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要旨 ヒロシマナは不結球ハクサイに属する広島県の特産野菜で, 主に漬け物に加工され ｢広島
菜漬｣ として販売される｡ ����年��月, 広島県庄原市の農家圃場にて, 抵抗性品種として導入さ
れた‘��広島２号’に根こぶ病の激しい発生を認めた｡ ����年に当該圃場で採取した根こぶ病菌
および‘��広島２号’育成時に利用され凍結保存されていた����年産同一町内採取根こぶ病菌に
よる‘��広島２号’の感受性検定の結果, その罹病化の原因は本菌病原性の変化にあると考えら
れた｡ ���������������(����)に従ったハクサイ品種を用いる病原性検定の結果, ����年産の
根こぶ病菌は‘無双’のみに, ����年産は‘無双’および‘隆徳’に病原性を有した｡ 一方, ‘スー
パー��ひろ黄’はいずれにも抵抗性で, 本菌レース４から２への変化が‘��広島２号’罹病化の
原因であると結論された｡ 今後, 新レースの動向には細心の注意を払う必要がある｡
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緒言

ヒロシマナ(��������������)は不結球ハクサイに属し, 約���年の栽培の歴史を有する広島
県の伝統野菜である｡ 主に漬物に加工され, 独特の風味と歯切れの良さから贈答品, 土産物とし

て利用されている｡ 県内では主に広島市と庄原市で作付けされ, 栽培面積は������(����年,
広島県園芸振興協会 ｢平成��年度産野菜振興推進計画｣) であるが, その産地では連作が行われ,
根こぶ病の多発が問題となっている｡ 本病は������������������������������によりアブラナ
科植物に広く発生する典型的な土壌伝染性病害で, 根にこぶを形成することによって地上部は生

育不良となり著しい収量の低下を招き, その防除は極めて困難である｡ このような背景の下, 広

島県立農業技術センター (現広島県立総合技術研究所農業技術センター) では����年から根こ
ぶ病抵抗性を有する近縁種のハクサイ, ツケナ類およびカブとヒロシマナを交配して抵抗性品種

の育種を開始し, ����年２月には ‘��広島１号’ (重本ら, ����) が品種登録された｡ しかし
ながら本品種は漬物に加工したとき, 在来系統と比較して香りが弱いという欠点を有した｡ この
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ため, さらに‘��広島１号’と在来系統との交配により, ‘��広島１号’と同等の根こぶ病抵
抗性を有し, かつ香りが強い‘��広島２号’が育成され (����年３月品種登録), 同８月から種
子販売が開始された (西濱・重本, ����)｡����年��月, 広島県の庄原農業協同組合 (��庄原) より, 広島県北部の庄原市にて‘��広島
２号’に根こぶ病が発生しているとの連絡を受けた｡ 本報告は‘��広島２号’での根こぶ病の
発生状況とその原因究明を行った結果について述べたものである｡

材料および方法

現地調査

‘��広島２号’に根こぶ病が発生した広島県庄原市の一戸の農家圃場 (約���) にて,����年��月に２回にわたり発病状況と圃場環境の調査を行うとともに, 当該圃場でのヒロシマナ
栽培歴, 前作物, 種子来歴等の聞き取りを行った｡ さらに農家および��庄原より種子の提供を
受けるとともに罹病植物根を持ち帰り, 試験に供した｡

根こぶ病菌の病原性判別

根こぶ病菌に対するヒロシマナの感受性の詳細を検討するため, ‘��広島２号’について
は��庄原販売の未開封および��庄原由来で当該農家が購入して保存していた使用残 (タナベ種

苗；広島県庄原市；ピーエスピーコート種子) ならびに育成者である広島県立総合技術研究所農

業技術センターが保有する‘��広島２号’とその交配親の‘��広島１号’を用いた｡ 根こぶ病
菌の病原性を判別するため, ハクサイ根こぶ病菌の病原性検定品種 (��������������������)
である‘隆徳’および‘スーパー��ひろ黄’を, 罹病性対照品種としては市販の‘広島菜’
(タキイ種苗) ならびにハクサイ品種‘無双’を用いた｡

根こぶ病菌は����年��月当該圃場で採集したものならびに����年同地で採取され農業技術セン
ターにて���℃で凍結保存されていたものを供試した｡ 各根こぶからは吉川ら (����) の方法に
より休眠胞子を調整した｡ 植物の栽培は, 農業技術センターにおいては市販の野菜用培土を, 県

立広島大学では現地土壌をオートクレーブし, 各土壌に対して休眠胞子を�, ���, ���および�����乾土となるように混和した汚染土壌で行った｡ 各試験区では各品種最低３個体の３反復以上
とし, 吉本 (����) の方法により, 根部に肥大組織の形成が認められるものを (＋), 全く認め

られないものを (－) として, 播種後約��日後に発病の有無を調査した｡ なお, 土壌��は���～���
であった｡

結果

‘CR広島２号’での根こぶ病発生状況����年��月には庄原市の一戸農家の圃場約���で‘��広島２号’約����株のほぼ全株に根こ
ぶ病の発生を認めた｡ 株は地面より浮き上がって萎凋し, 地際部には ｢こぶ｣ の着生が株を引き

抜くことなく目視できる状態で, 被害は激甚であった (図�)｡ 農家より聞き取りの結果, 当該圃
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場は水田からの転換畑で, 夏作のトウモロコシの後作としてヒロシマナが数年間連作されていた｡

前年は圃場のごく一部の‘��広島２号’に根こぶの着生を認めたが, 特に除去することなく残
渣はトラクターで鋤き混んだという｡ 他の農家圃場では発生を認めていない｡

根こぶ病菌の病原性判別����年産および����年産の根こぶ病菌休眠胞子を�, ���, ���および�����乾土に調整した汚
染土壌でヒロシマナおよびハクサイを栽培し, それらの根こぶ病感受性を検定した (表１)｡

罹病性の対照として用いた‘広島菜’およびハクサイ品種‘無双’では土壌中の休眠胞子密度が

低下するにしたがって発病率は低下し, 休眠胞子未接種区 (� ��乾土) では一切, 発病は認め
られなかった｡ 一方, �����乾土休眠胞子接種区では概ね��％以上の発病率であった｡ ����年
産休眠胞子�����乾土接種区では ‘��広島１号’, ‘��広島２号’, ‘スーパー��ひろ黄’
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および‘隆徳’は全く発病せず抵抗性を示したが, ����年産休眠胞子��� ��乾土接種区では
‘スーパー��ひろ黄’のみが抵抗性であり, 休眠胞子の由来により植物の感受性は明らかに異
なった｡ 特に‘��広島２号’とその交配親である‘��広島１号’はともに����年産休眠胞子
接種では抵抗性, ����年産接種では罹病性であった (図２)｡ ����������������(����) に従っ
た根こぶ病菌病原性の分類では‘隆徳’の反応の違いから����年産はレース４, ����年産はレー生命環境学術誌 第５号�



ス２と判別された｡

考察

絶対寄生性であるアブラナ科植物根こぶ病菌は, 各種アブラナ科植物の根に寄生してこぶを

形成し, その内部には�����以上の休眠胞子が形成される (池上, ����)｡ 休眠胞子は土壌中で
宿主植物の存在無しに７年以上生存する(������������)｡ このため被害残渣を適切に処分するこ
となしに連作を行うと土壌中の根こぶ病菌休眠胞子密度は急激に増加し, さらに一旦休眠胞子が

広範囲に拡散すると, 大規模な対策が求められその防除は極めて困難となる｡ 本病防除薬剤とし

て, 古くはペンタクロロニトロベンゼン(����)等が用いられたが, 充分な効果は得られず, 近
年では一般にフルスルファミドが用いられている｡ フルスルファミドの主な作用機作は休眠胞子

の発芽阻害にあり (�����������, ����), 薬剤が土壌より流亡あるいは分解して失われると休
眠胞子はその発芽力を回復する｡ このため根こぶ病抵抗性を有さない従来品種では薬剤を常用す

る必要があり, 近年の低コストで環境に優しい農業の観点からは望ましいことではない｡ これら

の理由から交配育種により遺伝的に改良された抵抗性品種の利用による根こぶ病被害回避は, 強

く望まれていた (重本ら, ����)｡
現地調査を行った当初は, 他品種の種子との取り違えも疑われた｡ このため‘��広島２号’
に付いては市販種子とともに農業技術センターに保存されていた‘��広島２号’を接種試験に
供した｡ その結果, いずれの‘��広島２号’も����年産の根こぶ病菌休眠胞子に対して抵抗性,����年産に対しては罹病性と判定され, 種子の取り違え説は否定された｡ 根こぶ病菌病原性検定
ハクサイ品種に対する接種試験の結果, ����年に現地で根こぶ病が激発した原因は, 現地に生息
する根こぶ病菌の病原性の変化, すなわち, レース４からレース２への変化によるものであると

結論された｡ ‘��広島２号’とその交配親‘��広島１号’ およびハクサイ品種‘隆徳’は各

根こぶ病菌に対して同様の反応を示した｡ ‘��広島１号’と ‘��広島２号’はそれらの育成
系譜から同一の抵抗性遺伝子を有する可能性が極めて高いが, これと‘隆徳’の有するものが同

一か否かについては, 遺伝子解析が行われていない現時点では不明である｡ また, 当該圃場にお

けるレース２の由来についても明らかではない｡ 今後, 本レースの当該圃場から未発生圃場への

拡散には特に注意すべきである｡

アブラナ科植物根こぶ病は酸性で水はけの悪い土壌条件下で多発する｡ 一般的には土壌��の
矯正や排水性の改善等の耕種的防除とともに, 化学的, 物理的あるいは生物的防除が行われてき

たが, 近年ではこれらを各発生地の状況に応じて合理的に組み合わせたオーダーメードの総合防

除が試みられている (對馬, ����)｡ 抵抗性品種の罹病化事例が示された今日, 広島県でのヒロ
シマナ栽培においては抵抗性品種にのみ頼るのではなく, 早期に総合防除法を確立し, それを強

力に推進していく必要があろう｡

なお, 本研究結果に基づき, ����年５月, 広島県立総合技術研究所農業技術センターと県立広
島大学は共同で, 広島県内のヒロシマナ生産組合に対し, 抵抗性ヒロシマナ品種の根こぶ病罹病

化についての説明会を開催して注意を喚起するとともに, 土壌��の矯正, 排水対策と輪作等の
耕種的防除を行うこと, 被害が見られた場合における病根堀取りの徹底と適切な残渣処理によっ
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て被害拡大に努めること等について指導した｡
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