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<試験成績・研究成果>

北海道で発生した園芸作物の新病害・その14

ヒマワリ灰色かび病

要 ヒー
目

一津知央*

2010年 5月，七飯町のハウス栽培ヒマワリで花弁のしみ，葉身には褐色不整形病斑および茎には褐

色条斑を形成する病害が発生した。発病した花弁・葉身・茎からはいずれも単一の糸状菌が分離され，

各部位からの分離菌の接種により花弁・葉身・茎の症状が再現され，接種菌が再分離された。形態的

特徴より分離菌をいずれもBot旬 tiscinerea Persoon: Fries，本病をヒマワリ灰色かび病と同定した。

道内では， ヒマワリ灰色かび病の発生記録について簡単な記載はあるものの，発生状況および病原菌

の形態および、病原性に関する記載はないため，本報告で花弁・葉・茎の病斑および病原菌の性質につ

いて詳述した。

背景・目的

2010年 5月中旬，七飯町のハウス栽培ヒマワリ

(品種:サンリッチオレンジ:切り花用)で開花

中の花弁が部分的に退色し， iしみ症状」を呈し

た。発生ハウスでは，葉身には褐色・不整形の病

斑，茎には褐色の条状病斑を形成していた。各擢

病部より分離した菌の同定および病原性試験の結

果，いずれの症状もBotrytiscinerea Persoon: 

Friesによるヒマワリ灰色かび病であることが明

らかとなった。道内では本病の発生記録について

簡単な記載があるものの，詳細な病徴および発生

状況，病原菌の形態および病原性に関する記載は

ないため，本研究において，本病のヒマワリ各部

位における病徴および病原菌の諸性質を整理した

ので，試験結果を報告する。

方 法

1.発生状況および病徴

2010年 5月中旬，七飯町のヒマワリ栽培ハウス

(採花期)で発生状況および病徴を調査・観察した。

New disease of horticultural crops in Hokkaido 
vo1.14. 
Gray mold of sunflower caused by Botrytis cinerea 
Persoon: Fries 

*道総研道南農業試験場 TomooMISAWA 
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2.病原菌の分離

約 5mm四方に切断した擢病花弁を，滅菌水で

洗浄後，滅菌ろ紙上で水分を除去した。曜病葉お

よび擢病茎は約 5mm四方に切断し， 70%エタノー

ルで、約20秒間表面殺菌した後に，誠菌ろ紙上で水

分を除去した。花弁・葉・茎のサンプルをストレ

プトマイシンを約300ppm加用したジャガイモ・

ブドウ糖寒天 (PDA)平板培地上に置き， 25
0

C 

暗黒下で培養した。培養2日後に菌糸先端部を切

り取り，単胞子分離後に分離菌株を得た。

3.分離菌の病原性

園芸培土を充填した 1/5000aワグネルポット

(内径15.9cmx深さ 19.3cm)にヒマワリ(品種:

夏りん蔵)をポットあたり 5粒播種し，ガラス温

室内で栽培し検定に供試した。接種試験は 2回実

施した。 1回目の接種試験では，滅菌ニラ培地

(直径 9cmのガラスシャーレに長さ 5~ 8 cmに

切断したニラ葉を敷き詰め， 121
0

Cで15分間オー

トクレーブ滅菌)に分離菌を移植し， BLBライト

照射下で15
0

C・2週間培養し，培地上に形成させ

た分生子を滅菌水に懸濁し，ガーゼで濃過後，分

生子濃度1.0XI05個/mlに調製し接種源とした

(0.1%Tween20加用)。播種46日後の開花始めの

検定植物に接種源を株全体に噴霧接種しC15ml/

ポット)，接種株全体をビニール袋で覆い湿室状

態とし， 20
0

C・16時間日長で制御した人工気象器
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内で管理し，接種 3日後に発病状況を調査し，発

病個体から菌の再分離を試みた。試験は 1区2ポッ

トで実施し，対照区として無接種区を設定した。

2回目の接種試験には播種57日後の個体を検定

植物として供試した。PDA培地上で250C・6日

間培養 した菌体を直径 8mmのコルクボーラで打

ち抜き接種源とした。接種源を lポットあたり 5

葉および 3茎に接種した。葉への接種は含菌寒天

を葉に貼り付け，セ ロテープで固定し行った。茎

には予め摘果ハサミで長さ 1cm程度の傷を付け，

そこに接種源を貼り付け，その上から幅約 2cm

のガーゼを二重に巻き付け，滅菌水でガーゼを濡

らした後に，ノマラフィルムでガーゼを覆って接種

した。接種株全体をビニール袋で覆い湿室状態と

し，200C・16時間日長で制御した人工気象器内で

管理し，接種 3日後に発病状況を調査し，発病個

体から菌の再分離を試みた。試験は 1区1ポッ ト

で実施し，対照区として無接種区を設定した。

4.分離菌の形態

分離菌株を滅菌ニラ培地に移植し，BLBライ

ト照射下で150C・20日間培養 し，培地上に形成し

た分生子および分生子柄の形態を実体顕微鏡およ

び生物顕微鏡下で観察した。また，分離菌をPDA

平板培地で250C・20日間培養し， 培養菌そうおよ

び菌核を観察した。

結果

1.発生状況および病徴

ヒマワリ栽培ハウス l棟(栽培面積約330rrOの

ほぼ全株で発生が認められた。花弁にははじめ水

浸状のしみを形成し，やがて退色し，向こう側が

透けて見えた(図 1)。葉身では主に先端部に褐色

不整形の病斑を形成し，やがて葉面積の 2分の l

以上に達する葉や，病斑が葉柄部に達し葉身全体

が萎れるものもあっ た(図 2)。茎でははじめ淡褐

色~灰色・長さ数cm・幅 5mm程度の条斑を形

成した。次第に病斑が茎の外周を取り巻き，病斑

部が細くくびれ(図3)，発病部より先が枯死した。

擢病茎葉上には多量のかび(分生子)を形成してい

る場合があった。

図 1 花弁の病斑(しみ症状)

図 2 葉身部の病斑

図3 茎の病斑

2.病原菌の分離

花弁からは8F11株，葉から8L11株， 茎から88

11株を得て，以降の試験に供試した。
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3.分離菌の病原性

1回目の接種試験(噴霧接種)では，いずれの部

位から分離した菌株の接種によっても花弁のしみ

症状が再現された。葉および茎での発病は認めら

れなかった。 2回目の接種試験(含菌寒天接種)で

は，接種したすべての葉および茎で発病が認めら

れた。いずれの発病部位からも接種菌が再分離さ

れた。無接種区では，発病が認められなかった

(表 1)。

表 1 分離菌株の病原性

分離
按種 l回目 接穏2回目

菌株 噴霧倭積 含菌寒天接種
部位

花弁 5長 究.:=; w: 茎

8Fll 花弁 3/3' 0/4 0/5 5/5 3/3 

8L11 葉身 3/3 0/4 0/5 5/5 3/3 

8811 茎 2/2 0/4 0/5 5/5 3/3 

無接種 0/2 0/4 0/5 0/5 。/3
a発病数/接種数

4.分離菌の形態

花弁分離菌8F11株の分生子柄は単生し，長さ

1.4~3.5mm，幅10.5~15.2μm， 基部は淡褐色で

先端部は無色，分岐を持ち，主軸と分岐部の先端

はやや膨れ，その表面から房状に全出芽型により

分生子を密生した。分生子は，楕円形~倒卵形，

無色~淡褐色で，大きさは平均13.9x 9.5μmで，

ljb (長さ/幅)比は1.46であった(図4)0PDA 

培地上の菌そうは灰褐色で菌核の形成は認められ

なかった。葉分離菌8L11株および茎分離菌8811

株もほぼ同様な形態であった(表 2)。

図 4 病原菌(SF11株)の分生子

スケー Jレノぐー 20μm 

以上の形態的特徴より分離 3菌株をBot:

cinerea Persoon: Fries，本病をヒマワリ灰

び病と同定した。

考察

ヒマワリの用途は様々であり，切り花，緑

油原料などとして栽培されている。また， :lt 

北竜町では，花の色が鮮やかで美しいことか

栽培中の風景を観光資源として利用してい ξ

内における切り花用ヒマワリの栽培面積は1:

であり，油原料用および緑肥用が露地栽培て

のに対して，切 り花用はハウス栽培である

道フラワ ーガイド編集委員会 2014)。
ヒマワリ灰色かび病は，圏内では古くかE

表 2 分離薗の形態

分離菌 Botrytis cinel 

8Fll株(花弁由来) 8Ll1株(葉由来) 8811株(茎由来) (Ellis 1971 

分生子柄 単生 単生 単生 単生

長さ 1.4-3.5mm 1.4-3.5mm 1.0-3.4mm 2mmかそれ以上

幅 10.5-15.2μm 11.1-17.4μm 10.2-15.7μm 16~30μm 

色 基部が淡褐色 基部が淡褐色 基部が淡褐色 基部が淡褐色

分岐 先端付近で分岐 先端付近で分岐 先端付近で分岐 先端付近で分岐

分生子 全出芽 全出芽 全出芽 全出芽

房状に密生 房状に密生 房状に密生 房状に密生

楕円形、倒卵形 楕円形、倒卵形 続円形、倒卵形 椅円形、倒卵形

無色、淡褐色 無色、淡褐色 無色、淡褐色 無色、淡褐色

大きさ 7.5-18.0(13.9)μm 7.0-16.6(11.7)μm 7.4-18.6(13.3)μm 8 -14μm 

6.1-13.9(95)μm 6.6-10.3(7.9)μm 5.9-12.7(9.2)μm 6 -9μm 

l/b 1.46 1.48 1.45 1.35-1.50 

PDA培養菌叢 色 灰褐色 灰褐色 灰渇色 灰色~灰褐色

(250C・20日) 菌核 未形成 未形成 未形成 黒色
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が知られていた病害であり， 2000年に発行された

日本植物病名目録にも病名が記載されている(日

本植物病理学会 2000)。しかし，記載の根拠と

なった論文のうち 1つは，欧州・米国における菌

の寄主植物リストであり(白井・三宅 1917)，も

う1つは日本の占領統治下時代の台湾における寄

主植物リストであり，長い間，現在の日本におけ

る正式な発生記録がない状態であった。 1997~

1999年に香川県での発生を富岡らが報告したのが，

我が国における本病の初発生記録である(富岡ら

2001， Tomioka and Sato 2011)。富岡らは茎病

斑のみを報告しているが，花弁および葉にも発病

することが知られている(阿部・堀江 1998 ;高

野 2001)。また，本研究では認められなかった

が，発病した花弁やがく上にかび(分生子)を密生

する場合もある。

北海道のヒマワリ栽培では菌核病が重要病害で

あり， 1982~1986年に同病の発生生態と防除に関

する研究が行われた(北海道立中央農業試験場

1987)。その試験成績書の中で， ヒマワリ灰色か

び、病について「灰色かび病は，曹に発生すること

が多い。昭和56年(1981年)に広島町などで発生が

確認され，毎年数%程度発生しているが，灰色か

び病で枯死する株はほとんどなかった」との簡単

な記載がある。記載が不明確であるが， i膏の発

生」は明らかに本試験における開花期の花弁病斑

とは，発生する生育ステージが異なる。さらに，

葉および、茎の発病の有無については記載されてお

らず，病原菌の同定および接種試験の実施に関し

でも記載がなし、。

切り花用のヒマワりでは，本病の発生部位であ

る花弁・葉および茎がいずれも出荷部位であるた

め，被害は甚大である。本病は，湿潤条件で発病

が助長されるため，露地栽培では発生が少ないと

ともに，露地で栽培される油原料用・緑肥用ヒマ

ワリでは，花弁の変色や茎葉の多少の腐敗は，経

済的被害が小さいため，発生が問題とならないと

考えられる。

本病のうち、葉および茎の病斑については，他

作物における灰色かび病と同様に褐色の病斑を形

成するため，診断は容易である。また，擢病サン

プルを湿室に 1~ 3日放置すると多量の分生子を

形成するため，この性質も診断に利用できる。一

方，花弁の病斑については，典型的な灰色かび病

の病斑とは異なるため，診断は比較的難しい。擢

病花弁を顕微鏡観察しでも菌糸の形成が認められ

るだけであるため，病原を同定できない。また，

菌の分離においても，表面殺菌により容易に病原

菌が死滅するため(データ省略)，本研究で実施し

たように，滅菌水で洗浄したサンプルを分離に供

試する必要がある。花弁の病斑は発病茎葉上に形

成された分生子が，飛散して花弁に付着して感染

したものであると推定される。このことから，病

害診断において，発生ハウスにおける茎葉の灰色

かび病の発生状況を観察することが重要であり，

分生子を多量に形成している茎葉があるハウス内

で，花弁に本症状が発生していれば，本病と確定

できる。

本病に対しては，ジエトフェンカルブ・チオファ

ネートメチル水和剤(散布剤)が農薬登録を取得

している。また，メパニピリム水和剤，フルジオ

キソニJレ水平日剤，ペンチオピラド水平日剤， DBEDC 

乳剤，ポリオキシン水溶剤，イミノクタジン酢酸

塩・ポリオキシン水和剤，チウラム水和剤の 7種

類の散布剤およびバチルスズブチリス水和剤のダ

クト内投入処理が花き類・観葉植物の灰色かび病

に対して農薬登録を有するため，本病の防除薬剤

として使用可能である(日本植物防疫協会 2013)。

本病の病原菌Botrytiscinereaは，野菜，果樹，

花，畑作物などのほぼすべての双子葉植物に感染

する多犯性の病原菌である (Eladet al. 2007)。

日本植物病名データベース(佐藤ら 2013 ;三津

2013)で本種の宿主を検索すると221種類の作物

がヒットする。すなわち， ヒマワリ栽培ハウスお

よびその周辺には，病原菌の伝染源が必ず存在し，

感染に好適な湿潤条件になるとヒマワリに感染す

ると考えられる。このことから，防除対策として

上記の薬剤の散布のみならず，発病下位葉の除去

や換気による湿度の低下などの耕種的な防除対策

が有効であると考えられる。
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なお，分離菌株8Fll， 8L11， 8811は農業生物

資源ジーンパンクにそれぞれ MAFF243793，

MAFF243794， MAFF243795として寄託登録し

た。
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