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高知}長技セ研報 (Bull.Kochi Agric. Res. Cent.) 20: 9-17 (2011) 

ショウガ紅色根茎腐敗病の発生生態と防除法

山崎睦子・矢野和孝・竹内繁治*

Ecology and Control of Pink Rhizome Rot Caused by Pyrenochaeta terrestris 

on Ginger (Zingiber officinale) 

Mutsul王oY AMAZAKI， Kazutaka Y ANO and Sigeharu T AKEUCHI * 

要約

ショウガ紅色線茎腐敗病の発生生態の解明と有効な防除法の検討を行ったその結果，本病害は土

壌{云染ならびに種根茎伝染することが明らかとなった.また， 6種類の植物に対して接種試験を行っ

たところ，ショウガから分離した供試菌株がメロン， トマト，ニラ，ネギおよびグロリオサに感染

しリンドウには感染しなかった汚染土壌で露地栽培した場合の本病害の発生時期は，植付け後約

2~3ヵ月後に根の一部に赤変を生じ，根茎には内部の水浸~犬を伴う表面が赤変となる病徴を生じた

収穫時に汚染土壌が付着したショウガ根茎は， 15
0

Cで、約7ヵ月間貯蔵しでも発病しなかったが， 25t 

以上に遭遇すると約1ヵ月で発病した.また，貯蔵前に病徴のある根茎を15
0

C貯蔵したところ発病程

度は進展し，同じ株を分割して得た外観無病徴の根菜も1ヵ月後にはわずかに病徴を呈した本病原

菌の菌糸の温湯処理による死滅温度については， 45
0

C240分間以上， 50
0

C 10分間以上， 55
0

C3分間以上

であった.本病の防除法を検討したところ，ショウガ槌fすけ前の土壌還元消毒，湛水処理，およびク

ロルピクリン (4ml/穴)による土壌消毒ならびに生育中のトリフルミゾール水和剤1.000倍希釈液の

土壌瀧注が有効であった

キーワード:紅色根茎腐敗病，Pyrenochaeta terrestlゴs，土壌{云染，種根茎伝染，寄主範酒，削除法

はじめに

Pyrenochaeta teIてrestris(Hansen) Gorenz， 

Walker & Larsonによって引き起こされるショウ

ガ紅色根茎腐敗病は，露地栽培されたショウガ

(Zingiber offiα;naJe Rosc. )の根茎表面に暗赤色の

変色や亀裂，陥没を伴った根茎の腐敗を生じる病害

である 14) 本病は，地上部に呉常を生じないため，

生育期間中には発病に気づかれず，収穫や出荷調整

時に初めて病徴を確認されることから，防!徐の難し

い病害として高知県内の各産地で問題となっている.

本病は，土壌伝染すると報告されている 14) しか

し生育期間中あるいは貯蔵期間中に感染・発病す

ると考えられるが，詳しい発生生態は明らかにさ

れておらず， I坊除対策も検討されていない.また，

ショウガでは根茎腐敗病対策として土壌梢毒が実施

* 現環境農業推進課

されているにもかかわらず本病の発生は漸増傾向に

ある.そこで，本病の伝染方法，寄主範囲などの発

生生態を明らかにするとともに，本病に対する土壌

還元消毒，湛水処理，土壌くん蒸剤および生育中の

殺頭部の紡除効果を検討したので報告する.

本研究を実施するにあたり，研究遂行にご尽力頂

いた当センターの方々に心から感謝の意を表する.

材料および方法

1.供試菌株と汚染土壌の調製

2000年に高岡郡窪JlIIIlJ (現四万十町)の露地

ショウガの擢病根茎から分離したPyrenochaeta

terrestris 菌株名:高幡2-1)15)を供試した. f共試

菌を土壌ふすま培地(大畑;1995)6)で25
0

C，暗黒

下で培養後，オートクレーブ滅薗土壌(以下，滅菌
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土壌とする)で所定量に増量したものを汚染土嬢と

して使用した.

2.供試植物と擢病根茎の作製

いずれの試験とも県内のショウガ産地で入手した

外観健全な‘大ショウガ'を健全根茎として用いた.

また，健全穣根茎を汚染土壌に植付けて栽培して得

られた根茎のうち，掘取り時に表面が赤色に変色す

るとともにわずかな亀裂を生じている根茎を擢病根

茎として用いた.

3.発病謂査

ショウガの発病程度については，いずれの試験

とも以下の基準で評価し発病株率，発病根茎率

および発病度を算出した.発病株率は，発病株率

(%)発病株数/調査株数x100. 発病根茎率は，

発病根茎率(%)発病根茎数/調査根茎数x100 

を用いて算出した.根茎および種根茎の発病指数は，

0:症状なし. 1:根茎表面の114未満が赤変. 2:根

茎表面の114以上112未満が赤変. 3:根茎表面の112

以上が赤変. 4:根茎が腐敗. 5:根茎が表皮を残し

て空調化の6段階，根の発病指数は. 0:症状なし. 1: 

株の1/4未満の根が赤変. 2:株の114以上112未満の

根が赤変. 3:株の1/2以上の根が赤変の4段階とした

根茎および種根茎の発病度は，発病度=エ I(発病指

数別根茎数x発病指数)/ (調査根茎数x5) f x 100. 

根の発病度は，発病度=I I(発病指数別株数×発病

指数)/ (調査株数x3)fx100を用いて算出した

4.伝染方法

1)土壌伝染

2008年5月16日に. 4倍容量の滅菌土壌で増量した

汚染土壌を1/5.000aワグネルポット日間に6Lずつ詰め，

直ちに健全根茎を1ポットにつきl株植えた後，屋外

で栽培した.なお，対照として滅菌土壌を詰めた5

ポットに健全根茎をそれぞれl株ずつ植え，同様に

栽培した. 10月16日(植付け153日後)に全株を掘

取り，根茎および根の発病程度を調査した.

2)種根茎伝染

擢病根茎を 150~200gに分割し，肉眼的に病徴の

みられる根茎を発病種根茎，病徴のみられなかった

根茎を無病徴種根茎としたまた，滅菌土壌で栽培

して得られた根茎を健全種根茎とした 2008年5月

14日に1I5.000aワグネルポット5個に滅菌土壌を6L

ずつ詰め，各根茎を1ポットにつき1株植えた後，屋

外で栽培した. 10月30日(植付け169日後)に全株

を掘取り，発病程度を諦査した

5.植物に対する病原性

メロン‘アールス雅春秋系 トマト ‘ハウス桃

太郎'を2007年5月1日，ニラ‘スーパーグリーンベ

ルド，ネギ必需山¥グロリオサ「ミサトレッド」

を4月18臼， リンドウ‘チベットリンドウ'を3月19

日に滅菌土壌に播種し接種までガラス室内で育

苗した. 59倍容量の滅菌土壌で増量した汚染土壌

を直径10.5cmのポリエチレンポットにO.4Lずつ詰め，

2007年5月15日にメロントマト，ニラ，ネギ. 5月

31日にグロリオサ， リンドウの苗をそれぞれ1ポッ

トにつき1株ずつ，各植物とも 10ポットに移植した.

植付け後は，ガラス室内で栽培した.なお，対照区

には滅菌土壌を用いた. 6月20日にメロン， トマト，

7月20日にニラ，ネギ，グロリオサ， リンドウにつ

いて草丈，葉数，地上部と地下部の生重量および病

徴の有無を調査した

6.発病時期と発病程度の進展

1) 生育中の発病時期と発病程度の進展

4倍容量の滅菌土壌で増量した汚染土壌を

1/5.000aワグネルポット20倒に6Lずつ詰め. 2008年

5月16日に健全根茎を1ポットにつき1株植付けた後，

屋外で栽培した 7月25日(植付け70日後). 8月14

日 (90日後). 8月25日(101日後)および10月16B 

(153日後)にSポットずつ根茎を掘取り，発病程度

を調査した

2)貯蔵中の発病程度の進展

擢病根茎を水道水で洗浄後. 150~200gに分割し，

病徴の明らかな根茎3個，同株から得た外観が無病

徴の根茎3個を0.025mm厚のポリエチレン袋l袋につ

きl個ずつ入れ. 15
0

Cの恒温器内に静置した 静置

前. 31日後および69日後に，根茎の発病程度を調査

した.

3)貯蔵中の発病

健全根茎を水道水で洗浄し 200gに分割した.

49倍容量の滅菌土壌で増量した汚染土壌を分割した

根茎l倒につき 10mL付着させ. 0.025mm厚のポリエ
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なお，土壌還元消毒中の6月15日から7月7日の間，

深さ10cmの地温とガラス室内の気温を10分間隔で

測定したまた還元処理終了時の7月15日にORP

山崎・矢野・竹内:ショウガ紅色根菜腐敗病の発生生態と防除法

メーター (RM-10P，TOA Electro-nics社製)を

用いて土壌還元消毒区の深さ8cmにおける酸化還元

電位を測定した

チレン袋l袋につきl偶ずつ入れて密封した.対照と

して，汚染土壌の代わりに無培養の土壌ふすま培地

を用いた. 15tで213日間貯蔵し発病の有無を調

査した後， 15， 20， 23， 25， 28， 30
0

Cの恒温器に3

袋ずつ移し 28日後に，根茎を洗浄して発病桂度を

調査した

2)土壌くん蒸処理

薬剤は，クロルピクリンくん蒸斉IJ99.5%(40Ll10a， 

4mLl穴)とダゾメット粉粒剤 (30kg/lOa) を供試

した. 2008年4月21臼に紅色根茎腐敗病の自然発

生現地圃場から採取した汚染土壌を，不織布を敷

いたカゴ(直径20cm，奈さ20cm，日合い7mm)

に6Lずつ詰め，あらかじめ耕・萩・畦立でした6.3

ぱ(幅2.lmx長さ3.0m)の露地関場の中央付近に，

畦とカゴの土壌表面が同じ高さになるように10個ず

つ塊めた(国1).クロルピクリン (4mLl穴)につ

いては手動式土壌注入器を用い， 30cm千鳥式で深

さ15cmに点注処理し，車ちに摩さ0.05mmの透明ポ

リエチレンフィルムで被覆した.なお，カゴの中央

に点i主したものをクロルピクリン(中)区，

カゴのi習に点注したものをクロルピクリン(間)区

として区別した.ダゾメット粉粒剤は， 30kg/10a 

の割合で試験毘全面に散布し移模ごてで土壌表面

を混和し直ちに厚さ0.05mmの透明ポリエチレン

フィルムで被覆した(閣1). 5月7日(処理16日後)

に被覆フィルムを除去し耕起によるガス抜きを

行った.無処理区も透明ポリエチレンフィルムで被

覆した

7.病原菌の死滅温度

供試菌株をPDA平板培地で25
0

C，暗黒下で30日

間培養し菌そう周縁部を直径4mmのコルクポー

ラーで打ち抜いて得た菌そうディスクを供試した

容量200μLのマイクロチューブに磁そうディスク

をl枚ずつ入れ，滅菌水を150μi加えた後， 45， 50， 

55
0

Cに設定したサーマルサイクラー (TaKaRaPCR 

Thermal Cycle MP， TaKaRa Biomedicals社製)

に1，3， 5， 10， 30， 60， 120， 180， 240分間保った

処理後直ちにマイクロチューブごと水道水 (23t)

に入れて冷却した.また，対照として同様にマイク

ロチューブに菌そうディスクを入れ， 25
0

Cに240分

カゴと

間保った.なお，各処理につきチューブ4伺を使用

した.処理後， 1N叩HClで、pH4に調整したPDA平板

培地にディスクを寵床し， 25
0C，暗黒下， 7日間培

養後，菌そうの出現の有無を調査した.
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なお， くん蒸処理当日に，各処理佳の3カ所から

土壌を採取し土壊水分(含水率)を測定した.

た， くん蒸期間中のクロルピクリン区のまIl!.温(深さ

15cm) を測定した.
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8. 防除法

1)土壌還元消毒・湛水処理

土壌還元消毒区は， 2007年6月15日に29倍容量の

滅萄土壌で増量した汚染土壌をl!5，000aワグネル

ポットに6L詰め，ふすま約20g(lt/10aに相当)を

混和した後，ポット内に水をi前杯になるまで溜めて

から0.05mm厚の透明ポリエチレンフィルムで表閣

を被覆し， 7月15日までガラス室内に置いた.また，

フィルムで表面を被覆しない湛水処理区と水をi留め

ない無処理区を設けた.無処理区は土壌が乾燥しな

いように適宜かん水した.各底5ポットずつ用いた.

7月15日に土壌還元消毒区のフィルムを除去し

グネルポット内の水を抜いた また甚水処理区に

ついてもワグネルポット内の水を抜いた. 7月20日

に各処理底のワグネルポット内の土壊を移植ごてで、

混和後，健全根茎をlポットにつきl株横付けて屋外

で栽培した 11月20日に，根茎を掘取って発病桂度

を調査し根茎の発病度から防除価を，紡l除価=

11-各処理匹の発病度(根茎)/無処理区の発病

度(根茎)I x 100により算出した.

ワ
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1/2.000aワグネルポット(約151)の中に入れ，カ

ゴとワグネルポットの隙間には滅菌土壌を詰めた.

健全根茎をIポットにつきl株植付けた後，屋外で栽

培した.なお，各底ともSポットずつ用いた. 10月

20日に，発病程度を調査し紡除価を算出した薬

害については適宜，肉眼観察した.

3)殺菌剤の土壌濯注処理

59倍容量の滅菌土壌で増量した汚染土壌を，

112.000aワグネルポットに15Lずつ詰め. 2007年6月

15日にショウガ根茎を1ポットにつきI株植付けた後，

屋外で栽培した. 6月訪日(植付け持). 7月23日(1

次茎発生期). 8月21日 (2次茎発生期)の計3回，ベ

ノミル水和剤の500倍希釈液，チオファネートメチ

ル水和剤の500傍希釈液， トリフルミゾール水和剤

の1.000倍希釈液を1ポット当たり 1Lの都合で土壌濯

注した.なお，各処理区ともらポット用いた.11月

20日に，発病程度を諦査し防除価を算出した

1.伝染方法

1)土壌伝染

結 果

滅菌土壌に植付けた株には発病が認められなかっ

たが，汚染土壌に横付けた株は全て発病し発病度

は根茎が3.3.種根茎がO. 根は33.3であった(表1).

2)種根茎伝染

健全種根茎区では発病がみられなかったが，擢病

根茎に由来する無病徴韓根菜区では40%の株が発病

した.発病種根茎区では100%の株が発病した根茎

と根の発病度は発病種根茎区で8.2と53.3. 無病鍛種

根茎区は2.9と13.3であった(表2). 

2.植物に対する病原性

{共試留を接種したメロンおよびニラは，無接種と

比較して草丈が低く，地上部および地下部の重量は

少なかった.さらにニラでは葉数も少なかった.そ

表 1 ショウガ紅色根菜腐敗病汚染土壊に植付けたショウガの発病

土壌 供試株数
発病株率 発病}支

(%) 根茎 種根茎 根

汚染 5 100 3.3 0.0 33.3 

滅菌 5 O 0.0 0.0 0.0 

表2 ショウガ紅色根茎腐敗病の擢病根茎から発育した根茎および根の発病

稔根 3長 iá~試株数
発病株主手 発病JJt

(%) 根茎 ネ只

権病株
発 病 5 100 8.2 53.3 

無病徴 5 40 2.9 13.3 ‘・・h同一聞同一ーー・ー明思W明明ー明『民W聞・一・ー一一.層明明ー・一明『民'聞明明『民W明聞同一明ーー桐明明明ー明ー同一明司・一司晶層司晶司"・品調圃‘・‘'・‘'・唱民'・‘'・司司晶'・
健全株 健全 4 O 。。 0.0 

表3 ショウガ紅色根茎腐敗病を接種した織物の生育z)

3ふん

f共試植物 品種 接種

アールス雅春秋系
有 29.9 8.5 21.0 9.9 

メロン
無 32.0 8.8 29.9 17.9 

ハウス桃太郎
有 40.6 8.8 27.l 10.7 

トマト
知E 9.2 41.7 9.l 26.5 

スーパー 有 30.l 13.l 2.6 2.3 
ニフ

グリーンベルト 狙E 34.l 15.3 3.8 3.2 

ネギ 雷 山
有 47.0 7.4 14.2 6.8 
』匠 45.6 7.l 13.8 6.9 

有 11.8 7.6 1.8 0.8 
リンドウ チベットリンドウ

f旺 0.8 11.3 7.4 1.7 

有 11.0 6.9 1.1 1.8 
グロリオサ ミサトレッド

1ur: 1.7 11.0 6.0 0.9 

z)数値は 10株の平均を示すー
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の他の植物では，接種による生育抑制は認められな

かった(表3).また，メロン， トマト，ニラ，ネギ，

グロリオサの地下部には赤変がみられ，病斑部位か

ら接種菌が再分離された一方，リンドウは地下部

の病徴もみられず，接種萄は再分離されなかった

(表4). 

3.発病時期と発病程度の進展

1)生育中における発病時期と発病程度の進展

滅菌土壌に植付けたショウガは，いずれの調査日

においても発病がみられなかったが，汚染土壌では

植付け71日後以降に根に病徴が認められ. 91日後

以降には根茎. 102日後に種狼茎に病徴が拡大した

(表5). 

2)貯蔵中の発病程度の進展

貯蔵開始前に病椴の認められた根茎の発病度は，

18.6. 69日後には22.8と，貯蔵期間が長くなるにつ

れて高くなった一方，貯蔵開始時には外観無病被

であった根茎は，貯蔵31日後および69日後に病徴が

現れたが発病度は1.1と低く，発病程度の進展は緩

やかであった(表6). 

3)貯蔵中の発病

汚染土壌を付着させたショウガ根茎を15
0

Cで貯蔵

した場合，貯威213日後においても発病はみられな

かった(データ省略). 15
0Cで2138貯蔵後，温度を

変えて28日間貯蔵したところ. 15. 20. 23
0Cでは発

病しなかったが. 25. 28. 30
0

Cでは発病した(表

7) 

表4 ショウガ紅色根茎腐敗病を接種した植物の病徴と病原蘭の再分離

供試』荷物

メロン

トマト

ニラ

ネギ

リンドウ

グロリオサ

z)病徴 +有り，ー;!nr;し
y)持分離・+有り，一無し

(地下部の赤変)

+ 

十

+ 

+ 

+ 

表5 露地栽培におけるショウガ

調査部位 土壌
，ノ~ 25日

(植付け71日後)

根ささ
汚染 0.0 

滅 菌 。。
種 根 茎

j汚染 。。
i成樹 0.0 

汚 染 33.3 
+艮

滅菌 0.0 

数値は 5株の平均発売程度を示す，

表 6 15
0

C貯蔵におけるショウガ紅色根茎腐敗病の
病徴の推移z)

貯蔵前病徴あり

貯蔵前病徴なし

11.1 

0.0 

z)数値は 3事長の平均発病皮を示す.

18.6 

1.1 

22.8 

1.1 

発症部{立 再分離y)

根 + 

十足 + 

根、鱗菜 + 

根、茎量生、鱗茎 + 

根、菜盤 “ト

8月14日 8月25日 10月16日
(91日後) (102 EI 後) (154日後)

5.6 12.5 12.5 

0.0 。。 0.0 

0.0 25.0 0.0 

0.0 。。 0.0 

66.7 66.7 100.0 

0.0 0.0 0.0 

表 7 貯蔵温度とショウガ紅色根茎腐敗病の発病z)

貯蔵濃度 発病株主字
発病度

CC) (%) 

15 0.0 0.0 

20 0.0 0.0 

23 0.0 0.0 

25 33.3 6.7 

28 66.7 13.3 

30 66.7 13.3 

数15値℃はで32線13装日のHlj平貯均長老を後示，す各温度に移し.28日後に調査した.
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4.病原菌の死滅温度

菌そうディスク中の病原菌は.45
0

Cでは240分間以

上， 50
0

Cでは10分間以上， 55
0

Cでは3分間以上の熱

処理で死滅した(表8)

5.防除法

1)土壌還元消毒・湛水処理

処理開始直後から6月30日まで比較的好天に恵ま

れ，気温は高く推移したものの， 7月1日から処理

終了日の15日までは曇雨天の日が多く，気温は低

く推移した.処理期間のうち6月15日から7月7日ま

での土壌還元消毒区の地溢(深さ8cm) は，最低

23.3
0

C，最高35.1oC，平均28.0
0

C，30
0

C以上の遭遇

時間は138.3時間，土壌還元消毒処理後 (7月15日)

の酸化還元電位 (5ポットの平均)は97.4mV，湛水

処理区はそれぞれ21.4
0

C，34.TC， 26.4
0

C， 84.3時間，

127.2mVでおあった(表9，10). I坊除価は，土壌還元

消毒区で87.1と高く y甚水処理症では54.9と土壊還

元消毒毘より劣るものの前除効果が認められた(表

11) 

2)土壌くん蒸処理

2008年4月21日の土嬢水分(合水率)は22.2%，

被覆期間中の地温(地表面下15cm) は最高26.9
0

C，

最低19.0
0

C，平均23.0
0

Cであった 無処理区の発病

株率が100%であったのに対し，クロルピクリン

(中)区およびクロルピクリン(間)区ともに，発

病株率， 1株当たりの発病根茎率は0%，防除価は

100と高い防除効果が認められた.ダゾメット区の

発病株率は40%，1株当たりの発病根茎率が2.4%，

Itlj I~主価が84.9 と防除効泉は認められたものの，クロ

ルピクリン区よりも低かった.なお，いずれの処理

区でも薬害はみられなかった(表12). 

表 8 ショウガ紅色根茎腐欺病(培養閣そう)の死滅温度

処理温度
処理時間

O 3 5 10 30 60 120 180 240 

25
0

C 100 

45
0

C 
y) 

100 100 100 100 100 100 100 75 。
50'C 100 100 100 。 O O O O 。
55t: 75 O O O O O O O O 

z) 車If!!.根菜腐敗病í~Îの検出ëf~ (9o) = 1おそうの出現したディスク数ー調査ディスク数x100 
y) ーは試験を行っていないことを示す.

表 9 土壌還元消毒中の温度z) 表10 定植産前の酸化還元電位 z)

処理II区
V
一A

ロ

m
一
初
回

測定地点 (OC) (t: ) (t: ) 遭遇H寺院J(h) 

土壌還元消毒阪のポット内 23.3 35.1 28.0 138.3 

ガラス室内 21.4 34.7 26.4 84.3 

z)測定期間:2007年6月 15~7月 7 日

土壌還元消毒

iMi7k 

z) il!U定日 2007年71J151:1 
y)数値は5ポットの王子均を示す

表11 ショウガ紅色根茎腐敗病に対する土壌還元消毒および湛水処理の防除効果

処理方法
供試 発病株率 1 ;j:'~(当たり

IりJ除似i
株数 (%) 発病根茎率(9ii) 根茎 十足

土嬢還元消毒 5 20 12.5 8.3 6.7 87.1 

湛水 5 60 33.3 28.9 26.7 54.9 

無処理 5 100 92.3 64.1 66.7 

数値は 5 株の王子均を~す.

表12 ショウガ紅色根茎腐敗病に対する土壌くん蒸剤の防除効果

薬剤名 処理 供試 発病株率 1株当たりのz)
防j徐倒i 薬害

(施用方法・処理量) 筒所 株数 (96) 発病根菜率 (96) 十良

クロルピクリンくん語長期j 司コ 5 O 。。 0.0 0.0 100.0 
(土壌点a・40L!lOa、4m!!穴) 問 5 O 0.0 0.0 0.0 100.0 

ダゾメット粉粒剤(土壌表頭散布・30kgllOa) 全面 5 40 2.4 0.5 13.3 84.9 

無処理 5 100 16.7 3.3 33.3 

数官邸主5株の平均を示す
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表13 ショウガ紅色根茎腐敗病に対する土壌瀧注剤の防!徐効果

15 

{11:試薬剤名 希釈倍数 処寝室:(L) 発病株率 l株当たりの
/ポット (%) 発病根菜率(%) 根茎 根

l坊除似 薬害

トリフルミゾール水和剤 1.000 l 80 

ベノミル水利剤 500 1 100 

チオファネートメチルオt和剤 500 100 

I!告処理 100 

委主1u在は 5株の平均をえ討すι

3)殺菌剤の土壌濯注処理

トリフルミゾール水和剤1.000倍希釈il~の土壌瀧

注処理区の発病が最も少なく，防除価は96.5と高い

防徐効果を示した.チオファネートメチル水和剤

500倍希釈液およびベノミル水和剤500倍希釈液の土

壌濯注処浬区の妨除舗はそれぞれ52.2，54.1であっ

た.なお，いずれの薬剤処理においても薬害はみら

れなかった(表13). 

考察

ショウガ紅色根茎腐敗病は，生育中の発病の確認

が9~ft しく，収穫持や出荷・調整n守に初めて確認され

るため，発生時期や伝染方法など発生生態が不明で

あり，防徐方法や防除適期も明らかになっていな

かった.このことは，本病の発生が漸増している原

因と考えられる.

そこで，本病の伝染方法を明らかにするために土

壌伝染および種根茎伝染について検討した.その結

果，汚染土壊に健全種根茎を植付けると新たに発生

した根茎に発病がみられたことから，矢野らの報

告15)のように土壌伝染することが再確認された

ショウガは，前年秋期に収穫した根茎を15
0

Cで貯蔵

した後，翌年4月に分割して種根茎とする.種根茎

はそれぞれの節に幼芽を保持しており，幼芽が萌芽

するとその基から分げつして新たな芽を形成，肥大

して線茎となる.収穫までのj習に次々と新芽の分げ

つ，肥大を繰り返すが，この様なショウガの生育特

性から，権病した種根茎が新根茎の伝染源となる可

能性が考えられたそこで，権病した根茎を分割し

て得た病徴のある根茎および無病徴の根茎をそれぞ

れ種根茎として新根茎の発病を調査した.その結果，

いずれの種狼茎とも新たに発生する根および根茎に

病徴がみられた.このことから，本病は土壌伝染だ

けでなく，種根茎伝染することも明らかとなった.

以上のことから，本病の発生抑制には，汚染土壌の

助除および健全種根茎の選抜の雨対策を実施するこ

とが重要と考えられた

1.8 1.8 33.3 96.5 

52.6 23.4 73.3 54.1 

52.1 24.4 93.3 52.2 

67.3 51.0 93.3 

現在，国内ではPyrenochaeta罵菌として3種が

植物の病原菌として報告されている 1) そのうちp.

terrestnsによる病害はメロン紅色根腐病7) トマ

ト紅色根腐病8) ネギ紅色根腐病8) ニラ紅色根腐

病2) グロリオサ紅色根腐病10) ナガイモ紅変病9)

タマネギ紅色根腐病 ιl) リンドウ虹色根腐病13)が

報告されている.今回，ショウガ紅色根茎腐敗病菌

のメロン， トマト，ネギ，ニラ，グロリオサおよび

リンドウへの病原性を検討した結果，メロン， トマ

ト，ニラ，ネギ，グロ 1)オサには病原性を示し本

病発生国場で、輪作をする場合は，メロン， トマト，

ニラ，ネギ，グロリオサの栽培は避ける必要がある

と考えられた.一方， リンドウには病原性が認めら

れなかった.

ショウガは収穫後，根茎に土壌を付着させたまま

貯蔵するため，収穫時に本病の発病に気づくことは

少なく，貯蔵後約2ヵ月以降の出荷・調整時に根茎

を洗浄して初めて確認されることが多い.このこと

から，貯蔵中においても本病による病徴の進展や，

新たな感染の可能性が考えられたそこで¥催病根

茎の発病程度が貯蔵温度の15
0

C条件下でどのように

変化するか検討した.その結果，貯蔵前にすでに病

徴が認められる線茎は，貯蔵期間中に根茎表面の赤

変や根茎の腐敗が進展し，汚染根茎を分割して得た

外観無病徴の根茎についてもわずかではあるが根茎

表面が赤変することが明らかになった.一方，収穫

後の健全な根茎に汚染土壊を付着させ，貯蔵期間中

の発病の有無について検討した結果，根茎の新たな

発病はみられなかったしかし 15
0

C貯蔵後に， 25， 

28， 30
0

Cで保存した場合は発病が確認された.この

ことから，貯蔵後から出荷までの期間，ショウガを

25
0

C以上の温度に遭遇させないことが重要であり，

貯蔵庫内の温度の上昇や出荷の際などに予冷庫内に

できるだけ外気が流入しないように注意する必要が

あると考えられた.

本病の種根茎伝染性が明らかとなったことから，

種根茎の温湯消毒の可能性について基礎的データを
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得るため，病原ï~の菌糸の死滅温度を検討した.そ

の結果， 2fζ病原菌は， 45
0

C240分間以上， 50
0

C 10分

間以上， 550C3分間以上で死滅した.ショウカ、、種根

茎の温湯消毒については香川らおがショウガ根茎腐

敗病を対象に試験しているが員i易処理の温度が高

くなるほど，また処理時間が長くなるほど，出茎数

が少なく， Ib芽株率，主主丈および収量が低くなる傾

向がみられており，温湯処理はショウガの生育に影

響を及ぽすと考察している.今後は，根茎内部の温

度が死滅溢度に達する時間や， iEL湯処理に必要な水

量なと寺実際のjEL湯処理を想定した検討が必要で、ある

とともにショウガの生育に影響を及ぼさない条件設

定が必要である.

土壌伝染を防止する方法として，土壌還元消毒

5)， 111 と湛水処理12)について検討した甚水処理は，

71<稲の後作に土壌伝染する菌核病やFusan'um属Th¥i

による病害およびセンチュウ類の防除技術であり，

タマネギ紅色狼腐病の発生抑制にも効果があること

が報告されている.その結果，土壌還元消毒で、は高

いl坊i徐効果が認められた 今回の試験は，ワグネル

ポットを月jいて行ったため，処理期間中にポットか

らの水抜けがほとんど無く，また処理前半の好天に

より 30
0

C以上の遭遇時間が138.3時間確保されたこ

とから， rぬ除効果が高くなったものと考えられた.

なお，処理終了直前の酸化還元電位の値がやや高

かったが，土壌還元消毒の処理数日後には，還元状

態を示すドブ臭が確認されており，処理期間の前半

は還元状態に保たれていたと考えられた.また甚

水処理についても土壌還元消毒より劣るものの，防

除効果は認められたこれらの結果から，栽培終了

後の土壌還元消毒や湛水処理あるいは水稲の作付け

により，発病桂度は軽減で、きると考えられた.

P terrestn'sによる病害であるトマト紅色根腐病，

メロン紅色根腐病，ネギ紅色根}肉病， タマネギ紅色

根腐病，グロリオサ紅色根腐病にダゾメット粉粒剤

が農薬登諒されているが，ショウガには紅色根茎腐

敗病を対象とした登録農薬はない.そこで¥根茎腐

敗病や一年生雑草，センチュウ類、などを対象にショ

ウガに作物登録のあるD-D剤， クロルピクリンくん

蒸剤，カーパムナトリウム塩液剤， ダゾメット粉粒

剤，クロルピクリン・ D-Dくん蒸剤，メチルイソチ

オシアネート.D-D剤のなかから，臭化メチルの代

替剤として導入が進んでいるダゾメット粉粒剤お

よびクロルピクリンくん蒸剤の防除効果を検討し

た.クロルピクリンくん蒸剤は，i蔑注器の注入部の

ネジが緩んだため注入量が農薬登録の処理量である

3ml/穴より多い4ml/穴で、の試験となったが，本病

に対する高い防除効果が認められたダゾメット粉

粒剤の土壌表面散布処理についてもクロルピクリン

くん蒸剤よりやや劣るものの防除効果は認められ，

両剤ともにショウガ紅色根茎腐敗病の防除薬剤とし

て有望と考えられた

また，生育期陪中の散布剤としてショウガに作物

受録のある殺菌郊のうちトリフルミゾール水和剤と

ベノミル水和剤，および作物登録はないが，チオ

ファネートメチル水和斉IJについて，本病に対するi坊

|徐効果を検討した.その結果， トリプルミゾール水

和剤1，000倍希釈液の土壌if1l注処理の防除効果が高

く，防除薬剤としての有効性が示された

今回の試験において，本病は土壌伝染し種根茎

から新根茎への伝染が確認されたまた，汚染土壌

に根付けたショウガの根茎を定期的に観察した結果，

栽培前半から新根茎，種根茎および根に病徴が現れ，

収穫期に近づくにつれて発病程度が高くなることが

明らかになった. したがって，本病による被害をI怪

滅するためには，種根茎の選別の徹底と，本病の伝

染源となる汚染土壌の消毒，さらにショウガ植付け

後のトリフルミゾール水和斉1]l，000倍希釈液のi:tli注

処理による防徐対策が有効と考えられる.

ショウガ紅色根茎腐敗病は，これまで根茎腐敗病

を対象とした臭化メチルの使用により副次的に被害

が低く抑えられてきた可能性がある.そのため，不

可欠用途の臭化メチルが全廃となる2013年以降はよ

り大きな問題となる可能性が高い.今後は国場試験

により各種防除対策の効果を実証するとともに，各

国場における発生履歴を把握し穂根茎の選別や土

壌還元消毒などの耕種的防除や有効な薬剤による紡

除を効果的に組み合わせた体系的な防除対策を講じ

ていくことが重要と考えられる.
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Summary 

We conducted this study to clarify the epidemiology and control measures for pink rhizome rot in ginger 

(ZIngIber o!fIcinale) caused by Pyrenochaeta terrestrIs. The causal fungus demonstrat巴dvirulence 

against five tested plants， including melon (CucumIs melo) ， tomato (LycopersIcon esculentum)， Chinese 

chives (AJJIum tubε'rosum). Welsh onion (AIIIum fistulosum) and glory lily (GlorIosa sppよInfield tests， 

pink patches on roots or pink cracks on the surface of rhizomes accompanied with water-soaked rot were 

observed 2-3 months post-inoculation. In rhizomes contaminated with infected soil， symptoms appeared 

after 1 month of storage at 25
0

C， but not after 7 months of storage at 15
0

C. In rhizomes that were already 

infected with the pathogen， symptoms developed during storage at 15
0

C. Symptoms also app巴aredon 

apparently healthy rhizomes derived from diseased stocks within 1 month at 15
0

C. The mycelium of the 

fungus was destroyed by treatment with warm (45
0

C) water for 240 min. 50
0

C water for 10 min or 55
0

C 

water for 3 min. Soil reduction using wheat bran， flooding and fumigation with 99.5% chloropicrin solution 

were effective in controlling th巴 disease.Drenching with triflumizole during the growth period was also 

effective in controlling the disease. 

Keywords : ging巴r(Zingl・'berofficinale). pink rhizome rot. Pyrenochaeta terrest刀'5，soilborne dis巴ase，

seed rhizome borne disease， host range， control 
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