
レタス根腐病の
次世代型次世代型

診断・対策マニュアル
（指導者向け）（指導者向け）



１ レタス根腐病とは

レタス根腐病はフザリウム菌*によ て起こるレタスの重レタス根腐病はフザリウム菌*によって起こるレタスの重
要土壌病害です。

本病に罹ったレタスは、下葉が萎凋・黄化し、その後、結
球せず枯死に至ることもあります。

また、本病原菌には、ことなる病原性型（レース）**の存
在も明らかになっています。

*『病原菌』は以下のとおりで かびの仲間です*『病原菌』は以下のとおりで、かびの仲間です。

そもそも、土壌中には多種多様な微生物が生息していますが、フザリウム
菌は代表的な土壌糸状菌の一種です。大部分のフザリウム菌は植物に悪
さをするわけでなく、土壌中で腐生的に生活しています。ただ一部にレタス
に寄生して病気を引き起こすものがあり、それがレタス根腐病菌なのです。
１．フザリウム・オキシスポーラム・フォルマ・スペシャリス・ラクチュケ菌
（Fusarium oxysporum f sp lactucae）（Fusarium oxysporum f. sp. lactucae）

**  『病原性型（レース）』とは、
レタスの特定品種に対する病原性が異なる系統のことです。この品種に対する

病原性の違いをレースと呼称しています。日本国内には、現在「レース１」と「レー
ス２」、「レース３」の３つのレースが確認されています。ただし、結球レタスでは主ス２」、「レ ス３」の３つのレ スが確認されています。ただし、結球レタスでは主
にレース１およびレース２により被害が生じています。

写真①－根腐病の病徴。
下葉が黄化し、その後枯死

写真②－維管束が褐
変した様子
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レタス根腐防除の現状

●土壌くん蒸剤の利用
クロールピクリン剤、ダゾメット剤、キルパーなどの
土壌くん蒸剤による防除

●耕種的防除
輪作、抵抗性品種の利用

○課題○課題

土壌病害は事前の対処なしに発病した後では、有効な
防除方法がありません。

また、事前に発病危険度を予測する方法がなく、生産安
定のためには定のためには、
作付前に予防的な防除を徹底して行うことが必要
となっています。

土壌消毒
する？

品種を
変えてみる？

レタス
あきらめる？レタス根腐病に

悩む生産者

【３つの調査項目による土壌診断】
を行い、農薬に依存しない

持続的なレタス生産をめざします。
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２ 農地健康診断の概要

【診断のポイント】
農地健康診断は、人の人間ドックのように、各々畑の発病

しやすさ（発生リスク）を予測し、対策を考えるものです。
具体的には、
１．対象とする畑を調査し、「問診票・検診票」を作ります
２．診断結果を毎年蓄積し、精度を高めていきます。

また、ほ場毎の作物の栽培履歴や発病履歴を考慮して
診断を行うことが重要であり、これらの記録も重要です。

栽培管理を記録・栽培管理を記録

担当：生産者

・収穫前に発病株
率を記録

担当：指導者（JA,普及
センターなど）

・栽培終了後に土
壌サンプリング

担当：指導者（JA,普及セ
ンターなど）センタ など） ンターなど）

なお、土壌病害の発生は気象の影響を受けるため、栽培

前に発病を正確に予測することは困難であり、栽培期間中
は、ほ場を観察し、病気の早期発見に努めることが重要です。
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調査項目 １：前作の発病程度*注)（一つのほ場での発病株率）と
栽培品種の記録

【発生リスク １】 【発生リスク ２】 【発生リスク ３】

【３つの調査項目による農地健康診断】

・前作が０～５％の発病 ・前作が５～20％未満の発病 ・前作が20％以上の発病

調査項目 ２：土壌の発病しやすさを調べます
１．土壌生物性診断
【発生リスク １】・土壌の糸状菌多様度が速やかに回復する土壌

調査項目 ３：栽培方法・作業内容の簡単な記録
土壌 など理化学性診断 資材 農薬利 状況などを記録

【発生リスク 】 土壌の糸状菌多様度が速やかに回復する土壌
【発生リスク ２】・土壌の糸状菌多様度がやや回復し難い土壌
【発生リスク ３】・土壌の糸状菌多様度がかなり回復し難い土壌

など

１．土壌pHなど理化学性診断、２．資材、農薬利用状況などを記録
します。

【総合評価】
１．【発生リスク ３】 ・調査項目１、２がともに発生リスク３１．【発生リスク ３】 調査項目１、２がともに発生リスク３

・調査項目１、２のどちらかが発生リスク３で、
調査項目３から多発が懸念される

２．【発生リスク ２】 ・調査項目１、２がともに発生リスク２
・調査項目１，２のどちらかが発生リスク２で、
調査項目３から中発生が懸念される調査項目３から中発生が懸念される

３．【発生リスク １】 ・調査項目１、２がともに発生リスク１

*注：事前に発生している 『病原性型（レース）』を把握しておく必要があります。
レース判別法はP.22のとおりです。また、各レースに応じた品種の選定も必要です。
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３ 農地健康診断の手順

収穫終了時に畑の健康程度を調査しましょう収穫終了時に畑の健康程度を調査しましょう

①発病調査
連作の場合 担当者：指導員（普及センタ－、JA等）

【調査項目１】 前作の発病度を記録します

②栽培履歴調査 （担当者：農家 指導員（普及センタ－ JA等）

収穫時or定植前

（担当者：農地健康診断センター）

【調査項目２】 土壌DNA検査（多様度回復程度）
（抽出DNA量）

②栽培履歴調査
（問診）

（担当者：農家、指導員（普及センタ 、JA等）

【調査項目３】 栽培方法（施肥、農薬、品種な
ど）を記録します

③土壌調査
（抽出DNA量）

土壌理化学性検査
（pH、EC、全炭素、バイオマス炭素、可吸態窒素
などなど）

診断の結果報告と対策の立案

前作の診断結果が次作へ引きつがれる

診断の結果報告と対策の立案
データが年々蓄積されるので精度が上がります。

栽培

①～③調査

収穫時or定植前

① ③

栽培（次作）
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レタス根腐病問診票

問診票・検診票の作成手順（例）

登録者氏名 ミナミノ レタ介
登録月日 ２０１４年１月１日

生産者、栽培履歴
圃場地点情報 長野県◎◎村

対象作物 レタス

品種
シナノゴーゴー

（抵抗性品種 品質最高）
品種

（抵抗性品種、品質最高）

問診項目
１ 前作の発病程度 2.5_%（連作）
２ 連作年数 １５年２ 連作年数 １５年
３ 根腐病初発年 ２００５年（９年目）
４ 土壌群名 多腐植黒ボク土
５ 排水性（聞き取り） 良好な方
６ 有機物施用暦６ 有機物施用暦
１）連用or単年施用 連年
２）種類 牛ふん（稻ワラ）
３）量（10aあたり） ２トン

７ 化成肥料施用量（N） 15kg/10a７ 化成肥料施用量（N） 15kg/10a
８ 化成肥料種類 NPK複合（15-15-12%)

*オプション項目：
畑によって特に注意すべき点がある場合、明記します。
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No 1 No 2

長野県農地ほ場検診票（◎◎氏）

検診種別

ほ場名

問診票・検診票の作成手順（例）

No.1 No.2

2012 2012

24- 24-

EC 0.2～0.6 0.19 0.22

pH 6.0～6.5 6.66 7.05

NO3
- NH4

+-N（ /100 ） <10mg<

ほ場名

検診年月日

受付番号

NO3 、NH4 -N（mg/100g） 　<10mg<

T-C(%) 4.35 2.02

T-N(%) 0.39 0.19

AV-P2O5（mg/100g）
10～30 95.6 148

K2O（mg/100g） 60～70 111.8 169.1

CaO（mg/100g） 300～500 571 513

化
学
性

MgO（mg/100g） 100～175 122.8 119.9

K2O/Mg <5

Mg/K <2

処理前 18 15

処理後 18 19
生

多様度回復度

発病のリスク
１

しかし 塩基バ(a)-(b)値 0 4

処理前 134 104

処理後 89.5 94

発病し易さ曲線 Ⅰ～Ⅲ Ⅰ Ⅰ

DNA抽出量
（ng/μL)

管理区分

生
物
性

しかし、塩基バ
ランスが悪い
です。生物性も
良好ですので
施用する有機施用する有機
物の種類の見
直しをお勧めし

ます。
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４ 農地健康診断の内容
調査項目 １ 前作の発病程度*注)（ つのほ場での発病株率）と調査項目 １：前作の発病程度*注)（一つのほ場での発病株率）と

栽培品種の記録
【発生リスク １】 【発生リスク ２】 【発生リスク ３】

・前作が０～５％の発病 ・前作が５～20％未満の発病 ・前作が20％以上の発病

１ 調査の必要性１．調査の必要性
農地健康診断では、ほ場の病原菌密度を知ることが重要です。しかし、レタス根腐病

菌を迅速・簡易に定量することはほぼ不可能です。

ただし、連作する場合には、前作の発病度が、ほ場の「発病しやすさ」の推定に役立つ
ことがわかってきました。

２ 調査法２．調査法

ほ場全体を見渡し、地上部全体の発病株率を調査し、
診断ほ場における発病株率を算出します。発病がわず
かでも見られた株は、発病株として取扱います。
地上部に病徴が認められなくても、ほ場ごとに３カ所

（１カ所10～30株）をランダムに選び、丁寧に抜き取って 発病株
鋭利なカッター等で根を縦割り断面を観察します。根腐病の場合、根の導管部が地際部
から先端にかけて褐色に傷んでいるので判断できます。発病が認められた株は、発病
株として取扱い、発病株率を算出します。

３．問診票の記載例
「前作発病率」の欄に「発病株率」を記載します。

*注：事前に発生している 『病原性型（レース）』を把握しておく必要があります。
レース判別法はP.22のとおりです。また、各レースに応じた品種の選定も必要です。

問診項目

１ 前作の発病程度 2.5_%（連作）
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調査項目 ２：土壌の発病しやすさを調べます
１．土壌生物性診断
【発生リスク １】・土壌の糸状菌多様度が速やかに回復する土壌
【発生リスク ２】・土壌の糸状菌多様度がやや回復し難い土壌
【発生リ ク 】 土壌 糸状菌多様度がかなり回復し難 土壌

１．調査の必要性
土壌中には多種多様な微生物が生息していますが フザリウム菌は代表的な土壌

【発生リスク ３】・土壌の糸状菌多様度がかなり回復し難い土壌
など

土壌中には多種多様な微生物が生息していますが、フザリウム菌は代表的な土壌
糸状菌の一種です。多くは土壌中で有機物を分解する腐生的な生活を営んでいます。
大部分のフザリウム菌は植物に悪さをするわけでなく、土壌中で腐生的に生活してい
ます。ただ一部にレタスに寄生して病気を引き起こすものがあり、それがレタス根腐病
菌、Fusarium oxysporum f. sp . ｌactuaceなのです。本来ならば、土壌中の病原菌密度を

測定することで、発病リスクを容易に想定できるのですが、この菌のみを簡易・迅速に
計測・定量する技術はありません。そこで、人の健康診断のように、様々な検査により、計測 定量する技術はありません。そこで、人の健康診断のように、様々な検査により、
発病のリスク（危険度）を推定する必要があります。

２．調査方法
１）土壌のサンプリング

植物 作物 根 周囲 土壌を「根圏土壌 と う 対 そ 外側 土壌を植物・作物の根の周囲の土壌を「根圏土壌」というのに対し、その外側の土壌を
「非根圏土壌」といい、DNA解析（ここでは、PCR‐DGGE解析を行います）には非根圏土
壌を用います。農地土壌では作物の株間や株周辺から土壌を採取します。

２）土壌中の生物多様性程度の測定
土壌サンプルからDNAを抽出し、PCR‐DGGE法によるDNA解析を行い、生物多様性

指数を算出します。また、1/5000aのワグネルポットに検査土壌を充填し、クロルピク

図１のように、等間隔で５地点から土壌を採取

指数を算出します。また、1/5000aのワグネルポットに検査土壌を充填し、クロルピク
リン錠剤１ヶを用いてガスくん蒸処理（28日）後の土壌でも前記と同様の手法により多
様性指数を算出し、クロルピクリン処理後における生物性の回復程度を調べます。

図１.調査地点

図 う 、等間隔 地点 壌を採取
し、それを一つにまとめ、土壌サンプルとします。

また、土壌サンプルが複数ある方がデータの信
頼度が高まります。
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３）土壌DNA抽出量の測定

土壌サンプルからDNAを抽出し、DNA量（ng/μL)も事前に測定しておきます。

３ 検診票の記載例３．検診票の記載例

多様度回復度値およびDNA抽出量を記載します。

長野県農地ほ場検診票（◎◎氏）

検診種別

No.1 No.2

2012 2012

24- 24-

EC 0.2～0.6 0.19 0.22

H 6 0 6 5 6 66 7 05

検診種別

ほ場名

検診年月日

受付番号

多様度の回復値が

２以上 ：リスク１
－２から２ ：リスク２
－２未満 ：リスク３

pH 6.0～6.5 6.66 7.05

NO3
-、NH4

+-N（mg/100g） 　<10mg<

T-C(%) 4.35 2.02

T-N(%) 0.39 0.19

AV-P2O5（mg/100g）
10～30 95.6 148

K2O（mg/100g） 60～70 111.8 169.1

化
学
性 DNA抽出量がK2O（mg/100g）

CaO（mg/100g） 300～500 571 513

MgO（mg/100g） 100～175 122.8 119.9

K2O/Mg <5

Mg/K <2

処理前 18 15

DNA抽出量が

100以上 ：リスク１
50～100未満 ：リスク２

50未満 ：リスク３

処理後 18 19

(a)-(b)値 0 4

処理前 134 104

処理後 89.5 94

発病し易さ曲線 Ⅰ～Ⅲ Ⅰ Ⅰ

DNA抽出量
（ng/μL)

生
物
性

多様度回復度

管理区分
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【調査項目１】
ほ場の土壌DNA診断

作業工程と解析結果（イメージ）

土壌採取

診断圃場よりサンプリング（１圃場５地点）。サンプリングには土
壌採取機を用い、表層５㎝を除き地下20㎝までを採取。

５地点を混和し１サンプルとする。混和後は、①土壌理化学性調査用②ＰＣＲーＤＧ
ＧＥ解析用に調整（各分析のマニュアル参照）し、これらの項目の分析を行う。

土壌 診断

DNA解析結果

←

抽出量

←

糸状菌相のバンドパターン
から多様性指数を算出する
DNAバンドで多様性（DNAバン

ドの数やパターン）がわかりま
す。

土壌DNA診断
PCR‐DGGE解析*

DNA測定用分光光度計

DNA抽出量

診断土壌の微生物由来の
DNA量が推定できます。

（これまでの研究結果より、
本手法による抽出DNA量は
微生物由来のDNA量との相

関が認められています。）
（酒井ら 2012）DNA測定用分光光度計 （酒井ら、2012）

＊土壌からのDNA抽出手法やPCR‐DGGE解析手法は、下記で閲覧できます。

（農業環境技術研究所のサイト
http://eddass.niaes3.affrc.go.jp/hp/index.html）
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調査項目 ３：栽培方法・作業内容の簡単な記録
１．土壌pHなど理化学性診断、２．資材、農薬利用状況などを記録

します。

１ 土壌理化学性診断
１）化学性の調査

従来から実施している、EC,pHなどの化学性診断を行う。また、土壌分析

のデータを取り入れ、さらに堆肥等の有機物から加わる窒素等も加味して、
窒素、りん酸、加里の施肥量を算出する施肥設計支援システムDr.大地など
を活用し、解析する。

EC 0.2～0.6

pH 6.0～6.5

NO3
-、NH4

+-N（mg/100g） 　<10mg<

T-C(%)

T-N(%)

AV-P2O5（mg/100g）
10～30

化
学

２）物理性の調査*ｵﾌﾟｼｮﾝ

K2O（mg/100g） 60～70

CaO（mg/100g） 300～500

MgO（mg/100g） 100～175

K2O/Mg <5

Mg/K <2

性

）物 性 調

問診により排水性不良などが
危惧されるほ場では、任意に物理
性を調査する。

２ どのような有機質、資材、農薬を用いたか、など利用
状況を記載します。
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３．必要性
理化学性、使用農薬、資材は、発病リスクの発生評価の際に、と

ても重要な情報になります。

４．問診票、検診票への記載例
問診票「問診項目」、検診票の「化学性」の欄に記載します。

５ 排水性（聞き取り） 良好な方
６ 有機物施用暦６ 有機物施用暦
１）連用or単年施用 連年
２）種類 牛ふん（稻ワラ）
３）量（10aあたり） ２トン

７ 化成肥料施用量（N） 15kg/10a
８ 化成肥料種類 NPK複合（15-15-12%)

No.1 No.2

2012 2012

24- 24-

EC 0 2 0 6 0 19 0 22

長野県農地ほ場検診票（◎◎氏）

検診種別

ほ場名

検診年月日

受付番号

EC 0.2～0.6 0.19 0.22

pH 6.0～6.5 6.66 7.05

NO3
-、NH4

+-N（mg/100g） 　<10mg<

T-C(%) 4.35 2.02

T-N(%) 0.39 0.19

AV-P2O5（mg/100g）
10～30 95.6 148

K2O（mg/100g） 60～70 111.8 169.1

化
学
性 K2O（mg/100g） 111.8 169.1

CaO（mg/100g） 300～500 571 513

MgO（mg/100g） 100～175 122.8 119.9

K2O/Mg <5

Mg/K <2

処理前 18 15

処理後 18 19多様度回復度

(a)-(b)値 0 4

処理前 134 104

処理後 89.5 94

発病し易さ曲線 Ⅰ～Ⅲ Ⅰ Ⅰ

DNA抽出量
（ng/μL)

管理区分

生
物
性

多 度 復度
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その他の問診項目 ：土壌群情報

１ 土壌群の調査法１．土壌群の調査法
土壌の種類を示す分類名の調査は、高度な専門知識が必要です。
土壌学の専門家に調査を依頼するか、Web上で公表されている全国の土壌群
名をもとに記載します。

＊Web上で公開
「土壌情報閲覧システム」（農業環境技術研究所）

URL: http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/

図１．土壌情報閲覧システムHP
地域の土壌名がわかります

２．必要性
レタス根腐病の「発病リスク」は土壌の種類（たとえば、黒ボク土、灰色低地

土など）によって異なる傾向があることがわかってきました。

このことから、土壌群名はレタス根腐病の健康診断においても重要な情報と
なります。なります。

３．問診票・検診票への記載例
「土壌群名」の欄に、「名称 （例：黒ボク土）」を記載します。

４ 土壌群名 多腐植黒ボク土

P.15



【総合評価】 以下の基準で判定します。
その他の項目は参考にします。

１ 【発生リスク ３】
・調査項目１、２がともに発生リスク３調査項目１、２がともに発生リスク３

・調査項目１、２のどちらかが発生リスク３で、調査項目３から
多発が懸念される

２ 【発生リスク ２】
・調査項目１、２がともに発生リスク２

・調査項目１，２のどちらかが発生リスク２で、調査項目３から
中発生が懸念される

３ 【発生リスク １】
・調査項目１、２がともに発生リスク１

１．総合判定方法
調査項目１～３の調査結果を基に、総合判定します。
総合評価の判定は、発生リスク１～３まで３段階で表示します。

調査項目１（事前の発病程度）と調査項目２（土壌の発病しやすさ）が共にリスク大で
あれば、多発生が予想されますので、発生リスク３としました。この際に、中程度の発
生か多発生か微妙な場合には、これまでの栽培暦、連作年数、理化学性、土壌群な
どを総合的に診て、判断する必要があります。

２．記載例
検査結果のコメントとして 「発生リスク１～３」を検査結果のコメントとして、「発生リスク１～３」を

記載し、改善策を提案し記載します。

P.16



５対策の内容（高冷地版）

１．発生リスク１の場合の栽培体系モデル*注

春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作

1 抵抗性品種*1 緑肥*2 異科*3 抵抗性品種 緑肥 異科 抵抗性品種 緑肥 異科 抵抗性品種 緑肥

2 抵抗性品種 緑肥 慣行品種*4 異科 緑肥 異科 異科 緑肥 異科 抵抗性品種 緑肥

栽培体系
モデル

前年 １年目 ２年目 ３年目

【 発生リスク １】 *注) あくまでも一例であり、本来は、前作発病程度調査および農
地健康診断を毎年行い、その年毎に対策を立案する方が好ましい。

3 抵抗性品種 緑肥 慣行品種 異科 緑肥 異科 抵抗性品種 緑肥 慣行品種 異科 緑肥
4 抵抗性品種 緑肥 慣行品種 異科 緑肥 慣行品種 異科 緑肥 慣行品種 異科 緑肥

前作の発病程度調査対象
*1 各品種の抵抗性情報は別紙P.21参照
*2 緑肥は、ムギ類などのイネ科作物またはマメ科作物など。アブラナ科の輪作予定ほ場では、緑肥用エンバクの作付は避ける（黒斑細菌病対策）
*3 異科作物とは、ネギまたはブロッコリー、キャベツなどのアブラナ科野菜
*4 慣行品種とは、春から初夏どり（およそ４月下旬定植：高冷地）作型で、できるだけ抵抗性を有する品種の選択が望ましい。

ソバ マリーゴールド ネギ キャベツ P.17



２．発生リスク２の場合の栽培体系モデル*注

【発生リスク ２】

春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作
*1 *2 *3 異科 緑肥 異科 抵抗性品種 緑肥 慣行品種 異科 緑肥

栽培体系
モデル

前年 １年目 ２年目 ３年目

*注) あくまでも一例であり、本来は、前作発病程度調査および農
地健康診断を毎年行い、その年毎に対策を立案する方が好ましい。

5 抵抗性品種*1 緑肥*2 異科*3 異科 緑肥 異科 抵抗性品種 緑肥 慣行品種 異科 緑肥

6 抵抗性品種 緑肥 慣行品種*4 異科 緑肥 異科 異科 緑肥 異科 抵抗性品種 緑肥

前作の発病程度調査対象
*1 各品種の抵抗性情報は別紙P.21参照
*2 緑肥は、ムギ類などのイネ科作物またはマメ科作物など。アブラナ科の輪作予定ほ場では、緑肥用エンバクの作付は避ける（黒斑細菌病対策）
*3 異科作物とは、ネギまたはブロッコリー、キャベツなどのアブラナ科野菜
*4 慣行品種とは、春から初夏どり（およそ４月下旬定植：高冷地）作型で、できるだけ抵抗性を有する品種の選択が望ましい。

マリーゴールド ネギ キャベツソバ
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３．発生リスク３の場合の栽培体系モデル*注

【発生リスク ３】

春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作 春～初夏 夏秋 冬作

7 抵抗性品種*1 緑肥*2 異科*3 異科 緑肥 異科 異科 緑肥 慣行品種 異科 土壌健

栽培体系
モデル

前年 １年目 ２年目 ３年目

*注) あくまでも一例であり、本来は、前作発病程度調査および農
地健康診断を毎年行い、その年毎に対策を立案する方が好ましい。

7 抵抗性品種 緑肥 異科 異科 緑肥 異科 異科 緑肥 慣行品種 異科

8 抵抗性品種 緑肥 異科 異科 緑肥 異科 異科 緑肥 異科 抵抗性品種

9 抵抗性品種 緑肥 慣行品種*4 異科 緑肥 異科 異科 緑肥 異科 抵抗性品種

前作の発病程度調査対象
*1 各品種の抵抗性情報は別紙P.21参照
*2 緑肥は、ムギ類などのイネ科作物またはマメ科作物など。アブラナ科の輪作予定ほ場では、緑肥用エンバクの作付は避ける（黒斑細菌病対策）
*3 異科作物とは、ネギまたはブロッコリー、キャベツなどのアブラナ科野菜
*4 慣行品種とは、春から初夏どり（およそ４月下旬定植：高冷地）作型で、できるだけ抵抗性を有する品種の選択が望ましい。

土壌健
康診断
（再）

マリーゴールド ネギ キャベツソバ
P.19



６目指すシステムの将来像

毎年の【畑の情報】を【蓄積】して活用します！

診断：指導員（普及セン
ター、ＪＡ等）

・土の調査
・発病調査

情報の蓄積による
診断精度の向上

問診票・検診票作成

経済性を考慮

対策：指導員（普及センター、JA等） 解析：解析機関（農環研、企業等）

最適な防除
の提案

・診断票
・防除リスト
・履歴情報

・経済性を考慮
・無駄な防除を削減

診断、対策情報を蓄積

履歴情報

ＩＴで最適な管理
情報の蓄積

P.20



【付録】抵抗性品種情報(抜粋)

表　レタス根腐病菌各レースに対する抵抗性検定結果a

レース1 レース2 レース3

発病指数b     発病指数 発病指数

　　　　　　　　　　　　　　　0(強い)～1(やや強い)～2(弱い)～3(極弱)

YL216 2 0 2.2
ワイドビュー2号 0.2 0 2.6
ブルータス3号 0.1 0 2.6

ワイドビ 6号 1 0 1 2 8

供試品種等

ワイドビュー6号 1 0.1 2.8
ブルータス7号 0.6 0.5 2.9

ハスラー 0.5 2.2 2.7
デローサ 0.9 2.5 0.6

フラグシップ 0.2 2.7 2.7
T-521 0.6 2.8 2.4

シナノホープ － 3 2.7
サングロー 1.8 3 3

ファイングリーン 1.5 3 2.8
ファルコン 1.1 3 2.8

UC-009 0 0 2.8
UC-011 1.6 0 2.9
MK-L89 3 0.9 3
ﾚｯﾄﾞリッチ 2 5 2 5 3ﾚｯﾄ リッチ 2.5 2.5 3
KA-1223 2.1 3 2.8
KA-1224 2.7 3 2.8

ｶｯﾄﾏﾝ 2.5 0 2.8
UC-013 2.6 0 1.1
UC-016 0.3 0 1.7

グリーンスパン 3 3 1

ﾗｺｽﾀ 1.3 0 2.2
スプラッシュ２号 1.5 0 1.7
スプラッシュ１号 1.9 0 1.4

アレックス 2.4 0 0.6
パドックス 2.4 0 3

アレックスセブン 2.7 0 2.5
ゴールドコス 2 9 2 9 1 9ゴ ルドコス 2.9 2.9 1.9

a：表中の数字は2反復，2試験の平均。　

　抵抗性の程度は発病指数が0(抵抗性強い)～1(やや強い)～2(弱い)～3(極弱)で判断。

　接種は既報のセルトレイに病土を充填し直接供試品種を播種する検定法で実施した。

b：発病指数はレタス根腐病室内検定程度別調査基準に従って調査し求めた。

　　　Ａ：枯死または腐敗、Ｂ：株全体が萎凋する、Ｃ：やや萎凋、Ｄ：健全

　　　発病指数＝Σ(各個体の評点×個体数)/(調査個体数)。 P.21



【付録】レタス根腐病菌
レース検定マニュアル

まず、数株まとまって生育が劣る箇所がないか点検します。異常が
見つかった際は、丁寧に抜き取って鋭利なカッター等で根を縦割り
にし 断面を観察します

１．圃場における根腐病の診断方法

にし、断面を観察します。
根腐病の場合、根の導管部が地
際部から先端にかけて褐色に傷
んでいます。

圃場を周囲からくまなく見て
歩き、生育の不揃な箇所がない
かを点検します。数株まとまっ
て生育が劣る（下葉が萎れる、
枯れ等）場合、表１の発病圃場
に関する諸条件と照らし合わせ
てください。一つでも当てはまるならば根腐病の発病が疑われ、複
数となるほどその可能性は高まります数となるほどその可能性は高まります。
発病初期段階の圃場ではスポット的（坪状）に萎れ症状が表れる程
度で、これはトラクター等の侵入口付近（他の圃場から菌が持ち込
まれる）に比較的多く見受けられます。なお、萎れ等の症状は地温

の高い７、８月では定植後早い段
階から認められますが、春先のべ階から認められますが、春先のべ
たがけ栽培や、９月の残暑等によ
り生育中、後半に症状が現れる
ケースもあります。続いて、異常
株の根を切らないよう丁寧に抜き
取り、表２の簡

易診断により発病を確認します。
根腐病以外にも、生理障害や細菌

の感染により根や地際部が褐変する場合があります。判定のポイン
トは地際部の表皮に外傷等がなく、導管部が主根や支根の先端部ま
で褐変していることです。 P.22



２．レタス根腐病菌の分離方法

（１）組織内分離
ア レタス罹病根部からナイフ等で組織片を採取し、80%エタノールア レタス罹病根部からナイフ等で組織片を採取し、80%エタノ ル

で30秒浸漬後、滅菌水で２回（１～２分）すすぎ表面殺菌する。

イ レタス根腐病の場合、作製した組織片を素寒天平面（WA）培地
へ置床し約25℃で培養すると、５日程度で菌糸片の伸長が確認でき

根部褐変部から組織片
(5mm角程度)を採取

80%エタノールで
30秒浸漬

滅菌水ですすぐ(１
～２分程度)

滅菌水ですすぐ(１～
２分程度)

置床し約25℃で培養すると、５日程度で菌糸片の伸長が確認でき
るので、菌糸先端をジャガイモデキストロース（PDA）培地へ移植
し培養する。さらに５日程度で綿毛状の菌糸形成が確認される。

25℃５日程度で組織片からの菌糸伸長が確認で
きる

WA平面 ５日程度 PDA表面 裏面

PDAに移植し、27℃で５日程度で菌糸伸長する。

きる。

試験管に保存する。

P.23



（１）病原菌を液体培養する。

３．判別品種を利用したレース検定方法

滅菌したジャガイモデキストロース（PD）液体培地(5ml)に分離
したレタス根腐病菌の菌糸片を搔き取り置床する。

３日間、25℃で培養する。*振湯培養が望ましい
（２）病土作製の準備をする。（２）病土作製の準備をする。

キノコの培養瓶*に市販の園芸培土400gにフスマ
とバーミキュライトを各60mlずつと蒸留水を
100ml加え、よく混和する。オートクレーブ等で
滅菌する（121℃、30分）。

（*滅菌可能なパッチ付きのビニール袋でもよい）

（３）液体培養菌をキノコの培養瓶*に加え、病土を作製する。

25℃ ２週間程度培養すると うっすらと菌糸片が上部に見え25℃、２週間程度培養すると、うっすらと菌糸片が上部に見え
る程度になり検定病土として利用できる。

P.24



（４）検定品種を病土に播種する。

200穴のセルトレイなどに、充分に攪拌した作製病土を均一に
充填し、通常のレタスの播種作業と同様に、レース検定品種を播
種する。

（５）播種後１ヶ月程度に判別品種の反応を観察し、レースを判定
する。

晩抽レッド
ファイヤー

コスタリカ4号 パトリオット

1 S R S
2 R S S

判別品種
レース

2 R S S
3 S S S

S:感受性、R:抵抗性
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４．培養法によるレース２の判別方法

（１）組織内分離
ア 前記と同様に行う。

（２）素寒天平面（WA）で高率に分離されたFusarium oxysporum
菌株を、MM（最少）培地へ置床し、約25℃で培養すると、図２のよ
うな気中菌糸を形成しない歪なコロニーを形成する。一方のBMM
（ビオチン含有最少培地）上で、綿毛状の気中菌糸を伴うコロニーを
形成した場合、レタス根腐病菌レース２と判断できる。

WA平面 25℃で5日後 MM平面 BMM

25℃５日程度で組織片からの
菌糸伸長が確認できる。

WA上の菌糸先端部位をMM、
BMMに移植し、27℃で５日
程度培養し、菌糸生育を観察
する。左：MM、右：BMM

P.26



５．遺伝子診断法（PCR）による迅速レース識別法

内容・特徴

（１）レタス根腐病菌 F i xy f l t の（１）レタス根腐病菌、Fusarium oxysporum f. sp. lactucae の
ribosomal DNA Intergenic spacer（IGS）領域の遺伝子を解析
し、その塩基配列をもとに３種類のプライマーセットを開発した（表
１）。下図の手順に従い、各レースに対応したプライマーセットを利
用することにより、レタス根腐病菌レース１、レース２、レース３を
特異的に検出することができる。特異的に検出することができる。

（１）組織内分離
ア レタス罹病根部からナイフ等で組織片を採取し、80%エタノール

で30秒浸漬後、滅菌水で２回（１～２分）すすぎ表面殺菌する。

手順

イ 作製した組織片を素寒天平面（WA）培地へ置床し約25℃で培養イ 作製した組織片を素寒天平面（WA）培地 置床し約25℃で培養
すると、５日程度で菌糸片の伸長が確認できるので、菌糸先端を
ジャガイモデキストロース（PDA）培地へ移植し培養する。さらに
５日程度で綿毛状の菌糸形成が確認される。
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（２）DNAの抽出
ア 培地上に形成されたコロニー上の菌糸を滅菌済み白金耳または

ピンセットで搔き取り後、無菌チューブ（1.5ml容量）へ移し、
マイナス80℃で１～２時間または液体窒素で凍結乾燥する。

イ チューブ内にAP１試薬400μlとRNase液４μlを加え、ペッス
ルを用いて菌糸体を十分磨砕する。

ウ その後は、DNeasyR Plant Mini Kitの操作手順に従いDNA抽
出を行う。

（３）PCR反応と電気泳動
ア 抽出した全DNAを鋳型として、それぞれに対応したプライマーア 抽出した全DNAを鋳型として、それぞれに対応したプライマ

セットを用いて以下の条件でPCR反応を行う。
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イ PCR反応後、アガロースゲル電気泳動を行い、臭化エチジウム溶
液でDNA断片を染色した後に、紫外線照射下で増幅されている断片
を確認し、レースを識別する。

図 検出されるDNAパターンの模式図

（１）本診断法によるレース識別に要する時間は、組織内分離（５日
程度） PDA培養（５日程度） DNA抽出（１日）およびPCR

注意点

程度）、PDA培養（５日程度）、DNA抽出（１日）およびPCR
反応（１日）の工程で、およそ２週間程度である。

（２）生菌体から直接DNAを抽出すると非特異的な反応が生じること
があるので、必ず回収した菌糸体は一度凍結処理をする。

（３）本手法は、DNA抽出にキアゲン社製DNeasy Plant Mini Kit、
PCR反応にはtakara社製Premix Taqを使用した条件であり、異PCR反応にはtakara社製Premix Taqを使用した条件であり、異
なる試薬を使用する場合には、その試薬ごとに反応条件を最適化
する必要がある。また、本手法は、わずかな塩基配列の相異を識
別するプライマーにより行うPCR反応であるため、プライマーの
濃度0.4μM、鋳型DNA濃度500ng未満等を留意すること。

（４）本手法は、分離された菌糸体から抽出したDNAによりレースを
識別す 遺伝 診断法 あ 根腐病感染組織や汚染土壌から抽識別する遺伝子診断法である。根腐病感染組織や汚染土壌から抽
出したDNAに よる検討は実施していない。
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【付録】外見上根腐病と紛らわしい類似症状

①濃度障害による生育不良①濃度障害による生育不良

多肥や干ばつにより塩類が土壌表層
に集積し、濃度障害を生じる場合が
あ ます 葉が黄化 株全体 生

このような株を縦断してみると、維管
束の褐変はほとんど認められず、根中
心 髄部がやや黄化す 度 すあります。下葉が黄化し株全体の生

育が悪くなります。
心の髄部がやや黄化する程度です。

②地際に障害を受けた場合（風、虫害など）

圃場内に黄化、萎凋症状を呈する株
が散在します。

地際が風、虫害等による障害を受
けてくびれ、株を引くと容易に根
から脱落します。

根腐病の場合、導管部（維管束部位）の褐変が必ず生じます。新
規に確認された場合や診断が困難なときは、地元の関係機関（農
業改良普及センターなど）にご相談下さい。
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今後に向けた取組状況

今後、本マニュアルの精度向上に取り組むとともに、本病
以外の病害にも応用するため研究中です以外の病害にも応用するため研究中です。
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