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1990年代中頃から国内の野菜生産においてセル成型

育苗法が導入された.セル成型7寄苗では，イネの青苗箱

と時じ大きさに規格化されたプラスチック製のセルトレ

イを用L、(1"1本施設園芸協会編， 1999)， ピートモスと

ノくーミキュライトを主成分として軽量化された専用の培

養土を月~ ~、る(小林， 1995;塚田， 1990). 規格化され
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た資材を月~L 、ることで集中背苗が容易となること，一定

量の苗を簡便に持ち運びできること，機械定植に対応で

きることなどから(藤原， 2004;藤原ら， 1998; 1999 ; 

福地ら， 1996;西本ら， 1996;菅沼ら， 1993;弓野ら，

1996)，農業生産における省力化に著しく貢献し，年々

本法の利用が増加している.また，近年の環境問題に対

する関心の高まりから，農薬の使用を最小限に抑えた栽

培，即ち効率的な病虫害の妨除体系が求められている.

このような観点から以前にも増して開場衛生や健全育苗

の重要性が誕われてきている.この点からも，脊苗を本

圃と隔離して行うセル成型育苗法に対する期待は大きい.

このような背景の下，キャベツではセル成型育苗の導

入がよく進んでいる.理由としては，苗が乾燥に比較的

強く(藤原ら， 1998;藤原， 2004)，葉節時が長いため

密植が可能であり，機械定植しやすいこと(藤原， 2004; 

藤原ら， 1998; 1999 ;福地ら， 1996;西本ら， 1996;菅

沼ら， 1993;弓野ら， 1996)，萄単価を下げられること，

また，そのため農家の苗購入意欲が高いことなどが挙げ

られる(松本ら， 1996;高橋， 2000). 

通常，キャベツのセル成型育苗では 30x60cmに 128

セルあるトレイをJljL、た筏植栽培が行われている. しか

しながら，この密櫛栽培は植物保護面において重大な問

題をはらんでいる.密植は苗の病害抵抗性を低下させ，

病害発生の誘国となって，病気の多発を引き起こす.発

生した病気は筏植された商簡を急速に伝播し，育宙施設

内に蔓延する.そして，広い地域に苗を供給する集中背

苗施設における病害の蔓延は，地域全体への市の供給，

それに続く作物自体の生産量にも大きな影響を及ぼす.

また，感染荷による本国への病原菌持ち込みも， [聞場衛

生面において由々しき問題となり得る.さらに，脊高時

における病害は槌物保護上だけでなく，病害による欠株

や不良苗混入は補植や植え替えの労を生産者lこ強いるた

め(藤原ら， 2001 b)，省力化の大きな妨げにもなる.

したがって，セル成型育苗による集中苗生産では，より

厳重な育苗械設・環境の衛生管理や病害防除の徹底が要

求される.

しかし，セル成型育苗法は導入されてから余り時聞が

経過していないため， どのような野菜で， どのような病

害が発生して問題を引き起こしているのか，ほとんど知

見が得られていない.例えば，国内のキャベツ生産にお

いて，従来の地j未育苗や育苗箱を用いる方法では，黒腐

時，Rhizoctoniαsolani Kuhnによる苗立枯病，べと病

が発生することが知られている(岸編， 1998). しかし，

セル成型育苗での文献情報はない.また，イネの籍育苗

法が開発された際，従来知られていなかった新病害が多

数認められるようになったことからも(大畑， 1989)，従

来法と栽培環境が大きく異なるセル成型育苦では，発生

する病害の種類は著しく異なるものと予想される. した

がって，病害を未然にi坊さ，産地における安定的な生産

を確保するためには，実際のキャベツのセル成型育苗現

場でどのような病害が発生しているのかを調査し，発病

条件や梼原体の侵入経路などを明らかにする必要がある.

また，セル成型育苗で新たに見つかった新病害を防除

するためには，薬剤による防除も必要不可欠である. し

かし，平成 15年 3月の農薬取締法の改正で，無登録農

薬の使用禁止，農薬の摘要基準の遵守義務が誕われ，違

反者に対する罰員Ijも設けられるなど，農薬の適正使I日の

厳密化が求められた. したがって，新病害の薬剤防除の

ためには，まず農薬設録が絶対不可欠であり，適用病害

の登録には，病原体の分離同定，病原性の証明ならびに

日本植物病理学会における病名登録が最小限必要である.

一方，三重県では，氷田を事Jj)1Jした土地利用型野菜の

栽培に取り組んでおり，三重県から距離的にも近い関西

に大消費地を有するキャベツを主要作物に選定し，その

産地形成を目指していた.また，野菜・茶業試験場と

業研究センターが共同して， 1994年から進めた地域総

合研究「水田における省力高付加価値露地野菜生産シス

テムの擁立Jでは，セJv成型苗の利用を核としたキャベ

ツ栽培の機械化栽培一環体系の農家への定着を一つのテー

マとしており，兼業化が進み，水稲の単作i世帯となって

いた当地に，省力的な野菜生産技術としてキャベツの機

械化栽培を導入して，水田を有効利用することによって

地域の活性化を図る試みが行われた.その中において，

キャベツ育苗の省力化も一つの課題であり，これを解決

するために， 1996年に民間の大型育苗施設を時設した.

本研究では，キャベツのセル成型脊苗時に発生する病

害について，上述の育苗施設と野菜茶業研究所内で定期

的な詳細調査を行い，第E章ではそこで発見された新府

寄の原因を同定し，第E案で育百施設におけるいろいろ

な病害の発生消長を明らかにするとともに，セJv成型脊

苗時の病害に大きな影響を与える穂子伝染性病原菌によ

る種子の汚染状況を調査した.また，第N章では，育苦

施設において被害が大きかった荷害に対する防除方法の

検討を行った.そして，これらの成果をキャベツのセル

成型苗の育苗現場における病害防除に資することを，本

研究の目的とした.

本研究にご協力いただいた JA三重中央育苗脇設の皆

様，三重大学助教 清水将文博士，三井化学株式会社
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岡本吉弘博士，本稿のとりまとめに当たりご指導いただ

いた京都大学教授奥野哲郎博士，准教授 田中千尋博

士，助教 海道真典博士に厚く御礼申し上げる.

E セル成型育苗を導入したキャベツの集中

育苗において発生した新病害

Pythium megalacanthumによる苗立枯病

1996年 4月，三重県津市の野菜茶業研究所内のガラ

ス室，および 1997年 2月， 三重県内の民間野菜育百施

設において，キャベツのセル成型苗が立ち枯れる被害が

発生した.被害株の地際部はややくびれて白色に乾腐し

ていた (Fig.1-1).本研究所と育苗施設の被害株の擢

病部位を顕微鏡観察したところ，同様の糸状菌の菌糸と

Pythium属菌の卵胞子様の器官が組織内に観察された

(Fig. 1-2， 3). これまで，Pythium属菌によるキャ

ベツの病害は，Pythiumαphαnidermαtum CEdson) 

Fitzpatrickと，有性生殖器官を形成しない Pythium

Fig. 1 Disease symptoms on cabbage plug seedlings caused by Pythium megαlαcαnthum 
and morphology of the fungus. 
1. Diseased (right) and healthy Oeft) seedlings found in a nursery. 
2. Oospores in cabbage stem tissue (scale: 300μm). 
3. An oospore in cabbage stem tissue (scale: 50μm). 

4. A colony of the fungus after incubation on PSA at 25
0

C for 3 days. 
5. Sporangium (s) with discharged tube (d) (scale: 50μm). 
6. Sporangium， internally proliferating (scale: 25μm). 
7. Oogonium (0)， antheridial cells (a) and oospore (s) (scale: 50μm) 
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sp.によるピシウム腐敗病のみが報告されている(森ら，

1996)が，これらの菌種と形態的特徴が異なるため，他

菌種による苗立枯病と考え，菌の分離・同定ならびに発

病条件の検討を行った.

a 材料と方法

1)菌の分離

本研究所で発生した被害株の擢病組織片を 1%次亜塩

素酸ナトリウム溶液に数分間浸漬し，滅菌蒸留水で洗浄

した後に1.5%寒天 (WA)上に置いた.発生した糸状

菌の単菌糸をジャガイモ煎汁寒天培地 (PSA:20%ジャ

ガイモ煎汁， 2%ショ糖， 1.5%寒天)に植え継ぎ，得ら

れた単菌糸分離菌株のうちの 1菌株 (CPy) をPSAま

たは WAで 24
0

C，継代培養して試験に供試した.

2 )分離菌の形態と生育温度

CPyを4日間培養した PSA片を，蒸留水中で高圧蒸

気滅菌したキャベツ苗の腔軸に 1~2 日間付着させて菌

糸を発生させた後，ペトリ液 [0.015%KHzPO" 0.015% 

MgSO.j， 0.006% KCl， 0.04% Ca(N03)2J に浸漬し

た.菌糸が発生した住職をぺトリ液中で 15
0

Cまたは 25

oC， 1~5 日間培養し，光学顕微鏡で観察した.また，

PSA上に産径 5mmのCPy培養片を置き， 10， 15， 20， 

25， 30または 35
0
Cで 24時間培養し，菌糸伸長速度を計

測した.

3 )分離菌の病原性

子葉~第 3葉展開期のキャベツ苗A の臨軸に CPyを培

養した 5mm角の PSA片を付着させ， 20
o
C， 12時間日

長の湿室に保ち， 4 EI後に病徴を調査して病原牲の有無

を確認した.発病適温を謂べるため，子葉~第 l葉展開

期のキャベツ幼苗の駆車自の表面にナイフで切り傷を付サ

てCPy培養片を接種し， 10， 15， 20， 25， 30または 35

oC， 12時間日長の湿主主に 4日間保った後，病徴を調査し

た.また，子葉~第 3葉展開期の生育段階が異なるキャ

ベツ苗に CPyを時様に有傷接種して， 12時間日長，昼

25
0

C，夜 20
0

Cの混室に 4日間保った後，病徴を謂査した.

b 結果と考察

得られた CPyは，無隔壁の菌糸を持ち， PSA上では

気中蔚糸の少ない白色の菌叢を形成した (Fig.1-4). 

また，高圧蒸気滅菌したキャベツ組織で，直径約 25μm

で球状の遊走子のう，そこから伸びる逸出管，さらにそ

の先端に球のうを形成し，遊走子を分化させた (Fig.1 

5). 遊走子のうはまれに貫生した (Fig.1-6). これら

の形態から， CPyはPythium属菌に含まれることがわ

かっ7こ.

滅菌キャベツ上では有性生殖器官も形成され，造卵器

は球~楕円形で頂生，直径 28.9~50.3 (平均 39.9)μm

で表面に多数の丹錐型，針状，乳頭状などの突起を持つ

(Table 1， Fig. 1-7). 突起の長さは 3.7~15.0 (平均

9.2)μm，基部における太さは 3.2~10.7 (平均 6.1)μm

であった.造精器は袋状やレモン型で，造卵器 11閣当た

り 0~6 個形成され，同繭糸または異菌糸性で側着した.

大きさは 10.7~23.5x 9.6~15.0 (平均 13.9x 11.9)μm 

であった.卵胞子はほぼ球形，直径 22.5~4 1. 7 (王子均

32.3)μm， 壁厚は 0.9~5.2 (王子均1.6)μm，造卵器 1

偶に対し 1倒形成され非充満であった.厚模胞子は形成

Table 1 Morphology and characteristics of an isolate of Pythium megαlacanthum from cabbage 

Morphology and characteristics 

Sporangia Shape 

Oogonia Position 

Oogonial projections 

Antheridia 

Oospores 

Shape 

Diameter Cμm) 

Shape 

Length Cμm) 

Basal diameter Cμm) 

No. per oogonium 

Shape 

Length Cμm) 

Width Cμm) 

Shape 

Aplerotic 

Dlam巴terCμm) 

a Refer to van der Plaats-Niterink (1981). 
b Numbers in parentheses are averages. 

Isolate 

Globose， proliferating 

Terminal 

Globose， oval 

28.9-50.3 C39.9)b 

Conical， pointed 

3.7-15.0 C9.2)b 

3.2-10.7 C6.l)b 

0-6 C3.2)b 

Sac-like 

10.7ω23.5 C13.9)b 

9.6-15.0 C11.9)b 

Globose 

100% 

22.5司 41.7C32.3)b 

p. 

Globose， proliferating 

Globose 

36-45 

Conical， point日d

6四9

5-6 

0-5 

13.5-17.5 

11.0司 13.5

Globose 

Aplerotic 

27-31 
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生育段階が異なるキャベツ百に CPyを有傷接種して，

12時間日長， 20
0
Cに置いた場合，水浸状病斑の形成率，

苦の倒伏率とも，百の生育が進むにつれて抵下した

(Fig. 4). 第 3葉展開期の苗では接種部位に表面的な水

~凶'キャベツのセル成型育所において発生する病容とその防除に l'klする研究

100 

80 

60 

40 

20 

O 
20 25 

Temperature (OC) 

i鐙 Dampimg-o仔，ロ Lesion，ロ Blackdots I 
Fig. 3 Effect of tempe1'atu1'e on symptom seve1'ity 

caused by Pythium megαJα印刷:humon cabbage 
seedlings. Inju1'ed hypocotyls of one-week同 old
cabbage seedlings we1'e inoculated with a 
mycelial disc of P. megαlαcαnthum. The inocu司

lated seedlings we1'e kept moist and symptoms 
we1'e obse1'v巴d4 days afte1' the inoculation. 
Expe1'iments were repeated 6 times. 

されなかった.以上に示された有性生殖器官の形態から，

van de1' Plaats-Nite1'ink (1981)の検索表や記載と比較

して， CPyはPythiummegαJαcαnthum de Ba1'Yと同

定された.三重県内の民間育苗施設から分離された菌株

も同様の形態であり，同種であると考えられた.

CPyは， PSA 上において1O~30oCで生育したが， 35 

ocではほとんど生育しなかった (Fig.2). 菌糸伸長速

度は 25
0Cで最大となり 16.0mm/日であった.

と35
0

Cでは菌叢が疎になり生育が劣った.

キャベツ幼苗の腔車自にナイフで切り傷を付け， CPy 

培養片を鮎り付け接種して 20
0Cの混室に保ったところ，

水浸状に駐車Ihが腐敗して苗が倒伏したことから，その病

原性が確認された.ただし，無傷の伍軸に接種した場合，

発病株率は低く，第 2葉展開期以降の苗では病徴は認め

られなかった. 1O~350Cの各温度で子葉~第 1 葉展開期

の幼苗に有傷接種した場合，いずれの繊度条件でも褐色

~水浸状の病斑が形成された. lO
o
Cでは水浸状の腐敗の

みが観察されて褐色病斑は認められなかったが，病徴が

最も激しく，商の倒伏率も最も高かった (Fig.3). 35 

oCでは倒伏した株は認められなかった.病斑の形成率は，

15~350Cの各繊度では約 50%であった.本病原菌の生

育適温は 25
0

Cであるにも関わらず，接種試験から発病

適泌が 10
0

C以下の低温であることが示された. これは，

本病が，育苗現場において秋から冬期に発見されている

ことと矛居しない.
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at each leaf-stage we1'e inoculated with a 
mycelial disc of P. megαlαcαnthum. The inocu-
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times. 

O 

25 30 

Temperature (OC) 

Fig. 2 Effect of tempe1'ature on mycelial g1'owth of 

Pythium megαlαcαnthum on PSA. Mycelial 
discs (5-mm diamete1') of an isolate we1'e incu-
bated on PSA at 25

0
C fo1' 2 days， and the col-

ony diamete1's measu1'ed. Measu1'ements we1'e 
taken again afte1' 24-hours incubation at each 
tempe1'atu1'e. Expe1'iments we1'e 1'epeated 6 
times. E1'1'o1' ba1's indicate standa1'd e1'1'o1's. 
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浸状の病斑を形成したが，経車111全体が侵されて倒伏する を陪様に接種して 30
0

Clこ4B間保ち，病徴を調査した.

苗は認められず，生育の進んだ直に対する発病力は5J5Jl、
ことが示された.

Pythium megαJαcαnthumによるキャベツの擢病苗

では， ピシウム腐敗病と同様に(森ら， 1996)， I匝車111が

水浸状に腐敗し，乾燥すると白色に乾腐するのが特徴で

ある. ピシウム11ミ放病は高温11寺に発生するが，Pythium 

megαJαcanthumによる立ち枯れは低温期に発生する.

本菌は生育の進んだキャベツ苗lこ対する病原性が弱く，

本菌による病害は育苗期に眠られると考えられ，生育が

進んだ定植後の苗にも発生するピシウム腐敗病とは病患、

が異なる(森ら， 1996). よって，本菌をキャベツ苗jz

枯病の新病原として提案し， 日本植物病名目録に承認，

設録された(臼本植物病理学会編， 2000). 

2 Pythium zingiberisによる苗立枯病

1998年 8月に三重県津市の民間野菜育苗施設で育苗さ

れていたキャベツのセル成型苗に，旺車111が腐敗して立ち枯

れた株を発見した.立ち枯れた株の躍病部{立を顕微鏡観

察したところ，前出の Pythiummegαlαcαnthum，キャ

ベツピシウム腐敗摘菌である Pythiumαphαnidermαtum

(森ら， 1996) とは形態が異なる Pythium属菌が認めら

れた.そこで，本病害について，病原菌の分離・悶定な

らびに発病条件の検討を行った.

a 材料と方法

1)菌の分離と菌叢

擢病組織を WAに置き，生育した菌叢から単菌糸分

離株を得て， PSAで‘継代培養した.分離菌の菌叢の性

質を調べるため，本菌の直径 5mmの培養j十を PSA上，

10， 15， 20， 25， 30， 35または 40
0
Cで培養して菌糸の

生育速度を測定した. コーンミール寒天培地 (CMA:2 

%トウモロコシ*-'1粉煎汁， 1.5%寒天)上でも 25
0
Cの蔚

糸生育速度を測定した.

2)分離菌の形態

分離曹の PSA培養片を，蒸留水中で高圧蒸気滅菌し

た西洋シパ葉片(ー谷， 1992) に240Cで 1日接触させ

た後， PSA片を取り除いて蒸留水に浸し， 1， 5および

7日後に顕微鏡観察した.

3)分離霞の病原性

分離菌の 5mm角の PSA培養片を，子葉展開期のキャ

ベツ幼首の匪車111に付着させ， 12時間日長， 20， 25， 30 

または 35
0

Cの混室に 4日間保ち，病徴を調査した.子葉

~第 3葉展開期の異なる生育段階のキャベツ宙に分離:菌

b 結果と考察

分離された単菌糸分離株は隔壁がない菌糸を持ち，

PSA上では chrysanthemum~rosette 型 (van der 

Plaats“Niterink， 1981)， CMA上では rosette型の白

色菌叢を形成した (Fig.5 1). PSA上では， 35
0
Cで

最も菌糸伸長が速く， 10
0
Cと40

0
Cで 12時間当たりの菌

糸伸長が O.4mm未満となり，ほとんど生育しなかった

(Fig. 6). CMA上， 25
0
Cでの菌糸生存速度は 18.6mm

/日であった.また，滅菌した西洋シパに分離菌を接種

して蒸留水に l日浸漬すると，球状や西洋ナシ型の構造

を伴わないIJ彰状の遊走子のうを形成し (Fig.5 2)，そ

こから逸出管が伸長，その先端に球のうを形成して遊走

予を分化させた.球イヒした遊走子の直径は 11~13 (平

均 12)μmであった.以上，分離菌株は無隔壁菌糸を

持ち，球のうを形成することから Pythium属菌である

ことが示された.

分離菌株を接積した西洋シパを蒸留水に浸して 5日後

に有性生殖器官を観察したところ，造卵器は球状で頂生，

ときに 1:1" 開生であり，表面平滑 TI宣径 24~37 (平均 29)

μmであった (Fig.5 -3). 造精器は，造卵器 11留に

つき 2~10 (平均 6)f悶形成され，頂生，袋状であり，

屈曲して造卵器に側着した.造精器柄は造mj器や造卵器

柄に巻き付き，ときに分校して複数の造精器を形成した.

分離菌を接種した西洋シパ葉片を蒸留水に浸して 7日後

に卵胞子を観察すると，直窪 20~29 (平均 23)μmの

球形で，造卵器に対して非充満であった.以上の通りに

示された分菌株の遊走子のうと有性生殖器官の形態，生

育適潟，生育速度は Pythiumzingiberis Tal王ahashiの

ものとよく一致した(桂ら， 1967;高橋， 1954). 一方，

van der Plaats-Niterink (1981)の検索表や記載によ

ると，形態的には Pythiumuolutum Vanterpool & 

Truscottとよく一致したが，温度に対する反応が大き

く呉なった. van der Plaats時 Niterink (1981)は，

Pythium zingiberisを Pythiumuolutumの synonym

としているが，分離菌株は生育適温が 1うthium

uolutumより 10
0
C以上高い(桂ら， 1967;高橋， 1954). 

したがって両菌をそれぞれ別穏として扱うのが適当であ

ると考え，分離蘭を Pythiumzingiberisと同定した.

分離留をキャベツ幼苦の脹車111 に接種して 20~350C に

保ったところ， 20
0

Cでは立ち枯れた株が認められなかっ

たが，温度が高くなるにつれて立ち枯れ株が増加し， 35 

oCでは 96%の苗が立ち枯れた (Fig.5 -4， Fig. 7). 
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Fig. 5 Morphology of Pythium zingiberis and symptoms caused by th巴funguson cabbage 
seedlings. 
1. Colony after incubation on PSA at 25

0

C for 1 day. 
2. Zoosporangium (scale: 25μm). 
3. Oospore (0) with antheridia (a) (scale: 50μm). 
4. Damping-off of cabbage seedlings after inoculation of hypocotyls with the mycelia 

at 30
o
C. 
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Fig. 7 Effect of temperature on damping-off of 
cabbage seedlings caused by Pythium 
zingiberis. Hypocotyls of one-week-old cabbage 
seedlings were inoculated with mycelial discs of 
P. zingiberis. The inoculated se巴dlingswere 
kept moist at each temperature and the number 
of seedlings damped-off were counted 4 days 
after the inoculation. Experiments were re-
peated twice. 
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Fig.6 Effect of temperature on mycelial growth of 
Pythium zingiberis on PSA. Mycelial discs (5 
mm diameter) of an isolate were incubated at 
each temperature on PSA for 12 hours and 
colony diameters measured. Experiments were 
repeated 5 times. Error bars indicate standard 
errors. 
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Fig. 8 Damping-off of various leaf司 stageseedlings 
of cabbage caused by Pythium zingiberis. 
Seedlings at each leaf -stage were inoculated 
with mycelial disc of P. zingiberis on the 

hypocotyls. The inoculated seedlings were kept 
moist at 30

o
C， and the number of seedlings 

damped-off counted 4 days after the inocula伺

tion. Experiments were repeated 4 tim巴s.Error 
bars indicate standard errors. 

異なる生育段階の苗に分離菌を接種して 30
0

Cに保った

場合には，苗の生育段階が進むにつれて立ち枯れ株主容は

低下した (Fig.8). 

本菌によるキャベツ苗の病徴は， ピシウム腐敗病(森

ら， 1996) やPythiummegαlαcanthumによる苗立枯

病と同様で，水浸状の病斑から，乾燥すると白色の乾

腐となる.本菌による立ち枯れは夏季の高視期に発生

しており，接種試験においても高沼L時に発病しやすい

ことが示された.また，本蘭による病害も，Pythium 

megalαcαnthumによる苦立枯病と開様に，生育が進ん

だ苗では発生しにくいと考えられ， ピシウム腐敗病とは

病態が異なる.本研究によって，同菌による病害が生産

現場において発生していることが示された.本菌をキャ

ベツ苗立枯病の新病原として提案し， 日本植物病名目録

に承認，登録された(日本植物病理学会， 2009). 

3 Pythium u/timum var. u/timumによるピシウ

ム腐敗病

2004年 10月に三重県津市の民間野菜育苗施設におい

てセル成型育苦されていた第 2~3 葉期のキャベツ苗に，

子葉基部の茎が水浸状に腐敗して苗全体が萎凋した株を

発見した. この躍病茎を WA上で培養したところ，

Pythium属菌と忠われる糸状菌が高率で分離された. こ

れまで， キャベツでは Pythiumαphαnidermαtumと有

性生殖器官を形成しない Pythiumsp.によるピシウム腐

敗病(森ら， 1996)，部出の Pythiummegαlαcαnthum 

とPythiumzingiberisによる苦立枯病が報告されてい

るが，本分離菌の形態はこれらのものとは異なった.そ

こで，本病害について，病原菌の分離・悶定ならびに発

病条件の検討を行った.

a 材料と方法

1)病原菌の分離と同定

育苗施設から持ち帰った自然発病擢病組織を WA上

に置き， 25
0Cで培養して伸長した単菌糸を分離し，それ

ぞれ PSA上で培養して得た菌株のうち， 1021-1， 1021-

4， 1027-1を代表として以下の試験に用いた. これらの

頭株を， CMA上， 25
0Cで培養して，菌叢と有性生殖器

官の形態を観察した.ポテトデキストロース寒天培地

(PDA，栄研化学)上で向菌株の直径 5mm菌叢ディス

クを， 5， 10， 15， 2~ 25， 30， 35または 40
0Cで培養し

て，菌叢生育速度を調査した.また，蒸留水中で司オート

クレーブしたキャベツ葉片に同菌株を接種して，菌糸が

蔓延した後，ペトリ液に浸して 25
0

C または 5
0

C で 0~6

日，その後 25
0

Cで 1B培養して，遊走子形成の有無を

調べた.

2)病原性の確認と発病適温

第 2~3 葉期に生育させたキャベツ苗の子葉に， 3菌

株いずれかの約 5mm角の PSA培養片を置き， 10， 15， 

20， 25， 30または 35
0

Cの混室lこ4日間保ち，病徴を調

査した.

3)経軸接種による発病

子葉展開期のキャベツ幼苗の臨軸上部(子葉付け根)

または腔車Ib基部(地際部)に， 3菌株の約 5mm角の

PSA 培養片を付者させて， 25
0

Cの湿室に 6日間保ち，

病徴を調査した.

4)生育段階が異なる苗に対する病原性

子葉展開期，第 l葉展開期，第 2葉展開期または第

3~4 葉展開期のキャベツ苗の子葉 lこ， 3菌株の約 5mm

角の PSA培養片をのせ， 25
0

Cの湿室に 4日間保ち，病

徴を調査した.

5)生育が進んだ苗に対する病原性

播種後約 2ヶ月のキャベツ苗の茎に， 3菌株の約 1

cm角の PSA培養片を付着させ， 25
0

Cの湿室に 7日間

保った後，ガラス温室で栽培を続けた.この間の病徴を

観察した.有傷接種では，ナイフで切り傷を付けた茎に

培養片を付着させた.
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b 結果と考察

曜病組織からは，無色，無隔壁の菌糸を有する糸状菌

が分離された.それらのうち，代表とした 3菌株， 1021-

1， 1021-4， 1027-1はCMA上で，気中菌糸が旺盛な白

色の菌叢に生育し (Fig.9-1)， 1週間の培養で有性生

殖器官を形成した.いずれの菌株も造卵器は球形で直径

15~28μm，表面平滑で頂生，造精器は袋状で，造卵器

11固に対して 1つ形成され， 85%以上が同菌糸性であっ

た (Table2， Fig. 9-2). 卵胞子は，造卵器内に lつ

形成され，球形， 14~24μm であった.生育適温は 25

OCで 400Cでは菌叢生育しなかった (Fig.10). オート

クレーブしたキャベツ葉片に 3菌株を接種した場合には，

遊走子は形成されなかった.これらの 3菌株は，その形

態的特徴から Pythiumultimum var. Trow ultimum 

と同定された (vander Plaats-Niterink， 1981).本菌

は，本邦においてアブラナ科野菜ではハクサイ，ブロッ

コリーピシウム腐敗病菌として報告があるが(日本植物

病理学会編， 2000)，キャベツに対する病原菌としての

報告はない.

1021-1， 1021-4， 1027-1 l 、ずれかの菌株をキャベツ苗

の子葉に接種して 25
0
Cの湿室に保ったところ， 96.7~ 

97.6%の子葉に水浸状~黒色の病斑を形成し，そのうち

1021-1では 60.4%， 1021-4では 68.8%， 1027-1では

83.1%の苗が茎まで水浸状に侵され立ち枯れた (Fig.9 

3). この病徴は，育苗施設で自然発病したものと同様で

あった. 1O~35 0C では 25
0

C で最も発病率が高かった

(Fig. 11). 10
0
Cではほ とんど発病しなかった.本菌の

生育適温，発病適温はともに 25
0

Cであることが示され，

温暖な時期に発生することが推測される.今回の発見も

温暖地である三重県の 10月であった.

子葉展開期のキャベツ幼苗の旺軸上部(子葉付け根)

に 1021-1， 1021-4， 1027-1を接種した場合，それぞれ

76， 48， 43%の苗が立ち枯れたが，地際部への接種では，

いずれの菌株でも立ち枯れ率は 10%未満であった

(Fig. 12). 

子葉展開期，第 1~4 葉展開期のキャベツ苗の子葉に，

3菌株をそれぞれ接種した場合には，いずれの菌株によっ

ても 79%以上の苗で病斑が形成され， 71~90%の高率

で百が立ち枯れた.

播種 2ヶ月後の苗の茎に無傷で， 3菌株のいずれかを

囚〕
Fig. 9 Morphology of Pythium ultimum var. ultimum and symptoms caused by the fungus 

on cabbage seedlings 
1. Colony after incubation 011 PSA at 25

0
C for 24 hours. 

2. Oospore (0) and antheridium (a) (scale: 20μm). 
3. Symptoms on a plug seedling after inoculation of the cotyledon with mycelia at 25

0
C. 

4. Symptoms 011 a 2-months-old cabbage seedling after inoculation of the stem with 

mycelia at 25
0
C. 
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接種したキャベツ苗 31株中， 7株で水浸状の病斑が形

成され，そのうち 1株が立ち枯れた (Fig.9-4). 有毎

接種した 31株では，全ての株で

そのうち 6株が立ち枯れた.発病苗をガラス温室に移し，

乾燥した条件で栽培を続けた場合，擢病部は白色乾腐症

状となり，病勢の進展は認められないものの，生育が遅

延した.

本病はセル成型苗で発見され， I damping-offJ と報

告されたが，生育の進んだ苗にも発病し得ること，)Jf車Il!

地際部より茎葉で発病しやすいこと，キャベツと同種の

作物であるブロッコリーの定植後の苗にもピシウム腐敗

病を起こすこと(窪田ら， 1995)，乾燥条件では
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Morphology and characteristics of Pythium ultimum var¥ultimum isolates from cabbage Table 2 

P. ultimum 
var. ultimum a 

Isolate 

1021-4 1027-1 1021-1 
Morphology and characteristics 

Terminal， 

sometimes intercalary 

Globose 

14“24 (21.5) b 

1-3 

Most 

Sac-like 

Globose 

Aplerotic 

12-24 (18)b 

5ω35 (25-30)' 

Terminal 

Globose 

15-25 (22.6) b 

1 (93%)， 2(7%) 

85% 

Sacωlike 

8-20 (11.5)b 

5-15 (8.3)b 
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100% 

14司 24(19.9)b 

5-35 (25)c 

Terminal 

Globose 

17 -28 (22.8)b 

1 (98%)， 2 (2%) 

87% 

Sac“like 

7 -14 (11.2)1' 

4-11 (7.9)b 

Globose 

100% 

15“23 (19.9)b 

5】35(25)c 

Globose 

19同 25(22.9 )b 

1(98%)， 2 (2%) 

92% 

Sac-like 

6ω21 (11.8) b 

6-10 (8.4)b 

Globose 

92% 

14-24 (20.4)b 

5-35 (25)c 

Terminal 

Shape 

Diameter (μm) 

No. of per oogonium 

Monoclinous 

Shape 

Length (μm) 

Width (μm) 

Shape 

Aplerotic 

Diameter (μm) 

Colony Growth temperature σ'C) 
a Refer to van der Plaats-Niterink (1981). 
b Numbers in parentheses are averages. 
c Numbers in parentheses are optimum temperatures. 
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Fig. 11 Effect of temperature on disease occurrence 

caused by Pythium ultimum var. ultimum on 
cabbage seedlings. Cotyledons of one-week-old 

cabbage seedlings were inoculated with 

mycelial discs of 3 isolates 0021-1， 1021-4 and 

1027-1) of P. ultimum var. ultimum. The inocu-
lated seedlings were kept moist， and diseased 

seedlings were counted 4 days after the inocula-

tion. Experiments we1'e repeated 3 times. E1'1'o1' 

ba1's indicate standa1'd巴1'1'o1's.
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Fig. 10 Effect of tempe1'ature on mycelial g1'owth 

of Pythium ultimum va1'. ultimum on PDA. 
Mycelial discs (ふmmdiamete1') of an isolate 

we1'e incubated at 25
0

C on PDA fo1' 1 day， and 

the colony diameters measu1'ed. Measu1'ements 

we1'e 1'epeated afte1' 24-hou1's incubation at 

tempe1'atu1'es shown. Expe1'iments we1'e 1'e-

peated 3 times. Error ba1's indicate standa1'd 

e1'1'o1's. 



祭出:キャベツのセル成型育消において発生する病害とその防除に!恕する研究 67 

100 

n

u

n

u

n

u

n

U

 

0

0

0

0

必
“

.

n

t

(
訳
)
的
国

C
一
一
℃
白
む
的
勺
む
的
問
む
的
一
円
]

。
1021-1 1021-4 1027-1 

国Cotyledonsconnection，ロBaーム瓦l
Fig. 12 Damping-off of cabbage seedlings after 

inoculation on the upper or basal hypocotyls 

with Pythium ultimum var. ultimum. One 
week-old cabbage seedlings were inoculated 
with mycelial discs of 3 isolates 0021-1， 1021-4 
and 1027-1) of P. ultimum var. ultimum on the 
upper (cotyledons connection) or basal part of 

the hypocotyls. The inoculated seedlings were 
kept moist at 25

0

C， and damped-off s巴edlings
counted 6 days after the inoculation. 
Experiments were repeated 3 times. Error bars 
indicate standard errors. 

Pythiumαphαnidermαtumによるピシウム腐敗病と同

様の白色乾腐症状となることから(森ら， 1996)，本病

原である Pythiumultimum var. ultimumをピシウム

腐敗病の病原に追加することを提案し，承認された(日

本植物病理学会， 2009). 

4 Fusarium属菌による先枯病

1997年 9月-1998年 12月に三重県津市の民間育苗施

設において，キャベツセル成型苗に発生する病害の調査

を行った中で，子葉や環芽が萎れたり腐敗する株や，駐

車自が褐色に腐敗した株の擢病部から Fusarium属菌が

分離された. これまで，国内において Fusarium属菌

によるキャベツの病害の報告は Fusαrwmoxysporum 

Schlechtendahl: Fries f. sp. conglutinαns (W ollenweber) 

Snyder et Hansenによる萎黄病のみであり，腐敗性の

病害は未報告である(日本植物病理学会編， 2000).本

節では，育苗施設から分離した Fusαnum属菌菌株の

キャベツに対する病原性を確認し，種の同定を行った.

Fusαnum属菌の種を時定するための検索体型がいく

つか提唱されているが(一戸， 1990)，その多くで菌叢

の生育速度と小型分生子の有無が重要視されている.そ

れ以外の検索キーとなる分生子，菌叢，分生子形成細胞

の形態等は提唱者によってその重視度が呉なる. しかし，

Fusαrium属萄の菌叢の形状，および分生子の形態、は同

種と同定された麗株間でも大きな変異があることがよく

知られており，これらの形態に頼った分類では不十分で、

ある.一方， Booth (971)によって提唱された検索表

は，生育速度と小型分生子の有無の他に，分生子形成の

様式を重視しており，変異の大きな分生子や菌叢の形態

を重視しているものより適切であると考えた.よって，

今囲分離した 6菌株について， Boothの検索表を用い

て同定した.

a 材料と方法

1)菌の分離

1997年 11月に臨軸が腐敗した苗， 1998年 2，8， 10 

月に頂芽や子葉が萎れたり，腐敗した苗の擢病部位を，

WAlこ置いて 24
0Cで培養し，伸長した単菌糸を PSAに

移摘した. 1997年 11月に分離した菌株を F1-1， 1998 

年 2月と 8月に分離した菌株を F1-2， F 1-3，同年8月

に分離した加の菌株を F2-1，同年 10月に分離した 2

菌株を F乙2，F 2-3とした.

2)分離菌株の病原性の確認

分離した菌株の PSA培養片をショ糖加用ジャガイモ

煎汁 (PS;20%ジャガイモ煎汁， 2%ショ糖)中で 25

OC，振とう培養して分生子を形成させた.振とう後の培

養液を 2震のガーゼで滅過した後， 1000Xgで5分間違

心分離して分生子を沈殿とした.分主主子を 106個Imlと

なるように蒸留水に懸濁して，子葉展開期のキャベツ幼

苗に噴霧接穏し，昼間 25
0

C，夜間 200

Cの湿安に 14日陪

置いて病斑形成本を調査した.また，子葉の催病部をコッ

トンブルー染色液(乳酸:フェノール:グリセリン:水:

エタノール=1 : 1 : 1 : 1 : 8， 0.1%コットンブルー)で

染色して，顕微鏡観察した.

3 )分離菌株の詞定

各菌株を，プロピレンオキシドで殺菌して WA上に

置いたカーネーション葉片に接種し， 14日後に分生子

の形態を顕微鏡観察した.また， PSで振とう培養して

得た分生子を WA上で 24
0C，1日間培養した後， PSA 

に単胞子移植して， 25
0

Cで4日間培養した後に形成され

た菌叢の直径を祝日定した. PSA上における 10，15， 20， 

25， 30， 35と400Cでの菌糸伸長速度を測定するととも

に，菌叢の形状や色を観察した.

4)発病適温の検討

F 1-1-3のうち， F 1-3のPSA培養片を PS中， 250C 
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で振とう培養後，遠心分離して得た大型分生子を 106個

Imlに調製して，子葉展開期のキャベツ幼苗にl噴霧接

種して 10，15， 20， 25， 30または 35
0
Cの湿室に保ち，

14日後に現れた病徴を調査した.

b 結果と考察

F 1-1~3 の PSA 上における菌叢では白色の気中菌糸

が生じ，菌叢下の培地表面に紅色の色素を分泌した

CFig. 13 -1， 2). 時聞が経つと培地は黄褐色に変色し

た. F 2-1~3 の菌叢では白色の気中菌糸が生じ，中心

Fig. 13 Morphology of Fusariumαuenαceum 

部で淡い桃色からサーモ ンピンクを呈 し，やがて淡い黄

~茶褐色に変色した CFig.14 -1， 2). PSA上におけ

る単胞子由来コロ ニーの直径は 25
0

C，4日の培養で，

F 1-1は43.6mm， F 1-2は47.8mm， F 1-3は52.0mm，

F 2-1は51.9mm， F 2-2は58.7mm， F 2-3は49.9mm 

であった CTable3). PSA上における F1-1~3 の生育

適温は 20~250C で， 48 時間で 7~10 mm菌糸伸長した

が， 35
0

C では 0~0.2mm しか菌糸伸長しなかった

CFig. 15). F2-1~3 の生育適温は 25
0

Cであり， 35
0
Cで

も 48 時間で1.3~1.8 mm菌糸伸長した. F 1-1~3 ， 

1. Upper surface of colony after incubation on PSA at 25
0
C for 10 days. 

2. Under surface of colony after incubation on PSA at 25
0
C for 10 days. 

3. Formation of primary macroconidia Cscale: 50μm). 
4. Secondary macroconidiophores Cscale: 25μm). 
5. Conidioma at the early stage Cscale: 50μm) 
6. Conidioma on carnation leaf. 
7. Macroconidia Cscale: 50μm) 
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Fig. 14 Morphology of Fusαrium semitectum. 
1. Uppe1' surface of colony afte1' incubation on PSA at 25

0

C fo1' 5 days. 
2. Unde1' su1'face of colony afte1' incubation on PSA at 25

0

C fo1' 5 days 
3. Polyblastic p1'oduction of macroconidia Cscale: 50μm). 
4. Mac1'oconidiophores Cscale: 100μm). 
5. Mac1'oconidia Cscale: 50μm) 
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Fig. 15 Effect of tempe1'ature on mycelial growth of Fusαrium isolates on PSA. Mycelial discs 
C5-mm diamete1') of isolates were incubated at 25

0

C on PSA fo1' 2 days， and the colony 
diamete1's measu1'ed. Measu1'ements we1'e 1'epeated afte1' 48-hou1's incubation at tempe1'a 
tures shown. Isolates of F1-1， 2 and 3 identified to Fusαnumαuenαceum CA). Isolates of 
F2-1， 2 and 3 identified to Fusαrium semitectum CB). Expe1'iments we1'e 1'epeated 6 times. 
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Table 3 Morphology and characteristics of Fusαrium isolates from cabbage 

Mo1'phology and Isolate 

characte1'istics F1-1 Fl-2 Fl-3 F2-1 F2-2 F2-3 

G1'owth rate 
43.6 47.8 52.0 51.9 58.7 49.9 (mm) a 

P1'ima1'Y 

mac1'oconidial Polyblastic Polyblastic Polyblastic Polyblastic Polyblastic Polyblastic 
fo1'mation 

S巴conda1'Y
bf h.1.d Poiyblastic or Polyblastic or Poiybiastic or 

mac1'oconidial Monophialidic Monophialidic onopmauQlc monophialidic monophialidic monophialidic 
fo1'mation 

Mac1'oconidial 28.0-60.5 28.8-64.2 21.4-65.3 25.7ω55.6 17.1山54.6 21.4伺 53.5
length (μm) (47.7)b (48.4)b (47.8)b (44.6)b (37.6)b (38.2) b 

五!lacroconidial
3目2凶4.9C4.O)b 2.1-4.3 C3.4)b 2.7-4.8 C3.7)b 3.2-5.4 C4.2)b 3.2-5.4 C4.3)b 3.7-5.4 C4.l)b 

width Cμm) 

Mac1'oconidial 
3-6 C4.6)b 2-6 (4.O)b 1-6 (4.6)b 2-6 (4.6)b 1-7 (5.O)b 2同 7C4.6)b 

septate 

Conidioma + 十 十

Pigmentation on 
Rose Rose Rose 

Peach， pale Peach， pale Peach， pale 
PSA orange to b1'own orange to brown o1'ange to b1'own 

Identification r F.αvenaceum F.αvenαceum F.αvenαceum F. semitectum F. semitectum F. semitectum 

a Colony diameter after 4 days incubation from a single conidium on PSA at 25 oC. 
b Numbers in parentheses are averages 
r Identification by Booth (1971)'s classification system. 

F2“1~3 の単胞を 4 日間 PSA でよ音養したときに形成さ

れた菌叢の産筏は 2cm以上であり， Booth (1971) の

検索表で生育が「速Lリと判断された.

F 1-1 ~3 は，滅菌したカーネーション葉片上で，最

初，蔵糸から直接形成された分生子形成細胞から多出芽

的に一次大型分生子を形成した (Fig.13 -3). 一次大

型分生子はやや湾出した紡錘形で， 1(1隠壁は 1~5 であっ

た.二次大型分生子は，一次大型分生子形成細胞から足

指状に分校した分生子形成細胞からモノフィアロ型に形

成された (Fig.13-4). 分生子形成細胞の分枝が進み，

二次大型分生子が多数形成された場合には分生子果

(conidioma) を形成した (Fig.13-5). 分生子果は肉

般でオレンジ色に観察できるまで大きくなった (Fig.

13-6). 二次大型分生子は一次大型分生子よりも縮く湾

曲して，三日月型であった (Fig.13 7). F1-1~3 の

大型分生子の隔壁は薄かった. F 1-1 ~3 の大型分生子

の長さは 2 1.4~65.3μm で平均が 47.7~48 .4 μm， 11屈は

2.1 ~4.9μm で平均が 3.4~4.0 μm，隔壁数は 1~6 で平

均 4.0~4.6 であった. F 1-1~3 では小型分生子は認め

られなかったが，まれに単胞の一次大型分生子が認めら

れた.厚膜胞子はカーネーション葉片上で 34Bまでの

培養では認められなかった. F 1-1~3 は，最初多出芽

的に大型分生子を形成することから Arthrospo1'iella

sectionに分類され，二次大型分生子をそノフィアロ型

に形成すること，紅色の色素を分泌することから

Fusαnumαvenαceum (Corda: Fries) Saccardoと同定

された.

F 2-1~3 では，カーネーション葉片上で，最初菌糸か

ら直接形成された分生子形成細胞よりシンポジオ型に多

出芽する大型分生子を形成した (Fig.14 3). 分生子

の分離後には分生子形成細胞に分離跡が残った.分生子

形成細胞はまばらに分校して新たなシンポジオ型に多出

芽する分生子形成細胞を形成した (Fig.14 4). 菌糸

の先端の分生子形成細胞ではモノフィアロ的に大型分生

子を形成する場合があった.分生子果は形成されなかっ

た.大型分生子は紡錘形でやや湾曲した (Fig.14 5). 

F 2-1~3 の大型分生子は F 1-1 ~3 のものより湾曲が小さ

し細胞壁が厚かった. F 2-1~3 の大型分生子の長さは

17.1~55.6μm で平均が 37.6~44.6μm，隔は 3.2~5.4

μ mで平均が 4.1~4.3μm ， 隔壁数は 1~7 で平均

4.6~5.0 であった.小型分生子は認められなかったが，

まれに単胞の大型分生子が認められた.厚膜胞子は 34

日の培養では認められなかった. F 2-1~3 は，最初多出

芽的に大型分生子を形成することから Arthrosporiella

sectionに分類され，多出芽的な大型分生子の形成が培

養期間を通じて行われること，分生子果が形成されない

ことから Fusαriumsemitectum Berk. et Rav. in Berk. 

と向定された. F 2-1~3 の大型分生子の長さはおよそ 20
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~55μm であり Fusαrium semitectum var. mαJUs 

Wollenweberの記載とも重なるが，隔壁数が 5以下のも

のがほとんどであること，分生子果が形成されないこと

から Fusariumsemitectumであると判断した.

F 1-1~3 の分生子を l噴霧接種したキャベツセル成型

百の子葉では，周縁から退色病斑が形成された (Fig.

16-1).病斑の表面には白色の気中菌糸が発生し，光学

顕微鏡を用いた観察により，気中菌糸上に一次大型分生

子が形成されていることが認められ，その形態観察によ

り接種菌であることが確認された.また，被接種苗のほ

とんど‘全ての子葉で二微小斑点が形成された (Fig.16← 2). 

微小斑点を光学顕微鏡観察すると，中心部の気子しから菌

糸が侵入しているのが認められた (Fig.16-3). これ

らの微小斑点から病斑が拡大する場合もあった.擢病し

た子葉の表面には薄い菌叢が形成され，時間の経過とと

もに濃くなり，子葉全体を黄化させる場合もあった.病

徴が進展すると，頂芽が侵され，苗全体が枯れた.また，

躍病部位に接触した健全株の子葉，本葉，旺軸には水浸

状の病斑が形成され，白色の気中菌糸が発生して腐敗し

た. F 1-1により子葉に病斑が形成された苗の割合は

13%， Fl-2では 45%， Fl-3では 50%であった.

Fusαnumαuenαceumは多くの植物に，導管を侵す こ

とによる萎凋症状や，根や匹軸の腐敗による立ち枯れを

起こすことが Booth(1971)によって記載されている.

育苗施設においては，子葉上の菌叢に形成された分生子

が頭上潅水等で流れ，葉の付け根等から新たな感染を引

き起こす可能性がある.育苗施設での自然感染で認めら

れた病徴は， 6株中 5株が水が溜まりやすい部分である

頂芽の腐敗，萎凋であった.匹軸の褐変症状も l株で認

められたが，分生子をl噴霧接種した場合には，旺車自に傷

を付け，高湿度条件に保った場合にのみ，褐色腐敗の症

状が認められた.病斑のほとんどが子葉の周縁から広がっ

たことから，Fusαnumαuenαceumは主として水孔か

ら感染すると考えられる.これらの結果から Fusarium

αuenaceumのキャベツに対する病原性が示された.

F 1 - 1~3 の中で最も病原性が強かった F 1-3をFusarium

αuenaceum菌株の代表として，その分生子をキャベツ

苗にl噴霧接種した場合， 1O~30oC において高率で子葉に

小斑点を形成し，子葉が枯死に至るまで病徴進展する割

合は 25
0

Cで最も高かった (Fig.17). この温度は，菌

の生育適温とほぼ一致した.

F 2-1~3 の分生子をl噴霧接種した場合にも， F1-1~3 

と同様に， 子葉の周縁から退色病斑が形成され，その表

面に気中菌糸が発生 した.気中菌糸上には，大型分生子

が形成され，その形態観察により接種した菌株であるこ

とが確認された躍病音[i位の接触による伝染も， F 

1-1~3 と同様に認められた . しかし， F 1-1~3 の接種

で認められたような微小斑点は形成されなかった.病斑

拡大等の病徴が進展する苗も， F 1-1~3 の場合よりも

少なく， F 2-1で 9%，F 2-2で 3%，F 2-3で 5%であっ

た • Fusαrwm semLtectumは，国内では シパの病原菌

として挙げられている(日本植物病理学会編， 2000)が，

他の作物の病害の報告はない. しかし，試験的にトマト

に苗立ち枯れを起こしたことが記載されている (Booth，

stoma 

Fig. 16 Symptoms on cabbage cotyledons caused by Fusαnumαueηαceum. 
1. Expanding lesion. 
2. Small dots at early stage of infection. 
3. Hypha penetrating into a stoma， stained with cotton blue (scale: 50μm)目
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Fig. 17 Effect of temperature on severity of symp-

toms caused by Fusαnumαuenαceum. One-
week-old cabbage seedlings were inoculated by 
spraying with a conidial suspension of F. 
αuenaceum. The inoculated seedlings were kept 
moist at each temperature， and symptoms were 
observed 14 days after the inoculation. 
Experiments were repeated 3 times. 

1971). 今回の F2-1~3 の接種試験においては，キャベ

ツ子葉の崩縁に退色病斑が形成されたものの，病徴の進

展は小さく，発病株主終も 10%未満と抵かった. また，

子葉での微小斑点も認められなかった.同菌は葉の周縁

の水孔や傷から日和見的に感染すると思われ，病原性は

弱L、と考えられる.

キャベツ苗にこれらの葡株を接種した後，密閉せずに

開放条件においた場合には，Fusariumαuenαceumに

よる微小斑点以外の病徴は現れなかった.高温度条件で

のみ病斑が形成され，被害が発生すると考えられる.

また， 自然感染による黒すす病の微小斑点や，子葉か

ら離脱しなかった種皮から，Fusαnumαuenαceum， 

Fusarium semitectumによる退色病斑が拡大する場合

があった.両菌種が，他の微生物等によって形成された

斑点や傷口から感染した後に，病原力を発揮して病徴進

展させる場合もあると考えられる.

本研究結果から FusariumαuenαceumとFusarium

semitectumのキャベツ苗に対する病原性が確認され

た. これらの病害では，葉や頂芽の閥縁部から病斑形

成や腐敗が始まることから，既報の Pythium属菌や

Rhizoctoniαsolaniにより腔軸が侵される苗立枯病とは

病徴が明らかに異なる.そこで，本病害をキャベツ先枯

病 Cbudblight) と提案し， 日本植物病名目録に承認，

登録された(日本植物病理学会， 2009). 

5 Choanephora cucurbítarum によるこうカ~~，か

び病

1998年 8月に三重県津市の野菜茶業研究所内の温室

で育苗されていたキャベツセル成型菌の佐車IE~こ，白色菌

糸の先端に微小な黒点を持つ糸状菌が生じ，苗が萎れた

CFig. 18-1).これまでに，キャベツにおいてはこのよ

うな形態の糸状菌による病害の報告はない.そこで，菌

の分離・同定ならびに発病条件の検討を行った.

a 材料と方法

1)菌の分離と分離菌の生育適温

J躍病株の)臣車自に生じた菌を PSAで培養したところ，

気中菌糸を旺盛に生じる白色菌叢を持つ糸状菌が発生し

た. ここより得た単菌糸分離菌株の誼径 5mmの培養

ディスクを， PSA上で 5，10， 15， 20， 25， 30， 35と

40
0

Cで培養して，萄叢生育速度を測定した.

2 )分離菌の病原性の確認と形態

分離菌の約 5mm角の PSA培養片を子葉展開期のキャ

ベツ幼苦の粧車111に接触させて， 8~11 月のガラス室内，

または1O~350Cの陽光定温器内の混室に保ち，病徴を

調査した.また躍病組織上の形態を，顕微鏡を用いて

観察した.

3)生育段階が異なるキャベツ苗に対する病原性

子葉展開期，第 1葉展隠期，第 2葉展開期，または第

3~4 葉展開期のキャベツ苗の旺車111 に分離菌の 5mm 角

のPSA培養片を付着させて， 9月にガラス案内の湿室

に保ち発病を調査した.

b 結果と考察

PSA培地上での蕗叢生育は， 5~40oCでは 30
0

Cで最

も速く， 12時間で約 22mm菌‘糸伸長した. 5
0
Cでは菌

叢生育しなかった CFig.19). 

8~9 月のガラス室における試験では，接穏の 3 B後

にキャベツ幼苗の陸車IEが水浸状に侵されて立ち枯れた.

その後，擢病部を高湿度条件に保つと，初発見と同様の

糸状菌が発生した.陽光定温機内や1O~11 月の接種試

験では発病苗はほとんどなかった.また，接種直後から，

ガラス室内において湿室を開放して混度を下げた場合に

は，発病株は認められなかった.高温期の接種試験によっ

て，分離菌の病原性が確認された. しかし， 1O~11 月

や 35
0

Cまでの湯光定温機内での接種試験では発病苗が

ほとんどなく，本菌による病害は，非常な高温多湿時の

みに発生すると考えられる.

擢病組織上において形成された分生子柄は，枝分かれ
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日
Fig. 18 Symptoms on a cabbage plug seedling caused by Choαnephorαcucurbitαrum and 

morphology of the fungus. 
1. Symptoms on a cabbage seedling. 
2. Conidiophores Cscale: 500μm) 
3. Sporangiophore Cscale: 500μm). 
4. Conidia Cscale: 50μm). 
5. Sporangiospores Cscale: 50μm) 

せずに直立し，無色，絹糸状で，膨らんだ頂部に小柄を

生じて分生子を形成した CFig.18-2)，分生子は褐色

でレモン型や楕円形，大きさは 12~20x6~16 (平均 17

x 11)μmであった CFig，18-4).また，胞子のうも

擢病組織上に形成され， )J包子のう柄は枝分かれせずに直

立し，無色で，頂部に胞子のうがうなだれるように傾い

て形成された CFig.18-3)，胞子のうは黒色，球状で

胞子のう胞子を形成する.胞子のう胞子は分生子よりも

濃い褐色で紡錘形となり，分生子よりも細身である

CFig. 18-5). また，表面に縦縞が入札両端に複数の

微毛を有する.大きさは 11~20 X 7~12 C平均 18x 9) 

μmであった. これらの躍病組織上に形成された形態

から，分離菌は ChoαηephorαcucurbitαrumCBerk. et 

Rav.) Thaxterと同定された(唐津ら， 1995;西原，

1968 ;三宅ら， 1934;吉田， 1950). 

高温期の接種試験において，子葉展開期の幼苗の 88

%，第 1葉展開期苗の 76%，第 2葉展開期苗の 65%，

第 3~4 葉展開期苗の 14%が立ち枯れたことから CFig.
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Fig. 19 Effect of temperature on mycelial growth 
of Choαnephorαcucurbitαrum on PSA. Mycelial 
discs C5-mm diameter) of an isolate were 
incubated at 25

0

C on PSA for 12 hours， and the 
colony diameters were measured. Measurements 
were repeated after 12-hours incubation at 
temperatures shown. Experiments were re-
peated 3 times. Error bars indicate standard 
error8. 
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Fig. 20 Damping-off of cabbage seedlings at vari 
ous leaf stages caused by Choαnephorα 
cucurbitαrum. Mycelial discs of C. cucurbitαrum 
were used to inoculate hypocotyls of seedlings 
at each leaf stage. The inoculated seedlings were 
kept moist in a greenhouse during the summer 
season， and damped-off seedlings were counted 5 
days after the inoculation. 

20) ，同菌はある程度生育が進んだキャベツ苗に対しで

も，高温多混条件ならば病原牲を示した.本菌の高視適

応性に加え，キャベツ苗が高温多様によってストレスを

受けるためと思われる.

本菌によるキャベツの病害は本邦では未報告であり，

他の作物の本菌による病害に倣って，こうがいかび病と

呼ぶことを提案し， 日本植物病名臣録に承認，主主録され

た(日本植物病理学会， 2009). 

ル成型育百用培養土(野菜養土 S，ヤンマー)を充填し

て播種し， 25
0

Cの恒温器内に 2~3 日置いて催芽した.

その後，フアイロンハウスに移し，縞式のベンチ上で育

苗した (Fig.21).潅水には高圧のi噴霧装置を用い，培

養土の乾燥状況に応じて行われた.農薬の散布は，潅水

にも使用している噴霧装置を用いて，病害の発生に応じ

て行われた.野菜茶業研究所内で調査を行ったセル成型

苦は，同様のセルトレイ，培養土を用い，ガラス室，フア

イロンハウス，昼間 250

C夜間 200

Cに調整された培養室

などにおいて，コンクリート床や網式ベンチ上で宵苗さ

れた.野菜茶業研究所では，ノズルによる手潅水か高圧

i噴霧装置を用いて潅水した.また，野菜茶業研究所内で

は農薬の散布は行わなかった.

2 )病害発生の実態調査

民間施設での調査は 1997年8月 28Bから 11月 27日

まで 1週間毎に行った.発生状況は，おおよそセルトレ

イ 1 枚につき 2~3 筒所以上立ち枯れや萎れた苗が認め

られた場合を「多J，セルトレイ 1~2 枚に約 l 簡所で

セルトレイ 3~10 枚に約 l 筒所を「少J，それ以

下を「わずかJとした.病原菌の診断は，立ち枯れや生

育不良となった苗を採取し，光学顕微鏡下で羅病部位を

観察して行った.顕微鏡観察で不明であった場合には，

擢病組織を WA上に置いて生育した糸状菌を PSAにJ植

え継ぎ，そこでの形態によって悶定した. PSA上で特

徴的な形態を示さなかった場合には，水中で高庄滅菌し

たシパに分離菌の PSA培養片を接種して，形成された

形態から菌を同定した.以上より ，Rhizoctoniαsolani 

E 三重県内の育苗施設におけるキャベツ と同定された菌株は，その PSA培養片と，菌糸融合群

セル成型苗の病害の発生実態と市販種子 が既知の菌株の PSA培養片を WA上で対崎培養して菌

の病原菌による汚染実態 糸の融合性を調べた CI新版土壌病害の手引J編集委員

1997 年 8~11 月に発生した病害

三重県津市内で， 1996年にある民間野菜育苗施設が

営業を開始した.その 2 年目である 1997 年の 8~11 月

にキャベツセル成型苗に発生する病害を調査した.野菜

苗の大規模なセル成型資苗における病害の調査は本邦初

である.また，野菜茶業研究所内で育苗されたキャベツ

セル成型商についても，病害発生の報告を受けた場合に

診断を行った.

a 材料と方法

1)育吉方法

調査した民間野菜育苦施設における育苗方法は以下の

通りである. 128穴のセルトレイ (30x 60 x 9 cm)にセ

会編， 1984). 先枯病は前述の通り薗分離，関定，病原

性確認を行った.野菜茶業研究所内で発見された病害の

診断も同様に行った.

3)診断

黒すす病菌 [Alternariαbrassicicolα(Schweinitz)

WiltshireJは分生子の形態 (Ellis，1971;吉井， 1941)， 

ピシウム腐敗病蔀 (Pythiumαphαnidermαtum)は遊

走子のうと有性生殖器官の形態(ー谷， 1992;森ら，

1996 van der Plaats-Niterink， 1981) ，根朽病茜

[Phomαlingαm (Tode: Fries) Desmazi色resJ は柄子

殻と柄胞子の形態(小林ら編， 1992; Sutton， 1980)， 

苗立枯病菌の lつである Pythiummegαlacanthumは

有性生殖器官の形態，Rhizoctoniαsolaniは菌糸の形態、

によって同定した (Fig.22 -1 ~5). 
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Fig. 21 Cabbage plug seedlings in a nursery in Mie prefecture， Japan. 
1. Plug trays on benches. 
2. Two-week-old plug seedlings. 
3. One-week-old plug seedlings. 

Fig. 22 Key for microscopic diagnosis of cabbage seedling diseases. 
1. Conidia of Alternαnα brαssicicolαCscale: 100 μm) 
2. Oogonium of Pythiumα:phαnidermαtum Cscale: 20μm). 
3. Zoospore proliferation of Pythiumαphαnidermαtum on cabbage tissue. 
4. Pycnidia of Phomαlingαm in cabbage tissue Cscale: 500μm). 
5. Hyphae with right-angle branching of Rhizoctoniαsolαni on cabbage tissue Cscale: 
100μm). 

6. Conidium of Alternαnα brαSSLCαe Cscale: 100μm). 

75 
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Fig. 23 Key for diagnosis of cabbage seedling diseases. 
1. Lesion bordered by vein on upper surface Cbelow) and under surface Cupper) of 
cabbage leaves， caused by Peronosporαpαrαs~t~cα. 

2. Conidiophores of Peronosporαpαrαs~Ucαon cabbage leaf 
3. Black lesion on vein surrounded by chlorosis， caused by Xαnthomonas cαmpestris 
pv. cαmpestns. 

b 結果と考察

秋冬穫りキャベツのセル成型育苗中に発生する病害で

は，黒すす病が 8~1l月の期間を通じて発生した.キャ

ベツのセル成型苗における黒すす病の病徴は，最初，子

葉に灰~黒色の病斑が形成され，やがて子葉の付け根か

ら!匝軸に黒色の病斑が拡大し，苗立ち枯れに至るのが典

型的なものであった.本病は，同時に播種された各品種

のトレイ群において一様に点在して発生した. 9月中旬

から 10月初旬に育苗された品種‘如春¥ ‘金春'で多

発生した CFig.24). 特に， 10月初旬に播種された

‘石井中早生'でも多発生し，この品種では発芽率も低

かった. 10月初旬に播種された‘石井 3号'以外の品

種においても，わずかずつ発生が認められた.野菜茶業

研究所内でも， 1997年 8月に，フアイロンハウス内で

育百中のキャベツセル成型苗で，黒すす病により腔軸や

子葉が灰~黒または赤褐色に枯れる被害が多発した.

本病の発生程度は品種によって大きく異なり，施設全

体でまんべんなく発生していたことから種子伝染が疑わ

れる(黒田ら， 1998). また，本病は，激しい病徴に至

り立ち枯れた苗から周辺の株にも伝染し，被害が拡大し

た.この施設では，高圧の噴霧潅水装置を用いて潅水を

行っていたが，これが黒すす病菌の分生子の飛散を強く

助長していたと考えられる.病徴を示していない苗でも，

植物の表面上に黒すす病菌の分生子が認められることが

多々あった.また，薬剤散布の際に添用される展着剤が

黒すす病菌の分生子の植物体への付着を助長した可能性

もある.病徴を光学顕微鏡観察すると，最初， くぼんだ

小斑点が拡大し，斑点上やその近傍に分生子が認められ

る.病徴が進展すると病斑上に茶褐色の分生子柄を形成

し，多数の分生子が形成されるのが観察され，容易に診

断できる.散布された殺菌剤の効果が認められ，薬剤散

布後の一定期間は病勢の進展が止まる.本病は種子消毒

の徹底と発生初期の薬剤散布により防除可能であると思

われる.生育が進んだ苗の旺軸に発生した場合には，病

斑が形成されても表面的なことが多く，立ち枯れまで至

ることは少なかった.野菜茶業研究所内でも，高圧l噴霧

潅水を行っているハウス内で夏季に多発生した.

1996年 4月に野菜茶業研究所内のガラス温室のコン

クリ ー卜床に置かれたキャベツセル成型苗の品種‘松波'

で，Pythium megαlαcαnthumによる苗立枯病が認め

られた.民間育苗施設においても 1997年 10月 9日以降，

Pythium megalαcαnthumによる苗立枯病の発生が認

められ，気温の低下に伴ってやや増加し，同一トレイ内

で立ち枯れ株が増加した.前述の通り，本病の病徴は，

最初，水浸状に匹軸部が腐敗して，乾燥すると白色にな

り，さらに病徴が進展すると苗全体が黄化して倒伏する.

躍病組織を光学顕微鏡観察すると，大型で突起のある特

徴的な卵胞子が多数認められ，容易に診断できる.本病

は，少数の苗から発生し，同一トレイ内に擢病株が点在

するように二次伝染した.別のトレイの株への伝染はな

いものと思われた.一方，擢病組織を水に浸けると遊走

子を形成することから，イネ用の育百箱の上に置かれた

トレイ内で，水を介して伝染していることが推測される.

第 E章の通り ，Pythium megαJαcαnthumの生育適温
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は25
0
Cであるにも関わらず，問菌によるキャベツでの

発病適温は 10
0

Cであり，育苦施設においても， 10月以

降の低温期でのみ発病が認められた.

民間育苗施設で主に発生した病警は黒すす病と

Pythium megalαcαnthumによる苗立枯病であったが，

これらの他に根朽病菌，Rhizoctonia solani (培養型

1 A) による苦立枯病，Fusαriumαuenαceumによる

先枯病，Fusαrium semitectumによる先枯病によって

立ち枯れた菌が，調査期間中に l株ずつ認められた.根

朽病は野菜茶業研究所内でも 8月に 1株で発見され，稜

子{云染が疑われた.本病の病徴は膝軸が白褐~茶褐色に

乾腐し，擢病部に赤褐~黒褐色の球~楕円形やフラスコ

型の柄子殻が形成されることから診断できる(小林ら編，

1992 ; Sutton， 1980).根朽病のニ次缶染は認められな

かった.Rhizoctoniαsolαmによる苗立枯病では座軸部

が褐色，水浸状に腐敗する.同菌は擢病組織を培地上に

置くと容易に分離され，その菌糸は一垂直に分枝し，分校

の基部がくびれているのが特徴である (1新版土壌病害

の手slJ編集委員会編， 1984). 

-Matsunami 

Joshun 

Kinshun 

野菜茶業研究所では前出の病害の他に， 8月に

Pythiumα:phαnidermαtumによるピシウム腐放病が 2

枚のセルトレイで発生した.本病は同一トレイ内で急速

に二次伝染し， 1~2 Bのうちに立ち枯れ株が急増する.

病徴は，H主軸が水浸状に侵され，苗全体が萎れる.やや

Kinshun NO.5 ~3 舎 響」一撃ト一一

Miharパ 袋 駅撃 機
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Fig. 24 Occu1'1'ence of damping-off and blight of cabbage plug seedlings between August 
and Novembe1' 1997. Weekly obse1'vations we1'e 1'eco1'ded fo1' cabbage plug seedlings in 
a nu1'se1'y in Mie p1'efectu1'e， Japan. Seeds of each cultiva1' we1'e sown on days shown 
(③) and diseases we1'e checked during the pe1'iods shown by ba1's. Ci1'cles on the ba1's 
show date of the investigation， and degrees of damping-off and blight occurrence a1'e 
indicated by size.‘High' means >1 seedling damped-off OI、blightedpe1' t1'ay of 128 
plugs，‘Medium¥one seedling pe1' 2-10 t1'ays， and‘Low¥one seedling fo1' >10 t1'ays. 
Patterns in the ci1'cles show relative propo1'tions of diffe1'ent pathogens. 
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乾燥すると，擢病部がくびれて白色に乾腐する.この病

徴は Pythiummegαlαcαnthumによる百立枯病と同様

である. ピシウム腐敗病の擢病部を水に浸けると数時間

のうちに，膨状の遊走子のうから，球のう，そして遊走

子を分化させるのが観察できる.また，擢病組織内には

直窪約 25μmの球状の卵胞子も観察できる.

民間育苗施設においては 8月中頃に葉に，薬害によ

ると思われる赤褐色斑点、が形成された株が多数認められ

fこ

2 1998 年 1~3 月!こ発生した病害

前出の民間野菜育苗施設において 1998 年 1~3 月の冬

季聞に育苗されたキャベツセル成型苗に発生する病害を

調査した.

a 材料と方法

栽培方法，調査方法は前出の 1997 年 8~11 月と同様

であったが， 1998 年 1~3 月では，施設内の最低温度が

10
0Cを下回らないよう媛房が行われた.また，この期間

に育苗された品種は‘SE' のみであった.播種は 1月

12~14 日に 128 穴のセルトレイ 2 ， 626 枚， 1月 27日に

800枚， 2月 2日に 555枚， 2月 26日に 242枚行われた.

今限の調査では，立ち枯れや生育不良となった苗を採取

し， 1997 年 8~11 月と両様に，躍:病組織の光学顕微鏡

g 2 

i16 
昌
也，.<

E 
] 0.4 

328410  17 25 11 17 23 

Q;JI Feb M arG己
Date of investigation 

Fig. 25 Damping-off of cabbage plug seedlings 
caused by Pythium megalαcαnthum between 
Janua1'Y and Ap1'il 1998. Weekly obse1'vations 
were 1'eco1'ded fo1' cabbage plug seedlings in a 
nu1'se1'y in Mie p1'efectm、e，Japan. Seeds of a 
cultiva1' 'SE' were sown on dates shown in 
pa1'enthesis. Fo1' seedlings f1'om each sowing 
date， damping-off caused by P. megαJαcanthum 
is exp1'essed as a pe1'centage by dividing the 
numbe1' of affected trays by the total numbe1' 

of t1'ays. Each tray includes 128 plugs. 

観察または病原菌の分離によって診断し， トレイ当たり

の立ち枯れ，生育不良苗の割合も求めた.また， 1997 

年 8~11 月には発生しなかったべと病の発生が認められ

たことから，葉裏の病斑上にできた，べと病菌に特徴的

な分生子の形態を光学顕微鏡で観察して診断を行った

CFig. 23-1， 2). 

b 結果と考察

今屈の調査では Pythiummegalαcαnthumによる被

害が大きく，発病トレイ率は約 1%以上に達した CFig.

25) .各播穏日毎に， トレイ l枚当たりの発病苗数を平

均すると， 3~18 株であったが，発病株率が高いトレイ

では最終的に半数以上の菌が立ち枯れた.本病の発生は

播穏後 4~5 週間でピークとなった.

黒すす病は，前出の 8~11 月と比較して発生が少なく，

1~2 丹については， トレイ当たりの立ち枯れ株数はほ

ぼ Oであったが，気温が上昇した 3月後半にやや増加し

て 0.05となった CFig.26). 

気温が発病適温の 15
0

Cに達した 3月から，べと病に

よる，坪状の苗の黄化や生育不良，立ち枯れ株を含むノfッ

チが認められ，拡大した.また，調査期間中に，根朽病

により 2株，Fusαnumαvenαceumによる先枯病によっ

て 1株の立ち枯れが認められた.
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Fig. 26 Blight of cabbage plug seedlings caused by 
Alternαnα brassicicolαand outb1'eaks of 
downy mildew disease between Janua1'Y and 
April1998. Weekly observations we1'e 1'eco1'ded 
fo1' cabbage plug seedlings in a nurse1'y in Mie 
p1'efecture， Japan. Seeds of a cultiva1' ‘SE' 
we1'e sown on dates in parenthesis. Total num-
be1's of blighted seedlings caused by A. 
brαssicicolαwe1'e divided by the numbe1's of 
trays， with data g1'ouped by dates of sowing. 
Each tray includes 128 plugs. Dates of downy 
mildew out-b1'eak are indicated by asterisks 
C *). 
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3 1998 年 8 月 ~1999 年 3 月に発生した病害

前出の育苗施設のキャベツセル成型苗において発生す

る病害について， 1998 年 8 月 ~1999 年 3 月に 2 年目の

調査を行った.

a 材料と方法

育苗は 1997 年 8 月 ~1998 年 3 月と同様に行われ，調

査も 1998 年 1~3 月と同様に行った.今回は，育苗苗数

が多かったので，会トレイの約半数のトレイについて調

査を行った. 1997 年 8 月 ~1998 年 3 月で発生が認めら

れず，今田の調査で発生が認められた黒斑病は寵病組

織に形成された分生子の形態により診断した (Ellis，

1971 ;吉井， 1941) (Fig. 22-6). 

b 結果と考察

1998 年 8~11 月の謂査で最も被害が大きかった病害

は黒すす病であった.同病は 3回播種された‘如春

'T684' と‘石井 3号'での発生が多く，最高でトレ

イ当たり 2.5株が立ち枯れた (Fig.27). 今回の調査で

は， 1伍il¥出の地際部が褐色に侵されて立ち枯れた株が多かっ
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Fig. 27 Blight of cabbage plug seedlings caused by 
Alterηαria brαssicicolαbetween August and 
November 1998. ¥九Teekly obse1'vations we1'e 
1'eco1'ded fo1' half of the cabbage plug seedlings 
in a nursery in Mie prefecture， Japan， Seeds of 
cultivars we1'e sown on dates in pa1'enthesis. 
For seedlings from each sowing date， total 
numbers of blighted seedlings caused by A. 
brαssicicola were divided by numbers of t1'ays. 
Each tray includes 128 plugs. Numerical values 
fo1' cultiva1's，‘Shibuki' (J ul 23)，‘Matsunami' 
(Jul 28)，‘Matsunami' (Aug 8)， 'Matsunami' 
(Aug 11)，‘Kinshun No. 5' (Sep 7)， 'Kinshun 
No. 5' (Sep 14)， 'Miha1'u' (Sep 30)，‘Miharザ

(Oct 2)，‘Gokuwase' (Oct 2)， 'Ishii-nakawase' 
(Oct 5)，‘Ishii No. 3' (Oct 6) and 'Miharu' (Oct 

12) we1'e less than 0.1 and omitted 

た.これらの品種では，立ち枯れに至らない場合でもほ

とんど全ての苗に何らかの病徴が現れ，発芽率も低く，

欠株が目立ったため，出荷時には欠株やJ擢病株を培養土

ごと取り去り，健全な苗を植え換えてから出荷していた.

1997 年 8~11 月の謂査でも，本病について，特定の品

種で発生が多く，種子伝染の可能性が高い(黒田ら，

1998). 

長雨により高温多湿の条件が長期間続いた 1998年 9

丹後半~10 月前半に育苗された‘金春 5 号'でも坪状

に黒すす病が認められ， トレイ当たりの立ち枯れ株数が

0.3と多発生し，生育が進んだ苗でも株全体が褐変して

枯死した.通常，本葉 3~4 枚以上の苗には黒すす病に

よる激しい病徴は認められないが，この期開には生育が

進んだ吉にも，株全体が褐色に枯れる被害が認められ，

さらに，隣接した苗に伝染して擢病苗が坪状に広がるの

が認められた.これらの苗では，本葉や成長点に病斑が

広がり，生育不能となった.この病徴は，擢病苗との接

触や頭上潅水によって分生子が飛散した結巣と思われる.

通常，キャベツ本葉はワックス麗で覆われるため水滴な

どが付着しにくいが，農薬に混入された展着剤により，

病原菌の砲予を含んだ水滴が付着しやすくなり，発病に

至った可能性がある.

思すす病の発生は， 11 月 ~3 月の低温期ではトレイ当

たりの立ち枯れ株数は 0.1未満で少なく，本簡は低温時

には発生しにくいと考えられる.この期間の黒すす病に

よる立ち枯れ株主容は， 1998年の伺期と同様であった.

Pythium megalαcαnthumによる苗立枯病は，主と

して 10 月以昨の低温期に発生し，特に 1999 年 2~3 月

に発生が激しかった (Fig.28). 発生トレイ率は最大で

1.5%であったが 1枚のトレイ内で最終的に 3分の 2

の苗が立ち枯れた場合もあった. 1~3 月における本病

の発生トレイ率は前年の調査とほぼ罰様であった.本病

は同ートレイ内で継続して擢病苦を増加させることから，

トレイ内で二次伝染していると忠われる.本病は1O~3

月の低温期に発生したが， 1997年よりも気温が高く推

移した 1998 年1O~11 月では(津地方気象台， 1997~ 

1999)， 1997年の同時期と比較して発生が少なかった.

べと病は 1999年 3丹 24日以降 2月 l日播穣の

‘SE' の数カ所で坪状に発生が認められた. この時期

には， B最高気誼(津地方気象台， 1997~1999) が本病

の発病適温である 15
0

C 1こ達する.本病は坪状に発生し，

本葉，子葉に病斑が形成され生育不良となる.成長点が

便された場合には，立ち枯れとなる.本病でも，葉の病

斑に形成された分生子が，高圧噴霧頭上潅水によって飛
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Fig. 28 Damping-off of cabbage plug seedlings 

caused by Pythium megαlαcαnthum and out-
breaks of downy mildew disease between 
January and March 1999. Weekly observations 
were recorded for cabbage plug seedlings in a 
nursery in Mie prefecture， Japan. Seeds of a 
cultivar ‘SE' were sown on dates in paren-
thesis. For seedlings from each sowing date， 

damping-off caused by P. megαJαcαnthum is 
expressed as a percentage by dividing the 
number of affected trays by the total number 
of trays. Each tray includes 128 plugs. Dates of 
downy mildew out-break are indicated by 

asterisks C * ) . 

散して，二次伝染したと考えられる.

子葉から成長点に発見された先枯病のうち 1998年 8

月 19日， 10丹 1日と 20Iヨは Fusαriumsemitectum， 8 

月 26BはFusαnumαvenαceumによるものであった.

先枯病は発生件数，発生株率とも低いものの 1997年の

調査から数回の発生が認められた.本病害では，成長点

が侵された場合に，苗が生育不良となる.また，先枯病

菌は，黒すす病の病斑上から分離されることもあり， 日

和見的に感染している場合もあると考えられる.

Rhizoctonia solaniによる苗立枯病は， 1997年の調

査と同様に発生件数は少なかったが， 1998年 9月 25日

~10 月日日に発生したものは菌糸融合群 AG 2-2培養

型illBによるもの， 10月 20日に発生したものは AG1 

培養型 IBによるものであり，それぞれ同一トレイ内の

隣接した株で発生し，二次伝染が疑われた. これらの

Rhizoctoniαsolaniの培養型はillBとIBであり， 1997 

年の調査で認められた IAとは異なった.Rhizoctoniα 

solani は，通常胞子を形成せず移動性が小さい菌であ

ることや，発生頻度が小さく，異なった培養型の菌が認

められたことから， トレイの育苗施設と園場との往復な

どにより，持ち込まれたと推測される.

黒斑病が 1999年2丹9日と 23日に l株ずつ発見され，

本施設における本病の発生は今回の調査で初めてであっ

た.黒斑病菌は黒すす病菌と同じ Alternariα属閣であ

り，種子伝染することが知られているが，黒すす病より

も低い温度で発生すると考えられる.

1998年 8月 11日に認められた立ち枯れ株には，第宜

主雲で述べた通り ，Pythium zingiberisによるものが含

まれていた.本菌によるキャベツの病害は初発見であっ

fこ.

以上の病害の他に， 1999年 2月 2日に立ち枯れた 1

株は，土壌や眠車111の表面を覆った粘菌により窒患したも

のと思われた.病原牲のある菌が分離されず，原因不明

な立ち枯れ株もあった.夏季には薬害，育苗期陪を通じ

て乾燥によって枯死する株が認められた.

今国の調査においても，細菌による病害は認められな

かった. この育市施設では銅剤を散布しているため，

1998年の秋期は高温多湿条件が続いたにも関わらず，

細菌病の発生が抑えられていた可能性がある.

4 2004 年 8 月 ~2005 年 3 月に発生した病害

第 1~3 節では運営開始産後の青苗施設のキャベツセ

ル成型苗に発生した病害を調査した.それらの調査結果

と，同施設の経年後におけるキャベツセル成型苗の病害

発生状況を比較するために， 2004 年 8 月 ~2005 年 3 月

に，同施設で 1998~1999 年と陪様に病害発生の実態調

査を行った.

a 材料と方法

育苗施設におけるキャベツセル成型苗の脊苗方法は，

前田調査11寺の 1997~1999 年とほぼ同様であった.発病

苗の調査方法も，前回と同様としたが，今回は，分離し

た菌の形態形成を盛んにするために， PSAの他に V8

寒天培地 {20%V 8ジュース CCampbellSoup)， 3 

ppm CaC03， 1.5%寒天}も用L、て，分離菌を培養し，

形態観察，同定を行った.既知の病原菌(日本植物病理

学会編， 2000)以外の糸状菌が分離された場合には，同

菌の PSA場養片を，子葉展開期のキャベツ幼萄の子葉

に置いて 4日間， 25
0Cの湿室に保った後，病徴を観察し

て向菌の病原性を調べた.

b 結果と考察

調査期間中は黒すす病が最も多く発生し， 8~11 月は

品種によってトレイ当たり約 0.4株， 1~3 月には 0.1 株が

黒すす病によって枯死または生育不良となった CFig.29). 

生育被害にまでは及ばない程度の黒すす病の病斑が認め

られた苗も多数あった.以上の調査結果は 1997~1999 年



と病，Rhizoctoniαsolaniおよび Pythiumzingiberis 

による苗立枯病は発生が認められなかった.前回の調査

時とは呉なり，施設への関係者以外の入出が制限された

ことにより，これらの苗立枯病菌や先枯病菌の侵入が抑

えられた可能性がある.べと病の発生状況の違いは種子

の汚染寝度によるものと考えられる.

以上より，キャベツのセル成型育商では，栽培される

品種は若干変化しているものの，依然として穂子伝染性

病害が発生しラ特lこ黒すす病が多発生していること，育

苗期の違いにより，異なる穏の Pythium属菌による病

害が発生していることが示された.

今回の調査では高潟期に銅剤によると思われる薬害で

多数の株が立ち枯れ，それらから，キャベツ子葉への人

工接種によって 25%以上の割合で病斑を形成する糸状蔚

3菌株が分離された.それらのうち 2菌株は Alternαna

alternαtα(Fr.) Keissl. ，他の 1菌株は Curvulαnα

hαrvりiShiptonと同定された (Ellis，1971). また，

組織の観察等では原因不明であった生育不良高から，

キャベツ子葉への人工接種によって同燥に病!1Eを形成す

る糸状碍I2菌株が分離され，Alternaria alternatα， 

Penicillium属琵iとそれぞれ河定された (Ellis，1971; 

小林ら編， 1992). これらの蔚によるキャベツ病害の報

告はなし生産現場において生育不良や枯死の第 1要因

となり得るかは不明である.薬害や原国不明の生育不良

株から他の糸状菌も多数分離されたが，キャベツ子葉に

対する病原性が認められた菌はなかった.
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の調査と同様であった.根朽病が作拐を通してわずかずつ，

計 12株で発生したが，これも前回の調査と同様であった.

こうがし、かび病と Pythiumαphαnidermatumによるど

シウム腐敗病が 8~1O月に計 3 株 Pythium

megalαcαnthum による苗立枯病が1O~3 月に計 10 株で

発生した.Pythium megalαcαnthumによる苗立枯病の

発生は 1997~1999 年の調査より少なかった . Pythium 

属菌による病害は，水を介して急速に伝染するが，調査

期聞を通じて乾燥気味に管理されていたためか，発生は

わずかであった.本調査中， 9月下旬と 10月上旬に大

雨により施設が 2回浸水し， その後に Pythium

ultimum var. ultimumによる病害が発生した.同菌は

浸水により，施設内に侵入したと思われる.ヌド;菌による

キャベツの病害は関内では初発見であった.黒腐病が 3

月に発生し，穂子伝染が疑われた.セル成型苗における

間病の病徴では，導管に沿った葉の半身が黄イヒし，葉柄

や茎に小病斑ができた (Fig.23 -3). 光学顕微鏡下で

は，羅病組織を水lこ浸けると，導管の能rr面から細菌が大

量に流出するのが観察された.ヨド病も，セル成現苗での

発生は今回初めて認められた.県斑病は l株のみである

が発生が認められた.前田発生が認められた先枯病， << 

新病頭以外の病原菌の富生宵と発病の適温

調査中に発生が認められた主な病害のうち，第E

おいて詳細な検討がなされた新病原以外の病原菌の温度

特性を調べた.
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材料と方法

1)病原菌の生育適温

1997年 8月に野菜茶業研究所のキャベツセル成型苗

から分離した黒すす病菌，Pythiumαphαnidermαtum， 

恨朽荷菌と民間育苗施設のキャベツセル成型苗から

1997年 10月に分離した Rhizoctoniasolani培養型 IA，

1998年 10月に分離した培養型illBと1B， 1999年 2月

に分離した黒斑病菌の，直径 5mmの培養片を PSA上，

10， 15， 20， 25， 30， 35と40
0

Cで培養して，それらの

菌株の菌叢生育速度を調べた.

2 )根朽病の発病適温

前出の根朽病菌菌株の PSA培養片を水中で司振とうし

a Fig. 29 Blight of cabbage plug seedlings caused by 
Alternαria brαssicicola between August and 
November 2004. Half of the cabbage plug seed-
lings in a nursery in Mie prefecture， Japan， 

wer日 observedonce a week. Seeds of cultivars 
were sown on dates in parenthesis. For seed-
lings from each sowing date， total numbers of 
blighted seedlings caused by A. brαssicicola 
were divided by numbers of trays. Each tray 
includes 128 plugs. Numerical values fo1' 

cultiva1's， 'Fuyunobo1'i' (Aug 15)， 'Tamaki No. 
155' (Aug 15)， 'Tamaki No. 155' (Aug 23)， 

'Joshun' (Sep 3)，‘Miha1'u' (Oct 4) and 
‘Wakaokami' (Oct 13) we1'e 1巴ssthan 0.1 and 
omitted. 



結粟と考察

根朽病菌の生育適温は 25
0

Cで， 40
0

Cではほとんど生

育しなかった CFig.30 A). また，根朽病は 20~30oC

で子葉における病斑形成率が大きくは変わらなかったが，

子葉が枯れるまで病勢が進展した苗は 25
0

Cで最も多く

なった CFig.30 B). 10
0

Cでは発病しなかった.

黒すす病菌の生育適視は 25
0

Cで， 40
0

Cでは生育しなかっ

た CFig.31 A). 黒すす病は病斑形成率，子葉枯死率と

も25
0

Cで最も高く， 15， 30
0

Cでも子葉に病斑をよく形成

したが， 10
0

Cではほとんど病斑形成しなかった CFig.31 

B).黒斑病菌の生育適温は 20
0

Cで， 35
0

Cでもほとんど

生育しなかった CFig.32 A). 黒斑病菌の病斑形成本は

20
0

Cで最も高くなり， 10
0

Cでもよく病斑形成したが， 30 

と35
0

Cではほとんど病斑形成しなかった CFig.32 B). 

黒すす病菌と黒斑病菌はともに Alternαnα属菌であり，

種子伝染するが，生育，発病適漏iは黒斑病菌の方が低く，

セル成型苗における発生状況に影響していると思われる.

Pythiumαphαnidermαtumの生育適温は 35
0

Cで， 40 

oCでも旺盛に生育した CFig.33 A).また，P.ythium 

αphαnidermαtumを旺車Ihに接種した場合には， 20
0

Cで

立ち枯れた苗がなかったが， 35
0Cで 90%の苗が立ち枯

れ，最も立ち枯れ率が高く CFig.33 B)，キャベツセル

成型苦においても本菌による病害の発生は高温期に限ら

立~ 9号

15， 20， 

した

5 ) 

b 

野菜茶業研究所研究報告

た後， 2重のガーゼで滅過して分生子懸濁液を得た.遠

心分離と希釈により 10G偶Imlの時菌の分生子懸濁液を

調整し，子葉展開期のキャベツ幼荷の子葉に噴霧して接

穏した.接種された幼苗を 10日儲， 10， 15， 20， 25， 30 

と35
0

Cの湿室に保った後の病徴を調査した.

3)黒すす病の発病適温

前出の黒すす病菌菌株の PSA上の菌叢を水に浸して

ガラス榛でこすり，分生子懸濁液を得た.遠心分離と希

釈により 10G個Imlの向菌の分生子懸濁液を調整し，子

葉展開鎮のキャベツ幼苦の子葉に 5μiを滴下して接種

した.接種された幼苗を 4日閤， 10， 15， 20， 25， 30 

と35
0

Cの混室に保った後，さらに開放条件に，各協度

で4日間置いた後の病徴を調査した.

4)黒斑病の発病適温

古，u出の黒斑病菌菌株の PSA上のilEI叢をガラス俸でこ

すって分生子，菌糸片の懸濁液を得た.この懸濁液を子

葉展開JtJlのキャベツ幼苗の子葉にi噴議して 10EI問， 10， 

30と35
0

Cの温室に保った後の病徴を調査

Pythium aphanidermatumと即7izoctoniaso/ani 

による発病適温

25， 

82 

れた.

Rhizoctonia solαmの培養型 1A， 

前出の PythiumαphαnidermαtumとRhizoctoniα

solαmの菌株の約 5mm角の PSA培養片を，子葉展開

期のキャベ、ソ幼苗のnHilhに付若させて， 6 EI間， 10， 15， 

20， 25， 30と35
0

Cの根室に保った後の病徴を調査した. 班Bの生育1 B， 

B 
100 

60 

20 

40 

80 

(ポ

)
c
o
c
c」
市

ω
a
a叩

5
0パ

vaEKAω

10 

4 

2 

8 

6 

A
(的

」
コ

0
£

N
h
¥
ε
ε
)

工
言
o
b
g
一む主主

O O 

35 

Fig¥30 Effect of tempe1'atu1'巴 onmycelial g1'owth of Phomαlingαm on PSA CA)， and 

disease seve1'ity (B) on cabbage cotyledons. Colony diamete1's we1'e measu1'ed afte1' 

2-day incubation of fungal mycelial discs C5-mm diamete1') at 25
0

C. Colonies we1'e then 

moved to each of the indicated temperatures fo1' a furthe1' 72 hours incubation. Colony 
diameters we1'e again measu1'ed and mycelial g1'owth was calculated. Cabbage 

seedlings were inoculated by spraying with conidial suspension of the fungus and then 

kept at each temperature with moistur、e.Symptoms on the cotyledons were observed 

10 days after the inoculation 
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Fig. 31 Effect of temperature on mycelial growth of Alternαnα brαssicicolαon PSA (A)， 
and on disease severity (B) caused by the fungus on cabbage cotyledons. Colony 
diameters were measured after a 2-day incubation of fungal mycelial discs (5-mm 
diameter) at 25

0

C. Colonies w巴1'ethen moved to each of the indicated temperatures fo1' 

a fu1'the1' 24 hou1's incubation， after which colony diameters were again measm局edand 
mycelial g1'owth was calculated. Cabbage cotyledons we1'e inoculated by dropping on 
5μ1 of conidial suspension of the fungus， then kept moist at each tempe1'ature 
Symptoms on the cotyledons were obse1'ved 8 days after the inoculation. Symptoms 
we1'e judged as dots (口)， lesions () or blight (圏). 
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Fig. 32 Effect of temperature on mycelial g1'owth of Alternαnα brαSSlCαe on PSA (A)， 
and on disease severity (B) caused by the fungus on cabbage seedlings. Colony 
diameters were measured after a 2-day incubation of fungal mycelial discs (5-mm 
diameter) at 25

0

C. Colonies we1'e then moved to each of the indicated tempe1'atu1'es fo1' 

a fu1'the1' 24 hours incubation， afte1' which colony diameters we1'e again measu1'ed and 
mycelial g1'owth was calculated. Cabbage seedlings we1'e inoculated by spraying with 
a hyphal suspension of the fungus and then kept moist at each tempe1'atm、e
Symptoms on the cotyledons were observed 6 days afte1' the inoculation. Symptoms 
we1'e judged as dots (口)， lesions () 01' blight (圏)• 
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培養強 IAとIBでは 35
0
Cでの立ち枯れ率が 30%前後

となるのに対して， illBでは 100%近くであった. 15
0
C 

では IBが約 80%の苗に立ち枯れを起こし，他の 2菌

株の約 60%よりも立ち枯れ率が高かった.Rhizoctoniα 

solaniは3つの培養型が育活施設で萄立ち枯れを起こ

温度反応が異なり， illBはやや高滋，

野菜茶業研究所研究報告

適温はいずれも 25~300Cであったが， illBの生育適泌

がやや高いと思われた (Fig.34 A， 35 A， 36 A). い

ずれの菌株でも 35
0

Cでは生育が劣り， 40
0

Cでは生育し

培養型illB以外の菌株では 10
0
Cでの生育が

また， 3つの培養型ともおと 30
0
Cで立ち

枯れ率がほぼ 100%であった (Fig.34 B， 35 B， 36 B). 

84 

なかった

認められた.
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Fig. 33 Effect of tempe1'ature on mycelial g1'owth of P.Ythiumα.phαnidermαtum on PSA 
(A)， and on disease seve1'ity (B) caused by the fungus on cabbage seedlings. Colony 

diamete1's we1'e measured afte1' 12-hours incubation of mycelial discs (5-mm diamete1') 

of the fung'us at each tempe1'atu1'e， and mycelial g1'owth was calculated. Hypocotyls of 

cabbage seedlings we1'e inoculated with mycelial discs (5 x 5 mm) of the fungus and 

then kept moist at temperatures shown. Symptoms on the hypocotyls we1'e obse1'ved 
6 days afte1' the inoculation. Symptoms we1'巴 judgedas dots (口)， lesions (.. ，，) 01' 

damping-off (園). 
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Fig. 34 Effect of temperature on mycelial g1'owth of Rhizoctoniαsolani IA on PSA (A)， 

and on damping時 off(B) of cabbage seedlings. Colony diamete1's we1'e measu1'ed afte1' 

a 1-day incubation of fungal mycelial discs C5-mm diamete1') at 25
0
C. Colonies we1'e 

then moved to each of the indicated tempe1'atures fo1' a fu1'the1' 24 hours incubation， 
afte1' which colony diamete1's we1'e again measu1'ed and mycelial g1'owth was 

calculated. Cabbage hypocotyls we1'e inoculated with mycelial discs (5 x 5 mm) of the 

fungus and then kept moist at temp目、aturesshown. Seedlings damped-off we1'e 

counted 6 days afte1' the inoculation. 
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Fig¥35 Effect of temperature on mycelial g1'owth of Rhizoctonia solαni IB on PSA (A)， 

and on damping-off (B) of cabbage seedlings. Colony diamete1's were measured after 
a l-day incubation of fung・almycelial discs (5-mm diameter) at 25

0

C. Colonies we1'e 

then moved to each of the indicated temperatures fo1' a further 24 hou1's incubation， 

after which colony diameters were again measured and mycelial growth :vas 
calculated. Hypocotyls of cabbage seedlings we1'e inoculated with mycelial disc (5 x 5 
mm) of the fungus and then kept moist at temperatu1'es shown. Seedlings damped-off 

were counted 6 days after the inoculation. 
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Fig¥36 Effect of temperature on mycelial growth of Rhizoctoniαsolani IIIB on PSA (A)， 

and on damping-off (B) of cabbage seedlings. Colony diameters we1'e measured after 
a l-day incubation of fungal mycelial discs (5-mm diamete1') at 25

0

C. Colonies were 
then moved to each of the indicated temperatures fo1' a further 24 hours incubation， 

after which colony diameters were again measured ancl mycelial growth was 
calculated. Hypocotyls of cabbage seecllings were inoculatecl with mycelial clisc (5 x 5 
mm) of the fungus and then kept moist at temperatures shown. Seedlings clamped-off 
were counted 6 days after the inoculation 



第 9号

Iおはやや低温でも病害を発生させると思われ，季節に

よって異なる培養型が苗立枯病を起こす可能性がある.

最も擾占的に生育した糸状菌を PSAに移植した. 2001 

年産の種子からは， 16と28カ月の冷蔵後にも菌の分離

野菜茶主主研究所研究報告86 

を行った.

2)データ解析

糸状菌による各グループのロットの汚染率，各ロット

における種子の糸状菌による汚染率と，分離された全糸

状菌に対する黒すす病菌の割合を諜査した.生産時期と

殺菌剤処理の有無でグループ分けされたロットの糸状菌

による汚染率を二項分布に近似し， 95%の信頼区間を求

めた.各ロットにおける種子からの糸状菌または黒すす

鴎菌の分離率を生産時期と殺龍剤処理の有無によるグルー

プ毎に平均し，スチューデントの t検定と Bonferroni

の多重検定によって有意差検定 (P<0.05) した.また，

各ロットの種子における黒すす病菌の分離率を生産地域

毎に平均し (Fig.37)， t検定または Bonferroniの多

重検定によって有意差検定 (P<0.05) した.黒すす病

菌の全分離菌に対する割合を，生産時期と殺菌剤処理の

有無によるグループ毎に平均し，二項分布に近似して

95%の信頼区間を求めた. 2001年産種子の 4，16と28

カ月冷蔵後の全糸状菌と黒すす病菌分離率をニ項分布に

閣内で市販されたキャベツ謹子の糸状菌によ

る汚染状況

本研究からキャベツのセル成型育苗で黒すす梼など

の種子伝染病害が多発生することが示された.

には Alternαriabrαssicicolα(黒すす病菌)により 50

%以上の稜子が汚染されたロットも報告されている

(Humpherson-Jones， 1985; Petrie， 1974; Richardson， 

1970 ; Tahvonen， 1979; Wu， 1979;羽Tuら， 1984). 

囲内産のキャベツ種子からも伺菌が分離されることが

Tohyamaら (1995) によって報告されているが，我が

国では，一般的に微生物による穂子の汚染状況に関する

情報が少ない.作物の種子消毒や初期生育時期に適切に

病害防除を行うためには，種子伝染性病原菌による汚染

率やその菌種に関する情報が必要である.ここでは，国

内で市販されたキャベツ種子ロットを，採種i也，あるい

は殺菌剤処理の有無や保存期間の長さによってグループ

分けして，黒すす病濯iを中心とした糸状菌病原蕗による

汚染率を調査した.

世界的

6 

材料と方法

1)糸状欝の分離

日本国内で市販されていた 123ロットのキャベツ穂子

を， 1984~89 年産で殺菌剤無処理， 12~17 年間冷蔵さ

れた 65ロット， 1984~89 年産で殺菌剤処理され 12~17

年間冷蔵された 18ロット， 1994~98 年産で殺菌剤処理

または無処理で 3~7 年開冷蔵されたそれぞれ 10

2001年産で殺菌剤処理され 4カ月間冷蔵され

た9ロット，殺菌剤無処理の 11ロットにグループ分け

した (Table4). 各ロットから 100粒を WAに置き，

25
0

Cで6日間培養した.培養期間中に，各種子について

a 

され，

Fig. 37 Location of seed production districts in 

Japan. 

ロット，

Production district 
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List of cabbage seed lots used for fungal isolation. Information includes location， 

length of storage and whether treated with fungicide 
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Refrigeration Production 
period year Abroad 

ハU

ハU
1
i
n
U
9
μ
1
1
4

Kyushu 

ハh
u
n
H
υ
n
H
υ

ハH
U

ハ什
U

A

H

U

Kinki 

防

0

6

0

2

0

Tokai 

7
 

Y

5

2

2

3

1

 

Kanto 

m

4

0

0

0

1

 

Tohoku 
Hokushinetsu 

10 

3 

0 

2 

2 

3 

戸

h

D

O

白

ハ

u
n
u
-
-
1
7

ρ
h
υ
4
3ム
寸

t
ム

寸

l
ょ

11ム

r
-
t

+ 

十

+ 

1984-1989 

1984-1989 

1994-1998 

1994-1998 

2001 

2001 

12-17 years 

12-17 years 

3-7 years 

3-7 years 

4 months 

4 months 



キャベツ種子のロットを生産時期と殺菌剤処理の有無

によって分けた全てのグループにおいて 50%以上のロッ

トから糸状菌が分離された (Fig.38). 1984~89 年に

生産されたロット群において糸状菌が分離されたロット

の率は，他の時期のものよりも低かった.各生産時期の

殺菌剤処理されたロット群では，無処理のものよりも糸

状菌が分離されるロットの率が低くなった.黒すす病菌

は，生産時期と殺菌剤処理の有無によって分けられたグ

ループによって 33~90%のロットから分離された.黒

すす病蘭以外の糸状歯のみが分離されるロットは，黒す

す病菌が分弱ltされたロットよりも少なかった.生産時期

によってグループ分けされた殺tJli剤処理ロットの種子に

おける糸状菌の分離ネの平均は 7~15%で，殺菌剤無処

理では 17~37%であった (Fig. 39). 各!:t'.藤Il寺期のロッ

ト群において，殺菌剤処理ロットでは無処遇!よりも糸状

菌の分離率が低く， 2001年産では有意差が認められた.
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結果

1)糸状菌の分離
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近似して 95%の信頼区聞を求めた.また，同様の種子

について黒すす病菌の全分離糸状窟に対する割合を二項

分布に近似して 95%の信頼区間を求めた.

3 )糸状菌の詞定と病原性検定

黒すす病菌は PSA上の菌叢と分生子の形態から伺定

した.陪ーのロットから同様の菌叢を生じる糸状菌が分

された場合は，その内の 1菌株を代表として同定と病

原性の検定を行った.梼原性の検定では，約 5mm角

の各菌株の PSA培養片を，播種後約 1週間のキャベツ

幼苗の子葉に置き， 25
0

Cの混室に 4B間保ち，現れた症

状を観察した.接種した 38%以上の子葉に病斑形成し

た菌株について， PSAまたは V8寒天培地上におけ

の性状と分生子の形態から同定した.黒すす病

以外の Alternαnα 属留は菌叢に blacklight-blue 

を照射して形成された分生子の形態により同定した.

Fusαrwmαuenαceumは，プロピレンオキシドによっ

て殺菌後， WA上に置いたカーネーション葉片で培養

して悶定した.

4)チウラムの菌分離に与える影響

8~95%で黒すす病菌に汚染された種子のロットの

100粒をチウラム粉剤{有効成分 80%，三共アグロ体制}

で粉衣して糸状菌の分離に}目いた.
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Fig. 39 F1'equency of seed infection by any fungi 
) 01' Alternαnα brαssicicolα( )， t1'eated 

with fungicide (+) 01' without fungicide (ー). 

Seed lots used were: 1110ts of seeds p1'oduced in 
2001 without fungicide， 9 in 2001 t1'eated with 
fungicide， 10 each in 1994-1998 with and withω 
out fungicide， 65 in 1984ω1989 without fungicide 
and 18 in 1984-1989 with fungicide.日1'1'01'bars 
indicate standard erro1's. Different lette1's 
express significant diffe1'ences (Bonferroni's 
multiple comparison， Pく 0.05). Lowe1'case 
lette1's indicate isolation of any fungi， and the 
rates of seeds p1'oduced in 2001 (*) with fungi-
cide and those without fungicide we1'e signifiω 
cantly diffe1'ent (t-test， Pく 0.05).Uppe1'case 
lette1's a1'e fo1' A. brαssicicolαonly. 

Fig. 38 F1'equency of fungal infection in va1'ious 
seed lots. Graph shows seed lots infested with 
any fungi (口)， with Alternαnα brassicicolα 
( )， treated with fungicide (+)， 01' without 
fungicide (-). S巴edlots used we1'e: 11 lots of 
seeds p1'oduced in 2001 without fungicide， 9 in 
2001 t1'eated with fungicide， 10 each in 1994-
1998 with and without fungicide， 65 in 1984-
1989 without fungicide and 18 in 1984-1989 with 
fungicide. Erro1' ba1's indicate 95% confidence 
inte1'vals. 
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た (Fig.42). なお，東北と北信越で生産されたロット

数は 12，関東は 10，東海は 22，近畿は 26，中国と凹国

で7，九州、'1ま6，海外が 3であった. 40%以上の高準で

黒すす病誌iが分離されたロットも，全て東海以商の生産

であった.北海道と沖縄では，商業的なキャベツ種子の

生産は行われていない.

2)冷蔵期闘を変化させた種子からの糸状菌分離

2001年産の殺菌部無処理の 8ロットと殺菌剤処理の

10ロットの種子について， 4， 16， 28カ月の冷蔵期間後

に糸状蕗を分離したところ，全糸状菌，黒すす病菌とも

分離率が，冷蔵期間が長くなるにつれ低下した (Fig.

43). 会期間を通じて，殺菌剤無処理の種子において，

殺菌剤処理の種子よりも糸状留が高率で分離された.殺

菌剤無処理の穂子では， 4カ月の冷蔵期開時に 400，16 

カ月で 311，28カ月で 307菌株が分離され，殺菌剤処理

の種子では 4カ月で 131， 16カ月で 71， 28カ月で 57菌

株が分離された.その全分離糸状r~Î中における黒すす病

菌の割合は，殺菌剤処理で 59~81%，殺菌剤無処理で

37~46%で，いずれの冷蔵期間でも，殺蔚剤処理の方が

高かった (Fig.44). また，冷蔵期間が長くなるほど，

黒すす病菌の全分離糸状菌中の割合が高くなった.

第 9号

また，有意差は認められなかったものの，古く，保存期

間が長かったロットの方が糸状菌の分離系が低かった.

黒すす病菌は，殺菌剤処理では 6~11%，無処理では 11

~21%の種子から分離された.各生産時期の種子におい

て有意差は認められないものの，殺菌剤無処理のものが，

処理のものよりも黒すす病菌汚染率が高かった. しかし，

黒すす病菌の汚染率が高いロットは少なく，汚染率が O

%または抵いものが多かった (Fig.40). この額向は，

保存期間が長いロット群ほど顕著であった.

黒すす病菌は，生産時期と殺菌剤j処理の有無によって

分けられたロット群において，分離された金糸状菌の

57%以上を占めた (Fig.41).なお，糸状菌が分離され

た穂子の粒数は，殺菌剤~lt処理の 1984~89 年産では

1101，殺菌剤処理では 130，1994~98 年産の殺菌剤無処

理で 176，処理で 77，2001年産では殺菌剤無処理で 403，

処理で 131であった.黒すす病蕗iの全分離糸状菌に占め

る割合は，各生産時期において，殺菌剤処理区の方が高

野菜茶業研究所研究報告88 

かった.

東海，近畿，中閣と四国，九州の西日本の各地方で生

産された殺菌剤無処理Hの種子からの黒すす病r~Î分離率は

12% (平均 17.3%) を超え，東北と北信越，関東を含

む東日本の 4%未満(平均 3.7%) よりも有意に高かっ
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Fig. 41 Frequency of Alternαnα brαssicicolα111 

total number of all fungi isolated from seeds 
t1'eated with fungicide (+) and without fungi-

cide (ー).Fungi isolated f1'om 1101， 130， 176， 77， 

403 and 131 seeds in 65 lots produced in 1984-
1989 without fungicide， 18 in 1984-1989 treated 
with fungicide， 10 in 1994-1998 with fungicid巴，
10 in 1994-1998 without fungicide， 11 in 2001 
without fungicide and nine in 2001 with fungi-
cide， respectively， were includ巴d.Erro1' ba1's 
indicate 95% confidence intervals. 

Fig. 40 Number of lots f1'om which Alternαnα 
brassicicolαwas isolated. A: Lots produced in 
1984-1989 without fungicide (圏)， 01' treated 
with fungicide (口).B: Lots p1'oduced in 1994-
2001 without fungicide (圏)， with fungicide 
(口).Seed lots used were: 21 lots produced in 
1994悶 2001without fungicide， 19 in 1994-2001 
tr巴atedwith fungicide， 65 in 1984-1989 without 
fungicide and 18 in 1984-1989 with fungicide. 
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Fig. 42 F1'equency of isolation of AlternαTla 
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Fig. 43 Effect of 1'ef1'igeration on frequency of 
isolation of fungi f1'om seeds produced in 2001. 
Any fungi (己)， Alternαria brassicicolα)  ， 

treated with fungicide (+)， without fungicide 
(ー).Ten lots of seeds produced in 2001 without 
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were used. Er1'or bars indicate 95% confidence 
intervals. 
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Fig. 44 Effect of 1'ef1'igeration on frequency of 
AlterηαTlαbrassicicolαin total fungi isolat巴d
f1'om seeds p1'oduced in 2001. Treated with 
fungicide (十)， without fungicide C-). Ten lots 
of seeds p1'oduced in 2001 without fungicide and 
eight lots t1'eated with fungicide we1'e used. 
Fungi isolated from 400 seeds without fungi-
cide refrigerated for 4 months， 311 for 16 
months， 307 fo1' 28 months and 131 seeds 
t1'eated with fungicide 1'ef1'igerated fo1' 4 
months， 71 fo1' 16 months and 57 fo1' 28 months 
we1'e conside1'ed in the rates. Error bars indi悶

cate 95% confidence inte1'vals 

3)チウラムの糸状菌分離に与える影響

10ロットについて各ロット 100粒の穂子から糸状菌

を分離したところ，黒すす病菌の分J~ft率は 8~95%であっ

たが，チウラムを粉衣すると 3%以下となった (Table

5). 

4)黒すす病菌以外の分離糸状菌の病原性

キャベツ子葉をJIjいた 8~22 屈の接種において， 85 

菌株を代表する 22瑳i株が 38%以上で病斑を形成した.

これらには， 72 [翁株を代表する 9l!si株の AlternαTlα

αlternαtα， 2菌株の Rhizopusoryzae Went et P1'insen 

Geerligs， 3菌株の FusαTlumαvenαceum，2菌株の

Penicillium spp.， 3菌株の Aspergillusniger van 

Tieghem， 1菌株の As叩:peのrg♂illu山l必sj，βJαvusva1'. c∞olωuμ川mη~nαωr唱.

Rape臼l'、 andFennell， 1 E主H米の Aspergillusostiαnus 

Wehmerと同定前に失った 1菌株が含まれる (Table6). 

AlternαTlααlternαtα は Ellis(971)， Rhizopus oryzαE 

は Lunn (977)， FusαTlum αvenαceumは Booth

(1971)， Aspergillus jlαvus var. columnαTlSは Onions

(1966 a)， Aspergillus nigerは Onions 0966 b) ， 

Aspergillus ostiαnusは Klich(2002)の検索表や記載

により伺定した.Penicillium spp.は小林ら編(1992)
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の検索表によって，属まで同定した.これらの菌株の合

計の分離率は低く， 2001年産で殺菌剤無処理の種子に

ついて 4.5%，金分離菌中の割合で 12.4%であったが，

他のロット群については，穂子からの分離率が 0.9%以

下，全分離菌中の割合が 5.1%以下であった.

C 考 察

本研究においては，キャベツ穂子を，特定の微生物を

対象とした選択培地ではなく WA上に置いて糸状菌を

分離した.分敵された糸状簡には絶対寄生菌は含まれず，

各種子において最も生育が旺盛，または速かった 1菌株

のみを分離した.セル成型脊萌の場合，キャベツ穂子は，

発芽勢を揃えるため， しばしば播種後 25
0

Cに置かれる.

よって，本研究においても 25
0

Cで龍の分離を行った.

穣子上での微生物の消長は温度以外の要因にも影響され

るが，セル成型脊苦の催芽時には 25
0

Cの条件で分離さ

れた糸状菌がある程度優勢であると思われる.

本研究では種子内における分離蔚の存在者1¥位と細菌類

については考慮していない.また，古い種子も含まれる

ため，種子の発芽率も無視した. しかし，国内において

は，種子の糸状菌による汚染実態に関する報告が少ない

ため，その大まかな概要を把握することも必要であると

考えた.

古い種子より新しい種子からより高い頻度で糸状繭が

分離された. しかし， 17年間冷蔵保存されてきた種子

からも黒すす病菌が分隊され，さらにその全分離糸状菌

中に占める割合は，古い種子ほど高かった. Maudeら

(1980 b) は， 12年間 100

Cで保存されたキャベツ種子か

ら黒すす病闘を分離したが，本研究では，より低い保存

温度ではあるが，より長い保存期間後にも間菌を分離し

た.穂子のより深い部分にまで感染できる前原菌は，単

なる混入菌とは異なり，表面殺菌や表面洗浄の後もその

生物活性を維持で3きると考えられる (Holzhausenら，

1974 ; Humpherson-Jones， 1985; Maudeら， 1980 a ; 

Table 5 Effects of thiram treatment on isolation of fungi from cabbage seeds 

Isolation rate (%) 

Lot No Dusting with thiram 

Any fungus Alternαnα brαssicicolα 

3 2 

o 0 2

3

4

5

6

7

8

9

m

 

O 

O 

O 

1 

0 

3 

O 

O 

0.7ごと0.4

O 

O 

O 

1 

0 

3 

0 

O 

0.6こと0.4Mean 

Without treament 

Any Alternαnα brαssicicola 

99 95 

62 56 

34 29 

60 56 

58 56 

85 84 

65 60 

86 48 

37 33 

15 8 

60.1::t8.7 52.5ごと8.5

Mean values given standard elTor 

Table 6 Identification of fungi other than AlternαTlαbrαssicicolαisolated from various seed lots with 

and without fungicide treatment， which produced spots on young cabbage cotyledons 

All Isolates Pel'centage Percentage 
Prod吐ctionFungicide Total 

fungi of infest日d of the 
treatment se日d Total Altel口日1・悶 Rhizopus Fusarium Aspergillus Penicillium Not year 

isolat巴d Otal alternaω 日venaceum SDD. SDD. identified a seeds b isolates' 

1984-1989 6500 1101 19 12 1 3 l l 0.3 1.7 

1984-1989 ート 1800 130 O O O 。 。 O 。 。 。
1994-1998 1000 176 9 8 1 。 。 。 。 0.9 5.1 

1994-1998 + 1000 77 2 2 。 。 。 。 。 0.2 2.6 

2001 1100 403 50 45 。 2 2 1 。 4.5 12.4 

2001 十 900 131 5 5 。 。 。 。 。 0.6 3.8 

" The isolate was lost before identification. 
b Percentage of seeds infested with the isolates that produced spots on cabbage cotyledons 
r Percentage of the isolates in a total of isolated fungi 
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b Petrie， 1974 Poundら 1951 Sivapalan 発見された. Wu (1979) も，表面殺菌したキャベツ穏

ら， 1992; Tahvonen， 1979; Tohyamaら， 1995; 

Vannacciら， 1987: Wu， 1979). 黒すす病菌について

は， Maudeら(1980b)が，種子内部の深くまで侵入

した種子からは， 12年閤の保存後に高率で同蔚が分離

できるが，表面的な感染の場合はその分離率が低いこと

を示している.本研究では，より短い保存期間 C4~28

カ月)でも，保存期間が長くなることによる全分離糸状

菌の分離率の低下と比較して，黒すす病菌分離率の低下

の程度が小さかった.

糸状菌は殺菌剤処理された種子からも分離された.保

存期間が長く薬効期限を過ぎていたことも一因であろう.

しかし，同時期に生産された種子間では，殺菌剤処理さ

れた稜子の方が糸状菌の分離率は低く，薬効期限中に何

らかの殺菌効果があったと考えられる.殺菌剤処理した

場合にも，黒すす病菌の分背任I基:irj:tにおける都合が高くな

り，ここでも混入菌よりも病原菌の種子における生存率

が高くなることが示された.チウラムは国内においてし

ばしば種子消毒に用いられている殺菌剤であるが，粉衣

することによって黒すす病闘を含む糸状菌の分離率を低

下させた. しかし，土壌に播種後の種子における効果に

は，議論が必要であろう.

本研究では黒すす病蘭の汚染率が 10%以下のロット

が多く， この傾向は 10ロット以上をJIjいた試験の国

内外の報告にも示されている CTohyamaら， 1995; 

Holzhausenら， 1974; Maudeら， 1980 a ; Petrie， 

1974; Poundら， 1951; Richardson， 1970). しかし，

より高い分離率を示した報告もある CTahvonen，1979; 

Wuら， 1984). 

これまでキャベツ種子の生産地と病原菌の汚染程度の

関連性を示した報告はない.唯一， Wu (1979)が台湾

内におけるキャベツの採種適地を検討する中で，各候補

地において生産された種子の病原菌による汚染率を調査

している. 日本は南北に長く，キャベツの低温を要する

花芽誘導に不適である温暖地，沖縄から，冬季の低温の

ためキャベツの採種栽培に不適な北海道も含んでいる.

その聞の採種地では，東日本よりも潟暖な西日本におい

て黒すす病菌の汚染本が高かった.

また，本研究では，キャベツ稜子から分離された黒す

す病菌以外の糸状菌でも，キャベツ子葉への人工接種に

よって病斑形成するものが認められた.それらの中では，

第耳主主の通り ，Fusαnumαuenαceumのみが，本邦に

おいてキャベツの病原菌としての報告がある.間菌によ

るキャベツの病害は，前述の通り，セル成型苗において

子から Fusαnum属菌を分離したが，分類や病原性につ

いての記載はなく，時禄を含んでいたかは不明である.

一方， Tahvonen (1979)もキャベツ種子から Fusarium

αuenαceumを分離したが，菌糸片を種子に付ー着させた

場合に病原性が認められなかったことを報告している.

Alternαnααlternαtα はキャベツ種子からしばしば

分離されている CHolzhausenら， 1974; Tohyamaら，

1995 ; Wu， 1979; Wuら， 1984). 本研究においても，

キャベツ子葉への接種によって病斑形成した菌株以外は

同定しなかったが，同菌様の盛i叢を形成する糸状菌が多

数分離された.本邦で分離された同菌をキャベツに接種

した;場合に病斑形成した例が報告されており

CTohyamaら， 1995)，同菌は，菌株によってはキャベ

ツ葉に対して EI和見感染すると思われる.時菌は表面殺

T3liした穂子から分離される;場合があり CHolzhausenら，

1974 ; Wu， 1979)，種皮表而に付着しているだけでな

く，感染していると思われる.

本研究でキャベツ穂子から分離された Rhizopus

orツzae，Aspergillus niger， Penicillium属菌 1菌株で

キャベツ子葉に病E証形成するものがあった. これらの菌

株も，長期保存の後に分離されることから，表面的な混

入ではなく，感染していると忠われた.Aspergillus属

菌，Penicillium属菌，Rhizopus属jlsiのキャベツ種子か

らの分離が既に報告されているが，それらの病原性の研

究はなされていない CHolzhausenら， 1974; Tahvonen， 

1979 ; Wu， 1979; Wuら， 1984).人工接種でキャベツ

子葉に病斑形成した AspergillusostiαnusとAspergillus

flαuus var. columnαris， Penicillium属蕗 1菌株は，殺

菌剤処理されていない新しい種子のみから分離された.

黒斑病菌 CAlternariabrαssicae CBerkeley) Saccardo) 

と根朽病菌 CPhomαlingαm) もよく知られたアブラナ

科作物の種子伝染性病原菌であり， しばしば 10%以上

の分離率となる場合も報告されている CHumpherson-

Jones， 1985; Jacobsenら， 1971; Poundら， 1951; 

Richardson， 1970 ; Tahvonen， 1979; Williams， 1967). 

国内でもセル成裂苦での被害が認められている(中野，

1998)が，両菌とも今回は分離されなかった.その理由

として，両歯による汚染がなかった，保存中に死滅した，

あるいは，今回の分離の条件下では時菌の生育が劣った

ことが考えられるが，いずれによるのかは不明である.

黒斑病菌については，アブラナとカラシナ種子において

は保存中に急速に汚染本が抵下することが報告されて

いる CShresthaら， 2003; Vishnuavatら， 1985). 
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日olzhausenら(1974) とTohyamaら(1995) も国内

産のキャベツ種子から黒斑病を分離できなかったが，イ

ギリスでは高い汚染率が報告されている (Humpherson-

Jones， 1985; Richardson， 1970). 同菌の汚染率には

気候が大きく影響していると思われる.ただし， 10ロッ

ト以上を用いたキャベツ種子の研究では，黒斑病菌より

も黒すす病T請が高率で分離される例が多数報告されてい

る (Holzhausenら， 1974; Humpherson-Jones， 1985; 

Maudeら， 1980 b ; Petrie， 1974; Poundら， 1951; 

Richardson， 1970; Tahvonen， 1979; Tohyamaら，

1995 ; Wuら， 1984). しかし，国内では，黒すす病菌

の干首主となり得るキャベツ以外の作物の穏子においては，

黒すす病菌以外の Altemαnα属菌が黒すす病菌よりも

高い率で分離されており (Tohyamaら， 1995)，開花

や採穏条件の違い，各Altemαnα属菌の宿主の選好性，

地理的分布の影響が推測される.

IV キャベツのセjレ成型育苗における病害の

発生生態と訪除対策

1 キャベツセル成型商の宵苗条件が黒すす病の

発生に及ぼす影響

キャベツのセル成型脊前においては黒すす痛の被害が

大きい.間病に対して効果的な防総対策を考えるために

は，育苗条件が向病の発生に及ぼす影響を杷握しておく

必要がある.キャベツのセル成型脊苦では，冬期には播

種後， トレイを 1~2 日照， 250C に保つ催芽処理が行わ

れている.この処理が汚染穂子からの黒すす病の発生に

及ぼす影響について調べた.また，セル成型育荏では，

ビートモスとノ〈ーミキュライトを主成分とした専用の培

養士が用いられるが(小林， 1995;塚田， 1990)，黒す

す病の発生には培養土の性質も影響すると考えられる.

そこで異なる培養土を用いた場合の種子汚染に7母国する

黒すす病発病への影響を調べた.さらに，同病は種子伝

染性であるが，種子汚染以外の伝染源の感染経路につい

ても検証しておく必要がある.そこで，本宣告では，黒す

す病蕗に汚染されたセルトレイ，培養土からの感染の可

能性も検討した.

a 材料と方法

1)キャベツセル成型苗の育苗と黒すす病菌の培養

新品の 128穴のセルトレイ，または 0.7g/l次亜塩素

酸カルシウムに浸演し，水洗いした後のセルトレイに，

ビートモスとノ〈ーミキュライトを主成分としたセル成型

育i'i'imの培養土(野菜養土 S，ヤンマー)をつめてキャ

ベツ種子を播種し，一晩 25
0Cの湿室に保って催芽処理

を行い，その後，ガラス温室で育苗した.ガラス温室は

1l~4 月の聞は最低気温が 16
0

C になるように加温した.

潅水は頭上潅水で行った.

接種やセルトレイ，種子の汚染にJiH、た黒すす病菌分

生子は， PSA上で 240C，2週間以上培養した問菌の菌

叢に蒸留水を加えてガラス棒でこすって得て，遠心分離

と蒸留水による懸濁・希釈によって濃度を調製した.

2)黒すす病菌汚染トレイが黒すす病の発生に及ぼす

主主~多翠官
尽シ望者

播穏 1週間後のキャベツセル成型苗に， 105偶Imlの

黒すす病菌の分生子懸濁液を!噴霧して一晩 250

Cの湿室

に保った後，ガラス温室で 2遊間脊苦を続けて発病させ

た.発病した苗占と培養土を取り除いた後のトレイを用い

てキャベツを育活し，播種 2週間後に発病状況を調査し

た.ここでは，前作発病涯と対照区各 l枚のセルトレイ

を用いた試験を 6反復行った.また， 10' frlil/mlの黒す

す荷菌分生子懸濁液に浸潰したセルトレイを風乾して育

に)FJい，播種 2週間後に，黒すす病の発生状況を調査

した.本試験では，汚染区・非汚染区各 l枚のセルトレ

イをJtJt、て， 5反復行った.

また，培養土を介した黒すす病の伝染の有無を調べる

ために，播種 l週間後のキャベツセル成型苗約 100株の

株元に 2x10"倒Imlの黒すす病菌分生子懸濁液 5mlを

洛注して， 10 B後に思すす簡の発生状況を調査した.

本試験は 2反復行った.

3 )培養土が黒すす病の発生に及!ます影響

10"偶Imlの黒すす病菌分生子懸濁液に減圧浸捜して

作製した汚染種子と非汚染種子也記I出のセル成型育苗

周培養土，または，園芸用の培養土として一般的に用L、

られる粒状の培養土(クレハ園芸培土，呉羽化学，以下，

粒状培土と略す)を充填したセルトレイに矯種して， 2 

週間育苗した後，黒すす病の発生状況を調査した.セル

成型育苗周培養土または粒状培土，汚染・非汚染種子の

組み合わせによる 4区について，各区セルトレイ l枚を

Jijt、た試験を 3反復行った.

4)催芽処理が窯すす病の発生に及ぽす影響

前出と同様に作製した汚染種子を播種後， 1日間 25
0

C

の湿室に保つ催芽処理を行った場合と，播種直後からガ

ラス温家で育苗した場合の，播種 2週間後の黒すす病の

発生状況を調査した.本試験は，催芽処理区と無処理区

で各 1枚のセルトレイを用いて 3反復行った.
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Table 7 Effects of infestation of tray with Alternαnα brαssicicolαon subsequent disease occu1'1'ence. 

Treatment to trays Germination (%) Diseased seedlings (%) 

Diseased plants in former 叩 ltivationa 72.1二と5.2 0.5ごと0.2

New 0r sterilized 77.0ごと7.1 0 

Artificially infested b 76.3土7.0 0 

New 01' sterilized 86.7土3.9 0 

a One-week-old cabbage seedlings on trays were inoculated with A. brαssicicola conidia， then cultivated for 2 weeks. After removal of the 
infected seedlings， cabbage seeds were sown in the sameむays.Dis回 sedseedlings were counted 2 weeks after sowing. 

b Cabbage seedlings were culti、atedon trays， which were soaked with conidial suspension C10' conidia/m!) of A. brαssicicolαDiseased 
seedlings were counted 2 weeks after sowing 

b 結果

1)黛すす病菌汚染トレイが黒すす病の発生に及ぼす

影響

黒すす病を発生させたセルトレイを無洗浄で再利用し

た場合，各 1枚のトレイを)I'Jいた 6回の試験について，

全播種数 768のうち発芽した 554株1:1:t3株のみで黒すす

病が発生し， トレイ当たりの発病本では 0.5%であった

(Table 7). 1印の試験当たりの発芽株数は，殺菌した

トレイまたは新しいトレイの l枚を使用した場合と差が

認められなかった.

思すす病菌分生子懸濁液に浸漬したセルトレイを用い

て予言.萌した場合には，各 1枚のトレイをJl'1L、た 51磁の試

験において，黒すす病の発病は認められなかった.

黒すす病菌の分生子懸溺液を，約 100株のキャベツセ

ル成型苗の株元にj袋詰した 2閤の試験で，外線上の病徴

を現した株は認められなかった.

2 )培養土が黒すす病の発生に及ぼす影響

セル成裂育百周培養士または粒状培土をつめたセルト

レイ I枚ずつに汚染種子を播種して育苗した 3同の試験

において，非汚染積子を播種した場合と比較して有意

(Tukeyの多重比較，P<0.05) に発芽数が少なくなっ

た (Fig.45). また，汚染穂子と非汚染穂子を播種した

場合とも，粒状培土よりもセル成型育苗用培養土の方が

発芽率が有意 (Tul王日yの多重比較，P<0.05)に高かっ

た.汚染種子を播種して，粒状培土とセル育苗用培養土

で育苗した場合，発病株数に差は認められなかったが，

枯死株数は粒状培土を用いた方が有意 (t検定，P

<0.05)に多かった.汚染種子を播種した場合，セル育

苗月j培養土の方が粒状培土よりも無病株数が多くなった.

3 )催芽処理が黒すす病の発生に及ぼす影響

汚染種子を播種して催芽処理を行って青苗した場合，

催芽を行わなかった場合と比較して有意 (t検定，P

<0.1)に黒すす病発病株が少なかった (Fig.46). 発

芽数には差が認められなかった.播穏数から不発芽と発
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Fig. 45 Disease occur1'ence on cabbage seedlings 
grown from seeds infested with Alternαna 
brαssicicolαon soil fo1' plug seedlings or on 
granulated medium soil. Infested seeds we1'e 
produced by soaking with a conidial suspension 
(106 conidia/ml) of the fungus. Symptoms 

we1'e assessed 2 weeks afte1' sowing.‘Diseased' 
includes seedlings with lesions and blighted 
seedlings. The double-aste1'isk (* *) indicates 
a statistically significant diffe1'ence (tωtest， Pく

0.05) between data fo1' blighted plants on the 
two different soils types. Diffe1'ent lette1's on 
bars fo1'‘Total' show that there is a statisti 
cally significant diffe1'ence (Tukey's multiple 
compa1'ison， P く 0.05).Expe1'iments we1'e 1'e 
peated 3 times. E1'1'o1' ba1's indicate standa1'd 
e1'1'o1's. 

病株数を除いた無病株数は，催芽処理命区で 1トレイ当た

り68.7株，催芽処理しなかった区で 41.3株となり，催

芽処理毘の方が多かった.

C 考 察

セル成型脊苗を大量に行っている施設ではセルトレイ

を再利用しているが，中野(1998)によりキャベツの根

朽病がセルトレイを介して伝染することが示唆されてい

しかし，本研究では，黒すす病苦iの分生子に汚染さる.
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Fig. 46 Disease occurrence on cabbage seedlings 
grown from seeds infested with Alternαna 
brαssicicola with or without germination inω 
duction. Infested seeds were produced by soak-
ing with a conidial suspension (106 conidia/mD 
of the fungus. Germination was induced after 
sowing by incubating trays overnight at 25

0

C 

Symptoms were assessed 2 weeks after sowing. 
The asterisk C *) on a bar for ‘Germination 
induction' shows the statistically significant 
difference Ct-test， Pく 0.1)from‘No induction' 
Experiments were repeated 3 times. E1'ror bars 
indicate standard erro1's. 

れたトレイや前作で発病したトレイを使用した場合にも，

時病が発生した株はわずかであった.前述の通り， rlJI仮

種子の多くは程度の差はあるものの黒すす病菌に汚染さ

れており，本試験では， WA上で権養した場合に黒す

す病菌の分離率が 5%以下であった種子を用いているが，

本試験での黒すす病の発生程度ならば穂子汚染による可

能性がある.これらのことから，黒すす病菌に汚染され

たトレイを介して時病が蔓延する可能性は低いと考えら

れる.

キャベツセル成型資苗の現場では，黒すす病により腔

軸が褐色に腐敗する病徴も見られたが，本研究では，培

養土に黒すす病菌の分生子を潅注した場合に病徴を示し

た株はなく，培養土を介しての伝染の可能性は低いと考

えられる.黒すす病菌は病斑上に大量の分生子を形成す

るが，これらの分生子が培養土に落下して二次伝染を引

き起こす可能性も低いことが推測される.また，セル成

型育苗では常に新しい培養土を用いるため，上述の旺輔1

に発生する病徴は汚染種子に由来したものと考えられる.

セル成型育苗用培養土と粒状培土のどちらを用いたと

きにも汚染種子を播穫した場合には，非汚染種子の場合

より発芽率が低下し，黒すす病菌による発芽阻害が示唆

された. しかし，汚染種子を用いた場合にも無病株が認

められ，種皮上における表面的な汚染の場合，必ずしも

発病に結びつく訳ではないことが示された.本研究で用

いた汚染積子は稜皮表面のみに黒すす病菌の分生子が付ー

着したものであると考えられるが，同商が種子の版部に

まで進入する率と育苗時の発病率に相関があると

Maudeら(1980b)が報告している.粒状培土を用い

た場合，セル成型育活用培養土の場合よりも発芽本が低

くなり，汚染種子では黒すす病によって枯死以外の病徴

を現した株の割合は同様であるものの枯死株率が高くな

り，症状が激しくなることが示された.使用した粒状培

土は適度な硬さの小粒に成型されており，水を含んだ場

合にも形状が崩れずに重くなる.これらの物理性により

発芽が阻害あるいは遅延され，その聞に汚染種子由来の

黒すす病菌が舷音11に感染し，さらなる発芽阻害や発芽後

の初期発病における疲状の激化をもたらした可能性があ

る.

播種直後の催芽処理を行わずに育苗した場合，催芽処

理した場合よりも不発芽，発病株とも多くなった.最終

的な発芽数では，処理，W;処理問で差は認められなかっ

たが，この試験は 12月の低満期に行ったため，催芽処

理，無処遇1の聞の生育差が大きく出たと忠われ，外観上，

無処理では発芽を含めて 1~3 日程度遅れている印象を

受けた.これらのことから，培養土に関する試験と同様

に，発芽の遅れによって黒すす病菌がJI主部へ感染する

能性が高まると考えられた.種子上における菌の生育が

速いことは Knox-Davies(1979) によっても観察され

ている.温度などの育苗条件によって発芽が速い品種を

選択することや，加j誌などにより発芽を促すことも黒す

す病の対策となろう.また， Knox-Davies (1979)は，

形がL、び、つな穂子や未熟な穂子では発芽不良となる率が

高く，黒すす病菌による汚染程度や実伎の発病率が高い

ことを報告しており，十分に成熟した種子を選別して用

いることも有効な黒すす病対策であると思われる.

2 底面給水による黒すす病の防除

セル成型育苦では，生育むらの防止や水管理の容易さ

から底面給水が注目されている.そのうち，セルトレイ

の培地部に対する水位を一時的に上げて水を染みこませ

た後，速やかに排水するエブ&フロ一方式を用いたキャ

ベツセル成型育苗が試みられている(藤原ら， 2001 a ; 

佐藤ら， 2002;吉詞ら， 2002). このエブ&フロー方式

による底面給水が，キャベツセル成型育富時の黒すす病

の発生に及ぼす影響を調べた.
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3)茎葉に付着した黒すす病菌分生子からの発病に底

冨給水が及ぽす影響

全株に黒すす病菌を接種して底面給水で育菌を続けた

場合には，頭上潅水と比較して，子葉に病徴を現した株

の割合が有意 (t検定，P<0.05)に低くなった (Fig.

49). 特に，株全体の枯死や子葉が枯れる激しい病徴を

示す株の割合が低かった.黒すす病菌をi噴霧した誼後に

湿安に一晩置いて底面給水した場合にも，頭上潅水と比

較して，発病株率で有意 (t検定，P<0.05)な差が認

められた.病斑形成率に差は認められなかったが，株全

体が枯死または子葉が枯れる激しい病徴を示した株の割

合が有意 (t検定，P<0.05)に低くなった (Fig.50). 

考 察

底面給水と頭上潅水で育苗した場合，汚染積子由来の

初期発病は海水方法の違いによる差が認められなかった

が，地上部におけるこ次伝染を含めた病徴進展は，底面

給水では抑えられることが示された.黒すす病菌は病斑

上に大量に分生子を形成することから，株間の接触と，

頭上潅水によって生じる飛沫とともに分生子が飛散する

ことにより二次伝染に至ることが推測できる. トレイ中の

一部の株のみに接種を行った試験では，頭上潅水でーは散

水される方向に従って症状の激しい発病株が広がったの

に対して，底面給水の場合，接種株とその近傍の株以外

Fig. 47 Disease occurrence on cabbage seedlings 
g1'own f1'om seeds infested with Alternαna 
brαssicicola with Ebb & Flow 01' ove1'head 
i1'rigation. Infest日dseeds we1'e p1'oduced by 
soaking with a conidial suspension 00 (i 
conidia/ml) of the fungus. With Ebb & Flow 
i1'1'igation， soil was soaked with wate1' f1'om the 
bottom of the t1'ays once a day. For ove1'head 
i1'1'igation， seedlings we1'e showe1'ed with water 
by a nozzle. Symptoms we1'e assessed 2 weeks 
afte1' sowing. Expe1'iments we1'e 1'epeated 4 
times. En、01'ba1's indicate standard e1'1'o1's. 

Irrigation 
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結 果

1)黒すす病菌汚染穣子由来の同病の発生に対する底

面給水の影響

黒すす病菌に人工的に汚染されたキャベツ種子を播種

したセルトレイ l枚を底面給水または頭上海水で育苗し

た場合， 4出の試験で，発芽と発病株数に差が認められ

なかった CFig.47). 

2)底面給水が黒すす病の二次伝染に及iます影響

セルトレイ中の一部の株のみに黒すす病菌の接穣を行っ

て頭上潅水で脊直を 2週間続けた場合，潅水の向きに従っ

て発病株が広がった (Fig.48). 底面給水の場合には，

発病株が被接種株以外にはほとんど広がらなかった.

材料と方法

1)黒すす病菌汚染種子由来の同病の発生に対する底

吾給水の影響

第 1節と関様に作製した汚染種子を播種して，頭上潅

水またはエブ&フロー方式による底面給水を行いなが

ら育苗して，播種 2週間後に黒すす病の発生状況を調査

した.エブ&フロー区，頭上潅水区とも各 1トレイを

用いた試験を 4反復行った.

2)鹿冨給水が黒すす病の二次伝染に及!ます影響

播種 1週間後のキャベツセル成型菌の lトレイ(128

セル)中の 4株ずつ 2簡所(計8株)にlOG偶Imlの黒

すす病菌分生子騒濁液を噴霧して 25
0

Cの湿室に一晩保っ

た後，温室内で頭上潅水またはエブ&フロ一方式によ

る底面給水を行L、ながら育苗を続けた.頭上潅水では，

トレイに対して常に閉じ方向から潅水した.接種 2避間

後にトレイ中の全株について黒すす病の発生状況を調査

した.各潅水処理区 1トレイを用いて 3反復の試験を行っ

fこ.

3)茎葉に付着した黒すす病菌分生子からの発病に底

苗給水が及ぽす影響

播種 1週間後のキャベツセル成型直に， 105偲Imlの

黒すす病菌分生子懸濁液を噴霧して，その直後から撮室

内で，頭上海水またはエブ&フロー方式による鹿面給

水を行って 2週間育苗を続け，黒すす病の発生状況を調

べた. この試験は約 60株の百を舟いて 3反援行った.

また，同様に!噴霧接穏後， 25
0
Cの湿室に一晩保った後に

温室において頭上潅水または底面給水で育苗を 2週間続

け，黒すす病の発生状況を調査した.本試験は，約 60

株を用いて 4反復行った.

b 

a 
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Fig.48 Incidence of diseased seedlings caused by Alternαnα brαssicicolαin each tray with 
Ebb & F10w or overhead i1'rigation. Eight seed1ings (x) in trays we1'e inocu1ated by 
spraying. with conidia of the fungus. Symptoms on seed1ings were assessed 2 weeks 
afte1' the inoculation and classified as seedlings with dots on leaves (0)， seed1ings with 
1esions on 1eaves (⑧)， seed1ings with b1ighted 1eaves (閤)and b1ighted seed1ings (..t..). 
Di1'ection of ove1'head i1'1'igation by showe1'ing was constant f1'om 1'ight ove1' to 1eft 
be10w in these figures. 
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Fig. 50 Disease occu1'1'ence and symptoms on cab-
bag日seedlingscaused by Alternαria brαssicicolα 
with Ebb & F10w or ove1'head i1'1'igation afte1' 

infection with the fungus. Onかwee必oldcab-
bag日seedlingswe1'e inocu1ated by sp1'aying with 
conidia1 suspension (105 conidia/ml) of the 
fung・us.The seed1ings we1'e kept moist ove1'-

night to p1'omote infection. Seedlings we1'e then 
kept in a g1'eenhouse and symptoms investi 
gated 2 weeks afte1' the inocu1ation. Symptoms 
we1'e catego1'ized as seedling blight (盟)， coty1e叩

don blight (翠)including seedling b1ight， coty 
1edon 1esions (;チ)including both above， and 
tota1 (口)including dots on cotyledons and all 
th1'ee above. Doub1e-aste1'isks (* *) on bars for 
‘Ebb & F1ow' show a statistically significant 
diffe1'ence (t-test， Pく 0.05) from ‘Overhead'. 
Expe1'iments were repeated 4 times. E1'1'or ba1's 
indicate standa1'd e1'1'o1's. 

Irrigation 

Fig. 49 Effect of Ebb & F10w or ove1'head irriga-
tion systems on disease occu1'rence and symp-
toms caused by Alternαria brassicicolαon 
cabbage seed1ings inocu1ated under d1'Y condi-
tions. One-weel←old cabbage seed1ings were 
inocu1ated by spraying with a conidia1 suspen-
sion 005 conidia/ml) of the fungus. The seed-
1ings we1'e kept in a greenhouse and symptoms 
on the seedlings were investigated 2 weeks 
afte1' the inoculation. Symptoms we1'e catego-
rized as coty1edon b1ight (露)， coty1edon 1esions 

including blight， and tota1 (口)including 
cotyledon dots and both above. Doub1e-
aste1'isks (* * ) on ba1's fo1'‘Ebb & F1ow' show 
a statistically significant diffe1'ence (t-test， Pく

0.05) from‘Overhead'. Experiments we1'e 1'e-
peated 3 times. Error bars indicate standard 
e1'1'ors. 
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で新たに発病した株はほとんど認められず，分生子の飛

散による二次伝染がほぼ完全に抑えられた.また，接種

直後から被接種株を乾燥しがちなガラス温室内で育苗し

た場合にも， J底面給水では頭上潅水と比較して黒すす病

の発病や症状の激化が顕著に抑えられ，地上部の 1日l

度の潅水時の濡れや頭上潅水による高湿度化を防ぐだけ

でも黒すす病の抑制に効果があることが示された.接種

後に，黒すす病菌が感染しやすい湿室に一晩置いて感染

を成立させてから底面給水で育萌した場合にも，主主上海

水と比較して，激しい病徴を現した株が少なかった.病

斑が子葉の葉柄を伝って睦鞠"にまで至るような激しい病

徴は，子葉上の初期病斑で形成された分生子が潅水によっ

て流れたことによる二次伝染の結果と推測できるが，底

面給水ではこのような二次伝染が抑えられたと考えられる.

3 黒すす病の訪除効果がある殺菌剤の検討

キャベツのセル成型育苗で大きな被害を与えている黒

すす病の殺菌剤による防除に関する報告は，国内では種

子に対する処理に関するもののみで， 2004年まで適用

登録された殺菌剤がなかった(黒田ら， 1998). その後，

キャベツのセル成型苗に対しては， 2004年にポリオキ

シン複合体の種子処理と散布が適用登録された. しかし，

1剤のみでは使用回数が制限されることもあり，十分な

防除は難しい.また，薬剤耐性菌の出現も危慎される.

そのため，黒すす病に適用できる殺菌剤の登録を増やす

ことも，間病のi坊除には必要である.本節では，応急、的

な適用拡大も視野に入れ，キャベツの糸状菌椅害に対し

て既に適用登録がある殺菌剤の黒すす病防除効果を検討

した.

a 材料と方法

1)培地上での窯すす病菌の生育に殺直前が及iます影響

PSAで 24
0

C，2週間以上培養した黒すす病菌の菌護

を水中でこすって得た分生子懸溺液を， 19種類の殺菌

剤 (Table8) をキャベツでの使用濃度で含ませた WA

に塗沫して， 24
0

Cで 24または 48時開培養した後，顕微

鏡で観察した.各薬剤 100{闘の分生子についての観祭を

4反復行った.また，直径 5mmの問1誌の PSA培養ディ

Table 8 Fungicides registered for use on cabbage in Japan and evaluated 

for effects on Alternαnα brαssicicolα 

Fungicide Maker 
use 

Chlorothalonil Sumitomo Chemical Garden Products 400 PeronosporαpαrαS!t!Cα 

Copper nonylphenol sulfonate Yonezawa Chemical 600 Peronosporαpαrαs!twα 

Validamycin Sumitomo Chemical Garden Products 62.5 Rhizoctoniαsolani 

Thiophanate-methyl Kumiai Chemical Industry 700 Sclerotiniαsclerotiorum 

Fultolanil Nihon Nohyaku 500 Rhizoctoniαsolαm 

Copper oxychloride Nissan Chemical Industry 1500 
Peronosporαpαrαs!twα， 
Alternαnα brαss!cae 

Fosetyl-aluminium Nippon Soda 1600 

Iprodione Yashima Chemical Industry 500 Sclerotiniαsclerotiorum 

Mancozeb Kumiai Ch日micallndustry 1500 Peronospor‘αpαrαsiticα 

Benomyl Sumitomo Chemical Garden Product 250 Sclerotinia sclerotiorum 

Procymidone Sumitomo Chemical 500 Sclerotinia sclerotiorum 

Tolclofos-methyl Hokko Chemical Industry 1000 Rhizoctoniαsolαm 

Metalaxyl Syngenta 200 Pythium spp 

Polyoxins Kaken Pharmaceutical 200 Alternαnα br，αssicicolα 

Iminoctadine Kumiai Chemical Industry 500 Sclerotiniαsclerotiorum 

Mixture of mancozeb and metalaxyl Sankyo Agro 
1100 (mancozeb)， 

Peronosporαpαrαsiticα 
200 (metalaxyJ) 

Mixture of oxadixyl and copper 
Hokko Chemical Industry 200(oxad0lx) yl)， Per・onosporαpαrαsiticα

oxychlorid日 (CO) 1346 (C 

Mixture of oxadixyl and 
Sumitomo Chemical Garden Products 64(oxadIxNy) i)， PeronosporαjJαrαS!t!cα 

chlorothalonil (TPN) 320 (TP 

Mixture of iminoctadine (Im) 
DIC 

50 CIm)， 
Peronospora parαSLt!Cα 

and copper oxychloride (CO) 1470 (CO) 

a Concentration registered for use on cabbage 
b Fungicides legally permitted in Japan for use on cabbage for protection from target pathogens 
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スクを，同様に殺菌剤を含ませた PSAで 240C，7日間

培養して菌叢甚径を測定した.本試験は 8反復行った.

2 )キャベツセル成型苗における各殺菌剤の防除効果

19種類の殺菌剤の予防効果を調べるために，播種 9

B後(子葉展開期)のキャベツセル成型苗に，各殺菌剤

のキャベツにおける使用濃度 (Table8)に調製した水

溶液を散布し，翌日， 10o倒Imlに調整した黒すす病菌

の分生子懸溜液を噴霧して 250Cの混室に一晩置いた後，

ガラス温室で育苗を続け，接種の 9日後に痛徴を調査し

た.また，時殺菌剤の治療効果を調べるため，播種 10

日後のキャベツセル成型直に，上述と伺様に黒すす病弱

を接種し，接種の 2日後に殺菌剤を散布し，その後 71ヨ

潤ガラス議実で育苦して病徴の調査を行った.病徴調査

の結果より，各殺菌剤について，病徴別に 10:発病な

し， 1 子葉に微小点あり， 2:子葉に病斑あり， 3:子

葉が枯死して茎に病斑が進麗， 4:苗全体が枯死jの発

病指数を与え，

発病度ニ2::(発病度別株数×指数)ム(調査株数X4)x 100 

l坊!制国立1-(発病度÷無散布の発病度)

の式により防除舗を算出し，各殺菌剤について，約 30

株を用いた 4囲の試験の王子均値を求めた.

b 結果と考察

1)埼地上での窯すす病菌の生育に殺菌剤が及ほす影響

ホセチルCfosetyl時 aluminium)，TPN (chlorothalonil)， 

ノニルフェノールスルホン酸銅 (coppernonylphenol 

sulfonate) ，マンゼブ (mancozeb)，イミノクタジン

Ciminoctadine) ，オキサジキシル・ TPN混合 (mixture

of oxadixy 1 and chlorothalonil)，マンゼブ・メタラキ

シル混合剤 (mixtureof mancozeb and m日talaxyl)の

各殺菌剤を含ませた WAで黒すす病菌の分生子を 24時

間培養した場合，分生子の発芽が完全に抑制された

(Fig. 51).ポリオキシン謹合体 (polyoxins)，イプロ

ジオンCiprodion巴)，イミノクタジン・鋼混合剤 (mix-

ture of iminoctadine and copper oxychloride)，銅

(copper oxychloride)， オキサジキシル・銅混合剤

(mixture of oxadixyl and copper oxychloride)でも，

不安定ながら，殺薗斉j無添加と比較して発芽が抑制され

た.他の殺菌剤では分生子の発芽組害は認められなかっ

た. 48時間後の観察ではポリオキシン擾合体，イプロ

ジオン，鍋，イミノクタジン，イミノクタジン・鋸混合

弗U，オキサジキシル・銅混合剤では発芽率がやや上昇し

た.ホセチル， TPN，ノニルフェノールスルホン酸鋸，

マンゼブ，オキサジキシル.TPN混合，マンセ、ブ・メ

タラキシル混合剤では， 48時間後でも発芽が認められ

なかった.錦剤では発芽した富糸が数珠状，フルトラニ

ル (fultolanil)とポリオキシン援合体では球状となり，

また， トルクロホスメチル (tolclofos“methyl)では分

校が多くなる異常が認められた (Fig.52). 

ホセチル，イプロジオン，ポリオキシン複合体，イミ

ノクタジンを含む PSA上では 7日後の菌叢生育が l

mm以下となり，菌叢生育がほとんど認められなかっ

た.チオファネートメチル (thiophanateωmethyl)と

メタラキシル (metalaxyl)では，殺額弗j無添加の場合

と菌叢直径が関等で，菌叢の生育担害が認められなかっ

た.他の殺鴎剤では，ある程度の菌叢の生育阻害が認め

られた (Fig.53). 

2)キャベツセル成型苗における各殺菌剤の防除効巣

キャベツセル成型苗に黒すす病菌を接種する 1EI前に

トjレクロホスメチノレ，イフロジオン，イミノクタジン，

ポリオキシン複合体，マンゼブ・メタラキシル混合剤を

散布した場合には，無病徴株の率，防除価とも高くなり，

これらの殺菌剤による予防効果が高いことが示された

(Fig. 54). プロシミドン Cprocymidone)，マンゼブ，

イミノクタジン・銅混合部，オキサジキシル.TPN混

Chlorothalonil 

Mixture of oxadixyl and chlorothalonil 

Mixture of mancozeb and metalaxyl 

Fosetyl-aluminium 

Mancozeb 

Copper nonylphenol sulfonate 

Iminoctadine 

Mixture of iminoctadine and COに二Jli

Polyoxinsι砕叶

Copper oxychlorideト一一一--=一寸
Iprodione I 

Mixture of 0抽出xyland CO 

Metal剖 yl

Procymidone 

Tolclofosωmethyl 

Flutolanil 

Benomyl 

Thiophanate-methyl 

Validamycin 

No chemical 

o 20 40 60 80 100 

Conidial germination (弘)

Fig. 51 Effects of fungicides on conidial germina-
tion of Alter・nαriabrαssicicolα. Figure shows 
germination frequency of A. brassicicola 
conidia on 1.5% agar including fungicide， after 
24同hoursincubation at 24

0

C. For concentra-
tions of the fungicides refer to Table 8. CO as a 
component of mixtures refers to copper 
oxychloride. Experiments were repeated 4 

times. Error bars indicate standard errors. 
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合剤でも高い防除価が得られたが，前出のものよりは効

果が不安定であった.ベノミル Cbenomyl)，メタラキ

シルでは子葉に現れる病徴が，無散布の場合と差がなく，

防除効果が全く認められなかった.パリダマイシン

C validamycin) ，チオファネートメチル，ホセチルも防

除価が低く、防除効果がないと考えられた. TPN，銅，

フルトラニル，オキサジキシル・銅混合，ノニルフェノー

ルスルホン酸銅は，効果が認められた場合もあったが，

不安定で黒すす病の防除には不適であると考えられた.

TPNとマンゼブを含む殺菌剤では分生子の発芽阻害が

推測されたが，培地上で分生子発芽の阻害率が高かった

ホセチル，ノニルフェノールスルホン酸銅による防除効

果は小さかった.これらのことより，黒すす病に対する

予防剤としては，イプロジオン， トルクロホスメチル，

回

イミノクタジン，ポリオキシン複合体，プロシミドン，

マンゼブを含む薬剤が有効であると考えられた.

接種の 2日後に各殺菌剤を散布して，病徴進展の抑制

効果を検討した場合には，接種前の散布と比較して，概

して病徴が激しくなった.この場合は，プロシミドンで

無病徴株の割合，防除価が最も高くなった CFig.55). 

プロシミドンにはやや劣るものの，イプロジオン， トル

クロホスメチル，マンゼブ・メタラキシル混合剤でも子

葉の病徴が軽減されたが，試験の反復聞で効果にばらつ

きが見られた.ポリオキシン複合体，パリタ'マイシン，

マンゼブなどでも病徴の軽減効果が認められる場合があっ

たが，その効果は低かった.他の殺菌剤では病徴の軽減

は認められず，黒すす病の防除には不適であると考えら

れた.また，接種後に殺菌剤を散布した場合の防除効果

o 

Fig. 52 Effects of fungicides on morphology of conidial germination of AlternαTlα 
brαssicicolα. Conidia of the fungus were incubated for 24 hours at 240

C on 1.5% agar 
CW A) including fungicides at concentrations shown in Table 8. 
1. Germination on W A without fungicide Cscale: 100μm). 

2. Bead-like hyphae on WA with copper oxychloride Cscale: 50μm). 
3. Swelling hyphae on W A with flutolanil Cscale: 50μm). 
4. Over-branching hyphae on WA with tolclofos-methyl Cscale: 100μm). 
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と，分生子発芽や菌叢生育の阻害には相関性が認められ

なかった.以上の結果より，黒すす病菌感染後の病徴抑

制にはプロシミドンが最適であり，イプロジオンとトル

クロホスメチルも有効である.また，マンゼブとメタラ

キシルは単剤では防除効果が低かったが，混合剤では高

い効果が得られた.

本試験中には，使用した殺菌剤による薬害は認められ

なかったが，育苗施設においてはマンゼブや錦剤による

と思われる薬害が認められており，高温期には注意が必

要である.また，培地上の抱子発芽や菌叢生育の阻害程

度と，植物に散布した場合の防除効果は栢関性がない場

合が多く，有効な薬剤のスクリーニング時には，植物上

での効果を検討しなければならないことが示された.

4 ポリオキシン複合体のキャベツセル成型苗の黒

すす病!こ対する適用拡大のための効果判定試験

ポリオキシン複合体は多くの作物の Alternαnα属菌

による病害に対して，適用されており，黒田ら (998)

により，キャベツの黒すす病菌汚染穏子を当剤に浸漬す

ることで消毒効果が得られることも示されている.本部
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Fig. 53 Effects of fungicides on mycelial g1'owth of 
Alternαnα brαssicicola. Mycelial discs (5-mm 
diamete1') of the fungus we1'e incubated on PSA 
including fungicide. Fo1' concent1'ations of the 
fungicides 1'efe1' to Table 8. CO as a component 
of mixtures 1'efe1's to coppe1' oxychlo1'ide. The 
colony diamete1' was measu1'ed afte1' 7 -days 
incubation at 24

0

C. Expe1'iments we1'e 1'epeated 
8 times. E1'1'o1' ba1's indicate standa1'd e1'1'o1's. 

のキャベツセル成型苗の黒すす病に対する適用拡大が期

待され，そのための効果判定試験を行った.本試験は日

本植物防疫協会による「新農薬実用化試験Jによって行

われた.

a 材料と方法

播種時散布の効果を判定する試験では， 106倒/mlの

黒すす病菌分生子懸濁液に浸漬して作製したキャベツ汚

染稜子をセルトレイに播種し，その直後に 1トレイ当た

り500mlのポリオキシン複合体水和剤(有効成分

50%) 1，000倍希釈液を散布した.その後ガラス室内で

3週間育苦して発病状況を調査した.苗散布での効果を

Benomyl 

Metalaxyl 1=ゴー→

Validamycin I.~....." .f三丑ー吋

Thiophanate-methyl Iぷ丘学三洋とナイ

Fosetyl-aluminium ~己証云云云一一→

Copper nonylphenol sulfonate 刊紙納級以燃燃れド一周
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Flutolanil 

Copper oxychloride 
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Mixture of oxadixyl and chlorothalonil 
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Fig. 54 Effects of t1'eating cabbage seedlings with 
fungicide p1'io1' to inoculation with Alternαna 
brαssicicolα. Seedlings we1'e t1'eated with fungi-
cide 9 days afte1' sowing， then inoculated with 
the fungus by sp1'aying with conidia 10 days 
afte1' sowing. Fo1' concent1'ations of the fungi同

cides 1'efe1' to Table 8. CO as a component of 
mixtu1'es 1'efe1's to coppe1' oxychlo1'ide. 
Symptoms on the seedlings we1'e assessed 9 
days afte1' the inoculation acco1'ding to a 0-4 
scale: 0; no symptom， 1; dots on leaves， 2; 
lesions on leaves， 3; blight of leaves and 4; 
blight of whole seedlings. Disease seve1'ity and 
p1'otection 1'ate we1'e then calculated using the 
equations below， 
Dis巴aseseve1'ity= l: [(no. of seedlings with巴ach
symptom) X indexJ / [4 X (total no. of seed回

lings) ] 
P1'otection 1'ate口 1-(disease seve1'ity fo1' each 
t1'eatment) / (disease seve1'ity fo1' no t1'eatment) 
Expe1'iments we1'e 1'epeated 4 times. E1'1'o1' ba1's 
indicate standa1'd e1'1'o1's. 
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調べる試験では，同様の種子を播種後 l避間ガラス室内

で育苗して子葉展開期まで生育した苗に当剤の 2，500倍

希釈液を 1トレイ当たり 500ml散布し， さらにその 1

週間後，第 l葉展開期の苗に 2回目の散布を間最行った.

その後， 1遊間育苗を続け，発病状況を調査した.播種

時土壌潅注・苗散布・無散布区とも各 1トレイを用いて

3反復の試験を行った.

発病状況の調査では，病徴別に 10:発病なし， 1:子

葉に病斑あり， 2:子葉が枯死， 3:子葉が枯死して茎に

病斑が進展， 4:苗全体が枯死Jの発病指数を与え，

発病度=エ(発病度別株数×指数)十(誠査株数X4)x 100 

防除価 1 (発病度÷無散布の発病度)

の式により妨|徐価を算出した.
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Fig. 55 Effects of fungicide treatment applied to 
cabbage seedlings after inoculation with 
Alternαnα brαssicicola. Seedlings were inocu-
lated with the fungus by spraying with conidia 
9 days after sowing and then treated with each 
fungicide 11 days after sowing. For concentra-
tions of the fungicides refer to Table 8. CO as a 
component of mixtur盲目 refers to copper 
oxychloride. Symptoms on the seedlings were 
assessed 9 days after the inoculation according 
to a 0-4 scale: 0; no symptom， 1; dots on leaves， 
2; lesions on leaves， 3; blight of leaves and 4; 
blight of whole seedlings. Disease seve1'ity and 
protection rate were then calculated using the 
equations below， 

Disease severity= I [(no. of seedlings with each 
symptom) X indexJ / [4 X (total no. of s巴ed-
lings) ] 
Protection rate=l (disease severity fo1' each 
t1'eatment) / (disease seve1'ity fo1' no t1'eatment) 
Experiments were 1'epeated 4 times. E1'ror bars 
indicate standa1'd e1'1'o1's. 

b 結果と考察

汚染穂子を播種して 3週間セル成型脊苗を行った場合，

3反復の発病株率は平均 95%で，発病度は 37.8となっ

た (Table9). ポリオキシン複合体 1000倍希釈液を播

種直後に散布した場合では，発病株率が 23.1%，発病

度が 7.0となり，発病度より無処理に対する防除価を算

出すると 81.5%となった.富に 2500倍液を 2回散布し

た場合は，発病株率が 35.4%，発病度が 9.6となり， [:坊

徐価が 74.6%と算出された.

ポリオキシン題合体 1，000倍希釈液の播積後散布，

2500倍希釈液の高散布は無散布i豆と比較して防除効果

があり，実)i3'1生があると判定された.当剤による薬筈や

汚れは認められなかった.本剤では発芽後の散布よりも，

播種時の散布効巣が高く，穂子伝染性病害に対する初期

防除の重要性が示された.本研究や，他場所の同様の研

究により(黒田ら， 1998;日本植物防疫協会編， 2001; 

2002 ; 2004)， 2004年にポリオキシン複合体について，

キャベツの黒すす病に対して，種子浸漬，土壌潅注とセ

ル成型菌への散布による使用登録が得られた.

5 ヒドロキシイソキサゾールによるピシウム腐敗

病の防除

本研究によりキャベツのセル成型苗においても

Pythiumα:phαnidermαtumによるピシウム腐敗病が発

生することが認められた.民病は水を介して急速に伝染

して大きな被害をもたらす場合がある. しかし，持病に

対して適用登録のある殺菌郁はなく， I坊l徐が国難である.

ヒドロキシイソキサゾールは作用機作が明らかにされ

ていないものの，数種の Pythium属菌による病害に対

して肪徐効果を示し (Nakanishiら， 1983)，キャベツ

ピシウム腐敗病爵と荷積の Pythiumαphαnidermαtum

によるタバコ舞病，ホウレンソウ立枯病に対して適用登

掠されている.本剤のキャベツセル成型苗のピシウム腐

敗病に対する関除効果も既に認められている(山内ら，

1998)が，本節ではヒドロキシイソキサゾール 30%液

剤 (HIX) を用いて，より実用に却した処理での防除

効果と，効梁の時時的な特性を検討した.

a 材料と方法

1)訪除効果の検討

梅雨明け後の高温期にガラス室内でキャベツのセル成

型苗を育苗し，播種 11または 6日後に， 1，000または

500倍希釈した HIXを Iトレイ当たり 500ml散布し，

その l日後にピシウム腐敗病菌を培養した約 5mm角
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Table 9 Effects of polyoxins on diseases of cabbage seedlings grown from seeds 

infested with Alternαria brαssicicolα 

Treatment 

Pour巴don soil 

just after sowing 

Sprayed onto 
seedling's 

None 

Dilution a Repeat 

1 

2 
1000 

3 

1 

2 
2500 

3 

a A formulation including 50% polyoxins was used 

NO.of 

104 

107 

113 

108 

86 

115 

100 

100 

101 

104 

92 

99 

Diseased 
(%) 

33.7 

19.6 

15.9 

23.1 

37.2 

33.0 

36.0 

35.4 

99.0 

91.3 

94.6 

95.0 

Severity b 

12.5 

4.6 

4.0 

7.0 

9.8 

9.1 

9.8 

9.6 

42.8 

29.8 

40.8 

37.8 

Protection 
rate (%)c 

81.5 

74.6 

b Symptoms on the seedlings were recorded 3 weeks after sowing and each symptom assigned a value accor仁lingto a 0.4 scale: where: 0; 
no symptom， 1; lesions on cotyledons， 2; blight of cotyledons， 3; cotyledon blight with lesion on hypocotyls and 4; blight of whole 
seedlings. Disease severity was calculated using the following equation: 
Disease severity~ L: [(no. of seedling's with each symptom) X indexJ/ [4 X (total no. of seedlings)J X 100 

C Protection rate was calculated using the following equation: 
Protection rate~l- (disease sevel'ity for each treatment) / Cdisease severity for no treatment) 

の PSA培養片を lトレイ中の 32セルの培地表面に置

いた.同時に，同菌を培養した PSA上にキャベツ苗ま

たは本葉を貰いて作製したJ割弱組識とともに， トレイを

水に浸して接種を行った.その 13日後に立ち枯れ株数

を諮査した.立ち枯れ率から{防除価=1-(処理区立ち

枯れ率÷無処理立ち枯れ率)}の式により防除価を算出

した.各区 lトレイを用い，橋穏 111:1後薬剤散布の試

験は 1自， 6日後散布の試験は 2間行った.

薬剤散布を 2担行う試験では，播種 7日後に HIXの

l回目散布を行い，その l日後に接種を行った.その接

種の 6日後に再び薬剤散布を行い， 2回目散布の 7日後

に立ち枯れ株数を調査した.本試験は各125:1トレイを用

いて 3反復行った.

2 )防除効果の経時変化

キャベツセル成型苗において播穣後から 101:1の聞に，

HIXの 1，000または 500倍希釈液を 1トレイ当たり 500

ml， 1回散布し，播種 7日後に約 5mm角のピシウム腐

敗病菌の PSA培養片を睦判lに付着させて 30
0Cの湿窓に

4臼間保った後，立ち枯れ株主容を調査した. 1，000倍希

釈液の試験では 1区約 30株を用いて 3反復， 500倍希

釈液の試験では 5 反復行った.また，播種後 5~11 臼の

間に l回， HIXの 1，000または 500倍希釈を lトレイ

当たり 500ml散布し，播種目日後にピシウム腐敗病菌

の PSA培養片を旺車IIIに付着させ， 30
0

Cの湿室に 4日間

保った後，立ち枯れ率を調査した. 1，000倍希釈液の試

験では 1区約 30株を)11t、て 4反復， 500倍希釈液の試

験では 5反復行った.さらに，より長期の HIXの効果

を調べるために，播穏 5日後のキャベツセル成型苗に

HIXの 500倍希釈液を散布して，その 9，12または 15

日後にピシウム腐敗病菌の培養片を肱l/iillに付着させて

30
0

Cの混室に 4日間保った後，立ち枯れ率を調査した.

本試験では，各区約 30株の苗を用いて 3反復行った.

3 )培地上における HIXのピシウム腐敗病菌菌叢生

育抑制

HIXを体積比で 1/500または 1/1，000含む PSA上で

i直径 5mmのキャベツピシウム腐敗病弱蔚叢ディスク

を 30
0

Cで 24時間培養して菌叢直径を， 6反復計測した.

b 結 果

1)防除効果

1回散布の試験のうち，播種目日後に HIXを処理し

た 1回目の試験では，無散布区の立ち枯れ率が 33.6%

となり，処理区の立ち枯れ率はほぼ 0%となった

(Table 10). 播穣 6日後に HIXを処理した 2囲の試験

では，無処理区の立ち枯れ率が 64.2%と86.7%，1，000 

倍液処理区で 30.3%と36.8%となり 2闇の試験で同様

の結果が得られた. 500倍液では 46.2%と72.9%で効果

がぱらついた. 3回の試験の関除価平均は 500倍液処理

で 47.1， 1，000倍液で 70.1となった.

2四散布の試験では，平均立ち枯れ率は無処理区で
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Table 10 Effects of hyd1'oxyisoxazole on damping司 offof cabbage seedlings 

afte1' inoculation with Pythiumα:phαnidermαtum" 

Dilution of chemical 

Tre浪tmentb Experiment 
500 

Damping-off Protection 
(%)c rate (%)d 

Single 0.8 97.6 

2 46.2 28.0 

3 72.9 15.8 

47.1ごと31.2'

Double 1 13.4 

2 12.8 

3 14.2 

13.5土0.4 61.3f 

1000 

Damping-off Protection 
(%)c rate (%)<1 

o 100 

30.3 52.8 

36.8 57.5 

1.6 

2.4 

0.8 

1.6土0.5

70.1土18.4c 

95.4 f 

No chemical 

Damping'-off 
(%)c 

33.6 

64.2 

86.7 

29.7 

28.5 

46.6 

34.9ごと5.8

" Hypocotyls of 32 seedlings in a tray 028 plugs) were inoculated with mycelialぷsc(5 x 5 mm) of the fungus. In addition， the tray was 
soaked to water with cabbage leaves infected with the fungus 

b A formulation including 30% hydroxyisoxazole was used for treatment 1 day before the inoculation. In double treatments， the 
fungicicle was used again 6 clays after the inocnlation 

c Seecllings dampecl旬。ffwere countecl 2 weeks after the inoculation 
<1 Protection rate was calculatecl by the following equation: 
Protection rate~l -Cfrequency of seedling's dampecl-off for treatment) / Cfrequency of seedlings clampeclωoff [or no treatment) 

c 1n tests for single treatment， experiments were repeatecl three times separately， so protection rates [or each l'epeat was averagecl. 
f 1n tests for double treatments， three repeats were simultaneous， so a protection rate was calc日lateclfrom an average of clamping-off 
fre司uenciesfor the repeats 

34.9%， 500倍液処理区で 13.5%，1，000倍液区で1.6%

であり，防除価は 500倍液区で 61.3，1，000倍液区で

95.4となった. これらの結果から， HIXの 1間散布よ

り2四散布でキャベツ苗のピシウム腐敗病に対する妨|徐

効果が高くなること， 500 倍液よりも 1，000倍液処理で

防徐効果が安定することが示された.また，発病率が低

い場合には，ほぼ完全に防除できることも示唆された.

ただし， 500倍希釈液では，葉の周縁が白色に枯れる薬

害が認められた.

2)防除効果の経時変化

全苗に病原菌蕗l叢を付着させて滋室に保った試験では，

J!Pi処理区において，温室内の試験よりも立ち枯れ率が安

定して，平均 65~85% となった. このような条件で，

播種直後から HIXの 1，000倍希釈液を 1間散布した場

合，播種の 3~9 日後，すなわち接種の 4 日前~2 日後，

500倍希釈液散布では播種Bから播種 9日後，すなわち

接種 7 日前~2 日後に防除効果が認められた (Fig. 56). 

特に接種 4日前~当1:1に散布した;場合の防除価は 40以

上となり安定した. しかし，病勢が進展した接穣3日後

の散布では効果が劣った.播種直後の培養土表面に

HIXを散布した場合， 1，000倍希釈液よりも 500倍希釈

液の残効性が高かった.播種 5日後の子葉展開JtJiから

HIXを 1田散布した試験では，全体的に防総価がやや

低かったが， 1 ， 000 倍希釈液で 27~45 ， 500倍希釈液で

26~63 となり，接種 6 日前~当日の散布である程度の

A 
EE100 

3ZLU - 80 
60 

吉co 40 

ぢLqm3 2O 

0.. 0 

B 
会 100

S 悶 80 

ぢぢE。、一 判6C 
20 

0.. 0 

O 

O 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Day after sowing for treatment 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Day after sowing for treatment 

Fig. 56 Effects of hyd1'oxyisoxazole t1'eatment 

applied just afte1' sowing， on damping同 offof 

cabbage seedlings caused by Pythium 
αphαnidermαtum. Soil and seedlings we1'e 

t1'eated with a fo1'mulation of 30% 

hyd1'oxyisoxazole diluted by 500 (A) 01' 1000 

(B) times. lVIycelia of the fungus we1'e used to 

inoculate seedling hypocotyls 7 days afte1' sow-

mg¥Damping-off of the seedlings was assessed 

4 days afte1' the inoculation and p1'otection rate 

was calculated using the following equation: 

P1'otection rate=l (f1'equency of seedlings 

damped-off fo1' t1'eatment) / (f1'equency of seed-

lings damped-off fo1' no t1'eatment) 

Expe1'iments we1'e 1'epeated 5 times fo1' 500-times 

dilution OI・ 3 times fo1' 1000開 times dilution. 

E1'1'o1' ba1's indicate standa1'd erro1's. 
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防除効果が認められた (Fig.57). 1，000倍希釈液を播

種産後から処理し始めた場合よりも，子葉展開後から処

理を始めた方が，接種の 5~6 日前処理時の防除効果が

高く，培養土を介さずに苗に直接散布した方が防徐効果

が持続した. 500倍希釈液を処理して 9，12， 15日後の

接種では，防除価が 2~17 で防除効果が認められなかっ

た

3)培地上での菌叢生育抑制

HIXを 1/500含む培地で，キャベツピシウム腐敗病

菌を 30
0

C，24時間培養した場合の菌叢直径は 23.1ごとl.2

mm， 1/1，000含む培地では 3l.0ごとl.4mm，薬剤を含ま

ない場合には 75.6土0.7mmとなり，日IXを含む培地で

は菌叢生育が遅延した (Fig¥58).

C 考察

HIX は病原菌の生育を完全に阻害するものではなく

(Nakanishiら， 1983)，植物の抵抗反応と相まって防

A 

*80 

3L句 60 

石4E 0 0 O J 4HOL 
20ド

0.. 0 
5 

B 

* 80 

~ 60 1-

+μ ES 。J 伺

20 

0.. 0 
5 

10 11 6 7 8 9 

Day after sowing for treatment 

10 11 6 7 8 9 

Day after sowing for treatment 

Fig. 57 Effects of hyd1'oxyisoxazo1e t1'eatment 
onto cabbage seedlings on damping-off caused 
by Pythiumα:phαnidermαtum. Se悦ed心1i凶ngswe1'e 
t1'eated with a foωl'ぺ租.

hyd1'句刀OXyl民soxazo1匂ed必iilutωedby 500 (A) 01' 1000 

(B) times. Fungal myce1ia we1'e used to inocu-
1ate seedling hypocoty1s 11 days aft巴rsowmg 
and damping悶 offof the seedlings was assessed 
4 days after the inocu1ation. P1'otection 1'ate 
was calcu1ated using the equation be1ow， 

P1'otection 1'ate=l一 (f1'equency of seed1ings 
damped-off fo1' t1'eatment) / (f1'equency of 
seed1ings damped-off fo1' no t1'eatment) 
Expe1'iments we1'e 1'epeated 5 times fo1' 500-
times dilution 01' 4 times fo1' 1000-times di1u-
tion. E1'1'o1' ba1's indicate standa1'd erro1's. 

除効果を示すものと思われた. Kamimm冶aら(1974)

や小川ら (1976) によると，日IXは植物に速やかに吸

収され， βNグルコシド、へと代謝されて植物の生育を

促進するが， HIXそのものは植物の生育を抑制する.

500倍希釈液での薬害，防除効果の不安定は，高濃度処

理により HIXの代謝が遅れ，植物の生理条件が乱れた

ことによる可能性がある. HIXの代議Iが進み，植物の

生育が促進されている状態では病原菌に感染されにくく

なると思われる.一方， HIX は土壌に吸器しやすく

(Nakanishiら， 1974)，土壌潅注した場合，表面近く

に留まるため，播種深度が浅いキャベツにおける効巣の

発揮には有利であると考えられる. HIXは土壌中で速

やかに分解されるが (Nakanishiら， 1974;高日ら，

1980) ， ビートモスとパーミキュライトを主成分とする

セル育活用;培養士での分解に関する研究例はない.キャ

ベツセル成型苗におけるピシウム腐敗病の感染，発痛過

程の詳細な分析はなされていないが，薬害についても考

慮し，播種時の HIX500倍希釈液土壌潅注，その後， 1 

週間おきの 1，000倍希釈液散布などの使用が，同病の防

除には適当と考えられた.今後， HIXの適用登録が望

まれる.また， HIXは，Pythium属菌による病害に対

して広く防除効果があるため，キャベツの Pythium

megalαcαnthumとPythiumzingiberisによる苗立枯

病や Pythiumultimum var. ultimumによる病害に対

しでも効果が期待できる.
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Fig. 58 Effects of hyd1'oxyisoxazo1e on myce1ia1 
g1'owth of Pythiumα:phαnidermαtum on PSA. 
Myce1ia1 disc (5-mm diamete1') of the fungus 
was incubated on PSA including a fo1'mu1ation 
of 30% hyd1'oxyisoxazo1e diluted by 500 01' 1000 
times fo1' 24 hours at 30

o
C. Expe1'iments we1'e 

1'epeated 6 times. E1'1'o1' ba1's mean standa1'd 

e1'1'o1's. 
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V 総合考察

キャベツのセル成型苗の育百には約 1ヶ月を要し，そ

の三重県における供給期間は，一般的には 8月から翌年

の3月である.本研究における調査結果からこの期間の

病害の発生消長のモデルを図示した CFig. 59). 

1997-1999年の調査では育苗施設の営業開始直後，

2004-2005年の調査ではその経年後の調査と位置づけ

られるが，黒すす病を筆頭にした種子伝染性病害と，季

節によって異なる種の Pythium属菌による病害を中心

として，発生する病害の種類，季節による消長に大きな

差は見られなかった.黒すす病は最も発生頻度が高く ，

全期聞を通じて発生して被害も最も大きかった CTable

11).特に 8-10月の暖かい期間には多発生する.

Pythiumα:phαnidermαtumによるピシウム腐敗病は夏

期に発生し，発生頻度は低いものの急速な二次伝染によ

り大きな被害を及ぼすことがある.べと病は 3月，日最

高気温が 15
0

Cを超えるあたりから発生し，やはり急速

に二次伝染する .Pythium megαJαcαnthumによる苗

立枯病は， 10-3月の低調l朋に発生し，二次伝染して被

害も大きくなる • Rhizoctoniαsolaniによる苗立枯病，

根朽病，先枯病，黒斑病は年聞を通じて発生するものの，

発生頻度は低く， 二次伝染も少ないことから被害は小さ

い.同様に低頻度， 一次的な感染にとどまるものとして，

温暖期の Pythiumultimum var. ultimumによるピシ

ウム腐敗病と 3月に発生した黒腐病がある.こ うがL、か

び病と Pythiumzingiberisによる苗立枯病は，いずれ

も高温期に発生し，病原菌の性質から二次伝染しやすい

と考えられるが，現在のところ，単発的な発生にとどまっ

ている

育苗施設において最も大きな被害を出した黒すす病菌

は種子伝染し，国内市版種子におけるその汚染率も高い

ことが示された.育苗現場においても種子のロットによ

り黒すす病の発生程度が異なり，汚染が激しいと思われ

たロットの種子由来の苗では， 立ち枯れや生育不良まで

は至らなくともほとんど全ての苗に何らかの病徴が現れ

る場合があった.欠株の多くも，種子伝染した黒すす病

菌の感染による不発芽であると推測される.加えて，頭

上潅水により同病の二次伝染が助長され，底面給水時よ

りも病徴の進展も盛んになることが示された.また，セ

ルトレイを用いることによる密植が苗周辺を高湿度に保

ち，病害の発生に適した環境条件を作り出している可能

性がある.特に，長雨時には，通常，黒すす病によって

は激しい病徴にならない生育が進んだ苗でも立ち枯れる

例が見られた.キャベツの採種栽培においては栽培期聞

が長期に渡り，結実以後は，作物が黒すす病菌の感染に

適した低栄養条件とならざるを得ないこと，また，圏内

においては採種が梅雨時期と重なることから，ある程度
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Table 11 Degree of disease occurrence caused by each pathogen on cabbage plug seedlings 

Frequency ]<;xpanSion 

High Large 

Medium Large 

Low Large 

Low Medium 

Low Small 

Pathogens 

Alternαnα bl・αssicicola

Pythium megαlαcαnthum 

Pythiumαphanidermαtum， PeronosporαparαSittcα 

Rhizoctoniαsolani 

Choαnephora cucurbitarum， Fusαnumαuenαceum， 
Alternariαbrassicαe， Pythium ultimum var. ultimum， 

Pythium zingiberis， Phomαlingαm， 
Xαηthomonas cαmpestris pv. cαmpestns 
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の黒すす病菌による種子汚染は避けられない.海外では，

キャベツの採穣栽培における防除試験の研究例があるが，

国内では採種栽培時の間除に対する注意が払われていな

い (Maudeら， 1980 a). そのため，採種以後の対策が

必要となる.種子粉衣が認められている殺菌剤もいくつ

かあり，培地上での黒すす病菌の分離に対して有効なも

のもあるが，セル成型育苗における同病の発生状況から

しでも，育苗現場において有効であるとは言い難い.ま

た，播種後においても，キャベツの黒すす病を対象とし

て使用登録されている殺菌剤はポリオキシン複合体しか

ない.野菜においては，作物の体積や栽培面積が小さい

ため，果樹や普通作物と比較して殺菌剤の使用量は少な

い.特に，稜子処理用殺菌剤の使用は，圃場への散布と

比較するとその使用量はごくわずかである.本研究にお

いてはキャベツの黒すす病に対して未登録で有効な薬剤

が示されたものの，一般的に野菜を対象とした査録殺菌

剤は少ない. しかし，集中育苗の現場における種子信染

性病害の多発生は，広域的に，その後の生産物の量，質

にまで影響を及ぼすため，それを防ぐための，種子処理

用も含めた野菜を対象とした殺繭剤の設録に今後期待し

たい.ポリオキシン複合体の防除効果判定試験において

は，発芽後よりも播種直後の処理による効果が大きく，

種子伝染性病害に対してはより早い生育段階での防除が

有効であることが示された.また，横物体への散布と比

較して収穫期までの影響が残りにくいという意味でも，

殺菌剤の種子処理による病害の初期防除は有用であろう.

一方，穂子伝染性病原菌による種子の汚染程度にも常に

注意を払う必要がある.近年海外からの輸入稜子が急増

しており，海外採種においては，圏内採種の場合と種子

汚染を起こす病原菌の種類や頻度の傾向が異なる可能性

もある.

セル成型育百における黒すす病の防除においては，二

次伝染を止め，病徴の進展を抑えるという 2つの面にお

いて底面給水が有効である. しかし，キャベツにおいて

は苗の単価を上げることが回難であり，コストの面から

設備の導入が進んでいない.また，他の病害，特に水で

媒介される Pythium属菌による病害への影響は，今後

検討されなければならない.なお，麗匝給水については，

黒すす病と同様に，高の茎葉上で大量の胞子を作って二

次伝染する他の病害に対しでも有効であると考えられる.

Pythium属菌による病害では，本研究で初報告された

新病害も含めて，季節依存的に異なる穫が関与する.

Pythium属菌の多くは宿主植物上で遊走子を形成し，水

を介して伝染する.セル成型苦では培地容穫が小さく，

潅水時には培地表面に水が流れることが多くなり，発生

状況からしても， トレイ内での二次伝染が高頻度で起こっ

ていると推測される.調査を行った施設では潅水に上水道

水を用いているため，海水を介しての Pythium属菌の施

設内への侵入は考えにくく，Pythiumα:phαnidermαtum， 

Pythium zingiberisは周辺から挨等とともに，あるいは

人に付着するなどして持ち込まれたと考えられる.

Pythium ultimum var. ultimumについては，本研究

の場合は，大雨による床上冠水時に施設内に侵入したと

考えられた.Pythium megαJαcαnthumについては，

世界的にも分離例が少なく (vander Plaats♂-.Jiterink， 

1981)，侵入経路は不明である.培養土からの可能性が

高いと思われるが，今のところ，培養士から菌の分離は

なされていない.

Rhizoctoniαsolaniによる苗立枯病も異なる培養型の

菌株により，その温度特性によって異なる時期に発生し

た.本研究では， 1 A， 1 BとillBの3つの培養型によ

る苦立ち枯れが認められたが，他の培養型による苗立ち

枯れが発生する可能性もある.Rhizoctonia solaniは通

常抱子形成が認められず，移動性が小さいため，育苗施

設にはセルトレイなどの資材や人に付・着して侵入したと

思われる.セルトレイはイネ用の育苗箱に置いて育宙を

行い，苗の出荷，定植時には，育苗結， トレイごと生産

者に引き渡され，定槌闘場の土壌と接触する.定植後，

セルトレイと育富箱は閤収され，水洗いの後，再利用さ

れていた.定植岡場において，これらの資材に病原菌が

付着し，充分洗い落とされずに次回の育苗に使用された

可能性がある.キャベツの根朽病ではセルトレイを介

しての伝染が中野(1998) によって報告されている.

また， 1997~1999 年の調査時には生産者が比較的自由

に施設内に出入りしていたため， これらの人を介して

Rhizoctonia solaniが施設内に侵入した可能性もある.

侵入後は，上述の通り移動性が小さいため，初発病株の

近傍のみで二次伝染が認められ， トレイ全体に立ち枯れ

株が広がるなどの大きな被害とはならなかった.

種子伝染することが知られている根朽病，黒斑病，黒

腐病も単発的に発生したが，二次伝染は認められなかっ

た.先枯病も同様に発生したが，本病についても，種子

伝染が疑われた. 2004年の夏期には育苗施設において

こうがL、かび痛が発生したが，施設への入り日付近の発

生であり，外部からの侵入が疑われた.こうがいかび病

は，高温時のみでしか発生しないと思われる.

従来の地床や育苗箱などを用いたキャベツの育苗では，

土壌伝染する RhizoctoniαsolaniやPythium属菌によ
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る苗立ち枯れ，あるいはべと病に対しては注意が払われ

ていたが(岸編， 1998)，他の病害に対する対策は検討

されていない.海外においては，上述の苗立ち枯れに加

えて，黒すす病，根朽病，黒斑病に関する研究例も多い

が，国内の育苗現場においては大最に播種し，異常な苗

を排除するという方法をとってきたため，定植後には大

きな被害を与えない黒すす病などは考慮されてこなかっ

たと思われる. しかし，セル成型育苗においては，セル

トレイ上の苗そのものが商品であるため，欠株や異常株

を完全に排除しなければならず，上述のような病害の発

生状況が顕わになったと考えられる.密植により，苗の

下部の湿度が高く保たれること，二次伝染が容易になる

ことも，病害の発生を助長している.また，施設内で，

常に新しい培養ごとを)FJい，単一の作物を育苗するため根

域の微生物相が貧困であることが縫測され，Pythium 

属高iなどによる土壌病害を助長している可能性がある.

このような環境に適応できた病原菌による新病害は，今

後も発見される可能性がある.本研究で，種子や苗から

分離され，人工接穏によって病斑などを形成した糸状菌

もそれらの新病害の原閣候補であろう.

現在，i自の作自においてもセル成型育苗は普及しつつ

あるが，本研究で明らかにされたように，セル成型育苗

においては，穂子伝染性病害，特に宿主植物の地上部で、

大量に胞子を形成する病原菌によるものと，Pythium 

属1誌や疫病菌類なと、の水媒介牲の病原菌による病害の発

生が顕著になることが予想される.各作自の各作型にお

いても，これらの病害を中心に発生状況を詳細に調査し，

年間の発生消長をよく理解した上で，それに基づいて防

徐対策を検討する必要がある.種子伝染性病害に対して

は，まず，各作物について穂子の病原菌による汚染状況

を把援することにより，防除対象となる病害が明らかと

なり，効率的な防除対策の検討が可ー能となる.種子の海

外生産も増えていることから，産地毎の汚染状況の傾向

をつかむことも重要である.そして，有効な種子消毒，

そのためには今後，有効な穂子消毒薬剤を登録し，その

処理方法にも改善の余地があると忠われる.また，発芽

が遅れることにより病害が発生しやすくなる場合もある

ため，播種直後には，速やかに発芽できるような催芽条

件を整えることも有効であろう.水媒介性の病原菌に対

しては，まず病原菌を施設内に持ち込まないことが重要

である.側々の生産者や小規模な施設で育苗を行う場合

には難しい面もあるが，用水には水道水を)郎、ること，

施設への人の出入りの制限や，施設に立ち入る際の手洗

い，靴の履き替えなども有効と忠われる.使m後に回収

したセルトレイなどの資材は，水洗いだけでなく，消毒

液を用いた洗浄や日干しによる十分な消毒後に再利用に

回すことが必要である.発芽後の対策では，作物毎ある

いは穂子ロット毎に，病原菌による種子汚染の状況，季

節による病害発生消長を卜分把握するとともに，各年の

気候条件も考慮して発生する病害を推測した上で，高湿

度を避ける環境整備などの耕種的な手法に加え，有効な

薬剤を選択，利用することが効率的な妨除につながると

考えられる.

セル成型育苗では，単位面積当たりの苦数が多く，培

地容量も小さいことから，少量の残効性が高い抵抗性誘

導荊や土壌処理薬剤，定着性が優れた有用微生物を処理

することにより，育苗時はもとより，定植後においても

病虫害を防除できる可能性がある.これらの性質を持っ

た製剤jの開発が期待される.

摘 要

1990年代中頃からキャベツに導入されたセル成型育

苗時に発生する病害を三重県内の民間脊苗施設において

に諦査し，育苗期間を通して，発生する病害の種類

と各病害の発生消長を明らかにするとともに，その仁1'1で

発見された新病害の病原体を同定し，その性質を調べた.

また，育苗施設における病害発生状況の調査の中で最も

被害が大きかった黒すす病について， TIJ"1仮穂子における

河病菌の汚染状況や殺菌剤処理，保存期間がその汚染率

に与える影響を調べた. さらに， この黒すす病や

Pythium属菌による市立ち枯れに対する践活i給水や薬

剤による防除の可能性を検討した.

1 セル成型育苗を導入したキャベツの集中青苗

において発生した新病害

セル成型苗において発生したキャベツの新病筈は

Choαnephorαcucurbitαrumによるこうがいかび病，

FusαnumαvenαceumとFusαr山 msem~tectum による

先枯病であった.また，Pythium megαlαcαnthumと

Pythium zingiberisによる苗立ち枯れも発見され，苦立

枯病菌として病原追加された.Pythium ultimum var. 

ultimumによる茎葉の病害も発見され， ピシウム腐敗

病菌として病原追加した.Pythium megαJαcαnthum 

の生育適温は 25
0

Cであるが，キャベツ百における発病

適温は 100Cで低温であった. こうがいかび病菌，

Pythium zingiberisとも生育適温は 30
0

C以上の高槌で

あり，発前適温も 30
0

C以上であった.特に， こうがい
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かび病は高温多混H寺のみにしか発生しないと考えられた.

先枯病の 2病原菌と Pythiumultimum var. ultimum 

の生育低温は 25
0

C付近であり，発病適温も伺様であっ

た. しかし，Fusαrium semitectumの病原性は弱く，

育苗現場においては日和見的な感染に限られると考えら

れる.

2 三重県内の膏萄施設におけるキャベツセル成

型菖の病害の発生実態

三重県地域におけるセル成型苗の育苗期は，通常 8月

から翌年の 3月までであるが，育苗施設において最も大

きな被害を出していたのは黒すす病で，年i習を通じて発

生し，穂子伝染が疑われた.特に， 8~10 月の温i長期に

おける発生が激しかった. 11~3 月の抵滅期には

Pythium megalαcαnthumによる苗立枯病が多発生し，

セルトレイ内でのニ次伝染も疑われた . Pythium 

α:phαnider・mαtumによるピシウム腐敗病は高温期，べ

と病は日最高気t誌が 15
0

Cを越えるようになる春先， 3月

に発生し，急速に二次伝染した.Pythium zingiberis 

とPγthiumultimum var. ultimumによる病害も，そ

れぞれの生育適滋に合わせて発生が認められ，Pythium 

属菌による病容は， i品~J立条件に応じて異なる穏によって

年間を通じて発生することが示された.種子伝染性の根

朽病，先枯病，黒斑病は発生頻度が低く，二次伝染も認

められなかったが，育苗期聞を通じて発生した.同様に

種子{云染したと思われる黒腐病が 3月に発生した.異な

る培養型の Rhizoctoniαsolaniによる苗立枯病がその

溺度特性に応じて，年間を通じて発生した.こうがL、か

び病は高潟期のみにわずかに発生し，二次伝染も認めら

れなかった.細菌による病害は，銅剤を散布していたた

めか，黒腐病以外は診断できなかった.

営業開始直後と経年後では，病害の発生消長に大きな

差は認められず，黒すす病を主とした種子伝染性病害と

水媒介される Pythium属菌による病害の発生が多かっ

fこ.

3 キャベツ市販種子の糸状薗による汚染実態

殺菌剤を処理されずに国内でiiJ販されたキャベツ種子

を， 12~17 年， 3~7 年または 4 ヶ月の保存期間でグルー

プ分けして糸状菌を分離すると， 17年閤冷蔵保存され

たロットの種子からも糸状菌が分離され，グループによっ

て 17~37%の種子から糸状菌が分離された.そのうち

黒すす病菌は 57~80%を占めた.殺菌郁処理された市

販種子から同様に糸状菌を分離すると， 7~15%の種子

から糸状菌が分離され，その 75%以上が黒すす病菌で

あった.全分離薩i9=Tにおける黒すす病菌が占める割合は，

殺菌剤処理，長期保存された種子でより高くなり，これ

らの処理下において病原蔚が混入蔚よりも生存しやすい

ことが示唆された.国内では温i震地域で採穏された種子

の黒すす病菌による汚染程度が高かった.

4 キャベツのセル成型育苦における病害の発生

生態と防除対策

黒すす病菌に汚染されたセルトレイを照いた場合や，

培養土に毘菌の胞子を滋注した場合にも，顕著な黒すす

病の発生は認められず，キャベツのセル成型直において

は，同病の一次伝染源は種子汚染以外考えにくい.汚染

種子由来の躍病苗から，頭上海水によって胞子が飛散し

て，二次伝染して大きな被害を出すことが推測されるが，

潅水を底面給水とすることにより，二次伝染が抑えられ，

被害の拡大を防げる.また，底面給水による潅水では，

黒すす病の病徴進展が緩やかとなることが示された.

プロシミドン，イプロジオン， トjレクロホスメチlレ，

マンゼブ・メタラキシル混合予測など，キャベツの黒すす

病に対して使用登録されていない殺菌剤で，同病涼菌接

種官官の散布による予防と，接種後の散衡による病徴進展

抑制の効果が高いものが認められた. しかし，いろいろ

な殺菌剤による培地上における黒すす病菌の生育阻害と，

純物体上での防除効果は必ずしも一致しなかった.

ポリオキシン複合体の嬬種時土壌潅s:や苗への散布に

より，キャベツセル成型留の黒すす病に対する高い防総

効果が得られた.他所における同様の試験結果も考慮し，

同剤のキャベツ黒すす病に対する使用が 2004年に認め

られた.

ヒドロキシイソキサゾールのキャベツピシウム腐敗病

に対する防除効果が認められた.
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Diseases of Cabbage Plug Seedlings in Japan 
and Control of the Diseases 

Masaharu Kubota 

Summary 

111 

In Japan， plug seedlings became popula1' f1'om the middle of the 1990 s. Diseases of cabbage plug seedlings in 

a comme1'cial nu1'se1'y in Mie p1'efecture we1'e investigated in 1997-99， soon afte1' its foundation， then seve1'al 

yea1's late1' in 2004-05. Our investigation found seve1'al new diseases of cabbage; the causal agents we1'巴 identified

and conditions favou1'ing disease occu1'1'ence w巴1'ecanvassed. Of these diseases， blacl王sootyspot disease was 

found to be most damaging to seedlings， so it was decided to study the f1'equency of seed infestation with this 

pathogen as well as th巴巴ffectsof fungicides on the disease and the cont1'ibution of Ebb & Flow i1'1'igation to 

supp1'ession of the disease 

New diseases found on cabbage plug seedlings we1'e Choanepho1'a 1'ot， caused by Choαnephorαcucurbitαrum， 

and bud blight caused by Fusαrium auenαceum 01' Fusαrium semitectum. Pythium megαlαcanthum and 

Pythium zingiberis we1'e added to known causal agents of damping-off， and Pythium ultimum va1'. ultimum was 

identifi巴das anothe1' causal agent of Pythium 1'ot. Pythium megαlαcαnthum showed g1'eatest g1'owth at 25
0

C， in 

the tempe1'atu1'e 1'ange 5-40
o
C， but it caused most damping off at 10

o
C， between 10四 35

0

C.Choαnephorα 

cucurbitαrum and Pythium zingiberis g1'ew well and caused disease symptoms at temperatur冷esove1' 30
o
C. 

Pythium ultimum va1'. ultimum， and Fusαrium spp. causing bud blight， showed g1'eatest g1'owth at 25
0

C and 

we1'e also most effective at this tempe1'atu1'e in causing disease 

In Mie p1'efecture， cabbage plug seedlings we1'e cultivated f1'om August to Ma1'ch. Sooty spot disease caused 

by Alternαria brαssicicola was found to be most damaging to the seedlings. The disease， which is seed叩borne，

occu1'1'ed ove1' the whole cultivation pe1'iod， but was pa1'ticularly seve1'e in the wa1'm season f1'om August to 

Octobe1'. In the cool seasons f1'om Novembe1' to Ma1'ch， damping-off caused by Pythium megαJαcαthum occurred 

f1'equently. Seconda1'Y infection by the disease was suspected， with an inc1'ease of damped-off seedlings in each 

plug t1'ay. Damping-off caused by Pythiumα:phαnidermαtum occasionally expanded 1'apidly in the hot seasons 

Downy mildew caused by Peronosporαpαrαs~tlcαexpanded 1'apidly f1'om Ma1'ch， specifically those days when the 

highest tempe1'ature exceeded 15
0

C. Diseases caused by Pythium zingiberis 01' Pythiur 
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years later were similar， being mostly Alternaria sooty spot and 乃thiumspp. damping-off. 

Fungal infestation was investigated in commercial batches of cabbage seeds produced between 1984 and 2001. 

A total of 123 lots were divided into six g1'oups by p1'oduction pe1'iods (1984-1989， 1994-1998， and 2001) and by 

use or nonべlseof fungicides. One hund1'ed seeds f1'om each lot were incubated sepa1'ately on agar at 25
0

C， to 

isolate the predominant fungus on each seed. Alternαnα brαssicicolαwas isolated most f1'equently， being found 

on ふ94%of the seeds， depending on seed lot， 01' on 6-21% of the seeds grouped by p1'oduction pe1'iod and 

fungicide t1'eatment. The pathogen was isolated even f1'om seeds refrigerated for 17 yea1's. Alternαnα 

brassicicola accounted for 57ω95% of all isolated fungi by group and the rate was highe1' on olde1' 01' 

fungicide同 t1'eatedseeds. Seeds produced in Western Japan which had not been t1'eated with fungicide， were 

infested with Alternαnα brαssicicola at rates of ove1' 12%， higher than those for the eastern region (<4%) . The 

infestation was highe1' in wa1'me1' a1'eas of Japan. Eighty-five isolates， othe1' than Alternαria brαssicicola， also 

produced spots on cabbage cotyledons afte1' artificial inoculation. However， they we1'e not isolated as frequently 

and were found on less than 5% of seeds in g1'oups defined by p1'oduction period and fungicide treatment. l¥IIost 

of these isolates we1'e Alternαria alternαtα. 

Alternαnα brassicicolαconidia， on plug t1'ays 01' applied onto soil， rarely caused sooty spot disease on cabbage 

plug seedlings. This suggests that plug t1'ays and soil may not mediate the disease. Soil for plug seedlings is 

mainly composed of peat moss and， after sowing， is kept in humid conditions overnight to unify ge1'mination. 

If seeds contaminated with conidia of th巴pathogenwe1'e sown without this induction treatment， 01' if heaver soil 

than soil for plug seedlings was used， ge1'mination was hinde1'ed and disease on the seedlings became seve1'e. Ebb 

& Flow system i1'1'igation did not differ from overhead irrigation in te1'ms of frequency of ge1'mination 01' 

diseased plugs f1'om the contaminated seeds. Howeve1'， Ebb & Flow system i1'1'igation significantly decreased the 

frequency of infection and severity of symptoms after inoculation of the seedlings with conidia of the pathogen. 

The seconda1'Y infection was also suppressed with Ebb & Flow system irrigation 

P1'ocymidone， ipro 
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