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引き抜けるようになる。梅雨時期が高温多雨に経過する

年には，出芽中の芽が腐敗したり，開葉期ころまでの葉

柄基部が黒褐色水浸状に腐敗し，早期に倒伏することが

ある。

発病が激しい場合は，親芋を含む球茎全体が腐敗・消

失することがある。被害が軽い場合でも，吸枝や基根の

付け根にあたる球茎表面が部分的に腐敗し，小さな孔な

いしは窪みができることが多い。病斑部の腐敗・消失が

多い場合には，大きく滑らかにえぐられたような窪み

となり，球茎の形がゆがむ（図― 3）。

根腐病の発生により，球茎の肥大は著しく阻害され，

大幅な減収に直結する（図― 4）。また，生子（きご）の

着生も極端に少なくなるので種芋の減収にもなる。コン

ニャク栽培は，販売用の芋（球茎）が生産されるまで 2

～ 3年を要する。その中で種芋を自家供給しているた

め，根腐病が多発すると，販売用の球茎収量が低下する

だけでなく，翌年からの健全な種芋の確保が困難になる

こともある。

II 特　　　徴

根腐病の病原菌は Pythium aristosporum Vanterpoolで

ある（祝迫ら，1976）。病原菌の生育温度は 10～ 37℃

で，生育適温は 30℃である。地温 15℃以上で発病し，

25～ 33℃で発病がはなはだしく，30℃が発病に最適で

ある。本病は種芋でも伝染するが，主に土壌伝染する。

圃場の管理作業の影響もあるが，20 cm以上の深層土壌

は　じ　め　に

コンニャク（Amorphophallus konjac C. Koch）は，古

い時代に大陸から日本に伝来したと考えられ，その後，

国内での栽培が始まり，食文化に浸透していった。明治

後期には，北海道，青森，沖縄を除くほぼ全国の都府県

で栽培されていたが，1953年（昭和 28年）以降は群馬

県が生産量で全国第 1位となり，第 2位との差が徐々に

拡大していった。元来，コンニャク栽培は，山間地の排

水の良い傾斜地が適地であり，そのような場所に産地形

成がされてきた。しかし，群馬県内では，養蚕の衰退に

伴い桑園からコンニャク畑へ転換が進み，さらには中間

部～平坦部の水田転換作物としてコンニャクが広まっ

た。現在ではより広い圃場を確保でき，作業性の良い標

高 100～ 600 mの平坦地から山間地の緩傾斜地を中心

に産地形成がされ，本県を代表する作物となっている

（柴田，2006）。

農林水産省の特定作物統計調査結果（2010 年 3 月

10日
　

公表）によると，2009年産のコンニャク栽培面積

は全国で 4,310 ha（群馬県：3,520 ha），収穫量は全国で

66,900 t（群馬県：59,900 t）あり，収穫量における群馬

県のシェアは 90％となっている。

しかし，連作が続けられる中，コンニャク根腐病（山

本ら，1967）が多発し，その被害が問題となっている

（図― 1，図― 2）。ここでは，コンニャク根腐病と最近の

防除技術について紹介する。

I 病 徴 と 被 害

コンニャクの植付後，開葉期ころ（群馬県では 7月上

旬ころ）まで地上部は正常に生育するが，初め葉色がや

や淡くなり，小葉が上方に巻き，しだいに生気を失って

黄化萎凋する。葉柄に縦じわを生じることもあり，早期

に倒伏枯死する。地上部の葉色が淡くなるころには，根

は水浸状に腐敗し，その後，根全体に急速に進展する。

そのため，黄化萎凋といった明瞭な病徴を示す時期に

は，既に根が腐敗脱落し，病株は芋を付けたまま容易に
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図－1 コンニャク根腐病の多発生圃場
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III 防　 除　 法

1 これまでの根腐病対策とその問題点

根腐病対策として，土壌くん蒸剤と土壌殺菌剤を組合

せた化学的防除が広く実施されている。それに加え，耕

種的には耐病性品種への更新，種芋選別の徹底，排水性

改善をねらった高畦栽培や畦の計画的配置，心土破砕お

よびムギ類の畦溝条播，さらには輪作等の耕種的防除対

策が圃場条件を考慮しながら総合的に実施されている。

土壌くん蒸剤として，主にクロルピクリン剤が使用さ

れている。1990年以前は，薬剤の注入後に畑全体を手

作業によりポリエチレンフィルムで全面被覆する方法で

にも病原菌が存在することが確認されている。土壌水分

が多いほど発病がはなはだしく，雨水などの流れに乗っ

て広範囲に伝染する。また，未熟堆肥など未分解有機物

の連用により発病が多くなる。コンニャク以外にはサト

イモを侵し（祝迫，1984），ライグラスピシウム病の病

原菌にもなっている。品種では，‘はるなくろ’ や ‘在来

種’ は罹病性で弱く，‘支那種’，‘あかぎおおだま’，‘みょ

うぎゆたか’ および ‘みやままさり’ は比較して強い（内

田ら，1998；2003）。
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図－2 群馬県におけるコンニャクの栽培面積および根腐病の発生面積率の推移（群馬県
農政部，1989～ 2009から作図）

図－3 コンニャク根腐病の被害球茎
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図－4 コンニャク根腐病による発病程度と球茎肥大倍率
（1997，未発表）
発病程度：病斑面積率による段階的指数
1：1～ 10％，2：11～ 40％，3：41％以上
発病度＝Σ（程度指数×該当個数）/（3×調査個数）× 100
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されている（倉井ら，1999）。そこで，群馬県で導入し

うる輪作作物を検討し，イネ科牧草やマメ科作物（クロ

タラリア）の緑肥輪作が根腐病の抑制に有効とする結果

（加藤ら，1998）を得た。この結果から，ギニアグラス

の緑肥輪作とムギ類全面散播被覆栽培（図― 6）を組合

せた体系の防除効果を検討し，その有効性を確認した

（図―
　

7）。その後，本体系の収量性や経済性も評価し，

土壌消毒の代替技術になりうるとした（加藤ら，2000）。

しかし，ムギ類全面散播被覆栽培について，普及現場

での現地検証過程で，ムギを 5月上旬以前の早期に播種

することで，コンニャクに生育不良（ムギによるうっぺ

い害）が生じ，それにより減収することがわかってき

た。そのため，根腐病の発病抑制効果を維持しつつ，生

育・収量に影響が少ないムギ類全面散播被覆栽培の導入

条件を検討した。結果，群馬県内ではシラネコムギを利

用した場合，播種量 6 kg/10 aを基準とし，播種適期は

5月 4半旬～ 6月 1半旬とした（図― 8）。ただし，適用

あった。しかし，その後，経営規模拡大に伴い作業の省

力化を図るため，トラクター装着型のマルチ同時土壌消

毒機が広く普及した。これにより，薬剤注入と被覆処理

を同時に行えるようになったが，全面処理ができないた

め，畑を部分的に短冊状に消毒し，一定期間の処理後に

被覆資材を除去し，残りの部分を同様に土壌消毒すると

いった 1枚の圃場を 2回に分けて処理する作業体系へと

変化した（図― 5）。その結果，これまでの全面被覆時に

は，畑の出入り口や圃場周縁部が中心であった根腐病の

初発生箇所が，圃場内部の所々で生じるように変化して

きた。消毒作業は丁寧に工夫されて行われているもの

の，病土混入の危険性が高い状態といえる。

これまで，土壌消毒後に病土の混入や保菌した種芋の

植付けがされた場合，土壌殺菌剤の処理が効果を発揮す

る体系であった。しかし，メタラキシル剤に対する耐性

菌の出現による，防除効果の低下が，図― 2 に示す

1995年
　

以降の根腐病の増加につながったと考えている

（漆原ら，2007）。

2 今後の普及が期待される防除技術

このように，根腐病の防除対策として，化学的防除に

大きく依存した防除体系を見直していく必要が生じてい

る。そこで，従来から知られる防除技術を現在の栽培体

系で活用できるよう検討を加え，また，新たな防除技術

を開発するとともに，その組合せ効果についても検討し

ているので紹介する。

（ 1） イネ科作物などの緑肥輪作とムギ類全面散播被

覆栽培

根腐病の対策として，輪作の有効性は既に確認されて

いる（祝迫，1984）。また，ライムギ種子をコンニャク

の畦上に散播して被覆栽培することでの防除効果が報告

図－5 群馬県のコンニャク栽培で広く導入されているト
ラクター装着型マルチ同時土壌消毒機
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図－7 ギニアグラス緑肥輪作とムギ類散播被覆栽培の組
合せによるコンニャク根腐病の発病抑制（加藤ら，
2002から作図）
注）連作：前作はコンニャク，輪作：前作はギニア
グラス緑肥．麦種名における（ ）内は品種名ま
たは系統名である．

図－6 コンニャクにおけるムギ類散播被覆栽培
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図れると期待されている。

（ 4） 技術の組合せ効果と新たな防除体系の試行

防除技術の導入には，単独でも防除効果を実感できる

ものが望ましいが，複数の防除技術を組合せた場合の相

性も把握しておきたいところである。以下に，その組合

せ効果を現地圃場で検討した結果を紹介する。

排水性改善のため実施する心土破砕とムギ類全面散播

被覆栽培の組合せを検討した。各個別技術の防除効果が

現れているだけでなく，組合せにより根腐病防除効果が

さらに高まる結果を得ている（図― 11）。

また，クロルピクリン剤を用いての全面被覆による土

壌消毒と種芋（生子）の温湯消毒を組合せた場合，温湯

消毒による防除効果が明確に現れており，翌年の種芋と

なる健全球茎の確保に寄与することが確認できた（図―

できるのはムギの生育（草高：約 40 cm）に負けない葉

柄長となる 100 g以上の種芋を植え付ける栽培に限定し

ている（加藤ら，2002）。

（ 2） 温湯消毒による種芋伝染経路の遮断

根腐病菌は，土壌からの伝染経路のほか，種芋でも伝

染する。土壌からの伝染経路は土壌消毒により遮断でき

るが，同時に種芋からの伝染経路が遮断できない場合，

土壌消毒の効果が低減してしまう。そこで，イネ種子な

どで実用化された温湯浸漬処理について，コンニャク種

芋への応用を検討し，温湯消毒方法のシステム化を図

り，株式会社タイガーカワシマと共同開発により，1回

に 100～ 120 kgの生子を処理できるコンニャク種芋温

湯消毒装置を実用化した（柴田，2009）（図― 9）。

コンニャク種芋での温湯処理条件は，防除効果および

生育・収量の観点から決定した。現在，栽培の主体であ

る品種 ‘あかぎおおだま’ では，処理対象を 1年生種芋

（生子）とし，50℃温湯へ 40～ 50分間の浸漬処理を行

うことで，根腐病のほか，腐敗病およびネコブセンチュ

ウの種芋伝染を同時に防除できる（柴田，2009）。

（ 3） 土壌消毒用全面マルチャーの開発

現在，群馬県のコンニャク栽培では土壌消毒作業を 2

回に分けて実施する方法が主流である。薬剤の防除効果

の安定化を図りながら，周囲へのガス暴露の機会を減ら

す方法として，以前は手作業で行っていた全面被覆によ

る 1回処理の機械化を検討した。その結果，農機メーカ

ーの協力を得て，トラクター装着型の接着剤式土壌消毒

用全面マルチャーが開発された（図― 10）。本マルチャ

ーが現地に導入されることで，土壌消毒作業が 1回で済

み，余裕をもって全体の土壌消毒期間が確保でき，周辺

環境に配慮しながら防除効果の安定化と省力化の両立が
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図－8 ムギの播種時期と根腐病防除効果との関係（2005，
未発表）
注）コムギ品種：シラネコムギ，播種方法：培土時
全面散播
防除価は発病球茎率から算出した．図中の横線
は防除価 50を示す．

図－9 コンニャク種芋温湯消毒装置（（株）タイガーカワ
シマ提供）

図－10 トラクター装着型の接着剤式土壌消毒用全面マル
チャー
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の短縮が図られるよう各方面からご配慮いただければ幸

いである。
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12）。

以上のような新たな個別技術について，各技術の長所

を活かしながら，導入上の制約（短所）を考慮して，既

存技術と組合せていくことは重要である。現在，これら

をさらに組合せ，4年で 1周期となる防除体系について

現地で実証を行いながら，さらなる問題点の把握とその

解決を図っている。

お　わ　り　に

コンニャク原料の需給に関し国際化が進む中で，今後

も生産性を維持しつつ，生産費を抑制する生産技術の開

発が求められると考えている。また，コンニャク栽培が

地域において支持され，欲を言えば支援されるために

は，環境保全型農業を実現していかなければならない。

土壌病害対策においても，この点を主眼として，薬剤依

存を低減できる新たな IPM体系を確立していく必要が

ある。

その中で輪作を推進するには，コンニャク栽培圃場の

ほかに新たに圃場が必要となる。現在，地域における遊

休農地を利活用する取り組みがされている。

また，薬剤については，新たな殺菌剤の実用化に向け

検討を進めている。コンニャクは農薬登録上では水稲と

同じメジャー作物扱いとなっており，試験の実施機関が

少ない（場合によっては群馬県だけ）にもかかわらず，

多数の試験例を要求され，登録までに長期間を要してし

まう。現地の状況変化に迅速に対応するため，試験期間
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図－11 心土破砕とムギ類全面散播被覆栽培の組合せによ
るコンニャク根腐病の防除効果（2000，未発表）
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図－12 クロルピクリン剤による全面被覆土壌消毒と種芋
温湯消毒の組合せによる根腐病の発病抑制効果
（2007，未発表）

注 1）供試品種：あかぎおおだま，生子．
注 2）全面被覆は，手引き式の接着剤式全面マルチャ

による．
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