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ショウガ疫病茜の発生生態と防除法

山崎路子・矢野和孝・森田泰彰・竹内繁治*

Ecology and Control of Phytophthora Rot Caused by 

Phytoththora citr~抑hora on Ginger (Zingiber officinale) 

Mutsuko YAMAZAKI， Kazutaka YANO， Yasuaki MORITA and Sigeharu TAKEUCH( 

要約

ショウガ疫病菌は，1O-30
0

Cで生育し，発病適温は20
0

Cをや心に15-25
0

Cであった.本病原菌はショ

ウガの他，ミョウガ，ナス，キャベツおよびサヤインゲンに感染したが，キュウリ，メロン，トマト，ピー

マン，ハクサイ，ニラおよびネギには感染しなかった.露池栽培での本病の発生は初夏と秋期の 2回

みられ，気温および地温(深さ15cm)が21-22
0

Cで推移し，かつ降雨が連続した場合に発生する傾

向がみられた.本病は， 15
0

C貯蔵中の絞茎においても病徴の進展がみられた.また，貯蔵中の健全根

茎に，間病根茎や土壌から伝染することが明らかとなった.ヱド病原菌の汚染土のj足湯処理による死滅温

度は， 40
0

C 180分間以上， 45
0

C10分間以上， 50
0

C 3分間以上であった.

本病の防除法として，ショウガ植付け前の土壌還元消毒，湛水処理，およびメチルイソチオシアネー

ト.DωD?flI斉1]，クロルピクリンくん蒸剤やダゾメット粉粒剤による土壌消毒ならびに生育中のシア

ゾフアミド水和部500倍希釈液の土壌躍注が有効であった.

キーワード:ショウガ，疫病，Phyto戸hthoracitro戸hthora，貯蔵病答，発病j盛況l，宿主範閉，死滅温度，

防除法

はじめに

ショウガ (Zingiberofficinale Rosc. )に発生する

疫病は，Phytophthora citrophthor (R.E.Smith and 

E.H.Smith) Leonianによって発生する7.8)病答で，

生育期間中のみならず貯蔵中および出荷調整後にお

いても発生することからfjjjl徐の難しい病害である.

しかし，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かった.そこで，本病の

発生生態を明らかにするとともに，土壌還元消毒，

湛水処理，土撲くん蒸剤および生育中の殺菌剤lの防

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.

* 現お知県災菜採然奇1\深写irJ業:jfbllillq~

2011"1ミ8月3EI受型I!

材料および方法

1.供試簡株と遊走子懸濁液の調製

小林・松鴎 2)が高知県高知子11および南国市の擢

病ショウガ根茎から分離し，農業生物資源研究所

ジーンパンクに若手託した 2菌株 (MAFF238158， 

MAFF 238159) を供試菌株とした.また， 2004年10

月に高知県高知市， 2008年 6月に徳烏県名沼郡石井

Il!Tでそれぞれ採取したショウガ根茎の擢病音1¥と健全

部の;境界部分から小片を切り取り， 70%エタノール

に30秒間， 2 %次亜塩素酸ナトリウム水i容液に60

秒間浸漬した後，滅菌水で水洗し，滅菌ろ紙で水分

を拭き取って 2%寒天培地に置いた.その後，単

菌糸分離して供試菌株 (ZPM-22，T…1 3)とした.

遊定子!怪濁i夜の訴l製は， V-8ジュース寒天王子板

培地の表面に滅茜ろ紙を敷いた培地上に供試菌株を

移摘し， 25t，暗黒下で14日間培養後，ろ紙を剥が
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してj成T!si7J<. で、 3 崩洗浄した.このろ紙 ~i成菌水20

mLに浸i立し， 25'C，蛍光灯照射下 (20，000lux ; 16 

時間)で 1EI問静置した後， 5 'cに111寺院遭遇させ

て遊定子を放出させ， LOX 103俗/mLに調整して

接種iJ京とした.

2. f共試植物と穣病根茎の作製

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'を健全根菜として用い

た.ポット苗の場合は，あらかじめ30'Cで萌芽させ

たショウガ根茎小片を，滅菌土壌を詰めた直径 9

cmのポリエチレンポットに移植し，所定の葉ー齢に

なるまでガラス室で栽培してJfJいた.また，健全種

根茎を汚染土壊に植付けて栽精して得られた根茎の

うち，掘取り時に幼芽が褐色に変色するとともにわ

ず、かな水没症状を生じている根茎を約200gに分割

して探病根茎としてmいた.

3.発病調査

いずれの試験ともショウガの発病殺茂は，以下の

指数で評価し，次式によって発病株率，発病狼茎率，

発病)主および防i徐官!日を算1'1:1した.

t~ミの発病指数は o 症状なし 1 地際部に褐

変または水浸症状を生じる， 2 地上部が黄化する，

3 地上部が萎約する， 4 : tfu上部が枯死するの 5

段階とした.

発病株(根茎)率(%)出発病株(根茎)数/調査

株(根茎)数XJOO，

株の発病度=ミ(発病指数別株数×発病指数)/

(謂査株数X4) X100 

防 I~.'，側(1 処理区の発病度(発病株率) /~!l~ 

処理区の発病度(発病株率)) X 100 

4.発病適温

本葉 7葉jtJjのショウガポット苗の偽茎の地際部に

針で{訟をつけ， 500mL容のビーカーに入れた後，

地際部が浸る深さになるように遊走子}tM'~濁液250mL

を注入し， 10， 15， 20， 25， 30'Cに設定したインキュ

ベーターに24時間置いた.その後，ポット苗をビー

カーから出して，引き続き同iill't度のグロースチャン

パー内 (J4時間lヨ長)で管理した.各j昆度につき 3

ポットずつ用いた. t妥種開始から 10日後に発病株率

および発病j支を調査した.

5.発病時期

2008年4月8日に，前年度に疫病が発生した当セ

ンター内露;池ほ場 (85.6m2) にショウガを290株植え

付けた.土壊消毒は行なわず，元日巴としてこ1::.根擦⑧

(N-P-K= 8 -10ω8 )を275kg/JOa，鶏糞を450kg/lO

a施用し，その他の管理は慣行に従った. 5月17日

から10月J51ヨまでほぼ7日間隔で地上部の発病の有

無を毘視により調査し，新たに発生した発病株の発

病株率を算出した.初夏は調査の度に発病株の抜き

11文りを行ったが，秋j切は行わなかった.また，試験

期限仁1"の地温(うねの表面から深さ 15cm) を測定

するとともに，アメダス(後免)の気温と j降水量デー

タを用い，温度および降雨と発病時期との関係を検

討ーした.

6.各種植物に対する病原性

ウコン「春ウコンムクルクマ「クルクマ・シャ

ローム(俗名)J，ミョウガ‘変ミョウガキュウ

リ ‘ZQ-2' ，メロン‘アールス雅春秋系トマ

ト‘ハウス桃太郎ナス‘?包巴ピーマン‘京

j皮オクラ‘アーリーファイブハクサイ '1nl，
双 キ ャ ベ ツ ‘ 金 系201号サヤインゲン‘ ベ

ストクロップキセラニラ‘スーパーグリーンベ

ルトネギ‘需LLJ' を2008年 9月5EHこj成T!f-iJ二壊

に橋種または植付けし，接種までガラス室内で育苗

した. 9月26日にはウコン，キュウ 1)，メロン，ハ

クサイ，オクラ，サヤインゲンを， 10月1日にはク

ルクマ， ミョウガ， トマト，ナス，キャベツを， 10 

月15日にはピーマン，ニラ，ネギを，直f壬9または

12cmのポリエチレンポットに 1株ずつ移槌した.

接種は，供試作物の地際部 5ヶ所に針で付傷させた

後， 5 X 102個/mLに誠整した遊走子懸濁i夜を地際

が浸る深さになるよう 5L入れた接種i暫(内六十縦

40cm X横47cmX深さ22cm) に室識で241時間没i立

して行った.各植物とも 5ポットずつ用いた.接種

後は，接種槽からとり出してガラス室内で栽培した.

なお，対照涯には滅菌水を用いた.調査は，接種開

始から5，10， 14， J8日後に病徴の有無を観察し，

発病がみられた株については， 18日後に病斑部から

供試菌の再:分離を行った.

7.貯蔵中の発病程度の進展

1 )穫病棟茎の発病程度の進展

当センター内の汚染ほ場から収穫した縫病株3



山崎・矢野・森鴎・竹内:ショウガ疫病菌の発生生態と防i泳法 9 

株の根茎(l株約1.2kg) を!事さ0.025mmのポリ

エチレンフィルムの袋へ 1株ず、つ入れ， 150Cに設

定した定温庫内で貯蔵した.貯蔵当日， 15， 34， 

54， 69日後に病斑の拡大の様子と 1株あたりの

発病根茎数について調査し，発病根2長率を算出し

た.

2 )穣病根茎から健全根茎への伝染

当センター内の汚染ほ場から収穫した，罷病根茎

1個を，県内産地で採取した見かけ上健全な根茎

5倒(いずれも約200g) とともに厚さ0.025mm

のポリエチレンフィルムの袋へ入れ， 15
0Cに設定

した定温}案内で貯蔵した.試験は 2反復で行った.

なお，対照として，催病根茎の代わりに健全根茎

を用いた.貯蔵当日， 35， 69， 99日後に根茎の発

病の有無について調査した.

3 )汚染土嬢から健全根茎への伝染

当センタ…内の汚染ほ場から採取した土壌約

20gを，県内産地で採取した見かけ上健全な根茎

5偲(約200g) とともに!享さ0.025mmのポリエ

チレンフィルムの袋へ入れ， 15
0

Cに設定した定温

庫内でJI':;:践した.対照として，汚染土壌を加えな

い健全線装を用いた.貯蔵当1:1，29， 63日後に根

菜の発病の有無について調査した.

8闘病原菌の死滅温度

gh示t菌株 (fiit!c名:T-1 -3 )を PDAまたは V

8ジュース寒天平板培地をmい25
0

C，暗黒下で14日

間培養した.培養して得られた菌そうを直径 4mm 

のコルクボーラーで打ち抜き，百、i糸のみを含む

PDA龍そうディスクおよびI岩糸と遊定子のうを含

むV 8 Th(iそうディスクとした.前述の方法により

調製した遊定子!街路液 5mLを，高圧滅菌消毒した

土壊フスマ培地(ごiニ:フスマ=4 1) 50gにifiii下

し， 25
0

C，暗黒下で24日間培養して汚染土とした.

容量200μLのマイクロチューブにそれぞ、れ①l!fii

そうディスク 4枚と滅菌水60μL，②j鼓定子懸潟il主

100μLまたは③汚染土10mLと100mLの減l'fi*を

入れてよく j足利した汚染土懸潟液100μLを入れ

た.それぞれを40，45， 50
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， 300分間保った.処理後i直ちに

マイクロチューブごと水道水 (23
oclに入れて冷却

した. また，対日誌としてそれぞれ25
0

Cに設定した恒

j昆器内で 0，300分間保ったものを用いた.なお，

1'fiそうディスクは 2チューブずつ，遊定子懸i弱液お

よび汚染土懸i萄液は Iチューブずつ用いた.処理後，

PARP平板培地 1) (Corn meal17g，寒天23g，蒸留

7]( 1， OOOmL，ピマリシン 5ppm，アンピシリン

250ppm，リファンピシン10ppm，PCNB100ppm，ロー

ズベンガル2.5ppm) に各処理後の菌そうディスク

8枚もしくは汚染土懸濁液約lO，uLまたは遊定子

懸濁液10μLをそれぞれ8ヶ所に置床し，22SC，

暗黒下で 4日間培養した後，菌そう出現の有無を調

査した.

9.防除法

1 )土壌還元消毒・湛水処理

2009年7月10日に，あらかじめ遊定子懸濁液の

没漬接種により発病させたショウガの 9cmポッ

ト苗を 1株ずつナイロンネットに入れ，滅菌土を

詰めた 112000aのワグネルポット(約15L) の深

さ約15cmに思没した.その1213後に，発病ショ

ウガの入ったネットを引き j二げてポット内の土撲

を混和したものを残さ無し1:[，ネット内の'r経病

ショウガをポットに残してポット内の土嬢と混和

したものを残さ有り区とした. 7月221:1に雨区の

ワグネルポットにふすま50g (1 tllOaに相

を入れて混和した後，ポット内に水をi持たしてか

ら厚さ0.05mmの透明ポリエチレンフィルムで表

而を被穫し，土壌還元出奇区(残包有り，残さ ~A1;

し)とした.また，フィルムで表閣を被援しない

湛水処理註と水をiZ1めない紙処理区(残さ存り，

残さ1111;し)を設けた.なお， d1!r;処理[Rは土撲が乾

燥しないように適宜かん水した. 8月1513に土壌

還元消毒症のフィルムを除去し，ワグネルポット

内の水を抜いた.また，i益水処理区についてもワ

グネルポット内の水を抜いた. 8 H26E1に各処理Il

区のワグネルポット内の土壌を移椴ごてで混和

後，健全根茎(約150g) をlポットにつき l株ず

つ槌付けて屋外で栽培した.いずれの区も各区 3

~4 ポットずつ)羽いた. 10月51ヨから概ね 7日間

隔で地上部の発病の有無を調査し，発病株率を算

出した.

なお，処理期間中の 7月22日から 8月231:1の許可，

土l災還元消毒[Rならびに無処理区の深さ 8cmの

地滋および気温を 15分間隔で測定した.また，還

元処理開始 1日後の 7月23日および処理終了 2日
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前!の 8月2]日に ORPメーター (RM-lOP，TOA 

Electro-nics 社製)を用いて土壌還元消毒(残さ

有り)区および、湛水処理(残さ有り)区の深さ 8

cmにおける酸化還元電位を測定した.

2)土壌くん蒸処理

クロルピクリンくん蒸剤99.5% (301l10a)， 

メチルイソチオシアネート・ D叩 D油剤 (301l1Oa)， 

ダゾメット粉粒斉IJ (30kg/l0aおよび、60kg/lOa)

を供試した. 2009:f]三 4月7日に，当センタ…内の

汚染ほ場を耕転・ 111:主立てし， 12.6m2 (111高2.1mX 

さ6.0m) の1111をf乍った.クロルピクリンくん

蒸剤とメチルイソチオシアネ…ト・ D…Di白剤に

ついては手動式土壌注入器を用いて， 30cm千鳥

で深さ 15cmに点、注処理し，夜ちに厚さ 0.05mm

の透明ポリエチレンフィルムで被覆した.ダゾ

メット粉粒剤は，30kg/l0aまたは60kg/lOaの割

合で試験区全稲に散布し，小型管理機で、深さ約

15cmまでの土壌と十分混和した後，

0.05mmの透明ポリエチレンフィルムで被覆し

た.いずれの区も 4月23日(処理16日後)に被覆

フィルムを!徐去し，耕起によるガス1j2:きを行った.

然処理区も透明ポリエチレンフィルムで被覆し

た.各区;とも 2連制で‘試験を行った.

なお， くん蒸処理直前に，各処理毘の 3カ月号か

ら土壌を採取し，土壌水分(合水率)を測定した.

また， くん蒸期間中のクロルピク 1)ンくん蒸斉IJ/K

の地温(深さ15cm) を測定した.

5月29日から11月9日までほぼ7日間隔で発病

の有無を誠査し，発病株率を算出した.

3 )殺菌剤の土壌濯注処理

(1)ポット試験

地際部 5ヶ所に針で付傷ーした 7葉期のショウ

ガポット苗 (9cm) を， 500mL容のビーカー

に入れ，遊定子j怪濁il主を地際音[¥が浸る深さにな

るよう 250mL入れて， 25
0

C， 14f1寺問日長に設

定したインキュベーター内に24時間静置した.

その後ポット苗をビーカーから取り出し，間条

件で管理した.薬剤処理は，接種前日または 1

日後に行い，シアゾブアミド水和斉IJは500倍希

釈液を 311m2の割合で、土壌i韮注，プロパモカ

ルブ塩酸塩il1z剤は400倍希釈液を 311m2の割

合で土壌j荏注，アゾキシストロビン十メタラキ

シルM粒剤は 9kg/10aの都合で土壊表面散布

した.なお，各処理区とも 4ポットずつ汗jいた.

さ

接種 9および15日後に，発病指数を基準に調査

して，発病株率および発病度を算出した.また，

各薬剤の発病度から無処理匿に対する防除価を

算出した.

( 2 )ほ場試験

前年度に疫病が発生した当センタ…内露地ほ

場を，ダゾメット粉粒剤30kg/lOaで土境消毒

した後，ショウガを2008年4月8日に極付けた.

なお，元Ilr:¥として土根壌⑧(N-P-K= 8 -10-8) 

を278kg/lOa，鶏糞を450kg/lOa1応用し，その

後の管理は慣行に従った.

2008年10月1日に疫病の発病を確認後， 10月

]7[1に農業用水を入水させ，うねの房付近まで

冠水した状態を翌日まで保ち，発病の拡大を促

した. 10月15日(冠水処理 2[1前)またはJO月

18日(冠水処理 1日後)にシアゾフアミド水手[J

剤 (500倍希釈液， 311m2，土壌ii1ii主)，プロ

パモカルプ塩酸;境液斉IJ(400倍希釈 3L/m2， 

土淡i控注)，アゾキシストロビン十メタラキシ

ルωM粒剤(9 kg/lOa，土壌表面散布)を各 l

回施朋した.なお，各処理区とも 5.9m2 (20株

椀え)で 2連111IJとした.無処理Iji区については，

7.4m2 (25株)で 2連制とした.

10月15[1から 7日間!濡で池上部の発病の有無

を調査し，発病株率を算出した.また，各処理

底の発病株率から無処理!区に対する防除価を算

出した.

結果

1.発病適温

遊定子}~~笥 ì夜を接種した結果，調査した接種時お

表 1 ショウガ疫病菌の温度と発病程度 (2008)

F
内

υ

ハH
V

F

ヘU

1
ル
ワ
μ

つμ

100 
100 
100 66.7 

66.7 
100 

11)接稜方法:ポット被えのショウガの地際部に針で似を
1，Jけて1031簡に誠整した逃走予i!iiをirIli:i:接穣し，各i昆
皮のインキュベーター内に2411'.¥三I[¥J置いた後，引き続き
それぞ、れの潟皮(1411寺問日長)のグロースチャンバー
内で管理した.各j鼠皮につき 3ポット用いた.調査は
接穂10EI後に行った.

Z) 発病皮=ヱ(発病指数別株数×発病指数)/ (調査株
数X 4) X 100発病指数は， 0:痕状なし， 1 地i祭[;1¥
に褐変または7.k没症状を生じる， 2:.地上部が裁fとす
る， 3:地|二部が萎凋する， 4:地上部が枯死する
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30 

25 

Jい， 
的 4

;品

株

i主

サ川ミ

'C 

( 

) 虻

-20 

よび接種後の管理期間中の温度が10'C-30'Cの範囲

では会株に発病がみられ，発病程度は20'Cで最も高

かった(表 1) 

2.発病時期

6月6日に初発を確認した後 6月13，16日の調

査で新たな発病が認められた.その後， 10月1日の

調査まで発病はみられなかった(図 1). 10丹1日

に孫:び発病を確認したが，その後，調査終了時の10

月15EIまで新たな発病は認められなかった(図 1). 

本病原菌の発病適渦調査の結果から，接種持および

接種後の管理温度が20'Cの場合，接種開始から 2日

後には発病が確認されたため，発生確認 2EI前から

発生確認EIまでの 3日開の王子均地温，平均気温およ

び積算降水量について調査した.その結果，発病が

初夏の初発確認日である 6 月 6 日の平均地 if，~

(l5cm) は21.8'C，平均気品は20.TC，積算降水

¥¥ 

5/30 6/5 6/11 6117 6/23 9/20 9/26 10/2 10/8 lO/J.l 

国 1 露地闘場におけるショウガ疫病の発生推移 (2∞8)
IE)初変の発病科((土務査ごとに|除去し，秋JPJi土i余去しな

かった.

量は68.0mmであった.なお，初発生日以降は. 6 

月13日ではそれぞれ21.5'C，23.5"(;， 51.0mm， 6 

月16日では21.8'C，23.0'C， 17.0mmであった.ま

た秋期の初発確認日である 10月 1EIではそれぞれ

22.0'C， 21.9'C， 60.0mmであった(国 2). 

3.各種植物に対する病原性

接種 5日後に， ミョウガでl土地際部および花習が

水浸症状を皇し，ナスでは地上部が萎凋，枯死した.

キャベツ，サヤインゲンでは地際部が黒変してくび

れを生じた.ウコン，クルクマ，オクラでは付侮音[1

が変急したが，調査期間中には地上部の異常はみら

れなかった.一方，キュウリ，メロン，トマト，ピー

マン，ハクサイ，ニラ，ネギでは接種14，18日後に

おいても異常はみられなかった.なお， ミョウガ，

ナス，キャベツおよびサヤインゲンの病徴部からは

供試菌が再分離された(表 2). 

70 

60 

50 

402 
f立

30 ~ 

20旦

10 

15 

5/30 6/5 6/l1 6/17 6/23 9/20 9/26 10/2 10/8 10/14 

国 2 調査期間中の平均気温、地温(深さ 15cm)
および降水量の推移 (2008)
U')調査地点:アメダス(後免)

表 2 ショウガ疫病曹の各作物に対する病原性(2009)

クルクマ
クルクマ・シャローム

(俗名)

干すボ'火
手
々
t

z
p
W
0・

一

1
・
向
日

ガ

雅

太

ウ

ス

桃

ョ
!
ル
ス

ミ
、

{
P

一
内
ノ

夏

以

ア

ハ

ガ

リ

ウ

ウ

ン

ト

ヨ
ユ
ロ
マ

ミ

キ

メ

ト

地i深部および花菅の

水浸症状

ナス 竜馬
地!深部の黒変， くびれ

症状が進むと萎凋，枯死

ピーマン 京波

オクラ アーリーファイフや

ハクサイ ~双
キャベツ 金系201-7子 地際郊の黒変，くびれ

サヤインゲンベストクロップキセラ 地際部の黒変，くびれ

ニラ スーパーグリーンベルト

付傷部のみ褐変し，地上部には異常なし

十

ヤト

1~'傷部のみ黒変し，地上部には異常なし

十

寸一

z)病徴部治、らの河分隊

十:あり，一:なし，空機ドI分離を実施していない
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4.貯蔵中の発病程度の進展

1 )擢病根茎の発病程度の進展

貯蔵開始時の発病根茎率は王子均28.4%であった

が，健全根茎の芽が黒変したり，根茎内部が発病

根茎から健全根茎に向かつて褐変，軟化していく

様子が観察され，貯蔵69日後には平均発病根茎率

は82.0%となった(表 3). 

表 3 貯蔵中におけるショウガ疫病の病斑の進展(2007)

Il 21 76.2 

m 12 25.0 25.0 58.3 66.7 75.0 

17.3 28.4 31.6 64.6 72.5 82.0 

注)試験方法:11 fl22 EIに， 24業技術センター内の汚染土
ti'~から掘上げた催病ショウガ 3 株を0.025mm のポリ
エチレンフィルムの袋へ l倫|ずつ入れ， 15'Cl!'j'践した.

2 )擢病根茎から健全根茎への伝染

健全校茎に催病根茎を混入させて15'Cで貯蔵し

た場合 I反復区では貯蔵69日後の調査から1I

反復iまでは99日後の調査で発病が認められた(表

4) .発病した健全根茎は，芽が軟化するととも

に，根茎内音I1の褐変，軟化がみられた.

表 4 貯蔵中における擢病絞茎から健全根菜への伝染(2∞7)

権病株反復

:11 月22EHこ，

ウガ 111母を健全な絞菜 (200g) 5 f[ヰとともに0.025mm
のポリエチレンフィルムの袋へ入~L ， 15'C貯蔵した.
部資方法:1ft;主に褐色に変色したり水没液状がみられた
ものを発病根菜とした.

3 )汚染土壌から健全根茎への伝染

汚染土壌を付着させたショウガ根茎を15'Cでi!?

j越した場合，貯蔵63日後に全ての根茎が発病した

(表 5). 

表 5 貯蔵仁11{こおける汚染土壌から健全狼茎への伝染(2007)

汚染土壌

5/5 

0/5 
: 11)J幻自に，オミ病発生倒場から採取し1

染土ti'{を{窓会な tf~茎 (200g) 5株ともに0.025mmの
ポリエチレンフィ ルムの袋へ入れ， 15'CJti:蔵した.
調千平方法.娘三長に f~ì色に変色したり水没液状がみられ
たものを発病絞菜とした.

5.病原菌の死滅温度

PDA菌そうディスク中の菌糸は，40'Cでは120分

間以上， 45'Cおよび50'Cでは10分間以上の熱処理で

死滅した(表 6). V 8菌そうディスク中の菌糸お

よび遊走干のうは，40'Cでは240分間以上， 45'Cでは

30分間以上， 50'Cでは 5分間以上の熱処理で死滅し

た.遊定子j怒濁i夜の遊定子は，40'Cでは120分間以上，

45'Cでは10分間以上， 50'Cでは 3分間以上の熱処理

で死滅した.汚染土中の病原菌は， 40'Cでは180分

間以上， 45'Cでは10分間以上， 50'Cでは 3分間以上

の熱処理で死滅した(表 6). 

6.防除法

1)土壌還元消毒・港水処理

酸化還元電位は，処理開始 1日後(7月23日)

で、は土壌還元消毒症-330mV，潜水処理区…298mV，

処理終了 2日 前 (8月21日)ではそれぞ、れ

109.7mV， 247. 7mVであった.地獄の30'C以上

の遭遇時間は，土壊還元?ì~奇:区で、215.5時間， }ff~ 

処理区で151.511封切であった.日月 16日の発病株

率は，無処理(残さ有り)12<:， ~処滋1 (残さ無し)

j玄で50%であったのに対し，土壌還元消毒(残さ

有り) 12<:，土壌還元m主義(残さ !TI~ し)区，湛水処

Jlll (残さ有り) 1亙とも 0%であった(表7).

2 )土壌くん蒸処理

くん蒸斉IJ処理11寺川月 71:1)の土撰ぶ分(含水

は21.3%， くん子定期間中の地i1ffl(地表面!ご

10cm) は最高31.1'C，設低15.5'C，平均23.7'C

であった.

}!!~処理区での発病は 9 P:I 7況に初めて確認さ

れ， 11月 91ヨの発病株率は11.7%であった.クロ

ルピクリンくん蒸斉IJ区では10月13日の調査から，

メチルイソチオシアネート・ D-D~Ijl 斉 IJ 区では 10

月261:1の調査から，ダゾメット粉粒斉IJ (30kg/lOa 

および、60kg/10a) 誌では 9P:l24日の調査から発病

が確認されはじめ， 11月9日の発病株率は，それ

ぞれ3.3，1.7， 1.7， 1.7%と無処理区と比べて低

かった(表 8).なお，いずれの処理区とも薬害

はみられなかった.

3 )殺菌剤の土壌濯漆処理

( 1 )ポット試験

病原菌の接種前日に処理した場合，シアゾ

ブアミド水和剤では接種目日後においても発病

がみられなかった.プロパモカルブ塩酸塩液剤，
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( 2 )ほ場試験アソゾ守キシストロピン+メ夕ラキシル M;f立斉郊剤iせjの

1臼5臼後の助l除徐価はそれぞ

病原I菌Z謹jの接種 1131後灸に処理した場合， 1513後の

防i徐備はアゾキシストロビン十メタラキシル

M;{'立斉Ijカ'66.7，シアゾフアミド71(和斉IJ，プロ

パモカルブ塩酸塩液斉11がいずれも 41.7であっ

た.いずれの薬剤とも病係龍の接種 l日後の処

理より接種前日に処理した場合の防除価が高

かった.なお，いずれの薬剤とも薬害は認めら

れなかった(表 9). 

冠水前に処理したシアゾブアミド水和剤500

倍希釈液の土壌躍注処理区での発病株率が最も

低く， 11月12EIの防除倣は67.7であった.冠水

前に処理したプロパモカルブ;塩酸塩液剤400倍

希釈液の土壌瀧注処理区およびアゾキシストロ

ピン十メタラキシル M粒剤 9kg/lOaの土疑表

面散布区では， ，坊徐効果が認められなかった.

冠水後に処埋した場合は，いずれの薬剤とも防

除効果が認められなかった.なお，いずれの薬

剤とも薬害は認められなかった(表10). 

z)疫病閣の検出来(9o) =]おそう IUJSi数十剣査数X100
v) は試験を実施していないことを示す

表 7 ショウガ疫病に対する土壌還元消毒および、湛水処理の防除効果(2009)

a 1)処理liW11削(7月22日-8 JJ 23日)のこ!こ撲選7c?ド]，!f1三の30.C以上の滋j!!lI!W'1H1は215.5時的]であった
(1I2.000aワグネルポットl今の深さ 8cmをiJliJ定). 7 Fl23 EI (処理開始 11]後)の般化法元75佼はゴ二

段還元1ドi1を16:でω330mv，益水l玄で 298mvであった.
U'2) 7 )110日(処:fl!U2EI Titr)にlポットにつき発病株を l倒ずつ長Ili交し，各処壊をした後， 7)'122日(処

型j[夜前) (こ発J制止の残さを除去しなかったものを有り，除去したものを無しと示した.

表 8 ショウガ疫病に対する土壌くん蒸斉IJの防除効果 (2009)

試験区

クロ jレ ン

メチルイソチオシアネート・ D-Dilu剤 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 
ダゾメット粉粒剤 (30kg/10a) 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
ダゾメット粉粒剤 (60kg/lOa) 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

a) ~ì\: l也の汚染JiIlll易で 4 )1 7 EI (こ薬剤処理した後， 4月23日(処llHl6E1後)にシートを除去し，耕起による

ガス抜きを行った.
クロルピクリンくん蒸斉IJ とメチルイソチオシアネート iIIJ 1'iIj(ま土撲に点ä し，ダゾメット粉粧刻はご!こJ;j~表
flfJiこii士;{ji・ifMIIした.
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表 9 ショウガ疫病に対する各積殺菌剤の接種前および接種後処理の防除効果:ポット試験(2008)

処理時期 薬剤
i勿|徐悩

シアゾファミ

(500倍希釈， 3 Llm2，土壌i船主)

プロパモカルブ液剤
接種前日

(400倍希釈， 3 Llm2
，土主義濯注)

メタラキシル ~I 十アゾキシストロビン粒剤
(9 kg/10a，土壌表面教布)

シアゾフアミド水利剤
(500倍希釈， 3 Llm2，土壊緩注)

うブロパモカルブi夜斉1)
接種 1町、

友 (400倍希釈， 3 Llm2，土壌J船主)

メタラキシル ~I 十アゾキシストロビン粒青1)
9 

25 

75 

75 

O O 100 O O 100 

O O 100 50 16.7 83.3 

8.3 85.8 100 25.0 75.0 

41.7 28.5 75 58.3 41. 7 

41.7 28.5 41. 7 75 58.3 

注) 9 cmポリポットで 7業JVlまで栽指したショウガの地l奈音1¥に針で傷を付け銭走予i夜をiiiU:主接殺した.接種後lま， 250

C， 
14時間日長のグロースチャンパーで管理した.

z)発病m:の然出法は，表2と河じ.
y) F>1jl話料illi=(1-処理区の発病皮/無処理夜の発病!交) X100 

表10 湛水前または後に処理した数種薬剤のショウカ、、疫病に対する肪徐効果:~ま場試験 (2007)

処理H時;羽 生iJ斉1)

シアゾ77ミ

(~OO倍希釈， 3 Llm'，土壊議注)
しムプロパモカルブ液剤

泡)J(jiリ 。 2.8 0 
ハ (4∞Fu希:fR， 3 Llm'，土壌iffiii)

H 'j キシル~1+ 7 ゾキシストロどン柱部

67.7 

5.6 35.6 11.1 0 19.4 19.8 33.3 0 

ハH
V

ハH
Vi
 

ハH
Vムふ

'
均
四
円
'

守

L
2

出
品
市

m

u

ブ

ν

ミ

3
ル
3

7

1

ヵ

!

如
mv

却
mν

ブ
メ
i
モ
メ
1

ゾ
倍
パ
位
旧

ア
川
山
口
∞

シ
h
ぃ
プ
ー
ド

総出，v

、
J
H
H
1
 

冠 5.9 32.2 20.6 0 20.6 14.9 60.9 0 

羽毛.Rll正要:lìíîiq.ft(こ f支持;を発生した路地図。w，こ，ショウガを 4 月 8 日にtlf[1~ けた.

冠水処理:10月1rヨに疫病の発病を確認後， 10月17日に農業用水を入水させ，うねの隠まで冠水した状態を約 1EIIHH!ilった.
薬剤処理:10Ji15EI (冠水処理!2日前)，または10JH8EI (冠水処理 1日後)に各 1illI，供試薬剤lを処理I!した. Slt~剤処理は

5.9m2 (20株)，無処理13:7.4m2 (25株)で 2J皇制とした.

z) 紡除悩 (1 処理区の発病株本/無処理症の発病株率) X100 

考察

ショウガ疫病の発生生態を明らかにするため，発

病に及ぼす混度の影響を調査した結果，試験を行っ

た1O~300C の範聞で発病し，発病適温は20'C を中心

にJ5~25'C の範囲であると考えられた.これは，ほ

場での発病時期が初夏と秋期の 2回であり，平均気

温および平均地温(深さ 15cm) が2J~22'C で推移

した場合に発生する傾向がみられたこととよく一致

した.なお，小林らの報告 2)でも本試験と向様に

年2回の発病時期が確認されていることから，今回

の試験でも本病の発病時期が初夏と秋期の 21TIlある

ことを裏付ける結果となった.また，本病原菌が属

する Phyto.戸hthora属鵠は71(1:1:1で遊定子のうから遊定

を放出することにより水媒伝染し，発病が拡大す

ることが知られている.今回の試験でも発病適温下

において降雨が連続した場合に発病が確認されたこ

とから，初夏や秋期の連続した降雨により発病が促

されることが示唆された.

今回，ショウガ疫病躍の数種作物に対する病原性

を調査した結果， ミョウガ，ナス，キャベツ，サヤ

インゲンには病原性を示し，キュウリ，メロン， ト

マト，ピーマン，ハクサイ，ニラ，ネギには病原性

カヲ忠められなかった.ショウガは7J(田の*三換rド~ÞJ と

して栽培される場合が多いが，ショウガ以外の転換
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作物としてミョウガ，ナス，キャベツ，サヤインゲ

ンを栽培することは避ける必要があると考えられ

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n寺に本病の発病に気づくことは

少なし貯蔵後約 2ヵ月以降の調整・出荷持に根茎

を洗浄して初めて確認されることが多い.そこで

貯蔵中における本病の病般の進展や，新たな感染の

有無を調査した.その結来，貯蔵前にすでに病徴が

認められる根茎は，貯蔵期間中に病勢が進展し，根

茎の芽が変色するとともに，根菜の腐敗が発病部か

ら健全部へ向かつて進展し，組織の褐変や軟化を引

き起こすことが明らかになった.また，健全根茎に

発病根茎を混入して貯蔵すると，健全線菜に新たな

発病がみられた.さらに 汚染土壊が健全根茎に付

着した場。合も同様に，健全根芸に新たな発病がみら

れた.これらのことから，貯蔵前に催病根茎を除去

しておくことや擢病根茎問辺の土壌を貯蔵庫内に持

ち込まないことが本病の被答:続減対策として重要で、

あると考えられた.

次に，本病の|坊除のための基礎的データ会得るた

め，病原菌の死滅j昆度を検討した.その結果，40
0

C 

では240分間以上，45
0Cでは30分間以 1::.， 50

0Cでは10

分間以上の温湯処理で詣糸，遊走子のうおよび遊定

とも死滅すると考えられた.一方，汚染土中の病

原TIsiは，40
o
Cでは180分間以上，45

0

Cでは10分間以上，

50
0Cでは 3分間以上の温湯処理で死滅すると考えら

れた.ショウカ、疫病菌は土壌中で、権病残さの組織内

に1Ai糸やj並走子のうの形態で存在すると考えらる

が，今回供試した汚染土中の疫病菌の形態は米確認

である.また，今回供試した汚染土は悶場の土壌と

比べ，水分条件や栄養状態等が異なるため，汚染土

中の病原菌の形態が本来の病原菌より不安定な状態

であった可能性があり，菌糸や遊定子のうより汚染

土での死滅温度が低い結楽になったと考えられた.

なお，Phyto戸hthoracitroththorは厚膜胞子や卵胞子

を形成しないとされており 1) ショウガ:J主病閣につ

いても PDAやv-8ジュース寒天平板;培地上で厚膜

胞子や卵胞子の形成はみられなかった7，8) そのた

め，本病の発病歴のある栽培臨場においては，菌糸，

遊走予のうおよび遊定子とも死滅する40
0

Cで240分

間以上，450Cで30分間以上，50
0

Cで10分間以ヒが，

太陽熱や蒸気を利用した土壌消毒の際の温度条件と

して参考になると考えられた.

土壌還元消毒は Fusarium属菌をはじめとした土

壌病答の発生抑制に効果がある4，5)とされ甚水処

理は水稲の後作に土壊伝染する菌核病や Fusarium

属菌による病筈およびセンチュウ類の発生抑制に効

果があることが報告 G)されている.今回，ショウ

ガ疫病に対する効果を検討したところ，土壌還元消

毒，湛水処理とも発病株の残さの有無に関わらず高

い!坊l徐効果が認められた.このことから，栽培終了

後の土壊j遺元消毒や湛水処理あるいは水稲の作付け

により，発病は軽減できると考えられた.また，土

壌病害のi~ト種的防除法のひとつである太陽熱消毒で

は40-45
0

C以上の地温を確保する必要があるが，土

壌還元消毒では，有機物を土壌に混和して悶場容水

量が十分に維持できる条件下であれば30
0

C以上の地

識の硲保により土壌が還元状態となり，病原TIsiの死

滅を促進する 3)とされている.今i自の試験は，ワ

グネルポットをFむいて行ったため，土壌還元消毒，

湛水処理とも処理期間中にポットからの落水がほと

んど無く，また処理前半の好天により 30
0

C以上の地

滋が212，5時間降保されたことから，通常の栽培条

件より還元化が保たれ，防除効果が高くなったもの

と考えられた.そのため，土壌還元泊毒やj甚水処理

の効染については今後さらに，ほ場での実証を行っ

ていく必要があると考えられる.

ほ場で使用可能な土壊消毒剤には，Phyto戸hthora

属閣による病害であるイチゴ， トウガラシ類および

ピーマンの疫病にクロルピクリンくん蒸剤が農薬登

録されているが，ショウカホ疫病を対象とした登錦農

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土

壊くん蒸斉IJのうち，臭化メチル剤の代替剤として導

入が進んでいるクロルピク 1)ンくん蒸斉1]，クロルピ

クリン・ D-Dくん蒸剤およびダゾメット粉粒剤の

紡除効果を検討した.その結果，クロルピクリン-

D-Dくん蒸斉IJやクロルピクリンくん蒸剤の点注処

理，ダゾメット粉粒斉IJ30kg/lOaおよび、60kg/lOaの

土壌表面散布混和処理は本病に対する高い防除効果

が認められ， 3斉IJともにショウガ疫病の防除薬剤と

して有望と考えられた.

また，生脊期間中の処理剤としてショウガの根茎

腐敗病に登録のある殺議剤のうちシアゾフアミド水

和斉1]，プロパモカルブ塩酸塩液剤およびアゾキシス

トロビン÷メタラキシル M粒剤について，本病に

対するi坊除効果をポット試験により検討した.その
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結果，いずれの薬剤とも防除効果が認められ，病原

菌のJ妾種後より接種前の処理で防除効果が高い傾向

が認められた.そこで，これらの剤を用いて汚染ほ

場における紡除試験を実施したところ，冠水前にシ

アゾフアミド水和斉IJを土壌様注処理した場合にのみ

高い防除効果がみられた.このことから，生育中の

時徐薬剤としては，シアゾフアミド水和斉IJの予防的

な処理が有効と考えられた.

ショウガ疫病は，これまで根菜腐敗病を対象とし

た臭化メチルや殺蕗斉IJにより副次的に被答が低く抑

えられてきた可能性がある.今後はほ場試験により

各種防除対策の効来を実証するとともに，各ほ坊に

おける発生履歴を把握し 作付作物の選定や土壌還

元消毒等の土壌消毒に併せて，有効な薬剤による生

育期間中の防除を効果的に紹み合わせた体系的なi坊

!徐対策を講じていくことが重要と考えられる.さら

に，これらに加えて，貯蔵前の発病根茎の除去およ

び汚染土の混入防止を徹底し，貯蔵中や出荷後にお

ける本痛の発生がIlililJに繋げていくことが大切と考え

られる.
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Summary 

We conducted this study to clarify the epidemiology and control m巴asuresfor phytophthora rot in ginger caused 

by P. citroththora. Mu討mum，optiumand maximum temperature for hypal growth is 10. 23 and 30， respectively. 

Minimum， optium and maximum temperature for diseas巴 developmentis 10， 23 and 30， respectively. The caus句

al fungus is demonstrated virulence against four tested plants， including Mioga (Zingiber mioga)， Eggplant 

(Solanum melongena) ， Cabbage (Brassica oleracea) and Kidney be註n(Phaseolus vulgaris). ln field obseryation 

water-soaked rot on basal pseudostems ， buds and rhizomes were observ巴din early summer and autumn. Symp-

toms developed during strage at 15"C in rhizomes infected with the pathogen before strage. 

ln rhizomes contaminated with infested soil. symptoms appeared after 2 -3 month of storage at 15
0

C. Symp-

toms also appeared on apparently healthy rhizomes derived from diseased stocks within 2 month at 15
0

C. The in-

fected soil of the fungus was disinfested by treating with 40
0

C water for 180 min， 45
0

C water for 10 min 01・55
0

C

for 3 min. Soil r巴ductionusing wheat bran， flooding and fumigation with mεthyl isothiocyanate' D-D oil formula-

tion， dazomet fine granule or 99.5% chloropicrin solution were effective in controlling the disease. Drenching with 

cyazofamid suspension formulation (f!owable) during the growth period was also effective in controlling the disease. 

Key words ging巴r (Zingiber officinale)， phytophthora rot， Phyto，戸hthoracitroththora， 

storage disease， temperature for diseasεdevelopment， host range， 

warm water treating， control 
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