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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exp. Stn.) 37: 27-32 (1996) 

Fusarium oxysporum f. sp. conglutinansによるカブ，チンゲンサイ，

パクチョイおよびタアサイ萎黄病の発生＊

竹内妙子・香川晴彦
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I 緒 盲

千葉県柏市は全国でも有数のカブ （Brassicα

campestris L. ）の産地で，栽培面積は320ha(1993 

年），周年栽培で年間1410tの生産量を誇っている。

当地域ではかつて根こぶ病の発生が問題となった

が，抵抗性品種によって回避できるようになった。

Fusar・似moxysporum f. sp. raphaniによるカブ萎黄病

は1978年に三重県で発生したことが報告されている

（萩原・竹内， 1979）が，千葉県での発生は確認さ

れていなかった。ところが，夏作が本格化した数年

前から萎黄病に酷似した症状が発生し，徐々に増加

傾向にある。 1993年に実施したアンケート調査では

産地の約半数の圃場で発生が確認された。一方，チ

ンゲンサイ，パクチョイ，タアサイ等の中国野菜は，

近年の野菜品目の多様化にともなって， 1976年頃か

ら導入され，千葉県でも40-50haで、栽培されてい

る。市場出荷のほか契約栽培も行われ，このような

契約栽培農家で，カブ同様の立枯性病害が発生した。

そこで，これらの病害の原因を究明した。

試験を行うに当たって貴重な分離菌及び種子を提

供いただいた東京都農業試験場，協和種苗株式会社，

タキイ種苗株式会社，株式会社トーホク，株式会社

武蔵野種苗園，カネコ種苗株式会社，株式会社サカ

タのタネおよび試験に協力いただいた東葛飾農業改

良普及センター，千葉農業改良普及センター，柏市

農業協同組合の方々に厚くお礼申し上げる。

n 材料および方法

1.供試菌

＊本報告の概要は日本植物病理学会平成6年度関東部会
(1994年9月，宇都宮市）で発表した。

1995年9月29日受理
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1993年6月および10月に柏市のカブ産地から擢病

したカプを持ち帰り，病斑部切片を素寒天平板培地

に置床し， 20℃で4日間培養した。菌糸の先端を一

本切り取ってしょ糖加用ジャガイモ煎汁寒天（PSA)

平板培地に移植した。得られた分離菌の中から9324

-1' 9324-2および9339-1を試験に用いた。ま

た， 1993年9-10月に柏市及び八千代市の現地中国

野菜園場から被害株を持ち帰り，同様の方法で病原

菌を分離し， 9351-1 （八千代市のチンゲンサイか

ら分離）' 9352-1 （八千代市のパクチョイから分

離）, 9373 a （八千代市のタアサイから分離）を試

験に用いた。比較対照として，コマツナ萎黄病菌

Fusαrium oxysporum f. sp. conglutiηαns9238-2 

（柏市のコマツナから分離），同FB-8 -1 （東京

都農試から分譲）， キャベツ萎黄病菌Fusarium

oxysporum f. sp. conglutin仰 sMAFF517, （農林水産

省生物資源研究所ジーンパンクから購入），同Tf-

61 （タキイ種苗株式会社から分譲），ダイコン萎黄

病菌Fusariumoxysporum f. sp. r1α.phani江戸川（協

和種苗株式会社から分譲），同Tf-37（タキイ種苗

株式会社から分譲）を用いた。

2.供試植物

試験に用いたアブラナ科植物はカブ13品種（白雲

：株式会社トーホク， No3440, T-738：タキイ種

苗株式会社，夏小町，福小町，白馬：株式会社武蔵

野種苗園， A 76, CRふじしろ， KF-1106：カネ

コ種苗株式会社，はくれい，はくえつ， KT130,KT131 

：協和種苗株式会社），チンゲンサイ（謝謝：協和

種苗株式会社），パクチョイ（白茎パクチョイ：協

和種苗株式会社），タアサイ（協和種苗株式会社），

紅菜苔（協和種苗株式会社），コマツナ 2品種（安

藤早生，せいせん7号：協和種苗株式会社），キャ

ベツ 4品種（春一番，将軍：協和種苗株式会社，金

系201号，金系YR21号：株式会社サカタのタネ），

ダイコン 3品種（美莱：協和種苗株式会社，精悦，献
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夏：株式会社サカタのタネ）である。

3.接種試験

試験1：カブからの分離菌（9324-1' 9324-2) 

を土壌ふすま培地で7日間培養し， 1993年 7月28日

に石枠圃場（180cm×180cm）当り各3609入れてよ

く土壌と混和した。 8月5日にカブ13品種，コマツ

ナ，キャベツおよびダイコン各 1品種をそれぞれ50

粒ず、つ 2反復で播種した。 8月16日および8月30日

に発病株率を調査した。

試験2：チンゲンサイ，パクチョイ，タアサイか

らの分離菌9351ーし 9352-1 , 9373 aをふすま土

壌培地で増殖し， 1月18日に47cm×32cmの育苗箱当

たり 20g接種し，カブ 2品種，チンゲンサイ，パク

チョイ，タアサイ，紅菜苔，コマツナ，キャベツ，

ダイコン各 I品種を20粒す、つ播種した。試験は 2反

復とした。加温したガラス室（16-35℃）で栽培し，

2月10日まで経時的に発病を調査し，累計して発病

株率を算出した。

試験3：カブからの分離菌9324-1 ' 9339 1' 

チンゲンサイからの分離菌9351-1およびキャベツ

萎黄病菌Tf-61，コマツナ萎黄病菌9238-2, FB 

-8-1，ダイコン萎黄病菌江戸川， Tf-37を上

記同様に培養し， 6月6日に 1m2の石枠圃の土壌に

30 9ずつf妾手重した。 6月8日にキャベツ， ダイコン

各3品種，カブ，コマツナ各2品種，チンゲンサイ，

紅莱苔各I品種をそれぞれ20粒ずつ播種した。 1区

2反復とした。 7月6日まで経時的に発病を調査し

累計して発病株率を算出した。

E 結 果

1.病徴

カブでははじめ下葉が葉脈を中心に黄化し，株が

萎ちょうして生育不良となり，やがて枯死した。主

根は淡褐変し，維管束は褐変した。維管束の片側が

侵されると肥大根の一部が陥没し，形状が異常にな

った。軽症の場合は外部病徴はほとんど認められな

かったが，主根先端部がやや褐変し，切断すると維

管束の褐変が認められた。

チンゲンサイ，パクチョイおよびタアサイの場合

も地上部の病徴はカブに類似し，下葉から葉脈を中

心に黄化し，葉の片側から黄変すると葉は奇形にな

った。病勢が進むと病葉は落葉し，株全体が萎ちょ

うして枯死した。葉柄，茎，根の維管束は淡褐色一

黒褐色に変色した。

2.病原菌

常法に従って病原菌を分離したところ，カブ，チ

ンゲンサイ，パクチョイ，タアサイとも同ーの形状

の菌が高率に分離された。これらの菌の気中菌糸は

綿毛状，培養子座は軟質で淡褐色から紫色を呈し，

短い担子梗上に無色単胞で大きさ 4-15×2-4 

/J. mの小型分生子を擬頭状に多数形成した。また，新

月形で l～3個の隔膜を有する大きさ15-35×3-

4.5μ mの大型分生子と球形～楕円形で 7～13×6

第1表 カブから分離したFusarium菌のカブ，キャベツ，ダイコンおよびコマツナに対する病原性

発 病 株 率（%）

供試作物（品種） カブ菌（9324-1) カブ菌（93242) 

8月16日 8月30日 8月16日 8月30日

カブ（白雲） 95.8 100 99.9 100 
カブ（No3440) 98.8 100 97.7 100 
カブ（T-738) 85.4 100 94.8 100 
カブ（夏小町） 74.6 100 83.3 100 
カブ（福小町） 100 100 100 100 
カブ（白馬） 95.9 100 99.0 100 
カブ（A一76) 100 100 97.8 100 
カブ（CRふじしろ） 97.9 100 98.9 100 
カブ（KF 1106) 87.0 100 96.6 100 
カブ（はくれい） 96.7 100 97.8 100 
カブ（はくえっ） 100 100 95.5 100 
カブ（KT130) 97.4 100 97.7 100 
カブ（KT131) 82.l 100 98.8 100 
キャベツ（春一番） 。 95.4 3.7 95.2 
ダイコン（美菜） 。 。 。 。
コマツナ（安藤早生） 96.5 100 98.7 100 

注）播種： 8月5日
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～l2p mの厚膜胞子も観察された。これらのことか

ら分離菌はいずれも Fusariumoxysporumと同定され

た。

3.分離菌のアブラナ科植物に対する病原性

カブの主要品種と他のアブラナ科作物に対する，

カブからの分離菌の病原性を調査（試験 l）した結

果を第 1表に示す。供試した 2菌株はいずれもカブ

13品種に対して強い病原性を示し，明瞭な品種間差

は認められなかった。また，キャベツ，コマツナに

も病原性を示したが，ダイコンでの発病は認められ

なかった。カブ，コマツナおよびキャベツの擢病株

からFusar仰m oxysporumがー再分離された。

チンゲンサイ，パクチョイおよびタアサイからの

分離菌の各種アブラナ科作物に対する病原性を調査

（試験2）した結果を第 2表に示す。パクチョイか

らの分離菌は病原性がやや弱い傾向が認められた

が，いずれの菌株も中国野菜のチンゲンサイ，パク

チョイ，タアサイ，紅菜苔のほか，カブ，コマツナ，

キャベツに対しでも明らかな病原性が認められた。

ダイコンでもわずかながら発病が認められた。いず

れの作物の擢病株からもFusariumoxysporumが再分

離された。

カブおよびチンゲンサイ等からの分離菌の分化型

を決定するために，他のアブラナ科の萎黄病菌を含

む供試菌 8菌株の各種アブラナ科作物に対する病原

性を調査（試験3）した結果を第3表に示す。カブ

からの分離菌はカブ2品種およびコマツナに強い病

原性を示した。キャベツに対しては，キャベツ萎黄

病の擢病性品種である金系201号と将軍に病原性を

第2表 チンゲンサイ，パクチョイおよびタアサイからの
分離菌の数種アブラナ科作物に対する病原性

発病株率（%）

供試作物（品種） チンゲンサイ菌 パクチョイ菌 タアサイi富

9351-1 9352-1 9373 a 

チンゲンサイ（謝謝） 94.7 25.0 81.3 

パクチョイ（白茎パクチョイ） 77.8 25.8 74.6 

タアサイ 95.5 80.8 100 

紅菜苔 100 73.5 100 

カプ（白雲） 75.0 20.0 81.2 

カブ（はくえつ） 95.5 71.4 100 

コマツナ（安藤早生） 75.3 65.0 87.5 

キャベツ（春一番） 50.0 43.8 41.9 

ダイコン（美莱） 11. l 2.5 5.3 

示したが，抵抗性品種である金系YR21号での発病

は認められなかった。また，チンゲンサイおよびダ

イコンでの発病は認められなかった。チンゲンサイ

からの分離菌はカブ＼チンゲンサイ，紅莱苔，コマ

ツナおよびキャベツの金系201号と将軍で病原性が

認められたが，キャベツの金系YR21号およびダイ

コンには病原性は認められなかった。コマツナ萎黄

病菌はカブ，チンゲンサイ，紅菜苔，コマツナ，キャ

ベツの将軍に病原性が認められた。キャベツ萎黄病

菌はキャベツの擢病性品種に強い病原性を示し，カ

ブ，コマツナにも病原性が認められたが，ダイコン

に対しては認められなかった。ダイコン萎黄病菌は

ダイコンの’罷病性品種精悦，美菜に強い病原性を示

し，献夏でも発病した。また，カブ，コマツナ，チ

ンゲンサイ，紅菜苔にも病原性が認められたが，キャ

ベツでの発病は認められなかった。

第3表 アブラナ科作物から分離したFusariumoxysporu加の数種アブラナ科作物に対する病原性

発 病 株 率（%）

供試作物（品種） カブ菌 チンゲンサイ菌 コマツナ菌 キャベツ菌 ダイコン菌

9324-1 9339-1 9351-1 9238-2 FB-8-1 Tf-61 江戸川 Tf-37 

カブ（CRふじしろ） 18.3 73.2 7.5 7.9 2.6 5.4 43.7 5.0 

カブ（はくえつ） 23.2 100 48.4 10.0 6.5 9.2 4.5 11.0 

チンゲンサイ（謝謝） 。 。 22.5 2.6 。 10.5 。 2.6 

紅菜苔 。 22.9 48.7 3.3 5.8 13.3 2.6 2.9 

コマツナ（安藤早生） 2.6 75.0 9.0 。 2.6 10.3 39.8 26.3 

コマツナ（せいせん 7号） 10.4 76.3 16.l 2.6 3.1 20.0 。 2.6 

キャベツ（金系201号） 。 2.6 41.5 。 。 79.9 。 。
キャベツ（金系YR21号） 。 。 。 。 。 。 。 。
キャベツ（将軍） 。 5.3 48.0 2.8 。 71.6 。 。
ダイコン（精悦） 。 。 。 。 。 。 79.7 83.8 

ダイコン（献夏） 。 。 。 。 。 。 35.9 13.0 

ダイコン（美菜） 。 。 。 。 。 。 77.7 39.2 
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U 考 察

F. oxysporumは多くの作物に立枯性病害を引き起

こす土壌病原菌である。病慣は一般的に下葉からの

黄化，萎ちょう，茎の維管束褐変などで，今回発生

したカブ，チンゲンサイ，パクチョイ，タアサイの

病害も典型的なF.oxysporumによる病徴を示した。

F. oxysporumはその寄生性によって多くの分化型

が知られている。アブラナ科に寄生するものは，わ

が国ではキャベツ，コマツナ，ハボタン萎黄病の病

原菌としてF.oxysporum f. sp. coηglutinans （逸

見・石上， 1953；阿部・堀江， 1988；堀江ら， 1990)

が，ダイコン，カブの萎黄病菌としてF.oxysporum 

f. sp. raphani （中野・片野， 1967；萩原・竹内，

1979）が記載されている。 F.oxysporum f. s p. 

raphaniはF.oxysporum f. sp. coη.glutinansの1レー

スであるとする説（ARMSTRONG and ARMSTRONG ' 

1952）もあるが，萩原・竹内（1979）は「2つ以上

のhostを犯す菌のform名は最も強く犯す植物名が妥

当である」とする松尾（1961）の説に従い，カブの

萎黄病菌をF.oxysporum f. sp. raphaniとした。今

回，カブから分離した菌はキャベツに明らかな病原

性があり，ダイコンには病原性が認められなかった

ことから， F.oxysporum f. sp. raphaniとは明らか

に異なり，キャベツ萎黄病菌と同様であったことか

ら， F.oxysporum f. sp. conglutinansと同定した。

また，チンゲンサイ，パクチョイおよびタアサイか

らの分離菌もキャベツに明らかな病原性があり，ダ

イコンに対しては病原性がきわめて弱かったことか

ら，これらもF.oxysporum f. s p . coηglutinansと同

定した。

これまでもF.oxysporum f. sp、coηglutinansの接

種によるカブの発病は確認されており（POUND and 

FOWLER, 1953, ARMSTRONG and ARMSTRONG, 1966, 

飯嶋， 1971），これが園場で発生したものと思われる。

しかし，カブからの分離菌はカブやコマツナに対し

てキャベツ萎黄病菌等に比べ，病原性が強い傾向が

あり，若干の病原力の差が認められた。同じ分化型

のなかでも変異が起きている可能性があり，今後，

遺伝子解析等を含めた究明が必要であろう。

トマト，キャベツ，ダイコンなど多くの作物では

Fusariumによる病害の抵抗性品種が育成され，これ

らは有力な防除手段となっている。今回用いたカブ

13品種の中には本病に対する抵抗性の品種は見当た

ハU
勺

J

らなかったが，さらに広範な品種検定と育種により

有望な品種が出現することを期待する。

カプ萎黄病の病原菌にF.oxysporum f. sp. con-

glutinαηsを加えるとともに， F.oxysρarum f. sp. 

conglutin仰 Sによるチンゲンサイ，パクチョイおよ

びタアサイの病害を萎黄病（新称）とすることを提

案する。

V 摘 要

1993年夏に，千葉県柏市でカブが下葉から黄化，

枯死する症状が多発した。また，同年秋に，柏市，

八千代市のチンゲンサイ，パクチョイ，タアサイに

も同様の症状株が発生した。病原菌を分離したとこ

ろ， Fusariumoxysporumが高率に分離された。アブ

ラナ科各種作物に接種したところ，いずれの菌株も

宿主に病原性が認められたほか，キャベツにも明ら

かな病原性があるが，ダイコンにはほとんど病原性

が認められなかった。これらのことから，本菌は

Fusarium oxysporum f. sp. cong lutinansと同定され

た。カブ萎黄病の病原菌に本菌を加えるとともに，

チンゲンサイ，パクチョイおよびタアサイの病名を

萎黄病（新称）としたい。
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Occurrence of yellows on turnip (Brassica campestris L.), chingensai (B. 

chinensis L.), pakuchoi (B. chinensis L.) and B. narinosa L. caused by Fusarium 

oxysporum f. sp. conglutinans (WOLLENWEBER) SNYDER et HANSEN岡

Taeko TAKEUCHI and Haruhiko KAGAWA 

Key words : turnip, Br，αssicαch仰の1sis,Brassicαnαrinosα，yellows, 

Fusαrium oxysporum f. sp. conglutinans 

Summary 

A symptom similar to yellows was observed on turnip in Kashiwa, Chiba Prefecture in 

the summer of 1993. The same disease appeared on chingensai, pakuchoi and B. nαrinosα 

in Kashiwa and Yachiyo, Chiba Prefecture in the fall of 1993. Fusariuni oxysporum was 

isolated from the diseased tissues of the infected plants. The same symptoms as found in 

the field were developed on cabbage as well as the host plants, although few symptoms 

developed on radishes produced in artificially infected soil. Based on these observations, the 

pathogen was identified as F. oxysporum f. sp. conglutinαns (WOLLEt叩 EBER) SNYDER et 

HANSEN. The results indicate that the pathogen is a pathogenic fungus of turnip yellows. 

This is the first report of the occurrence of yellows on chingensai, pakuchoi and B. nαrinosa 

in Japan. 
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写真 カブ、チンゲンサイおよびタアサイ萎黄病の病徴と病原菌

1 圃場におけるカブ萎黄病の発生

2 擢病株の縦断面

3 チンゲンサイ萎黄病

4 タアサイ萎黄病

5 PSA培地上の病原菌（左 ：表，右 ：裏）

6 病原菌の分生子梗および分生子
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