地上で根茎腐敗病菌の菌糸生育を調査し

たところ， 50~ 100倍希釈で菌糸生育が完全に阻害され， 1.000倍希釈でも菌糸生脊が50%程度阻害さ

れたまた，遊走子i夜中に本資材を添加したところ， 1.000倍希釈以上の濃度で遊定子の運動性が喪

失し被のう化する現象が観察されたこれらの結果から，堕リン酸腿料は，ミョウガ根茎腐敗病菌

に対して静調的な抗菌力を有し抵抗性誘導はほとんど関与していないと推察された.

キーワード:亜 1)ン駿肥料，ホスプラス，Pythium zingibelてか，根茎腐敗病， ミョウガ，Zingiber 

mioga (Thunb.) Rosc. 

はじめに

高知県における施設ミョウガ (Zingibermioga 

(Thunb.) Rosdの栽培龍積は約97haで，全国一

の生産量を誇る.このミョウガ栽培で最も恐れら

れている病害は，Pythium zingiberis Takahashiに

よってiJlき起こされる根茎腐敗病である.本病は土

壌伝染する9)ために， くん蒸剤などによる植え付け

前の土壌消毒が実施されているが，それにも関わ

らず高知県内で毎年2割程度の開場で発生が見られ

ている]4)本病がひとたび発生すると，遊走子に

よって周囲の健全株にも次々と伝染するために，生

育中の防I徐も不可欠であるが，登録農薬はメタラキ

* 現 高知県幾多産振興部環境農業推進課

シル粒剤などの3薬剤しかなく，収穫期に使用が可

能なのはシアゾフアミド水和剤だけであるのが現状

である‘

一方，食酢や肥料として登録されているケイ駿カ

リおよび逆1)ン酸が，作物の病害に対して防除効果

が認められる事例が報告されている2.13， 15， 16) これ

らの中でも亜リン酸肥料は， 1)ン酸肥料としての効

能だけでなく，疫病菌などのベん毛簡類による病害

に対して発病抑制効果を有することが知られている

7， 17， 18) そこで¥ベん毛菌類に属するPytluum属菌

によって引き起こされるミョウガ根茎腐敗病の発生

に及ぼす亜リン酸肥料施用の影響について検討した
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ところ，発病を遅延させる効果が認められたので，

その概要を報告する.なお，本報告の一部は平成19

年度日本植物病理学会関西部会において口頭発表し

た221

本研究を実施するにあたり，亜リン酸肥料のサン

カラーを提供していただいた三共アグロ株式会社

(現三井化学アグロ株式会社)に心よりお礼申し上

げる.

材料および方法

1.供試菌株および遊走子液の調製

2005年6月に高知県須崎市の施設栽培ミョウガか

ら分離した根茎腐敗病菌3T!ii株(閣株番号:No.4-l， 

No.6-1. No.9-11)を供試した 殺菌した櫨紙を援い

たV8ジュース寒天平板培地上に供試菌株を移植し

25
0C， 4日間培養後，菌そうの付着した櫨紙をはが

し取り，殺菌水で3問洗浄した.これを殺T!ii水に浸

して25
0

C，24時間培養後，蒸留水で洗浄した次に，

25
0

C， 5時間蒸留水に浸して遊走予を放出させた後，

遊定子の濃度を103~lO'l偲/mUこ調整した.

2.供試亜リン酸肥料

亜リン酸肥料は，ホスプラス (N:P20S:K20=0:32:25，

大塚化学i株式会社)およびサンカラー (N:P20S:

KzO口 0:28:26，三共アグロ株式会社)を使用し，濃

度は，前者では50，100， 200， 500， 1，000および

5，000倍(それぞれ約7，400，3，700， 1.850， 740， 370， 

74ppmの亜 1)ン酸に相当)，後者では50倍(約

6，470ppmの亜リン酸に相当)とした

3. SEリン酸肥料(ホスプラス)のミョウガ根裏腐

敗病菌に対する抗麓作汚

亜リン酸肥料の菌糸伸長への影響を調査するため

に，亜1)ン酸肥料(ホスプラス)の50，100， 200， 

500， 1.000， 5，000倍希釈添加ブドウ糖加用ジャフゲイ

モ煎汁寒天 (PDA)培地を作製後，オートクレー

ブ滅菌し産径9cmのペトリ皿に分注して平板培地

とした各供試菌株を25
0

C，2日間PDA平板培地上

で前域養し菌そうの毘縁部を直径6mmのコルク

ボーラーで打ち抜いて得た菌そうディスクを亜リン

酸肥料の添加培地および無添加培地上に置床した

25
0

C， 24時間培養後に菌そう直径を計測し 1区当

たり 3枚のペトリ血の平均値から無添加に対する菌

糸伸長抑制率を算出した

次に， ミョウガ根茎腐敗病菌(菌株番号:No.4-1) 

の遊走子に対する影響を調査するために，遊定子液

と亜リン駿肥料(ホスプラス)を所定濃度になるよ

うに等量混合し，直ちに遊走子の運動性を顕微鏡観

察した また，これら混合液の10倍段階希釈液を選

択培地のP5ARp1Z1王子板培地にO.lm!ずつ入れてガラ

ス榛で広げた後， 34
0

Cで培養し， 1~2日後に出現し

た菌そう数から生存する遊走子数を算出した.なお，

試験は無反復で実施した.

4. ポット試験によるミョウガ根茎腐敗病の発病に

及ぼすEリン欝肥料等の影響

1)濯注処理，接種および調査方法

直径12cmのポリエチレンポットで約4ヶ月間育成

した5~7葉期のミョウガ(品種名:‘夏ミョウガ， ) 

に所定濃度に調整した各種資材を約200m!謹注し

最低温度20
0

Cに設定したガラスjRL室内で、管理した.

ミョウガ根茎腐敗病菌(簡株番号:No.4-l)の遊定

子液は. 1ポット当たり約30m!ずつ所定の時期に躍

注接種した.接種後は適宜発病の有無を調査し発

病株率を算出した.なお 試験にはそれぞれらポッ

トずつ使用した.

2)数種資材の効果

車リン酸服料(商品名・ホスプラス，サンカ

ラー)の50倍波，食酢(株式会社ミツカン製)の50

{音波および試薬のケイ酸カリ(和光純薬工業株式会

社)の500ppm液を処理した48後にミョウガ根茎

腐敗病菌の遊走子液創出主接種した

3)亜1)ン酸肥料(ホスプラス)の濃度完IJ効果

!J[リン酸肥料(ホスプラス)の50. 100. 200およ

び500倍液を上記と関様に処理した4日後に病原菌を

接麗した

4) SEリン駿肥料(ホスプラス)の処理時期と効果

(その1)

取リン酸肥料(ホスプラス)の50倍液を病原萌接

種の7日前， 3日前， 1日前，接接車前および接種1日

後に濯住処理した

5)亜リン酸肥料(ホスプラス)の処理時期と効果

(その2)

亜リン駿肥料(ホスプラス)の50倍i夜を病原菌接
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種のl日前，直前， 1日後， 3日後および7日後に濯注

処理した

6)亜1)ン酸肥料(ホスプラス)の連続処理による

効果

亜リン酸肥料(ホスプラス)の50，100， 200， 

500， 1，000，および丘000倍液をそれぞれ病原菌接種

の1日前， 6日後および訪日後の合計3回議注処理し

た.

5，亜1)ン酸試薬の効果

前項と同様な方法でポット試験を実施した.すな

わち，試薬の車リン酸(和光純薬工業株式会社製)

の640，1，600， 3，200および、6，400ppm液を濯注処理

し，その1日後に病原萄をi韮注接種した.なお，並

1)ン駿溶液はpHが低かったので，水酸化カリウム

で、pHを約6，5に調整し対照として亜リン酸肥料

(ホスプラス)の501音液を使用した.

6，麗場試験

1 )試験1

試験は，前年にショウガ根茎腐敗病のi坊除試験を

実施した当農技センター内の露地踊場においてl区

4.8m (1.5m x 3.2m)， 3連制で実施した. 2007年4月

5日にミョウガ(品種名:‘夏ミョウガ.)をうね111高

150cm x株間22cm，条問15cm，2条千鳥植えで25

株/尽を植え付けた.元肥として， くみあいCDU

複合燐加安S555(15，15，15) を100kg/10aおよびケ

イフンを200kg/lOa施用した. 6月25日， 7月3B，

12日および23Bの合計4回， illiリン酸肥料(ホスプ

ラス)の50倍液を3L1mの割合で土壌躍注処理した.

また，対開薬剤のメタラキシル粒剤(商品名:1)ド

ミル粒剤2)は6月25日および7月12日に20kg/10aを

土壌表聞に散布した 7月3臼， 10B， 17日， 24日，

31日および8月7日に各区の発病株数を調査し発病

株率を算出した

2)試験2

試験は前項と同様の耕種概要で実施し 2008年3

月訪日にミョウガ(品種名:‘夏ミョウガ， )を植え

fすけた. 6丹6日，訪日， 20日， 27日および7月4日の

合計5閤，亜リン酸肥料(ホスプラス)の50倍およ

び1，000倍液を3L1ぱの割合で瀧注した.また，対照

薬剤のシアゾフアミド水和剤(商品名:ランマンフ

ロアブル)500f音i夜は6月6日， 20日および7月4日の

合計3回，同様にi輩、注処理した. 6月4日， 19日， 7 

月3B， 10日， 17日， 24日， 31日および8月7日に各

iまの発病株数を調査し発病株率を算出した.なお，

亜リン酸肥料の50倍区は無反復で実施した.

結果

1.車リン酸肥料(ホスプラス)のミョウガ根茎腐

敗病欝に対する抗菌作用

ホスプラスの50および100倍希釈添加培地では，

いずれの菌株も菌糸生育が完全に抑制された. 200 

および500倍でも著しく抑制され， 1，000傍希釈でも

50%程度抑制された(図1).

ホスプラス添加により， 1，000倍以上の濃度で遊

走子の運動性がなくなり，被のう化する現象が観察

された.選択培地上に出現した菌そう数から算出し

た生存遊定子数は，濃度開で差がみられなかった

(表1).

100 

事80
Ifl1 
長 60
抑
制
卒 40
。/
ζ20 

。
501吉 100{音 200ill' 5001寄 1，000倍 5，000依

(7，400ppm) (3，700ppm) (1，850ppm) (740問問 (370ppm) (74ppm) 
話r:[ti!奇数(亜リン般のi幾度)

間1 illiリン酸肥料(ホスプラス)添加培地上における

ミョウガ根茎腐散病菌の菌糸伸長抑制効果

表1 蛮 1)ン酸肥料(ホスプラス)のミョウガ棋茎腐敗病遊走子に対する抗菌活性

宮司主E項包 50倍 100 f吉f 200倍 500倍 1，000 倍 5，000倍

運動性z) 一 一 一 一 一 ÷ 十

生存遊ヌ伝子数y) 1.1 X 104 7.0 X 103 5.0 X 103 6.3 X 103 1.3 X 103 1.7 X 103 4.3 X 103 

Z) ー・運動'111なし， +巡動性あり
Y)選択培地上に出現したIおそう数より祭出した



4 高知県農業技術センター研究報告:第20号

遅延効果が認められた(間4). 2. ポット試験によるミョウガ根茎腐散病に対する

亜リン欝肥料等の影響

1 )ミョウガ根茎腐敗病に対する数種資材の効果

原リン酸肥料のホスプラスを処理した株は.接種

10日後には全く発病が認められなかった. しかし

その後発病が増加し接韓21日後には無処理よりも

やや発病が少ない程度にまで増加した.次いで，亜

リン酸肥料のサンカラーとケイ酸カリの効果が高く，

食酢ではこれらと比較して発病遅延効果が低かった

(図2). 

2)亜リン酸肥料(ホスプラス)の濃度別効果

ホスプラスの50および100倍希釈液で発病遅延効

果が認められたが， 200倍希釈液ではその効果はや

や低く， 500倍希釈液ではほとんど認められなかっ

た(悶3). 

3)亜リン駿肥料(ホスプラス)の処理時期と効果

(その1)

ホスプラスは，病原菌の接種7~1 日前処理，接種

直前および接種1日後処理のいずれにおいても発病

4)亜1)ン酸肥料(ホスプラス)の処理時期と効果

(その2)

ホスプラスの病原菌の接種l臼前処理や接種直前，

接種1または3日後処理は発病遅延効果が認められた

が，接種7日後処理では全く認められなかった(図

5) . 

5)亜リン酸肥料(ホスプラス)の連続処理による

効果

ホスプラスを7日間隔で3由連続処理したところ，

50倍では全く発病が認められなかった. 100倍では

発病が少なく，次いで、200倍と1，000倍で発病が少な

かった(国6). 

6)亜リン酸試薬の効果

車リン援の6.400および"3，200ppm液は， TIEリン酸

肥料のホスプラスとほぼ同様な発病遅延効果が認め

られたが， 1，600および、640ppm液で、はほとんど効果

が認められなかった(図7). 
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図2 各種資材i援注処理のミョウガ根茎腐敗病に
対する効果
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区14 並リン酸J]巴{31.(ホスプラス)50 f音波の処理rr時刻jと
ミョウガ根茎腐敗病に対する効果(その 1)
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3.圃場試験

1)試験1

ホスプラスの50傍希釈i夜躍注区は. 7丹24日まで

は対照薬郊のメタラキシル粒剤区とほぼ時様の発

病抑制効果が認められた. しかし 7月31日以降は，

いずれも無処理区とほとんど同じ軽度まで発病が増

加した(悶8).なお， ミョウガの生育に対する影響

は認められなかった.

2)試験2

ホスプラスの50倍希釈液濯注区は. 7月178まで

発病が少なく推移し対照薬剤のシアゾフアミド水

和剤とほぼ同様の発病抑制効果が認められた. しか

しその後の効果はシアゾフアミド水和剤よりも

劣った.一方. 1.000倍濯注区の防除効果は，対照

薬剤のシアゾフアミド水和剤よりも著しく劣った

が，無処理区よりもやや少ない発病で推移した(国

9) .なお，ホスプラスの50倍希釈液瀧注区で試験開

始7日後頃から下葉ーの葉縁から黄化し程度が進行

すると葉枯症状を引き起こす障害が観察されたが，

1.000倍区では観察されなかった
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考察

今回の試験に供した各麓資材‘の中では，亜1)ン酸

肥料のホスプラスのミョウガ根茎腐敗病に対する発

病遅延効果が最も高く，食酢やケイ酸カリの効果は

認められるが，その効果は比較的低いと考えられ

た.既に，立li1)ン駿肥*.lはダイズ茎疫病菌に対する

菌糸伸長抑制作用を有することが明らかとなってお

り. 375mg/Lで、完全に閣糸伸長が抑制されること

が報告されている!i)今回用いた援 1)ン駿肥料の

ホスプラスも，ダイズ茎疫病菌に対する効果よりは

劣るが， ミョウガ根茎腐敗病菌に対して萌糸生育を

抑制し遊走子の運動性が喪失するなどの抗菌作用

が認められた.その作用は同じ亜1)ン酸肥料のサン

カラーや試薬の亜1)ン酸でも認められ(未発表デー

タ).ホスプラスが含有する亜リン駿とほぼ同じよ

うな濃度の取リン酸試薬をミョウガに処理しでも向

じように発病遅延効果が認められたまた，向じ立E

1)ン酸肥nのサンカラーは，ホスプラスよりもやや

効果が低かったが，サンカラーの方が亜リン酸の含

有率が低いことから，効果の差は亜リン酸の濃度差

によるものと考えられた.これらのことから，亜リ

ン酸肥料のミョウガ根茎腐敗病に対する効果は，伺
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肥料中の班リン酸成分によると推察される.

元々，堕リン酸は，各種植物の疫病やべと病に

対して農薬登録されているホセチル(商品名:ア

リエッティ水和剤)の分解物としてその効力が注

目されるようになったわが，同じPhytophthora属

の病原菌でも種によって抗薗活性が大きく異なり 5)

Pythium属菌に対しては比較的抗菌活性が耳目いと考

えられている8) これを裏付けるかのように，本試

験におけるミョウガ根茎腐敗病に対しては， 50倍と

いう高濃度処理でもl回だけの処理では発病遅延効

果が得られるだけで，時間の経過とともに発病は増

加した.明らかな発病抑制効来を得るためには， 1 

週間間隔で3回程度の連続使用が必要であったが，

それでもホスプラスと同一成分量を含有する亜リン

酸肥料を300-400倍の希釈濃度で、使用して十分な防

徐効果を得ているダイズ茎疫病19) と比較すると効

果は低かった.また，遊走子の運動性が喪失して被

のう化するものの死滅したわけではなく，その後発

芽しiAiそうを形成することが確認された.このこ

とから，亜リン酸肥料のミョウガ椴茎腐敗病菌に対

する効果は，疫病において既に報告されているIIよ

うに，殺菌作用ではなく静菌作用によるものと考え

られる.

ある種の化学物質や微生物を核物に処理すると病

害に対する抵抗性が増強され，糸状菌による病害だ

けでなく細菌やウイルスによる病害にも効果が認め

られることが知られている引.このような現象を持

つ化学物質や微生物の中には，既に農薬として市販

されているものもある3，11， 20) 亜リン酸も菌糸生育

阻害.分生子形成抑制盤走予放出抑制，厚膜抱子

形成抑制などの直接的な抗菌活性6，211を持つ一方で，

植物に抵抗性を誘導して効果が発現すると考えられ

ているl.il しかし今回のミョウガ根茎腐敗病菌

を潤いた試験では，亜1)ン毅肥料の病原隣接種後処

理が接種前処理よりも効果が劣ることはなく，植物

の抵抗性を誘導するために必要とされる一定の誘導

時間10)は必要ではなかった.疫病菌において亜リ

ン酸が抵抗性誘導に関与しているかどうかは未だ明

確ではない7)が， ミョウガ根茎腐敗病菌に関しては，

実用的な防除に結びつく抵抗性誘導は，ほとんど引

き起こしていないと推察される.

][リン酸肥料は，病原菌接種の3日後処理でも効

果が見られることから，感染後の処理でも効来を発

揮できる特性を有すると推測されたが，実用的な効

果を期待するならば，高濃度で，一定間隔で連続処

理する必要があると考えられた.そこで，ホスプラ

スの50倍希釈液を1逃隠間隔で連続処理したところ，

無処理区よりも明らかに発病が少なく，既存の殺菌

剤の関除効楽に匹敵する効果があることが明らかと

なった.しかし亜リン酸肥料は高価なことから，

1，000倍希釈で処理したところ，無処理区よりもや

や発病が少ない程度であった.また， 2008年の閉場

試験2において，ホスプラスの50倍希釈で第1関目処

理後から下葉ーが黄化する障害が発生し実用上問題

になると考えられた ホ。ット試験ではいずれも異常

は観察されなかったことから，この原因については，

今後検討する必要がある.

~、上のように，並リン酸にはミョウガ根茎腐敗病

菌の生育を抑制する効果が認められ，亜リン酸を成

分とする肥料を施用することで，根茎腐敗病の発生

が遅延することが初めて明らかになった.今後は][

リン駿肥料の施用がミョウガの生育や収量に及ぼす

影響を昔話査し栽培体系に組み込むことが可能かど

うかを検討する必要があると考えられる.
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Summary 

Potassium silicate. vinegar. and two kinds of phosphite fertilizer w巴retested for effects on root rot 

caused by Pythium zingiberis on mioga [Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.J . A soil drench of a 50司fold

dilution of 'Phosplus' . one of the phosphite fertilizers. showed the ability to delay root rot development. 

A lower concentration of Phosplus had less effect. and a 500壬ulddilution had almost no e鉦ect.Successive 

soil application of phosphite fertilizer clearly showed suppressive effects on root rot. Phosphorous acid in 

the form of a chemical reagent showed the same effect as phosphite fertilizer. We thus concluded that it 

was the phosphorous acid in the phosphite fertilizer that was effective. In field tests， a 50-fold dilution of 

phosphite fertilizer drenched in the field soil， gave almost the same effect as that of fungicide， but it caused 

a disorder of yellowed lower leaves in mioga. A 1，000-fold dilution showed little ability to delay root rot 

development. Application of phosphite fertilizer wh巴therbefore or after inoculation gave similar results. 

There was no mycelial growth on media containing 50-to 100側folddilutions of phosphite fertilizer. Mycelial 

growth was suppressed by around 50% using a 1.000同folddilution. Zoospores of this fungus lost mobility 

and became encysted when treated with more than 1.000-fold dilutions of phosphite fertilizer. We conclude 

that the effect of phosphite fertilizer was not due to induced resistance but to direct fungistasis 

Keywords: phosphite fertilizer， Phosplus. Pythium zingiberis. mioga. Zingiber mioga. 
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