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要 ヒ:::.
目

群馬県内の高原野菜産地に発生したキャベツパーティシリウム萎凋病は、本地域で感受性の品

種が多く栽培されていたこと、出耕作による地床育苗が一般的に行われていたこと、高冷地の盛

夏期が発病しやすい条件であったことなどの要因により、被害が拡大したと推定した。本病は主

として他の発病圃場や感染植物からの病原菌の侵入によって伝染するため、健全な育苗圃場を選

定すると共に、輪作作物としては共通宿主のアブラナ科作物やジャガイモ、ウドなどの作付けに

注意が必要である。定植後の圃場では、外部病徴を示さない春系やボール系の品種に留意し、内

部病徴の確認による初期診断が被害の拡大防止に有効である。本病の発生が認められた圃場では、

愛知夏蒔群や中野早生群から派生した抵抗性の品種を栽培すること、セル成型苗を利用して定植

後の早期感染防止に努めること、多発条件となる盛夏期の収穫を避けた作型とすること、早めの

一斉収穫を行うこと、擢病残誼上に石灰窒素を散布してのすき込みや、抵抗性のブロツコリー品

種を栽培してその残濯をすき込むこと、伝染源となるスカシタゴボウやスベリヒユなどの雑草防

除を徹底すること、などの処置が必要である。激しい発病圃場では、強い抵抗性を持ったキャベ

ツ品種の利用、低感受性のブロツコリーおよびレタス品種の栽培、非宿主のイネ科作物を用いた

輪作などが薦められる。発病圃場の薬剤消毒は、カーパムアンモニウム塩液剤の土壌混和・無被

覆処理が簡便かっ効果的で、ある。本病抵抗性の早期検定法を開発し、抵抗性が優性的な遺伝で自

殖第 4代でほぼ固定することを確認し、今後の抵抗性育種による防除の可能性を示唆した。

Synopsis 

It was presumed that the occurrence of Verticillium wilt of cabbage at highland vegetable production area 

in Gumma prefecture were caused by following factors; susceptible cultivars were cultivated in this region， 

soil bed-grown nursery in leased a field to other regions (¥owlands) were used in a general way， there were 

some conditions which are easy to get disease at mid summer term in high altitude region. As this disease is 

spreading by dissemination of pathogenic fungi from other diseased fields or infected plants， special attention 

must be paid to select a pathogen-free nursery fields， and to avoid usage of common host crops (cruciferous 

crops， potato， udo， etc.) as rotation crops. Cabbage cultivars (Harukei type and Ball type) which do not show 

extemal symptoms in the field after planting must be checked for intemal symptoms to prevent the spread of 

the disease in field. In the infested field， it is necessary to cultivate resistant cultivars which are derived仕om

Aichinatsumaki group and Nakanowase group， to control initial disease by using plug-grown healthy seedlings， 

本論文は、千葉大学審査学位論文(平成 16年 l月)を基に編集・加筆したものである。

本報告の一部は関東東山病害虫研究会報 44:45-47 (1997)、同 44・63-66(1997)、同 44:83-85 (1997)、同 46:31-34

(1999)、園芸学会雑誌 69・483-491 (2000)、同 73:484-490(2004)、群馬県園芸試験場研究報告 6・79-101 (2001)、

同7:29-40(2002)、日本植物病理学会報 69:189-197(2003)、同 70:99-105(2004) において発表し、平成 10年度

園芸学会秋季大会(園学雑 67別 2・331、1998) において講演した。また、内容の一部は平成 12年度群馬県研究開

発調整費の対象事業(プロジェクト研究)として実施した。
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to avoid crop cultivation with harvest at mid summer with favorable for the disease conditions， to practice 

the early once-over harvest， to sprinkle calcium cyanamide over the diseased residue， to plow the broccoli 

!esidues into soil， to achieve complete weed control of marshcress or common purslane those are important 

infection source. In heavy diseased field， usage of resistant cultivars， cultivation of low-susceptible broccoli， 

rotation with non-host's gramineous crops and resistant head lettuce cultivars are recommended. For chemical 

control of the disease in field， soil application of metham-ammonium Iiquid formulation without cover is 

convenient and effective. The resistance assay in early seedling stage for this disease was developed， it was 

confirmed that resistance to the disease has dominant inheritance and was easily fixed in S.， and a possibility 

of control by resistance breeding in the near future was suggested. 
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黄IJ持 キャベツパーティシリウム萎凋病の発生生態と防除に関する研究

緒

群馬県の嬬恋村を中心とする夏秋どり野菜産地

において、 1993年 7月下旬にキャベツ (Brassica

oleracea L. var. capiωω L.)の外葉が黄化し、維管

東部に黒褐変が認められる病状が発生した。これ

らのキャベツからは Verticillium属菌が高率に分離

され、県内では未発生であったキャベツパーティ

シリウム萎凋病 (YerticiIliumwilt of cabbage) であ

ることが判明した。発生実態調査の結果から、嬬

恋村大笹(吹上地区)、干俣(上の貝地区)およ

び長野原町応桑(田通地区)の計 6圃場 1.2haで

本病の発生が確認され、同時に周辺国場で栽培さ

れていたハクサイとダイコンからも Verticillium属

菌が分離された。発病を確認したキャベツ品種は

‘YRSE' ‘耐病 ST' ‘雷電'および‘YR52号'で、

同一圃場内に植えられた品種の中では‘YR52号'

の被害がやや軽い傾向が認められた。

農家に対する聞き取り調査によって、発病確認圃

場では 10年ほど前から本病に類似した症状が見受

けられるようになり、近隣圃場でも同様の黄化症状

が認められていたこと、品種や作型では‘YRSE'

田千病 ST' ‘雷電'の被害が大きかったが、 ‘YR 

錦秋'および‘YRあおば'の二年子(前年秋に

定植した苗を圃場で越冬させる作型)では被害が

認められなかったこと、 1990年以降に栽培したダ

イコンやハクサイで黄化やしおれの症状が激しく、

収穫できない場合があったことなどが明らかにな

った。

群馬県内におけるパーティシリウム病の発生は、

1964 -----1965年にナスおよびトマトで半身萎凋病が

確認されたことから始まる 118)。その後 1982-----1983 

年に利根郡片品村でハクサイ黄化病とダイコンパ

ーティシリウム黒点病の初発生が確認されるに至

って則 118) 、同じアブラナ科のキャベツにおける本

病の発生が懸念されるようになった。国内最大の

キャベツ産地である嬬恋村に本病を侵入させない

ことが地域としての課題となり、県の普及組織と

地元農協との連携による継続的な調査が実施され

た。しかしながら、結果的に 1993年まで本病の発

生確認には至らなかった。

Eヨ

初発生確認の翌 1994年には、病原菌の分離によ

る本病の発病面積が 3.2ha (15圃場)に拡大し、

以後 1995年 6.3ha、1996年 6.5ha、1997年 16.0ha、

1998年 31.3ha (栽培面積の約 1%に相当)と、毎

年ほぼ倍増ペースで拡大した刷。本病については、

世界的にも研究事例がほとんどないことから、発

生生態や防除に関する知見が得られていなし、。こ

のため、県内キャベツ産地では萎黄病、根こぶ病

に続く第三の難防除土壌病害となる危険性が高ま

り、早急な防除対策の確立が求められるようにな

った。

このような状況の中で、筆者は群馬県園芸試験

場高冷地分場(現農業技術センター高冷地野菜

研究センタ一、嬬恋村田代、標高 1170m、以下高

冷地分場)において、多くの関係機関や関係者の

協力を得ながら、初発生確認の翌年から本病の対

策試験に取り組んだ。本報告は、 1994年から 2000

年までの 7年間にわたる本病の発生生態と防除に

関する研究成果を取りまとめたものである。
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本論文では、最初にキャベツパーティシリウム

萎凋病の研究史に言及し、海外および国内におけ

る研究の歴史や菌名変更の歴史などについて整理

した。本論は 7章からなり、第 1章では外部病徴

や内部病徴、病徴の品種間差異など、病徴に関す

る研究成果と病原菌の形態的特徴を取りまとめた。

第 2章では本病の病原菌について、菌種別に各種

作物および圃場雑草に対する病原性を明らかにし

た。第 3章で、コンクリート枠隔離圃場を用いて

の試験結果から本病の伝染経路について考察し、

第4章では発病に影響する各種条件を検討し、そ

の結果から耕種的な防除法について論じた。第 5

章で抵抗性の簡易検定法、育種素材の検索、素材

の選抜効果、遺伝様式など、抵抗性育種に関する

研究成果を取りまとめた。第 6章では薬剤による

防除法の検討結果を紹介し、最終の第 7章で総合

的な考察を行った。

本論文の取りまとめに当たり、千葉大学園芸学

部教授の雨宮良幹博士、ならびに篠原温博士には

起草から完成に至るまで、終始懇切丁寧なるご指
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導とご助言を賜った。元東京都農業試験場長の

飯嶋勉博士、ならびに静岡大学教育学部教授の

飛騨健一博士(元野菜茶業試験場アブラナ科育

種研究室長)には、本論文のご校閲の労と終始変

わらぬ暖かい激励を賜った。また、全ロシア野菜

育種・種子生産研究所の AlexandreN. Ignatov博士

(現在アメリカ農務省メリーランド研究所)、千

葉大学園芸学部教授の飯本光雄博士、同助教授

の宍戸雅宏博士、坂本一憲博士、群馬県農業技術

センター副所長の須永文雄氏には、有益なご、助言

と原稿のご校閲を賜った。謹んで心より深謝申し

上げる。

本研究の遂行に当たっては、群馬県農政部担い

手支援謀の白石俊昌専門技術員に実験方法に関す

る種々のご指導をいただいた。また、群馬県園芸

試験場・農業試験場・病害虫防除所(現群馬県農

業技術センター)の研究員諸氏に多くのご支援を

賜った。歴代高冷地分場長の宮原克祐氏、須藤忠

雄氏、松村茂雄氏、土屋実氏、町田信夫氏には

適切なるご指導とご助言を、研究員の小林逸郎氏、

日戸正敏氏、石津昌彦氏、松田成弘氏には様々な

ご援助とご協力をいただいた。酒井宏氏、諏訪

澄長氏には病原菌の培養と同定で、宍田幸男博士、

小山聡氏にはセンチュウの分離・同定で、清水

正興氏にはキャベツの交配・採種で、本間素子氏

には土壌窒素の分析で、それぞれご指導とご協力

をいただいた。元嬬恋村役場経済課の佐藤精一氏、

黒岩秀樹氏、黒岩勉氏、ならびに嬬恋村の黒岩

久子氏、佐藤吉平氏、山本かふみ氏、黒岩イトエ

氏、黒岩フミ氏、中村まち江氏、黒岩みさえ氏に

は調査で様々なご援助をいただいた。元吾妻農業

改良普及センター長野原出張所の大塚邦雄氏、嬬

恋村農協の滝沢孝好氏をはじめとする営農畜産課

の職員諸氏には、現地試験の調査研究で様々なご

援助とご協力を賜った。嬬恋村の篠原重政氏には、

長年にわたり試験圃場を快く提供していただい

た。抵抗性の非破壊検査に関する県のプロジェク

ト研究では、群馬県工業試験場(現群馬産業技

術センター)の丸秀樹氏、 (株)島津製作所東京

支社および東芝 ITコントロールシステム(株)の

関係各位に様々なご指導・ご協力を賜った。また、

オランダ育種研究所 (CPRO-DLO、現P則)元野菜

果樹部長の A.P. M. den Nijs博士、中国東北農業

大学教授の秦智偉博士、野菜茶業試験場(現独

立行政法人野菜茶業研究所)アブラナ科育種研究

室、種苗管理センター嬬恋農場および各種苗会社

からは、貴重な種子やマイクロチューバーを分譲

していただくと共に、有益な情報の提供を賜った。

ここに記して、ご指導・ご協力を賜った多数の関

係者に衷心より感謝の意を表する。

研 究 史

多犯性の植物病原菌として知られる Vertici/lium

属菌の宿主範囲は、 160属 350種以上におよぶと

されている l則。キャベツもこの中の l宿主に数え

られるが、本作物のパーティシリウム病に関する

報告は世界的にも極めて少ない。

1 海外における研究の歴史

キャベツのパーティシリウム病は、メキャベツ

(Brassicαolerαcea L. var. gemmiferαZenk.)やダイ

コン (Raphanussativus L. var. longipinnatus L. H. 

Bailey) などと共に、米国のカリフォルニアにおけ

る発生が Snyderet al. 123) によって初めて報告され

た。これら作物からは Valbo-atrum Reinke et Berthold 

が分離され、分離菌は上記作物に強し、病原性を示

したが、 トマト (Lycopersiconesculentum MilI.)に
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は病原性を示さなかったことが明らかにされてい

る。さらに、別種植物からの分離株がトマトに激

しい萎凋を引き起こしたことから、 Valbo-atrumに

は病原性の異なる系統が存在することを報告して

いる。米国では上記以外のアブラナ科で、古くか

らワサビダイコン (Armoraciarusticana ph. Gaertn.， 

B. Mey. et ScherbJやルタパガ (Brassicanap凶L.var. 

napobrassica MilI.)などが Vertici/liumspp.の宿主植

物として知られていた叫川。しかし、 1990年にカ

リフオルニアのサリナスバレーにおいて、 Vdahliae

によるカリフラワー (Brassicaolerα'cea L. var. bo句Itis

L.)のパーティシリウム病が新たに確認され、こ

の地域で栽培されたキャベツ、ハクサイ (Brassica

campestris L. var.pekinensis Rupr.)、パクチョイ
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Brassica campestris L. var. chinensis L.)なども v.
dahliaeに感受性であったことが報告された回)10)。

カナダでは、ケベック州、|のキャベツ萎凋株から

にnigrescensPethybridgeが分離されたことが Oevaux

and Sackston'6)によって報告されている。しかし、

この報告ではキャベツの萎凋程度や病原性が不明

である。 V.nigrescensは高温性の菌で、一般には弱

寄生菌ないし腐生菌として扱われており、 28科目

種の植物に対する接種試験でもその病原性は認め

られなかったとする報告叫がある。

その他、アブラナ科作物ではイギリスでメキャ

ベツ、ハツカダイコン (Raphanussativus L.)、カブ

(Brassica campestris L. var. rapifera L.)、ワサビダ

イコンがにαlbo-atrumおよび V.dahliaeの宿主と

して '5)刷、またニュージーランドで野生カブがに

dahliaeの宿主として報告されている 11) '22)。しか

し、北米以外でキャベツを Verticilliumspp.の宿主

とする記載は見当たらない。

2 我が国における本病の発生と研究の歴史

一方、我が国におけるキャベツパーティシリウ

ム病の発生確認は比較的新しく、北沢.柳田 s

よつて北海道でで、の発生が初めて報告され、本病は

V. dahliaeに起因するキャベツパーティシリワム萎

凋病と命名された。その後長野県でも本病の発生

が確認され 1制、分離菌 (v.dahliae) はダイコン、

ハクサイに強い病原力を持ち、 トマトやピーマン

(C aps icum annuum し)には病原性がないことが

報告された。さらに、本病に対してはキャベツの

品種によって感受性に差があることや、防除薬剤

としてクロルピクリン剤のマルチ畦内処理が有効

であることなどが明らかにされている則。しかし、

これ以後群馬県での発生が確認された 1993年に

至るまで、国内における本病の発生報告は見当た

らない。

以上のように、海外では北米でキャベツが Verti-

cil/ium spp.の宿主植物として報告されている程度

である。また、我が国では各種のアブラナ科野菜

にパーティシリウム病の発生が認められている ω

が、被害の大きいハクサイ黄化病に関する研究が

ほとんどであって、キャベツパーティシリウム萎

凋病の発生生態や防除についての知見に乏しい。

3 Verticillium属菌の種名改変の歴史と寄生性に

基づくに dahliaeの分類
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Verticillium属菌として現在 40種以上が知られて

いるが l湖、植物病原菌として扱われるのは V.albo-

atrum、V.dahliae、V.nigrescens、に tricorpusIsaac、v.
nubilum Pethybridge、Vlongi.司porumの6種である問)。

これらのうち、主要なに albo-atrum、Vdahliae、v.
longisporumの 3種についてはたびたび種名の改変

が行われており、また lつの種に多数の菌群(菌

系)が存在するなど複雑であって、過去の文献を

参考とする上では整理が必要である。

V. albo-atrumと V.dahliaeの種名をめぐっては、

両者を別種とする立場とにdahliaeをにαlbo-atrum

に含める立場とで歴史的大論争が展開され、混乱

の時期を経て Vdahliaeが正式な種として使用され

るようになった 36)。一般にヨーロッパやカナダ、

オーストラリア、ニュージーランドなどでは古く

から両種は別種として扱われていたのに対し、ア

メリカでは Vdahliaeを V.albo-atf・umに含める説が

支持されていたが、 1979年以降に Vdahliaeが正式

に使用されるようになった 3ヘ
また、 V.dahliaeは菌株によって病原性に差のあ

ることが知られており、飯嶋 3叫 l土トマト半身萎凋

病の病原となりうるか否かの観点から、トマト系、

非トマト系の類別を行った。一方、萩原・竹内紛

は、各地から収集した v.dahliaeの菌株について

判別作物に対する病原力の強弱や菌の形態に基づ

き、 A'"'"'Eまでの 5つの菌群に類別した。その後

萩原刊は新たに 2群を追加し、ナス系 (A群)、

トマト系 (B群)、ピーマン系 (C群)、アブラナ科

系 (0群)、病原性弱または不明の菌株 (E群)、

トマト・ピーマン系、エダマメ (Glycinemax Merr.) 

系の菌群に類別した。しかし、アブラナ科植物に

由来する菌株の全てがアブラナ科系に属するとは

限らず削、ハクサイでは非アブラナ科系の菌株に

よると考えられる発病が報告され 25)31) 141)、ダイコ

ンでもトマト系の菌株による発病が報告されてい

る回)。

4 Verticillium longisporumの提案

Stark'2<)は、ワサビダイコンから分離した分生

子の大きさや形が異なる菌株を、 V.dahliae var. 

longisporum Starkとして提案した。

我が国の Vdahliaeアブラナ科系菌株 (0群)に

ついては、各種作物に対する病原性や菌の形態的

特徴、培地上の性状などが他の系統と異なること
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が指摘されていたが副川、堀内・竹内制は国内産

V. dahliaeの D群菌株(アブラナ科系)とに dahliae 

var. longisporum Stark (反 dahliaeの複相型菌株)が、

形態や病原性などの点で極めて類似性が高いこと

を報告した。

近年、 Karapapaet α1.19
)により、本菌は形態学的

.分子生物学的な特徴が明らかに V.albo-atrumや

V.dahliaeと区別できることから、これらとは別種

の V.longisporum comb. nov.と見なされるべきであ

るとする提案があり、国際的な承認を受けた則。

また、彼らの供試菌株中に日本のアブラナ科系菌

(D群)も含まれていたため、我が国でも V.longi-

sporumを使用することが提案された回)。

本種はその後 Peggand Brady"川こより、 V.longi-

sporum Karapapa Starkとして正式に記載されてい

る。したがって、今後アブラナ科作物のパーティ

シリウム病は、病原菌名の変更 (V.dahliaeから v.
longisporumへ)や追加が行われる可能性が大き

し、。

5 これまでに報告されたキャベツパーティシリ

ウム萎凋病菌の見直し

以上のような経過を踏まえると、 Snyderet al.'23) 

によって報告されたキャベツの病原菌 V.albo-atrum 

は、 V.dahliaeを別種として扱う以前の米国での報

告であること、他の植物からの分離株と異なり、

トマトに対して非病原性であったことなどから判

断して、現在の分類による V.dahliae(非トマト系)

または V.longisporumに属するものと推定される。

また、 北沢・柳田闘によって本病の病原菌として

報告されたに dahliaeの 2菌株 (MAFF235674、

235675) は、酒井ら '05)の再検討によっていずれも

にlongisporumであったことが確認され、病原菌名

の変更が行われた。さらに、長野県でキャベツか

ら分離されたにdahliae'叫 についても、他作物に

対する病原性などから判断して V.longisporumであ

った可能性が高いと考えられる。

第 1章病徴と病原菌

キャベツパーティシリウム萎凋病の病徴に関し

て、北海道では発病株の外葉は枯れて畑全体が褐

色に見えるが、個々の発病株は萎凋して結球しな

いか、結球しても外葉から順次黄化 し、葉脈が黒

褐色の網目模様となることが報告されている問。

また、長野県では収穫前に外葉の黄化が著しくな

り、V字形あるいは半身的に黄化するものもあり、

発病株の道管部は黄褐色から黒色に変色し、枯れ

た外葉は離脱して、そこには黒色の微小菌核が見

られたことが報告されている刷。しかし、病徴に

関してこれ以上の記載はない。

病原菌については、本病が Verticil/iumlongi.伊orum

および Verticilliumdahliaeによって引き起こされ刷、

群馬県内の発病問場から分離したに dahliaeIこは

萩原刊の類別に基づくナス系、 トマト系、ピーマ

ン系、エダ、マメ系の 4系統が含まれていたことが

明らかにされている刷。

本章では、はじめに本病の病徴と発病の品種間

差異を明らかにし、キャベツの発病株から分離さ

れた病原菌 V.longisporumおよび V.dahliaeの各菌

群について、その形態的な特徴を検討した。

-6 -

第 1節病徴

キャベツパーティシリウム萎凋病の発病確認圃

場において、外部病徴および内部病徴を調査した。

また本病に対しては、キャベツの品種によって感

受性に差のあることが報告されていることから川 、

病原菌の接種によりキャベツ主要品種の本病抵抗

性と病徴の品種間差異について検討した。

材料および方法

試験 1 自然発病圃場における病徴観察

病原菌の分離により、本病であることが確認さ

れた嬬恋村干俣(上の貝地区、大原地区)および

大笹(吹上地区)の発病圃場を対象として、 1994

~ 1995年のいずれも 8月に外部病徴ならびに内部

病徴を調査した。

試験 2 V. longisporumの接種菌密度の違いによる

品種抵抗性と病徴の品種間差異

高冷地分場内において、 l区画 15rrf (3m x 5m) 
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のコンクリート枠隔離圃場を用い、 1994年の春ま

き作型で検討した。嬬恋村内の本病発病株から採

取した病原菌 v.longisporum (CA 9菌株、群馬県

農業技術センタ一保存)を用い、パーミキュライ

ト・フスマ培地で、 250C、12日間培養したものを

病原菌低密度区で 67go m-2、高密度区で 133g 0 

m-2 (倍量)の全面散布を行い、土壌と混合した。

供試品種は表 1に示した 12品種で、試験規模は l

品種 7株の 2反復とした。

播種は 4月 11日、定植は 5月 18日に行い、地

上部(外葉)症状は 7月 27日に黄化、赤紫色化、

萎凋の発生程度を以下の基準によって調査し、各

症状の発生度を算出した。指数 0:症状が認めら

れない、 1:一部に軽微な症状が認められる、 2:

明確な症状が認められる、 3:株全体に激しい症状

が認められる。各症状の発生度{~ (指数別

株数×指数) / (調査株数x3 )} x 1000 

収穫物の切り口(結球底部横断面)部分におけ

る維管束の発病調査は、指数化して 7月 28日に

各品種一斉に行い、次式によって維管東発病度を

求めた。指数 0:黒褐変が認められない、 1:軽微

な黒褐変が認められる、 2:明確な黒褐変が認め

られる、 3:激しい黒褐変が認められる。収穫物

の維管束発病度= {~ (指数別株数×指数)/ (調

査株数x3 )} x 1000 

試験 3 春まき作型における品種抵抗性と病徴の

品種間差異

試験場所や闘場の条件、供試菌等は試験 1に同

じとし、 1995年の春まき作型で検討した。接種源

はパーミキュライト・フスマ・土壌培地を用いて

250
Cで 21日間培養し、圃場への接種量は 0.1L 0 

m-2とした。供試品種は図 5に示した 18品種とし、

試験規模は l品種 5株の 2反復とした。

播種は 4月 13日、定植は 5月 24日に実施した。

地上部(外葉)の黄化症状および茎・根部の維管

束発病調査は収穫期に達した早生性の品種から順

次行い、 7月 26日から 8月 11日の聞に実施した。

外葉の黄化症状調査基準は試験 1に同じとし、黄

化発生度を求めた。また発病調査は、茎 ・根部縦

断面における維管東黒褐変程度(図 11参照)を

以下に示す 0"-'4段階に指数化して調査し、発病

度を算出した。指数 0:黒褐変が認められない、 1: 

根の先端維管東部に軽微な黒褐変が認められる、
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2:地際部維管束まで明確な黒褐変が認められる、

3 :地上部茎の維管束まで激しい黒褐変が認めら

れる、 4:外葉や結球部の維管束にまで激しい黒

褐変が認められる。茎・根部の維管東発病度ニ{~

(指数別株数×指数)/ (調査株数x4 )} x 1000 

試験4 初夏まき作型における品種抵抗性と病徴

の品種間差異

試験 2と同様の内容により、播種期を変えて

1995年の初夏まき作型で検討した。播種は 5月 29

日、定植は 7月 13日に行い、外葉の黄化症状およ

び茎・根部の維管束発病調査は収穫期に達した品

種から 9月 11"-' 27日の聞に順次実施した。

結 果

試験 1 自然発病圃場における病徴観察

外部病徴(図1)は、本病の多発圃場でも生育

初期には認められず、結球中期から収穫期になっ

て発現した。初め下葉の葉縁部が退色し (A)、

その後葉縁は不正形または V字形に黄化して黒腐

病に類似の病徴を示し、葉脈問はまだら状に黄化

した (B)。外葉の黄化は病状の進行に伴って順次

内葉におよび、収穫間近になってから短期間のう

ちに急速に黄化が進んだ。病状の激しいものは結

球葉まで黄化が確認され (C)、結球部の肥大が

良好な生育旺盛株ほど被害の大きい傾向が認めら

れた。しかし、病名の由来ともなっている萎凋症

状は、激しい発病株でも観察されなかった。発病

枯死した下葉は脱落し、葉脈に沿って微小菌核を

形成し (D矢印部位)、甚発生圃場では圃場全体が

茶褐色に見えるようになった (E)。

発病株では内部病徴(図 2) として細根 (A) や

茎から葉柄 (B)、葉脈 (C)、結球内部 (D) の維

管東に黒から黒褐変が認められた。被害の軽い株

では根部の維管束に変色が認められた程度であっ

たが、重くなるにつれて維管束の変色は順次茎、

葉、結球内部にまで及んだ。したがって、被害程

度が軽い場合は収穫物(結球部)に異常はなく、

商品としての問題はなかった。しかし、被害程度

が重くなると結球底部の収穫横断面に黒褐変が認

められるようになり (E)、このような株では収穫

物の内部にまで維管束の変色が及ぶ (0) ことか

ら、商品性がなくなり被害が大きかった。
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図 1 キャベツパーティ シリ ワム萎凋病の外部病徴

Fig. 1. External symptoms of Verticillium wi1t of cabbage 

A: Beginning of leaf edge discoloration 

B: Yellow leaf spots between leaf v巴ins

C: Typical symptoms at harvesting stag巴

D: Microsclerotia formed in the outer leaves (釦ows)

E: A cabbag巴 fi巴ldheavily affected by th巴 pathogen

自 8-
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図 2 キャベツパーティシリウ L萎凋病の内部病徴

Fig. 2. Internal symptoms of Verticillium wi1t of cabbage 

A: Browning of root vascular 

B: Vertical section of a stem heavily affected by the pathogen 

C: Browning of leaf vein (vertical section) 

D:V巴rticalsection of叩 affectedhead 

E: Cross section of a lower core 

9 
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図 3 外部病徴を発現しないキャベツ品種

Fig. 3. Cabbage cultivars without extemal symptoms 

A， B:‘R巴iho1¥ C，D:‘YR 25' 

Field appearanc巴(left)and st巴msection (right) 

図 4 圃場における発病の品種間差異

Fig. 4. Varietal differences of the disease in a field 

A:‘Ay北az巴" intermediate resistanc巴

B:‘Gakuyo'， susceptibility 

Photographing: Ohzasa， Tsumagoi-mura， 1998 

10 
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調査した品種の多くは外部病徴と内部病徴の程

度が一致し、外葉の黄化程度が激しくなるにつれ

て維管束の黒褐変程度も大きくなったが、‘麗峰 l

号'のような一部品種では外葉の黄化がほとんど

確認されず、維管束の黒褐変のみが認められた(図

3 )。同一園場内であっても、栽培されている品

種によって外葉の黄化程度に大きな違いを生じて

いる圃場も観察された(図 4)。

試験2 にlongisporumの接種菌密度の違いによる

品種抵抗性と病徴の品種間差異

地上部(外葉)の黄化、赤紫色化等の症状は定

植後 1ヶ月では認められず、収穫間近の 7月にな

ってから確認された。収穫期における地上部(外

葉)の各種症状発生度と収穫物(結球底部横断面)

の維管束発病度を表 1に示した。

病原菌高密度区では、低密度区に比較して各種

症状の発生度や発病度がやや高い傾向が認められ

たが、品種によっては逆の結果を示すものもあり、

菌密度の違いによる差は明確でなかった。しかし

いずれの試験区においても、多くの品種で外葉の

黄化が認められる中にあって、‘金系 201号'‘麗

峰 l号'‘秋徳'‘ YR藍宝'の 4品種では黄化症状

の発生がほとんど認められなかった。また外葉の

赤紫色(アントシアン)化症状は‘秋徳'‘ YR藍

宝'で目立ち、萎凋症状発生度は‘アーリーボー

ル'で特異的に高かった。‘アーリーボーノレ'は

早生性の品種であり、調査日を他品種と揃えたこ

とによって老化や根腐れが進行し、萎凋症状が多

く発生したと思われる。

病原菌密度の異なるいずれの試験区において

も、収穫物の維管束発病度は‘YR213 '‘雷電'

'YRSE'‘麗峰 l号'などで高い傾向がみられた。

‘金系 201号'の維管束発病度はやや低く、‘秋

徳'‘ YR藍宝'では結球部に内部病徴は認められ

なかった。

試験3 春まき作型における品種抵抗性と病徴の

品種間差異

春まき作型(試験 3) および初夏まき作型(試

表 1 病徴の品種間差異(1994，春まき)

Table 1. Varietal differences of symptom expression (1994， Spring sowing) 

Head lnoculation of low-concentration y) lnoculation ofhigh・concentration対

Cultivar 
formation Extemal symptoms w) Intemal Extemal symptoms 

typeZ
) Leaf Anthocyan ;1+ v) S戸nptomu) Leaf Anthocyan 

Wilt 
yellowing coloration 

Wilt 
yellowing coloration 

Early Ball B 39 O 51 31 36 2 60 

Kinkei 201 H O 。 O 14 O O 5 

Reiho 1 H O O O 24 O O 2 

K21 7 。 O 17 10 O O 

YR213 26 19 O 52 21 O O 

YR52 K 10 10 O 14 17 7 O 

YRSE K 24 O 。 24 19 2 O 

Raiden K 26 O O 21 43 O O 

Ryohrei 41 K 24 O O 7 31 2 O 

YRAoba K 14 2 O 12 17 O O 

Shutoku K O 41 O O 2 36 。
YRRanpo K O 5 O O 2 21 。
z) B: Ball type， H: Harukei (fall-sowing type)， 1: Intermediate type， K: Kandama (summer-sowing type) 

y) Inoculation ofVermiculite-Bran-soil medium: 67g・m-z

x) Inoculation ofVermiculite-Bran-soil medium: 133g . m-
2 

lntemal 

S戸nptom

21 

5 

41 

21 

45 

29 

38 

41 

31 

29 

O 

O 

w) Leafyellowing severity and degree of anthocyan coloration = { L. (plants with each occurrence index X each 

index number) / (number ofplants examined X 3) } X 100. Occurrence index 0: no occurrences， 1: slight， 

2: moderate， 3: heavy 

v) Incidence (%) 

u) Disease severity = { L. (plants with each disease index X each index number) / (number ofplants examined 

X 3) } X 100. Disease index (degree ofvascular browning); 0: no s戸nptoms，1: slight， 2: moderate， 3: heavy 
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験 4) における品種別の外部病徴(外葉の黄化症

状発生度)と内部病徴(茎・根部の維管東発病度)

との関係、を図 5に示した。 ‘秋徳' ‘YR藍宝'の

維管東発病度は極めて低く、黄化症状もほとんど

認められなかったが、両品種の外葉には赤紫色化

症状の発生がみられた。‘アーリーボール， 'YR25 

号' ‘YRお号' ‘田Z-16' 'YR青春' ‘秋早生'の

維管束発病度は中程度で、その他の品種の発病度

は高かった。維管束発病度が中または高い品種の

中で、 ‘89Z-16' ‘YR青春' ‘麗峰 1号'の外葉に

は黄化症状が全く認められなかったが、その他の

品種では外葉の黄化発生度が高いものほど、維管

束発病度も高くなる傾向が認められた。また、萎

凋症状はいずれの品種にも確認されなかった。

試験4 初夏まき作型における品種抵抗性と病徴

の品種間差異

‘秋徳、'の維管束発病度は極めて低く、外葉の

黄化も認められなかった。次いで‘YR藍宝'の

発病度がやや低く、本品種の外葉には軽微な黄化

と若干の赤紫色化症状が認められた。その他の品

種では全体的に維管東発病度が高かった。 ‘89Z-

16' では外葉の黄化は全く認められず、 'KH753' 

‘YR213' ‘YR青春' ‘麗峰 l号' ‘アーリーボー

70 ⑩ 
'N 

60 
Spring sowing ⑪ 

b 

ゐU〉U tn ・4 50 
⑫ 
⑦ 

bロb 
40 ⑬ 

主 30 。
-U 〉、 20 

⑮ 

t炉+司a斗・B司
10 ⑥ 8 バ予、 /マ守h

。

③ 

ノレ' ‘秋早生' ‘YR25号'などでも、発病度の割

に外葉の黄化発生度は低かった(図 5)。萎凋は

いずれの品種にも確認されなかった。

考 察

本病の病徴については、すでに萎凋や黄化など

の症状が報告されているが叫刷、萎凋は試験 2の

‘アーリーボール'を除いて激しい発病株でも認

められず、外部病徴としては外葉の黄化が確認さ

れただけであった。キャベツは葉肉が厚く、多汁

質で表皮が ロウ質で覆われていることなどによ

り、もともと形態的に萎凋が起こりにくい性質を

有していると考えられる。さらに、嬬恋村のよう

な高標高地域では盛夏期の日中でも葉温上昇が比

較的小さく、保水力の大きい黒ボク土の影響など

が重なることによって、蒸散作用を促進する条件

が小さくなりやすい。「萎凋」は本病の病名とし

て付けられているが、キャベツでは必ずしも病徴

を現しているとは言えない部分があり、キャベツ

の有する形態的な特徴や気象条件・土壌条件など

周辺環境の影響によって、発現が抑制されやすい

と考えられた。

Early summer sowing 

⑬⑪  

⑨ 
8 
⑬ 
⑪ 

⑮ 
③ 

⑬ 
8①⑮⑦  

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Disease severity ofvascular browning Y) 

図 5 外部病徴(外葉の黄化)と内部病徴(維管束黒褐変)の関係

Fig. 5. Relation between extemaI symptom (Ieaf yeIIowing) and intemaI symptom (vascular browning) 

z) See Table 1. 

y) Disease severity = { 2: (plants with each disease index X each index number) / (number of plants 

examined X 4)} X 100. Disease index (degree of vascular browning) ; 0 : no symptoms， 1 : in 

root， 2: in stem， 3: in outer leaf， 4: in head. Number in circ1e indicates following cultivars 

① Early Ball，② YR25，③ 89 Z-16 (N atsuyama)，④ YR Seishun，⑤ Reiho 1，⑥ Akiwase， 

⑦ YR213 (Gakuyo)，③ KH 753 (Tsumamidori)，⑨ YR23，⑩ Ryohrei 41，⑪ YR52，⑫ Raiden， 
⑬ Shutoku，⑪ YRSE，⑬ YR Ranpo，⑮ Taibyo ST，⑪ YR Shinpu，⑬ YR Aoba.①，②: Ball 

type，③一⑤ Harukeitype (Spring-cabbage)，⑤一⑨ Intermediatetype (Hybrid between 

Harukei and Kandama)，⑩一⑬:Kandama type (Winter-cabbage) 
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また外葉の黄化症状についても、全ての品種に

共通する外部病徴ではないことが確認された。い

わゆる寒玉タイプの多くの品種がほぼ発病度に応

じた外葉の黄化症状発生度を示すのに対し、春系

タイプまたは春系タイプの血を引く品種やボール

タイプの品種の多くは、外葉に病徴としての黄化

症状が生じなかったり、生じにくい性質を有する

と考えられた。キャベツではこのような系統や品

種が存在することにより、圃場における本病の発

生確認を困難にしていると推察された。

外葉の赤紫色化症状(アントシアンの発現)に

ついては、試験 2'"'-'4で抵抗性の強い品種(‘秋

徳'および‘YR藍宝， )に発生が認められたこと

から、本病抵抗性と何らかの関連性があるものと

考えられる。これら品種はいずれも両親または片

親に‘川崎系'が用いられており、遺伝的な面か

らいわゆる‘川崎'タイプの品種と称されている。

ソ11崎'はもともと低温やストレスに敏感で、寒

さや何らかのストレスによって外葉にアントシア

ンを発現しやすい特徴を有している。しかし、本

試験は最も低温を受けにくい時期の作型であるこ

とから、両品種の外葉に認められた赤紫色化症状

は、低温以外の原因によって引き起こされたと考

えられる。抵抗性程度の高かった両品種でも、根

や茎の下部組織には軽度の維管束黒褐変が認めら

れた。これらのことから、抵抗性を有するソ11崎'

タイプの品種では、病原菌の侵入による水分吸収

抑制などのストレスが引き金となって、外葉にア

ントシアンを発現していると推察された。

以上のように、高冷地では本病の外部病徴とし

ての萎凋が起こりにくいことから、感受性品種に

おける外葉の黄化が発病確認の目安になるので、

この病徴を見逃さず、早期発見に努めて被害の拡

大を防止することが重要である。なお、一部に躍

病しても外葉の黄化が起こりにくい品種が存在す

るため、本病の発生確認や被害の診断に当たって

は注意が必要である。本病の発生が疑われる場合

には茎から根部の縦断面や収穫物の切り口横断面

を観察し、維管束黒褐変(内部病徴)の有無を確

認することが肝要である。

自然発病圃場の調査と菌接種検定の結果から、

本病に対する抵抗性には品種間差異が認められ、

維管束発病度が低く外葉の黄化もほとんどみられ

ない‘秋徳'と‘YR藍宝'は抵抗性を有する品種

と考えられた。また維管束発病度が中程度で、外

葉の黄化発生度が低い‘YR25号' ‘金系 201号'

‘89 Z-16' ‘秋早生'などは若干の耐病性を有す

る品種、維管束発病度が高く外葉の黄化しにくい

‘麗峰 l号'や維管束発病度と外葉の黄化発生度

が共に高いその他の品種は、程度に差が見られる

ものの概ね感受性の品種と判断された。外部病徴

(外葉の黄化)や内部病徴(維管束の黒褐変)の

発現に関する品種間差異は、試験年次や作型が異

なってもほぼ同様の結果が得られたことから、各

品種に固有の性質であることが明らかになった。

第 2節 病原 菌

V. longisporumとに dahliaeの識別は、希釈 Hall

&Ly培地上に形成される微小菌核 (Microsclerotia

;以下 MSと略称)の形態や Howell培地上のポリ

フェノールオキシダーゼ活性の違いによって剖、

また分生子やフィアライドおよび MSの形態学的

な性質、分生子核の直径、 DNA含量、 RAPD解析、

セイヨウナタネに対する病原性の違いなどによっ

て柑)識別が可能であると報告されている。また v.
dahliaeの菌群については、判別作物に対する病原

性の確認刊以外に、 RAPD解析師)67)や PCR分析 l甜)

によってある程度の類別が可能とされている。

本節では、キャベツの発病株から分離された病

原菌 V.longisporumおよび V.dahliaeの各菌群(酒

井ら 103) によって類別済み)を用い、より簡便な

方法によって両種の判別が可能な形態的特徴につ

いて検討した。

材料および方法

群馬県園芸試験場生産環境室(現農業技術セン

タ一生産環境部)の保存菌株から、種や菌群が異

なる 4菌株 (CA9、CA26、CA39および CA43菌

株)を選んで、 2000年に形態的な特徴を調査した。

基準培養株として、農業研究センター(現農業技

術研究機構中央農業総合研究センター)から分譲

された V.longisporum (84013菌株)および V.dahliae 

トマト系 (84007菌株)の 2菌株を加え、これら 6

-l3 -



群馬県農業技術センター研究報告 第 2号 (2005)

菌株の MSをジャガイモ煎汁寒天培地 (POA) に

移植した。培養温度は 22
0

Cとし、 6日後に光学顕

微鏡によりフィアライドの形態を観察し、 20'"23 

日後に分生子と MSの形態を調査した。

結

POA培地に移植した MSは、 3"'4日後から白色

菌叢を生じ、 7"'8日後から再び黒色の MSを形成

した。いずれの菌株も MS以外の休眠体形成は認

められず、 22
0Cで旺盛な生育を示し、 30

0Cでも

生育した。分生子柄の基部細胞は無色で、各節か

らはフィアライドの輪生が認められ、その数は

CA9菌株および 84013菌株(基準培養株)で 1'"

3本と少なく、他の 4菌株で 2"'5本と多かった。

フィアライドの先端には分生子塊を擬頭状に形成

し、分生子はいずれも無色単胞であった。しかし、

その形状は菌株によって異なり、 CA9菌株および

84013菌株(基準培養株)で長さが細長く (長径

の平均 8.5'" 9. 111m) 円筒状で、他の 4菌株は短く

(長径の平均 4.9 '" 5. 7μm) 楕円形であった。

培地上に形成された黒色の MSは、 CA9菌株およ

び 84013菌株で不規則に連なった細長の形状を呈

し、他の 4菌株でコンパクトなほぼ球形を示した

(表 2、図 6)。

考 察

V. longisporumは、近年までに dahliaeのアブラ

ナ科系菌として扱われていたものが、新たに種と

して認知されたものである。基準培養株に用いた

84013菌株は、 1980年に国内のハクサイから分離

された中央農業総合研究センターの保存菌株で、

Karapapa et aJ:9) によって形態的・分子的特徴が調

査された Verticilliumspp. 46菌株(10ヶ国から集め

られた 17種の植物を宿主とする)中の 1つで、あ

る。本菌株は分子長、細胞外ポリフェノールオキ

シダーゼ活性、未発芽分生子核の直径、分生子の

単一核中の ONA含量、九久POバンド、ナタネ品種

'Cobra' に対する病原性など、多くの特性検定結

果に基づいてにlongisporumに分類されたものであ

る。キャベツ発病株からの分離菌 CA9菌株は、

フィアライド数、分生子の長さ、 MSの形状といっ

た形態的特徴がこの基準培養株にほぼ一致し、 v.

表 2 キャベツから分離されたパーティシリウム属菌の形態的な特徴

Table 2. Morphological characteristics of Verticillium spp. isolated from cabbage 

Isolates z) 
SpeciesY) Number of Size of conidia w) (range) Microsclerotial 

(Pathotype三2 phialides Length (μm) Width (μm) Ratio (LlW) characteristics 

CA9 V 1 (D group) 
9.1 ::!::0.1 3.9::!:: 0.1 2.4 ::!:: 0.1 Irregular 

1-3 
(7.1-11.8) (2.9-5.0) (1.5-3.5) Elongate 

CA26 V d (A group) 
5.3 ::!:: 0.1 3.2 ::!:: 0.1 1.6 ::!:: 0.03 Compact 

3-5 
(3.8-6.8) (2.2-4.0) ( 1.1-2.3) Spherical 

CA39 V d (B group) 2-5 
5.7 ::!:: 0.1 3.3 ::!:: 0.1 1.7 ::!:: 0.04 Compact 

(4.1-6.6) (2.5-4.1) (1.2-2.4) Spherical 

CA43 V d (C group) 3-5 
4.9 ::!:: 0.1 2.8 ::!:: 0.1 1.8 ::!:: 0.04 Compact 

(3.6-6.7) (2.2-4.2) (1.2-2り Spherical

Type cu1tures v) 

5.3 ::!:: 0.1 2.5 ::!:: 0.1 2.2 ::!:: 0.1 
84007 V d (B group) 3-5 

(3.9-6.8) (1.9-3.8) (1.5-2.9) 

8.5土 0.1 3.8 ::!:: 0.1 2.3 ::!:: 0.1 
84013 V 1 (D group) 1-3 

(6.7-11.4) (2.6-4.9) (1.5-4.5) 

z) CA26， CA39， CA43 and CA9 are source ofGumma Agricultural Research Center. 

y) Classification of species proposed by Karapapa et al. 49) 

Compact 

Spherical 

Irregular 

Elongate 

x) Pathotypes of V. dahliαe proposed by Hagiwara 24). A group: eggplant pathotype， B group: tomato 

pathotype， C grOUp: sweet pepper pathotype， D group: crucifer pathotype (s戸1.V. longisporum) 

w) Valu巴sare means ::!:: SE (n = 50). 

v) Type cultures (84007 and 84013) provided仕omNational Agricultural Research Center 
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図 6 Verticillium longisporumおよび V.dahliaeの形態的な特徴

Fig.6.恥1orphologicalcharacteristics of Verticillium longisporum and V. dαhliαE 

A， B: Microsclerotia and conidiospore of V. dahliae (tomato pathotype) 

C， D : Microsclerotia and conidiospore of V. longisporum 

Scal巴 bar;A， C: 50μm， B， D: 10 μm 

long中orumであることが確認された。同様に、 CA26、

CA39および CA43菌株についても、基準培養株

84007との形態的特徴の比較により、 V.dahliaeで

あることが確かめられた。

フィアライドや分生子、および MSの形態的な

特徴は、光学顕微鏡を用いての観察が可能で、 v.
longisporumとV.d，αhliaeを明確に識別できる最も容

易な方法と考えられる。なお、 V.dahliaeの菌群聞

に形態上の相違は認められなかった。

第2章 Verticillium longisporumおよび V.dahliaeの各種植物に対する病原性

キャベツパーティシリワム萎凋病の発病株から

は、 V.longisporumの他に V.dahliaeの複数の菌群

が分離されたため州側、それぞれの菌がキャベツ

に対してどの程度の病原性を有するのか把握して

おく必要性が生じた。また輪作作物の栽培に当た

って、本病の発病畑ではこれらの Verticillium菌に

自 15

侵されない作物を選択する必要があり、さらに発

病圃場に生育する雑草種についても、本病の伝染

源、となりうるか否かの検討が必要となった。

群馬県内の夏秋どりキャベツ産地では種ジャガ

イモ (Solanumtuberosum L.)やハクサイ、ダイコ

ン、ベニバナインゲン (Phaseoluscoccineus L.)、
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ウド (AraliαcordataThunb.)、スイ ー トコー ン

(Zeamの'sL. var. saccharata Bailey)、緑肥作物など

がキャベツの輪作作物として栽培されており、 V.

dαhliαeの菌群判別作物となっているトマト、ナス

(Solanum melongena L.)、ヒ。ーマンなどの経済的な

栽培は行われていない。このような現状から、 v.
dahliaeの菌群が異なってもキャベツやその輪作作

物に対する病原性に違いが認められなければ、本

地域ではにdahliaeの菌群判別があまり大きな意味

を持たないことになる。

そこで本章では、キャベツの発病株から分離し

た病原菌 V.longisporumおよび V.dahliaeの各菌群

が、キャベツを含む各種作物にどのような病原性

を有するのか明らかにすると共に、両種が混在す

る実際の発病圃場において、各種植物に対する寄

生特性を検討した。

第 1節 χlongisporumの各種作物に対する病原性

V.longi.司porumは V.dahliaeのアブラナ科系菌群が

独立種として認められた経緯により、その病原性

はハクサイ、ダイコンに対して強く、ナス、 トマ

ト、ピーマンには病原性がなし、かまたは弱いと推

察される刊。しかし、実際にはキャベツに対する

にわngi.伊orumの病原性についての検討事例がない。

そこでキャベツの発病株から分離されたに longi-

sporumが、キャベツや輪作作物にどのような病原

性を有しているのかについて検討した。

材料および方法

試験 1 微小菌核接種による検討

高冷地分場内において 1996年に試験した。供試

土壌は山採りした表層多腐植質黒ボク土 2に対し、

市販園芸培土 lの割合(体積比)で混合したもの

を用いた。本土壌にセロファン PSA培地 117)で作成

したに longisporum(CA 9菌株)の微小菌核 (MS)

を 102個・乾土 g-'となるよう接種し、1/2000アー

ルワグネルポットに詰めて表 3に示した 9作物を

栽培した。試験規模は 1作物についてポット当り

2'"'-'5株の 2反復とし、発病調査は各作物の収穫

期に地上部病徴と維管束の黒褐変程度を調べ、

TLB培地 1同を用いて菌の再分離を行った。

試験2 土壌フスマ培養菌接種による検討

高冷地分場内のコンクリート枠隔離圃場 (3m X 

5m、表層多腐植質黒ボク土)を用い、 1997年に

試験した。土壌フスマ培地刊)で培養したに longi-

sporum (CA9菌株)を培地ごと 80ml• m-2全面散

布して土壌混和接種を行い、 10作物(表 3) を黒

マルチ栽培した。試験規模は l作物 3'"'-'6株の 3

反復とし、発病調査や菌の再分離は試験 1と同様

に実施した。

結 果

試験 1と試験 2の結果をまとめ、表 3に示した。

MS接種によるワグ、ネルポット試験(1996、試験

1)では、キャベツ、ハクサイ、ダイコンで下葉の

黄化(外部病徴)と維管束部の黒褐変(内部病徴)

が認められた。これら作物の中で、キャベツとハ

クサイからは接種菌が再分離されたが、ダイコン

からは再分離されなかった。またレタス (Lactuca

sativ，αL.)でも一部の株に維管束の褐変が認められ、

接種菌が再分離された。その他の作物では維管東

部位に変色は認められず、接種菌も再分離されな

かった。

土壌フスマ培養菌接種によるコンクリ ー ト枠隔

離圃場試験 (1997、試験 2)では、キャベツの外

葉に黄化症状が認められ、激しい維管束黒褐変が

確認された(図7)。同じアブラナ科作物のハクサ

イとダイコンでも、激しい外部病徴(外葉の黄化

と萎凋)と内部病徴(維管東黒褐変)が確認され、

これらのアブラナ科 3作物からは、いずれも接種

菌が再分離された。またジャガイモでは地上部の

病徴は確認されなかったが、塊茎の維管束に薄い

褐変が認められ、接種菌が再分離された。その他

の作物では維管束に変色は認められず、接種菌は

再分離されなかった。

考 察

キャベツに由来するに longisporumの病原性は、

キャベツやノ¥クサイ、ダイコンなどのアブラナ科

野菜に対して強く、ジャガイモやレタスにも感染

する可能性のあることが確かめられた。
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表 3 キャベツから分離した Verticilliumlongisporumの各種作物に対する病原性

Table 3. Pathogenicity of Verticillium longisporum isolated from cabbage to some plants 

Plant Cultivar 

Reiho 1 

Ryohrei 41 

Chinese cabbag巴 Shinriso

Yuuki 

Japan巴S巴radish Kenka 37 

T-340 

Cabbage 

Potato Danshaku 

Head lettuce Steady 

Cisco 

Spinach Lead 

Sunlight 

Udo Kairyoise 

Aichibozu 

Soybean Yukimusume 

Snap bean Delicarte 

Sweet corn Peter corn 

lnoculation of microscJerotia 

(1996) 

lnoculation of bran-soil cultur巴

(1997) 

)

-

z
-n-

ぼ

O
-

t

・1
・

1
t
-

川

m
一
+

山
剖

o
-
+

a
-
H
-

v
α
一
co
-

-
1
・
Ju-

Vascular 

discoloration z) 
x) 

Rei solation y) Reisolation y) 

+ 
x) 

++ + 

+ + 

++ + 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

z)一:no syrnptoms， :t: slight， +: moderate， ++: heavy 

y) +ー fungiwer'巴reisoJated企omdiscolored vascular tissue，一:not d巴t巴ct巴d

x) Space・not巴xamined

ダイコンでは、 1996年の試験で 4献夏 37号'の

維管束発病(変色)が中程度で接種菌が再分離さ

れなかったのに対し、翌年の供試品種‘T340' は

激しい発病を示し、接種菌が再分離された。品種

については 'T340' の感受性が高いことや却)剛 、v.
longisporumの分離頻度が高い圃場で‘献夏 37号'

より も ‘T340' の発病程度が高かったこと 135)など

の報告がある。本試験では、供試年次が異なるこ

とから両品種間の比較はできないが、 V.longisporum 

のダイコンに対する病原性は品種による差が大き

いと推察された。

キャベツパーティシリウム萎凋病の甚発生圃場

では、病原性の強い V.longisporumによって発病が

引き起こ されている可能性が高 く、 このよ うな圃

場では輪作作物としてハクサイ、ダイコンなどの

アブラナ科作物や、感染の可能性があるジャガイ

モの作付けを行わないことが重要である。また、

レタスについては病徴が軽微で菌の分離頻度も低

かったことから、輪作作物としての適性を判断す

るには更に検討が必要と考えられた。

図 7 Verticillium longisporum (V. dahliaeのアブ

ラナ科系)によるキャベツの内部病徴

Fig. 7. Intema1 symptom of cabbage caused by Verticillium 

longisporum (syn. cIUcifi巴rpathotype in V. dahliae) 
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第 2節 V. dahliaeの各種作物に対する病原性

の判別作物に対する病原性の欠落を区別点と して

いるとも言えるため 24)、菌群名によってその他の

作物に対する病原性の推測を行うことができな

し、。

キャベツの発病株から分離された V.dahliaeの

4菌群(ナス系、 トマト系、ピーマン系、エダマ

メ系)については、判別作物以外の作物に対する

病原性が明らかでない。本菌の菌群区分は、特定

そこで、 V.dahliae各菌群のキャベツに対する病

原性を確認すると共に、本病の発生圃場でも栽培

可能な輪作作物を検索することを目的として、主

要な作物に対する菌群別の病原性を検討した。

表 4 キャベツから分離した Verticilliumdahliaeの各種作物に対する病原性

Table 4. Pathogenicity of Verticillium dαhliαe isolated from cabbage to some plants 

Inoculum z) 

Plant Cultivar 
Eggplant pathotype Tornato pathotyp巴 Sweet pepper pathotype 

Vascular X)Vascular Rei l .Vascular RE11 
Reisolation A) KelsolatlOn KelsolatlOn 

discoloration y) HVAU VA"UV U discoloration ---_. --_._-_. discoloration 

Cabbage Ryohrei 41 + 
Chines巴cabbage Yuuki 

Jap油田巴 radish YRT，巴ts吋m + 
H巴ad1巴ttuce Steady + 
Spinach Sunlight 

Udo Isejiro + + 

Potato Danshaku ++ + 
Soybean Hukura + 
Scarlet runner bean Benishuho + 

Swe巴tcorn Peter corn 

z) Pathotyp巴sof Verticillium dahliae proposed by Hagiwara 24) 

y)， x) S田 Table3. 

+ 

+ 

++ + 

+ + 

+ + 

+ + 

図 8 Verticillium dahliaeによるキャベツの内部病徴

Fig. 8. Internal symptom of cabbage caused by Verticillium dahliae 

+ 

++ 

+ 

+ 

++ 

A: 巴ggplantpathotype， B : tomato pathotype， C: sw巴巴tpepper pathotype 
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材料および方法

酒井ら 103) によって菌群が明らかにされている

にぬhliaeナス系の CA26菌株(長野原町のキャベ

ツ発病株から分離)、同トマト系の CA36菌株およ

びピーマン系の CA43菌株(し、ずれも嬬恋村のキ

ャベツ発病株より分離)を供試し、 1998年に高冷

地分場内において試験した。これら菌株を土壌フ

スマ培地で、培養し、場内のコンクリート枠隔離圃

場にそれぞれ培地ごと 133ml・m-2を全面散布して

土壌混和接種を行い、表 4に示した 10種の作物を

黒マルチ栽培した。試験規模は 1作物 1"-' 12株の

反復無しとし、発病調査は前記試験に同様とした。

結 果

いずれの菌群接種区でも、キャベツに外葉の黄

化や萎凋といった外部病徴は認められず、ハクサ

イやダイコンについても同様で、あった。ウドでは

各菌群の接種区で茎葉の黄化が目立ち、ベニバナ

インゲンとジャガイモでは茎葉の枯れ上りがやや

早かったものの、病徴か自然枯凋かの判別は困難

であった。

維管束の黒褐変程度と菌の再分離結果を表 4に

示した。いずれの作物も、菌群が異なることで病

原性が大きく異なることはなかった。キャベツで

は各菌群の接種区で維管束に中程度の黒褐変が認

められたが(図 8)、黒褐変部位から接種菌は再

分離されなかった。一方、ハクサイとダイコンで

は、維管束の黒褐変は確認できなかったが、ハク

サイのトマト系区およびダイコンのナス系区で接

種菌が再分離された。ウド、やジャガイモ、エダ、マ

メ、ベニバナインゲンでは中から強の病原性が認

められ、接種菌が再分離された。ホウレンソウ

(Spinαcia oleracea L.)とスイートコーンでは、

全ての菌群接種区で維管束の変色は認められず、

接種菌も再分離されなかった。

考 察

キャベツに由来する V.dahliaeの 3菌群は、キャ

ベツ、ハクサイ、ダイコンに対する病原性が弱く、

キャベツから接種菌が再分離されなかったが、ハ

クサイとダイコンからは再分離された。ハクサイ

やダイコンの発病株からは、現在の分類に基づく

V.dahliaeが分離された報告も見られ 57)川、他作物

への影響という観点からは、病原性が弱し、場合で

も注意が必要と考えられた。

V. dahliaeの各菌群はウド、ジャガイモ、エダマ

メ、ベニバナインゲンに中から強の病原性を示し

た。北海道で、はジャガイモから分離された V.dahliae

の大部分がナス系であり、一部にナス系とトマト

系の混在が推定された報告がある判。本試験でも

ジャガイモではナス系とトマト系区から接種菌が

再分離され、北海道と同様の寄生性が確かめられ

た。ベニバナインゲンでは V.dahliaeの全ての菌群

接種区で維管束の黒褐変が認められ、 トマト系と

ピーマン系区で接種菌が再分離された。ベニバナ

インゲンの v.ぬMiaeによる病害の記載はないため、

今後自然発病が確認されれば新たな宿主植物とし

て加えられる可能性がある。

スイートコーンとホウレンソウの 2作物は維管

束に変色が認められず、接種菌の再分離もされな

かった。ホウレンソウは北海道 58)や長野県 1叫で

宿主作物としての報告があり、いずれもキャベツ

パーティシリウム萎凋病の発生と同時にホウレン

ソウでの発病が報告されているb ホウレンソウは

もともと在圃期間が極めて短い作物であり、栽培

時期によって在圃期間が著しく異なるうえ、品種

抵抗性の影響も考えられることから、 V.dahliaeの

病原性については更に検討が必要と思われた。

以上のように、 v.dahliaeの菌群が異なっても

キャベツやその輪作作物に対する病原性に大きな

違いが認められなかったことから、特に本地域で

は V.longisporumか V.dahliaeかとし、った菌種の違

いに注意することが重要と考えらる。本病の発生

圃場で病原として v.ぬMiaeが確認された場合には、

菌群にかかわらずウドやジャガイモ、ベニバナイ

ンゲンなどの栽培を控えることが重要で、ある。

第 3節 χlongi.司porumおよび収 dahliaeの混在圃

場における各種植物に対する寄生性

群馬県内のキャベツパーティシリウム萎凋病の
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発病圃場では、 V.longisporumおよび V.dahliaeの

両種が混在する場合も多いことが明らかにされて

いるが刷、このような圃場における両種病原菌の

動態については知見がない。両種が共存すること

で、既に知られているような菌種別の寄生性に変

化が起こったり、両菌種間に干渉などの相互作用

が起こりうる可能性も考えられる。

そこで、栽培可能な輪作作物の探索および本病

の伝染源となりうる雑草種の特定を目的に、両種

病原菌の混在する本病発生圃場に栽培した各種作

物および雑草について、両種の寄生状況を検討し

た。また、本圃場で感染したキャベツと主要輪作

作物について、個体別に異なる部位から病原菌の

分離を行い、植物体中における V.longisporumとに

dahliaeの分布状況から、両種の寄生特性を検討

した。

材料および方法

試験 1 各種作物および雑草に対する χ仰が'ipOmm

とに dahliaeの寄生性

本病の発病株からに longi.司porumおよび V.dahliae 

(トマト系)が分離され、発病がほぼ均一で発病

株率が 90%前後の甚発生を認めた嬬恋村大笹地内

の農家間場(標高 1060m)を借用し、 1998"'-' 2000 

年に試験した。閏場には輪作作物として想定され

る 11種に、対照としてキャベツおよびトマトを

加えた 13作物(図 5) を栽培し、両菌による自然

感染状況を調査した。また、本圃場内に発生して

いた 7種の雑草(図 6)を調査対象とした。

各作物の栽培方法は次の通りとした。ジャガイ

モとウドは、 1%中性次亜塩素酸カルシウム溶液に

15分間浸漬消毒したものを種芋・種株として用い

た。ダイコン、ソルゴー (Sorghumbicolor Moench)、

野生種エンバク (AvenastrigosαL.)、スダックス

(Sorghum halupeuse X Sorghum sudanese)、コスモ

ス (Cosmosbipinna郎 Cav.)の 5作物は直播きした。

これら以外の 6作物は、高冷地分場内で育苗した

後、供試圃場へ定植した。本地域は標高が 1000m

以上の高冷地であり、 8"'-'9月に本病の被害が大き

い刷。そこで、最も発病しやすい時期に合わせて

各種作物を栽培し、またこの時期に発生する圃場

雑草を調査の対象とした。作物別の栽植距離や施

肥量などは、地域の慣行に準じた。

外部病徴および内部病徴は、葉の黄化程度や維

管束の変色程度に応じて、一:無病徴から+++

激しい病徴までの 4段階で評価した(表 5、表 6)。

病原菌の分離は、各植物の維管束変色組織(変色

が認められない場合は維管束の無変色組織)から

1個体につき 3"'-' 5小片を無菌的に切り取り、

T工B培地に置床し、 22
0

Cで 32"'-'37日間培養した。

本培地上で黒色の微小菌核を形成し、 V.dahliaeま

たは V.longisporumと推定された菌株をジャガイモ

煎汁寒天培地 (PDA) に移植した。これらの菌株

を22
0Cで6日間培養してフィアライド数を調査し、

20"'-' 23日後に分生子の大きさと微小菌核の形態を

調査した。種の同定は Karapapaet al. '9) の記載に

したがい、これら 3つの形態学的特徴によって識

別した。

試験 2 数種作物の同一個体各部位におけるに

longisporumおよび V.dahliaeの分布

1999 "'-' 2000年にそれぞれ独立した試験として

実施し、いずれの年次も 8"'-'9月に病原菌の分離

を行った。前記圃場に主要 5作物(キャベツおよ

びその輪作作物、表 7)を栽培し、 9試料(それ

ぞれ l個体)について、異なる 3部位の維管束組

織から各 5小片を切り取り、個体当たり計 15切片

から病原菌の分離を行って、両菌種の作物個体中

における分布を検討した。分離部位はキャベツ、

ハクサイ、ベニバナインゲンが根、茎、葉柄から、

ダイコンが肥大根先端部、 肥大根中央部、葉柄か

ら、ジャガイモが塊茎、茎、葉柄からとした。各

作物の栽培法、外部および内部病徴の評価、病原

菌の分離方法、種の同定などについては前記試験

に同様とした。

結 果

試験 1 各種作物および雑草に対する χlon.が'ipOmm

とに daJz/iaeの寄生性

各種作物の病徴と Verticil/ium菌の分離結果を表

5に、また圃場雑草についての検討結果を表 6に

まとめて示した。激しい外部病徴と内部病徴が認

められたのはアブラナ科のキャベツ、ハクサイ、

ダイコンおよびスカシタゴボウ (Rorippaislandica 

Borb.) で、ナス科のトマトおよびウコギ科のウド
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表 5 Verticillium longisporumおよび Vdahliaeの混在圃場で生育した作物からの分離菌の同定

Table 5. Identification of Verticillium species isolated from crops grown 

in field infested with Verticillium longisporum and V. dahliae 

Crop (Scientific name) Extemal Internal Isolation合equency Species identified w) 
Year 

Cultivar symptoms z) symptomsY
) of Verticilfium spp.') (Number of plants) 

Cabbage (Brassica oleracea L. var. cαrpitata L.， Cont.) 

Ryohrei 41 1998 一 ~ ++ -~ +++ 8/23 V 1 (8) 

Raiden 1999 +++ +++ 4/4 Vl (3)， Vd (1) 

Ryohrei 41 2000 +++ +++ 7/7 V 1 (5)， V d (2) 

Chinese cabbage (Brassica campestris L. var. pekinensis Rupr.) 

Yuuki 1998 +へ-++ + ~ +++ 10119 V 1 (10) 

Yuuki 1999 ++ ++ ~ +++ 3/3 V 1 (3) 

Yuuki 2000 +++ +++ 5/5 V 1 (5) 

Cosmos (Cosmos bipinnαtus Cav.) 

Sensation 1998 ーへ-+ 119 V d (1) 

Bicky compact 2000 一~+ 2/8 V d (2) 

Head lettuce (Lactuca sativa L.) 

Steady 1998 0/29 None 

Universe 1999 0/5 None 

Steady 2000 0/3 None 

Japanese radish (Raphanus sativus L. var. longipinnαtus) 

T-340 1998 -~ +++ -~ +++ 13/30 V 1 (13) 

YR Tetsujin 2000 ++ ++ 3/3 V 1 (2)， V d + V 1 (1) 

Potato (Solanum tuberosum L.) 

Waseshiro v) 1998 (ザ++ 0117 None 

Danshaku v) 1999 ーへ-++ 114 V d (1) 

D 句iimaU
) 2000 ~+ 2/4 V d (2) 

Scarlet runner bean (Phaseolus coccineus L.) 

Benishuho 1998 0/7 None 

Benishuho 2000 へぜ++ 2/3 V 1 (2) 

Sorghum (Sorghum bicolor Moench) 

Green sorgo 2000 0/6 None 

Sudax (Sorghum halupeuse X Sorghum sudanese ) 

Green manure type 2000 0/6 None 

Sweet com (Zea mays L. var. saccharata Bailey) 

Peter com 1998 0121 None 

Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.， Cont.) 

Oogatafukuju恥恨 1998 +へ-++ + ~++ 5111 V d (5) 

Udo (ペraliacordata Thunb.) 

Kairyoise 1998 ーへ~+十 ーへ-+ 2/5 V 1 (1)， V d (1) 

Wild oat (Avena strigosa L.) 

Hay oats 2000 0/6 None 

z) Degree ofleafyellowing and wilt;一:no symptoms， +: slight yellowing of lower leaves， ++: moderate yellowing or slight 

wilt， +++ : heavy yellowing or moderate wilt 

y) Degree of discoloration in vascular bundle; -: no discoloration， +: in root or hypocotyl (Japanese radish: root tip)， ++: in 

stem or lower leaves (Japanese radish: middle part ofthe root)， +++: in leafblade or head 

x) No. ofplants Verticillium-isolated / No. ofplants tested 

w) Identification proposed by Karapapa et al. 49). V 1: Verticillium longisporum， V d: V dahliae 

v) Foundation-class seed tubers were planted. 

u) Microtubers (Verticillium-合ee，合omTsumagoi Station， National Center for Seeds and Seedlings) were planted. 
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表 6 Verticil/ium longisporumおよび V.dahliaeの混在圃場に自然発生した雑草からの分離菌の同定

Table 6. Identification of Verticil/ium species isolated from natural¥y occurring 

weeds in field infested with Verticillium longisporum and V. dahliαe 

Extemal Internal Isolation frequency 
Weed (Scientific name) Year 

symptoms z) symptoms Y) of Verticillium spp:) 

Species identified w) 

(Number ofplants) 

8arnyard grass (Echinochloa crus-galli 8eauv. var. crus-ga/li) 

1999 

2000 

Common lamb's-quarters (Chenopodium album L.) 

1999 

Common purslane (Portulaca oleracea L.) 

1999 

2000 

Hairy galinsoga (Galinsoga ciliata 8lake) 

2000 

Marshcress (Rorippa islandica 8orb.) 

+ 

ーへ-+ 

1998 +~++ ++へ-+++ 

2000 ++ +++ 

Native dandelion (Tar似 acumplatycarpum Dahlst.) 

0/6 

0/6 

0/3 

3/3 

1/5 

0110 

5/10 

212 

None 

None 

None 

V d (3) 

V d (1) 

None 

V 1 (5) 

V 1 (2) 

2000 一一~+

一 (Polygonumnepalense Meisn.) 

0/5 None 

1999 0/3 None 

z) Degree ofleafyellowing;一:no symptoms， +: yellowing on one leaf， ++ : yellowing on two or more leaves 

y) Degree of discoloration in vascular bundle;一:no discoloration， +: slight discoloration in root， ++: heavy 

discoloration in root， +++・ heavydiscoloration in root and stem 

x)， w) See Table 5. 

では中程度の病徴が観察された。内部病徴(維管

束褐変)のみが確認された植物は、キク科のコス

モスおよびカントウタンポポ (Tarax，仰 onpl何戸3戸m

D油1st)、マメ科のベニバナインゲン、ナス科のジャ

ガイモ、スベリヒユ科のスベリヒユ (Portulat:v佐'QCea

L.)で、いずれも中程度以下であった。外部・内部

病徴ともにまったく確認されなかった植物は、キ

ク科の結球レタスおよびハキダメギク (Galinsog，α

ciliata B¥ake)、イネ科のスイートコーン、ソルゴ一、

野生種エンバク、スダックス、イヌピエ (Echin町 Mω

crus-g，αlli Beauv. var. crus-g，αlli)、タデ科のタニソパ

(Polygonum nepalense Meisn.) 、アカザ科のシロザ

( Chenopodiumαlbum L.)であった。

維管束に黒褐変が認められたほとんどの植物で

は、変色部位から Verticillium菌が分離されたが、

ジャガイモの‘ワセシロ'とカントウタンポポで

は菌が分離されなかった。また内部病徴が認めら

れなかった植物からも、菌は分離されなかった。

種の同定を行った結果、 V.longisporumのみが分離

された植物はハクサイ、ベニバナインゲン、スカ

-22 -

シタゴボウで、 V.dahliaeのみが分離された植物は

コスモス、ジャガイモ、 トマト、スベリヒユであ

った。 一方、ウドとキャベツの‘雷電¥‘涼嶺 41

号'では異なる株から、ダイコンの‘YR鉄人'

では同一株から、それぞれ両種が分離された。

試験 2 数種作物の同一個体各部位におけるに

longisporumおよびに dahliaeの分布

外部病徴および内部病徴は、アブラナ科のキャ

ベツ、ハクサイ、ダイコンの 5個体で激しかった

が、外部病徴を発現しにくいキャベツ品種‘麗峰

l号， (第 1章第 1節)52) の l個体と非アブラナ

科のジャガイモ 2個体およびベニバナインゲン l

個体では外部病徴が認められず、内部病徴として

軽微な維管東黒褐変が確認された(表7)。

Verticillium菌は調査株のすべてから分離された。

供試した 5作物 9個体のうち、キャベツ、ハクサ

イ、ダイコン、ジャガイモの各 1個体からは、異

なる部位や同一部位から両種の Verticil/ium菌が

分離された。またキャベツ、ハクサイ、ダイコン、

ベニバナインゲンの各 1個体からは V.longisporum 
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表 7 Verticillium longisporumおよび v.ぬhliaeの混在圃場に栽培した作物の異なる部位から分離した菌の同定

Table 7. Identification of Verticillium species isolated from di任erentparts of plants 

grown in field infested with Verticillium longisporum and V. dahliae 

Host plant Extemal 

Year 

Intemal Detailed fおquencyof isolation w) 

F'erticillium longisporum Verticillium dahliae 

Root Stem Petiole Root Stem Petiole 

Isolation 

symptoms z) symptoms Y) 合'equency')
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1999 
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++十

1999 
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++十

++ 

+++ 

+++ 

Potato 

Dejima-① 5) 

Dejima-②s) 

2000 

2000 

Scarlet runner bean 

Benishuho 2000 

+++ 7115 。
++ 5/15 O 

+++ 11115 3 

++ 5/15 4 

+十十 9115 1 u) 

+十+ 7/15 3 u) 

++ 4/15 O 

+ 2/15 O 

+ 2/15 

3 2 。 O 2 

4 v) O O O 

5 O 2 O 

O O 。 O 

3 1 u) 。 O 

O O O 。
O O 3 

O O 。
O O O O 

41) 

41) 

O 

z)， y) See Table 5 

x) No. of specimens with Verticillium / No. of specimens tested 

w) Five samples were cut仕omeach ofthe three parts. 

v) Isolated from leaf blade 

u) Isolated from root tip. 

t) Isolated仕ommiddle segment ofroot 

s) Microtuber (Verticillium-合ee，仕omTsumagoi Station， National Center for Seeds and Seedlings) was planted. 

のみが、ジャガイモ l個体からは V.dahliaeのみが

分離された(表7)。

考 察

V. longisporumとに dahliaeが共存する圃場にお

いて、病徴の発現はアブラナ科作物で激しく、キ

ャベツ、ハクサイ、ダイコンの異なる株や同一株

からは両種が分離された。両種はカリフラワー

(Brassica olerαcea L. var. botrytis L.)の同一株から

も分離されており(本章第4節)、いずれもアブ

ラナ科作物に対して広い寄生性を有し、同一個体

への寄生も容易に行われると考えられた。しかし、

V. longisporumが根や茎、葉柄などの各部位から

高率かつ広範囲に分離されたのに対し、 V.dahliae

の分離頻度は低く、個体内での分布も一部に限ら

れていた。このような結果は、それぞれの菌の接

種によってアブラナ科作物で認められた病原性の

特性(本章第 1節・第 2節)とも一致している

ことから、両種は混在条件下でも互いに影響し合

うことなく、アブラナ科作物に対して種に固有の

寄生性を示していると考えられた。したがって、

両種の混在圃場で認められたアブラナ科作物に共

通する激しい病徴は、強し、病原性を持ったに longi-

sporumによって引き起こされている可能性が高い。

キャベツで激しい発病を見た圃場では v.わ'ngisporum

の存在が疑われるため、後作ではハクサイやダイ

コンなどアブラナ科作物の栽培を避けることが重

要である。

非アブラナ科作物では、輪作作物として重要な

ジャガイモ、ベニバナインゲン、ウドからにlongi-

sporumが分離された。これまで園内のジャガイモ

からは V.albo-却捌岡田)、 V.dahliae羽田)、 V.nigrωcens 

曲)側、 V.trico中山18)の4種が分離されており、海外

ではこれに V.nubilumを加えた 5種が報告されて

いる 100)。しかし、長い分生子を持ったに dahliae

(現 V.longisporum) が分離された報告は見当たら

ない。新たにジャガイモに対する V.longisporumの
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寄生が確認されたことにより、植物病原菌として

扱われている 6種の Verticillium属菌のすべてが、

ジャガイモに寄生性を有することが明らかとなっ

た。ジャガイモはもともと半身萎凋病の発生を認

識しにくいとされるが l制、本試験でも外部病徴を

確認することができず、擢病したことがわかりに

くかった。

ベニバナインゲンについても、外部病徴は確認

されなかったが中程度の維管束発病を示す株があ

り、これらの個体からはにlongisporumが分離され

た。本試験では V.dahliaeの寄生は確認されなかっ

たが、接種試験で、はベニバナインゲンに対するに

dahliaeの病原性が確認されている(本章第 2節)。

よって、本作物では両種によって発病が引き起こ

されている可能性がある。しかしながら、群馬県

北西部の本病発生地域では、輪作作物としてベニ

バナインゲンが広く栽培されているにもかかわら

ず、 Verticillium菌による発病は認識されていない。

本作物の場合もジャガイモと同様に、収穫期にな

らないと葉の黄化などの外部病徴が現れないこと

から、発病が見逃されている可能性が高い。

ウドでは、 V.dahliaeおよび V.longisporumの寄

生が認められた。これまでウド萎凋病の病原菌と

してにぬhliae'09)および V.nigresceni') 7J~報告され

ているが、 V.longisporumについては接種試験で

ウドへの寄生性が確認されていなし、(本章第 1節)。

今回両種が混在する闘場において、初めて v.わn♂-

sporumの寄生を確認したが、本種を分離した個体

の内部病徴が軽微であったことから、被害が問題

となるような病原性を有するかどうかについて

は、更に検討が必要と考えられる。

以上のようにジャガイモ、ベニバナインゲン、

ウドでは V.dahliaeおよび V.longisporumの宿主と

なる可能性が認められた。したがってこれら作物

では残撞などが伝染源となり、アブラナ科作物に

激しい発病を引き起こす懸念がある。特にジャガ

イモは多種の Verticillium属菌の宿主となりうる

ことや、塊茎が土付きの状態で種芋として流通し

ていることから、輪作作物として用いる場合には

種芋からの菌の持ち込みに注意する必要がある。

なお、これら非アブラナ科作物に対するに longi-

sporumの感染は初確認であり、新たな宿主植物と

して加えることができると考えられる。

対照として供試したトマトには発病が認められ、

V. dahliaeのみが分離された。同様に、コスモスで

は外部病徴は認められなかったが、 V.dahliaeの寄

生が確認された。したがって、 トマトおよびコス

モスは V.longisporumの影響は受けないが、V.dahliae 

への感染によって主要輪作作物のジャガイモやベ

ニバナインゲン、ウドなどの被害を高める可能性

があるため、輪作作物としては適当でないと判断

された。特に、コスモスは近年遊休農地の景観形

成作物として脚光を浴び、高冷地においてもキャ

ベツの輪作作物や緑肥作物として適性が高いこと

から大規模に栽培される事例が増えており、注意

が必要である。

レタスは V.dahliaeに感受性が低い植物として

位置づけられているが湖、一方で、近年 Verticil/ium

spp.が分離された報告が散見される 8)叫。しか し、

本試験ではレタスに感染・発病が確認されなかっ

たことから、夏秋どり作型では輪作作物としての

問題は少ないと考えられた。また、イネ科のスイ

ートコーンやソノレゴ一、野生種エンバク、スダッ

クスについても両種の寄生は認められなかった。

イネ科作物は V.dahliae (v. longisporumを含む)の

非宿主植物とされており朝、本試験でも同様の結果

が得られたことから、輪作作物および緑肥作物と

しての適性は高いと判断された。

以上のように、両種が共存する圃場において v.
longisporumと V.dahliaeは互いに影響されること

なく、感受性の高い植物体内では全身的に分布を

広げるが、低感受性の植物体内では一部組織に分

布がとどまるなど、各種植物に対してそれぞれ種

に固有の寄生性を示していると考えられた。例え

ば、アブラナ科作物で V.longisporumの分離率が

高く、ジャガイモでにdahliaeの分離率が高かった

ことは、それぞれの作物に対する両種の寄生性の

強さを示すものと考えられた。

圃場雑草 6科 7種(表 6)の中では、アブラナ

科のスカシタゴボウで明らかな病徴が認められ、

V. longisporumの寄生が確認された。萩原 ・竹内 泣)

は、ハクサイ黄化病発生圃場のスカシタゴボウか

ら防げたilliumsp.を検出しているが、現在の分類に

基づくにlongisporumであった可能性が考えられる。

スベリヒユでは、内部病徴とに dahliaeの寄生が

認められた。本雑草は V.dahliaeによって全身的な
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感染を起こすことが海外で報告されているが剖樹、

圏内で、はハクサイ黄化病発生圃場のスベリヒユから

Verticillium属菌が検出されなかった報告がある 1制。

本試験からは、スベリヒユに対する寄生性は v.
dahliaeで強く、 V.longisporumで弱し、か寄生性を示

さないと考えられた。また、両種の菌は分離され

なかったが、一部の株で病徴と思われる維管束褐

変が認められたカントウタンポポについても、同

属のセイヨウタンポポ (Tar.αxacumojjicinale W eber) 

が Verticillium属菌の宿主とされていることから 15)

19) ，'6)川、感受性植物の可能性があるがその寄生性

は弱し、と考えられた。ハキダメギク、シロザ、イ

ヌピエ、タニソパで、は病徴が認められず、防rtIcillium

菌も分離されなかったことから、これら雑草に対

する両種の寄生性はないか、あっても問題になら

っていることが報告された刷 70)。また一方では、

ブロツコリーはパーティシリウム病の被害はない

か、あっても極めて軽いとされる引 70) 112)。米国と

日本国内では流通している品種が異なる上、米国

ではカリフラワーの病原として V.longisporumが

報告されていないなど、重要な点の相違が認めら

れる。

そこで、キャベツパーティシリウム萎凋病菌の

カリフラワーとブロッコリーに対する病原性を確

認すると共に、品種抵抗性を検討することによっ

て、キャベツパーティシリウム萎凋病の発生圃場

に栽培する輪作作物としての有効性を検討した。

材料および方法

ない程度と考えられた。以上のように、圃場雑草 試験 1 キャベツパーティシリウム萎凋病菌のブ

ではスカシタゴボウが V.longisporumの、スベリヒ

ユが v.ぬ'hliaeの伝染源となっている可能性があり、

両種雑草の防除を徹底する必要がある。

第 4節 カリフラワーおよびブ口ツコリーに対す

る病原性

カリフラワーやブロッコリー (Brassicaoleraceα 

L. var. itαlicαPlen.) は、キャベツと同じ Brassica

olel・'acea属(キャベツ類)の植物であるが、国内に

おいてこれら作物のパーティシリウム病に関する

報告はほとんど見当たらない。わずかに、ハクサ

イ黄化病の発生圃場およびその周辺に生育するブ

ロッコリーの株から Verticillium属菌が検出・分離

され、病状も確認されたとする報告 22)が見られる

ものの、病名が付けられるまでには至っていない。

同じアブラナ科のハクサイやダイコンで抵抗性品

種が見当たらない中にあって、キャベツでは実用

的な抵抗性を有する品種が見られたことから、他

のキャベツ類 (Brassicaoleracea L.)にパーティシ

リウム病抵抗性を有するものが見つかれば輪作を

行う上で好都合である。

1990年以降、米国のカリフオノレニア州沿岸地方

においてカリフラワーにパーティシリウム病が発

生し、栽培品種のすべてがに dahliaeに感受性で

あったことなどから、経済生産に大きな脅威とな

ロッコリーおよびカリフラワーに対する

病原性

1999年に高冷地分場内のコンクリ ート枠隔離圃

場(1枠 15rd) において、キャベツの発病株から

分離した V.long坤orum(CA9菌株)および V.a劫1iae

トマト系菌 (CA39菌株)を接種し、ブロッコリー

とカリフラワーに対するキャベツパーティシリウ

ム萎凋病菌の病原性を検討した。枠内はクロルピ

クリン剤 (3L'a-l
) による嬬蒸消毒を行い、中央

をアゼシートで区切って互いに隣接区の影響を受

けないようにした。両試験区に、上記 2菌株の土

壌フスマ培養菌 170ml'm-2 をそれぞれ土壌混和

接種し、高冷地での夏秋どり適性が高いブロツコ

リーの‘緑帝¥カリフラワーの‘ス ノークラウ

ン'ならびに対照としてキャベツの感受性主要品

種‘涼嶺 41号'を栽培した。試験規模は l区 (7.5 

rd) 当たり l作物 3"-'5株を栽培し、 3反復 (3枠

使用)とした。7月 19日に苗を定植し、収穫期の

10月 8日に外部病徴および内部病徴(維管束発病)

を調査した。 3種の作物は地上部の茎長に違いが

あるが、いずれも同種のキャベツ類に属し、収穫

部位も同じであることから、維管束発病の調査基

準はキャベツに準じ、黒褐変が認められた部位に

よって表 8に示した 5段階 (0"-' 4) に指数化して

評価した。その後、各作物の維管束黒褐変組織か

ら小片を無菌的に切り取り、 TLB培地に置床して

22
0
Cで培養し、病原菌の再分離を行った。
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試験 2 ブロツコリーおよびカリフラワ一品種の

パーティシリウム病抵抗性

嬬恋村大笹の甚発生闘場を用い、 2000年に図 9

に示したブロツコリー 22品種およびカリフラワー

10品種の Verticillium病抵抗性を検討した。対照に

は本病に対する抵抗性程度が明らかなキャベツの

2品種(抵抗性の‘秋徳'および感受性の‘涼嶺 41

号， )を用いた。試験区の配列および規模は、無

作為配列ブロック法による l品種 l畦 10株(キャ

ベツの 2品種のみ各 13株)の 3反復とし、それ

ぞ、れペーパーポットで育苗した苗を 7月 10日に

畦幅 66cm、株間 45cm (キャベツは 33cm) の栽植

距離で定植した。発病調査は収穫期に達した品種

から順次実施し、 8月 24日から 9月 18日の聞に

行った。調査基準は試験 1に同様とし、維管束の

黒褐変程度に応じて 0'"'"'4の指数を与え、各品種

の抵抗性を評価した。

試験3 発病株からの病原菌の分離と種の同定

発病程度が低いキャベツの株からは、経験的に

菌の分離が難しいことから、試験 2の供試品種の

中から抵抗性が中程度以下のブロツコリー 8品種、

カリフラワー 3品種を無作為に選び、対照の感受性

キャベツ l品種を加えた計 12品種について、発病

指数が 3 (茎の上部や葉柄・葉身部まで維管束の

黒褐変が認められる)以上の各 l株から病原菌の

分離を行った。分離部位は地上部の茎および葉柄

の 2部位とし、維管束黒褐変組織の小片を無菌的

に切り取り、前節試験 1に準じて PDA培地上に

おける 3つの形態学的特性(フィアライド数、分

生子の長さ、微小菌核の形)によって種を同定し

た。

結 果

試験 1 キャベツパーティシリウム萎凋病菌のブ

口ツコリーおよびカリフラワーに対する

病原性

外部病徴は、 V.longisporum接種区のキャベツに

軽微な外葉の黄化が確認されたが、ブロツコリーや

カリフラワーではパーティシリウム病に特有とされ

る萎凋 ・黄化などの症状は認められず、 V.dahliae 

接種区ではいずれの作物にも外部病徴が確認され

なかった。一方、内部病徴の維管東黒褐変は 3作

物のすべてで確認されたが、その発病株率や発病

指数は菌種による違いが大きく、 V.longisporum接

種区に比較してに dahliae接種区で明らかに小さ

かった。作物別では、ブロツコリーやキャベツに

比較してカリフラワーで、やや発病程度が高かった。

またに longisporum接種区の 3作物、ならびに v.
dahliae接種区のブロツコリーとカリフラワーから

は接種菌が再分離されたが、 V.dahliae接種区の

キャベツからは再分離されなかった(表 8)。

表 8 キャベツから分離した Verticillium菌のプロツコリーおよびカリフラワーに対する病原性

Table 8. Pathogenicity of Verticillium spp. isolated from cabbage to brocco¥i and cauliflower 

Test plants lnoculum z) External Proportion of Disease 

(Cultivar) (Isolate)Y) s戸nptoms disease plants x) severity w) 
Reisolation v) 

Broccoli VI (CA9) No 10/12 2.0:!:0.3 *u) + 

(Ryokutei) V d (CA39) No 7112 0.9土0.3 + 

Caulif10wer V 1 (CA 9) No 9/9 2.9:!: 0.3 ** + 

(Snow crown) V d (CA39) No 6/9 1.3士0.3 + 

Cabbage V 1 (CA 9) Leafyellowing 11/15 2.1土0.4* + 

(Ryohrei 41) V d (CA39) No 6114 0.8:!:0.3 

z) V 1: Verticillium longisporum Karapapa Stark 109)， V d: Verticillium dahliae Klebahn 

y) CA9 and CA39 are crucifer pathotype and tomato pathotype of V. dahliae proposed by Hagiwara 24)， 

respectively. 

x) No. of plants showing vascular browning 1 No. of plants examined 

w) Disease index (degree ofvascular browning); 0: no symptoms， 1: in root， 2: in stem， 3: in outer leaf， 

4: in head (curd). Values are means :!: SE (n = 9-15). 

v) +: fungi were reisolated合omdiscolored vascular tissue，一:not detected 

u) * and 村 indicatesignificant at P= 0.05 and P= 0.01 respectively， by the Wilcoxon rank sum test 
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試験2 ブロツコリーおよびカリフラワ一品種の

1¥ーティシリウム病抵抗性

品種抵抗性の検討結果を図 9に示した。対照と

したキャベツ品種の‘秋徳， (抵抗性)は、発病

株率が 67%とやや高かったものの発病指数は1.3

(根部の維管束に黒褐変が認められる程度)と低

Host plant Cultivar 

Broccoli Ryokurei 

Stick Senior 

Ryokuteki 

Green parasol 

Pinacle 

Shasuta 

Naomidori 93 

Ryokutei 

Haitsu 

Premium crop 

Calabres 

Kairei 

Yutori 

White sprouting 

Anfree 747 

Bigdome 

Green veil 

Elude 

Endevor 

Early purple sprouting 

Challenger 

Green face 

Cauliflower Violet queen 

Sureheart tropical 

Snowcrown 

Snow dress 

Snownewdia 

Snow queen 

Snowmarch 

Orange bouquet 

Baroque 

Romanesco medio precoce 

Cabbage Shutoku (Cont. A)叫

Ryohrei 41 (Cont. B) v) 

く、パーティシリウム萎凋病の甚発生圃場におけ

る栽培でも、商品生産に影響のない強し、抵抗性を

示した。また、 ‘涼嶺 41号， (感受性)は発病株率

が 79%、発病指数が 2.2 (茎の下部や下位葉に

維管束の黒褐変が認められる程度)とやや高い維

管束発病を示し、外葉の黄化は認められたが萎凋

Disease index (~ )訂)
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図 9 ブロツコリーおよびカリフラワ一品種のパーティシリウム病抵抗性

Fig. 9. Resistance of broccoli and caulif10wer cultivars to Verticillium wi1t 
z) Values are means ::t SE (horizontal bars) of three replications 

y) See Table 1 for disease index. 

x) * *ホ andNS are significant at P = 0.05， significant at P = 0.0 1 and non-significant at P = 0.05， respectively， 

when they are compared with disease index of the control cultivar (A or B) by the Steel test. 

w) Resistant cultivar問

v) Susceptible cultivar 59) 

25 75 

Disease incidence (ト-O-!)l) 
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症状は確認されなかった。

ブロッコリーの供試品種には無発病のものがな

く、抵抗性の強いものから弱し、ものまで品種間差

が大きかった。最も抵抗性の強かった‘緑嶺'で、

発病株率や発病指数がキャベツの‘秋徳'とほぼ

同じ数値となり、実用上問題のない発病程度を示

した。対照としたキャベツの 2品種と発病指数の

対比較を行なった結果、‘緑嶺'以外に‘スティッ

クセニョーノレ'‘緑笛'‘グリーンパラソノレ'‘ Pinacle'

‘シヤスター'で強い抵抗性が認められた。一方、

‘グリーンフェイス'や‘チャレンジャー'など

多数の品種で高率の維管束発病(黒褐変)が認め

られ、 11品種の発病指数が抵抗性の‘秋徳'より

も有意に高く、病害として問題になる程度(発病

指数 2以上)の感受性を示した。しかし、萎凋症

状はこれらの品種にも認められず、外葉の黄化も

下葉に確認された程度で、外部病徴から発病の有

無を確かめることはできなかった。また、その他

の 5品種は中程度の抵抗性を示し、いずれも対照

としたキャベツ 2品種との対比較で発病指数に有

意差は認められなかった。

カリフラワーは供試 10品種中に抵抗性の強い

ものが見当たらず、発病株率、発病指数は全体的

に高かった。抵抗性の程度は、感受性のキャベツ

品種‘涼嶺 41号'と同等またはそれ以下で、あった。

維管束黒褐変の激しい品種では下葉の黄化が確認

されたが、萎凋症状は認められなかった。

試験3 発病株からの病原菌の分離と種の同定

維管束黒褐変部位から菌分離を試みた 3作物 12

品種の中で、プロツコリーの 3品種(‘円切niumcrop 

‘海嶺'‘ゆとり， )からは菌が分離されなかった。

その他のブロツコリー 5品種、カリフラワー 3品

種、キャベツ 1品種では、 TLB培地上に置床した

葉柄組織から白色の菌叢が高率に現れ、後に微小

菌核を形成して、黒色に変化した。しかし、地上

部の茎組織からはこのような菌叢の出現割合が低

く、ブロツコリーの l品種、カリフラワーの 2品種

およびキャベツの l品種からしか分離されなかっ

た。

も22
0

Cで旺盛な菌の生育を示し、 30
0

Cでも生育

した。分生子柄の基部細胞は無色で、各節からは

フィアライドの輪生が認められ、その数は菌株に

よって少ないもの(主に 2~3 本)と多いもの(主

に 3~5 本)とに大別された。フィアライドの先端

には分生子塊を擬頭状に形成し、分生子はいずれ

も無色単胞であった。しかし、その形状は菌株に

よって異なり、長さが細長く円筒状を示すもの(長

径の平均 8.9 ~ 10.4 mm、短径 3.3~3 . 6mm 、

長/短径比 2.6 ~ 3.0) と、短く楕円形を示すもの

(長径の平均 4.6 ~ 5. 3mm、短径 2.6 ~ 3. 2mm、

長/短径比1.7 ~ 1. 8) とに二分された(表 9)。

培地上に形成された黒色の微小菌核は、菌株によ

って不規則で細長い形状を示すものと、コンパク

トでほぼ球形を示すものとがあった。各菌株が有

するこれらの形態的特徴は相互に関連性を有して

おり、フィアライド数の少ない菌株は長い分生子

と不規則な細長の微小菌核を形成し、フィアライ

ド数の多い菌株は短い分生子とコンパクトな球形

の微小菌核を形成した。以上のような特徴から、

分離された病原菌はいずれも Verticil/ium属菌に

所属し、その形態的な特徴から Karapapaet al. 49)の

記載にしたがって、フィアライド数が少なく長い

分生子と不規則な細長の微小菌核を形成した菌株

を V.longisporum、フィアライド数が多く短い分生

子とコンパクトで、球形の微小菌核を形成した菌株

をにぬhliaeと同定した(表 9)。なお、 V.longisporum 

と同定した菌株については、基準培養株や Karapapa

et al.49) の報告に比較して、分生子がやや細長い

傾向が認められた。ブロツコリーの 5品種からは

V. longisporumのみが分離され、 V.d，αhliaeは分離

されなかった。カリフラワーの‘バイオレットク

イン'‘スノークラウン'およびキャベツの‘涼

嶺 41号'については、同一株の地上部茎と葉柄の

それぞれ別部位からにlongisporumとに dahliaeが

分離された。

考 察

TLB培地から PDA培地に移植した微小菌核は、 カリフラワーのパーティシリウム病は、萎凋以

3~4 日後から白色菌叢を生じ、 7~8 日後から 外にも各種の病徴が知られているが刷、ブロツコ

再び黒色の微小菌核を形成したが、微小菌核以外 リーは維管束が時々黒くなる以外の病徴は認めら

の休眠体形成は認められなかった。いずれの菌株 れず、明白な萎凋症状を起こさないことが報告さ
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表 9 ブロツコリ ーおよびカリフラワーから分離した Verticillium菌の同定

Table 9. Identification of Verticillium spp. isolated from broccoli and cauliflower 

Host plant 

Cultivar 

Broccoli 

Isolated Number of Conidial dimensions Y) (RangeMicrosclerotial Discrimination 

parts z) phialides Length (μm) Width (μm) Ratio (UW) characteristics of species x) 

9.9 ::!:: 0.2 3.4 ::!:: 0.1 2.9 ::!:: 0，1 Irregular AS 1-3 ... --.- ... --.. _.. --，. -..-0----- VI 

White Sproutingーー
(7.9-13.3) (2.7-4.5) (1.9-4.0) Elongate 

9.3 ::!:: 0.2 3.6 ::!:: 0.1 2.6 ::!:: 0.1 Irregul 1-3 .. --- . ---- V 1 
(6.3-13.2) (2.6-5.0) (1.7-4.1) Elongate 

9.5::!::0.2 3.6::!::0.1 2.7::!::0.1 Irregular Anfヤee747 P 1-3 ... --.- .------ --. ---- ----0------ VI 
(7.4-12.8) (2.6-5.1) (1.9-4.1) Elongate 

10.4 ::!:: 0.2 3.6 ::!:: 0.05 2.9土 0.1 Irregular 
8igdome P 1-3 A /_~ ~ ----::.:， ~~-^-A-~:- ~~ ，"，-A-~ : -~--o---- Vl 

(8.3-12.6) (2.9-4.2) (2.2-4.1) Elongate 

9.3::!::0.1 3.5::!::0.1 2.7::!::0.1 Irregular Elude P 2-3 ... -... ... --.. _.. ---. ----0----- VI 

(7.7-10.9) (2.6-4.5) (2.2-3.7) Elongate 

Challenger P 2-3 

Caulif10wer 

AS 2-3 

Violet queen 

9.2 ::!:: 0.2 

(7.9-13.0) 

3.3 ::!:: 0.1 

(2.8-4.0) 

2.8 ::!:: 0.1 

(2.2-3.4) 

Irregular 

Elongate 

10.0::!::0.2 3.5::!::0.1 2.9::!::0.1 Irregular 

(7.6-13.6) (2.9-4.1) (2.2-4.2) Elongate 

VI 

VI 

4.6 ::!:: 0.1 2.8 ::!:: 0.04 1.7 ::!:: 0.04 Compact P 2-5 ------ ----- - --- V d 
(2.9-6.3) (2.2-3.6) (1.1-2.3) Spherical 

Snow crown 

Snow march 

Cabbage 

Ryohrei 41 

(cont. A) 

AS 1-3 

P 3-5 

P 2-3 

AS 1-3 

P 2-5 

Type cultures w): Species x) (Pathotype)吋

CA 9: V 1 (D group) 1-3 

CA39: V d (B group) 2-5 

z) P: petioles， AS: above-ground stem 

y) Values are means ::!:: SE (n = 50). 

8.9 ::!:: 0.2 3.5 ::!:: 0.04 2.6 ::!:: 0.05 Irregular 

(6.7-14.7) (2.9-4.3) (1.9-3.9) Elongate 

5.3 ::!:: 0.1 3.2 ::!:: 0.05 1.7 ::!:: 0.03 Compact 

(4.0-7.0) (2.2-3.8) (1.3-2.3) Spherical 

9.4::!:: 0.1 3.6 ::!:: 0.1 2.7 ::!:: 0.1 Irregular 

(7.9-13.0) (2.9-4.2) (2.1-3.7) Elongate 

10.1 ::!:: 0.2 3.4::!:: 0.04 3.0::!:: 0.1 Irregular 

(8.9-11.9) (2.9-3.9) (2.2-4.0) Elongate 

4.8 ::!:: 0.1 

(3.8-5.6) 

2.6 ::!:: 0.05 1.8 ::!:: 0.03 

(1.9-3.3) (1.3-2.4) 

Compact 

Spherical 

8.6::!::0.1 4.1::!::0.1 2.1土 0.04 Irregular 

(6.5-10.7) (3.4-5.0) (1.5-2.6) Elongate 

5.8 ::!:: 0.1 

(4.1-7.0) 

3.4 ::!:: 0.1 

(2.5-4.3) 

1.8 ::!:: 0.04 

(1.2-2.4) 

Compact 

Spherical 

x) Classification of species proposed by Karapapa et al.49
) (see Table 20.)， Pathotypes were not examined. 

w) CA9 and CA39 are source ofGumma Agricultural Research Center. 

v) Pathotypes of V. dahliae proposed by Hagiwara 24)， D group: crucifer pathotype， B group: tomato pathotype 

Vl 

Vd 

Vl 

Vl 

Vd 

れている 70) 112)。一連の試験を通じて、ブロッコリ

ーやカリフラワー、キャベツでは激しい発病株で

も萎凋を起こさず、外部病徴としては下葉の黄化

が認められただけであった。プロッコリーやカリ

フラワーについても、キャベツと同様にその形態

的な特徴や気象条件、土壌条件などの周辺環境の

影響によって、萎凋を起こしにくいと考えられる。

しかしながら、発病程度が高まると葉の黄化や維

管束黒褐変などの病徴によって著しく商品性が損

なわれ、実害が大きくなりやすい。
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リウム属菌に感染 ・発病することが確認された。

しかしその病原性はに longisporum(v. dahliaeの

アブラナ科系)で強く、 V.dahliae (トマト系)で

弱かった。 yχ.わn♂S甲:po叩 mはノハ¥クサイやダイコン剖剖)、

西洋ナ夕ネ (B必rαωS幻凶sicωαnα伊rpu凶sL. s臼sp . ol，たe~砕冷ra)

ヤベツ(本章第 1節)などのアブブ、ラナ科作物に強

い病原性を有するとされており、ブロッコリーや

カリフラワーもその例外ではないことが確かめら

れた。

発病圃場に定植されたブロッコリーでは、菌分

離を行った 8品種中で、発病程度の低かった 3品種

からは菌が分離されず、 5品種からは V.longisporum 

のみが分離された。 一方、カリフラワーは菌分離

に供した 3品種のうち、 l品種からは V.longisporum 

が、また 2品種ではそれぞれ同一株から反 b塀抑制

とV.dahliaeが分離され、対照のキャベツ品種から

も両種が分離された。キャベツ以外にもハクサイ、

ダイコンおよびジャガイモの同一個体から両種が

分離されており(本章第 3節)、異なる種の Verti-

cillium菌が混在している圃場では、感受性の高い

宿主に対して複数種の菌が容易に同時寄生しうる

と考えられた。

菌接種試験と圃場試験の結果から、 V.dahliaeの

ブロッコリーに対する病原性は弱く、実用上問題

となるような被害をもたらすことはないと推察さ

れたが、カリフラワーには弱から中程度の病原性

を有しており、品種によって感受性には多少の差

があると考えられた。 V.longisporumのブロツコリ

ーに対する病原性は、弱いものから強いものまで

品種による差が大きかったが、カリフラワーには

品種を問わず強い病原性を有していると考えられ

た。このような結果は、ブロッコリーの栽培品種

が一様に V.dahliaeに対して抵抗性を示すとした

知見 9)70) 112) とやや異なった。ただし、これまでに

報告された V.dahliaeの菌株中には、形態学的・

分子生物学的な特徴の違いや、各種作物に対する

病原性に違いがあることを指摘したものが多く 8)

9) 70)刷、 Karapapaet d .49}によって V.dahliaeとは

別種とされたにlongisporumが含まれている可能性

が大きい。これら菌株はいずれもカリフラワーに

対する病原性が強く、ブロッコリーには弱かった

ことが報告されている。このようなことから、

Verticillium属菌の菌種や各種作物に対する病原性

が国内外で大きく異なることはないと考えられ、

ブロッコリーに対する病原性の違いは、流通して

いる品種の違いに起因していると推察される。す

なわち、海外で、はパーティシリウム属菌(特に v.
longisporum) に対して抵抗性を持った品種(品種

群、系統)が主に流通しており、国内では感受性

の品種を含む様々なタイプの品種が栽培されてい

ると考えられる。パーティシリウム病の発生圃場

では、感受性と考えられるカリフラワーを栽培し

ないこと、ブロツコリーは抵抗性の程度が強し、品

種を選んで栽培することが重要で、ある。

菌の接種試験や圃場試験で、維管束の黒褐変組

織からは必ずしも菌の分離ができず、特に発病程

度が比較的小さい品種や株で、また葉柄組織に比

べて茎組織からの分離頻度が劣った。 Verticillium

菌は主として根の道管内に侵入し、分生子が道管

流によって移動・増殖することで発病に至るとさ

れている制。このため、抵抗性を有する品種は道

管内に侵入した菌に対して、その後の移動や増殖

を抑制する力が強く働いていると考えられる。感

受性の品種では茎組織よりも葉柄組織での分離頻

度が高かったことから、道管内において分生子の

移動が容易に行われ、本部位に定着しやすかった

と考えられる。

V. dahliaeおよび V.longisporumは、アブラナ科

作物に共通するパーティシリウム病の主要な病原

菌であり、これらの菌に抵抗性を持ったプロッコ

リー品種の存在が確認されたことは、発病圃場の

輪作を考える上で極めて有益と考えられる。抵抗

性のブロッコリー品種は、圃場に存在する菌種や

菌の系統を問わず、また前作の擢病作物をほとん

ど気にすることなく栽培が可能であり、かっ経済

性を伴った輪作作物として有望である。

第 3章伝染経路

本地域におけるキャベツパーティシリウム萎調 病の初確認は 1993年であるが、農家に対する聞き
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取り調査によって、 1980年代初期から中期ころに

は一部ですでに発病を見ていたと推察される(緒

言)。本病がどのような経路をたどって侵入して

来たかは不明であるが、伝染経路を明らかにし、

その経路を遮断することは防除の基本となる。前

章で明らかにしてきたように、本病の病原菌は同

じアブラナ科のハクサイやダイコンと共通するだ

けでなく、非アブラナ科のジャガイモなどとも相

互に伝染性を有している。種ジャガイモによって

病原が持ち込まれたり ハクサイやダイコンによ

って病原菌が増殖し、被害が拡大した可能性も考

えられるが、キャベツへの感染がどのようにして

起こり、どのような経路で拡大していくのかの解

明が重要である。

本病は、長野県でもハクサイ黄化病と同一病原

によって引き起こされる可能性が強し、と推察され

ている刷。群馬県北西部の高原地帯におけるキャ

ベツ夏秋どり作型では、一般に県内や長野県の平

坦暖地に借地して春まき育苗が行われている。こ

のため、育苗圃場での機械作業を通じてハクサイ

黄化病の汚染土壌が持ち込まれたり、感染苗から

の病原菌の持ち込みが懸念されていた。また、キ

ャベツの育百方法は地床での育苗が一般的であ

り、根部の土を払い落として採苗・定植作業が行

われている。 このため定植時における根傷みが大

きく、土壌病害の発生を助長する要因となってい

ることも指摘されていた。

そこで、本章では現場で行われている育苗や定

植作業を想定し、病原菌によって汚染された圃場

で育苗された地床苗を使用した場合や、健全苗が

汚染圃場に定植された場合の発病経過を調べるこ

とにより、伝染経路や感染機構についての解明を

試みた。

材料および方法

試験 1 苗および圏場の汚染が発病に及ぼす影響

(春まき作型)

高冷地分場内のコンクリート枠隔離圃場を用い、

1995年の春まき作型で試験した。前年 (1994年)

に本病が発生した圃場の土をプランターに詰め、

ここで育苗した苗を潜在感染苗とし、本病の無発

生園場で育苗した苗を健全苗とした。また本病の

発病株から分離した CA9菌株 (V.longisporum) を

ノくーミキュライト・フスマ・土壌培地で培養し、コ

ンクリート枠内に培地ごと 0.lL'm-2全面散布し

て耕転・土壌接種した圃場を接種圃場とし、本菌

株の無接種圃場を健全圃場とした。これらの苗と

圃場の条件を組み合わせた 4試験区を設定し、接

種圃場、健全園場にそれぞれ潜在感染苗と健全面

を 3畦ずつ隣接して定植した。定植作業は根に付

着している土を払い落とし、ほぽ根がむき出しの

状態で移植する現地慣行法によって実施した。

供試品種は本病に感受性の‘ YRSE'131)を用い

栽植密度は畦幅 45cmX株間 33cm、試験規模は 1

区42株(14株 X3畦)の 2反復とした。播種は 4月

13日、定植は 5月 24日に行い、発病調査は結球始

期より概ね 10日おきに実施し、 l区 6株 X2反復

(収穫期の最終調査時のみ 18株の 2反復)の株を

抜き取り以下の基準によって調査し、維管束発病

度を求めた。指数 0:維管束の黒褐変が認められな

い、 1:根部維管束の一部が黒褐変、 2:根部先端か

ら地際部までの維管束が黒褐変、 3:地上部茎の

維管束まで黒褐変、 4:外葉の維管束まで黒褐変

(図 11参照)。維管束発病度= {1: (指数別株数

×指数) / (調査株数X4 )} X 1000 

試験2 苗および圃場の汚染が発病に及ぼす影響

(初夏まき作型)

前記作型に準じ、作型と品種を変えて 1995年の

初夏まき作型で検討した。供試品種は本病に感受

性(第 1章 第 1節)と考えられた‘YR213' を用

い、播種を 5月 29日、定植を 7月 13日に実施した。

発病調査も春まき作型に同様としたが、収穫期の

最終調査時のみ調査株数を 12株の 2反復とした。

結 果

図 10に春まき作型および初夏まき作型の維管束

発病度を経時的に示した。

春まき作型の接種圃場では、苗の潜在感染の有

無にほとんど関係なく定植後 33日で維管東部に

軽度の発病が認められ、以後日数の経過とともに

維管束発病度は急激に上昇した。健全圃場では定

植後 33日では無発病であったが、 51日目には潜在

感染苗定植区で接種圃場の試験区と同程度の維管

束発病が認められた。しかし、その後の発病度は

-31 -



第 2号 (2005)

健全株へもやや遅れて軽度の維管束発病という形

で影響を及ぼすことが確かめられた。

一般に、パーティシリウム病は気温に影響され

やすく、 19~ 23 ocで発病しやすいとされ問、比較

的冷涼な条件下での発病や被害が大きく、高温時

には発病が抑制される傾向があるとされている。

高冷地分場内の日平均気温の観測データでは、 7月

下旬から 8月末までの盛夏期がこの発病適温の範

囲内に収まっている。したがって、晩春まきでは

定植直後から生育中期までの長期間にわたって発

病しやすい温度条件下での生育となり、

春まきよりも発病時期が早まったと考えられる。

ハクサイ黄化病では、春作の移植栽培で定植後

20日、直播栽培で播種後 30日で根部の褐変部分

から病原菌が分離されたとする報告がある 1)。ま

た、秋作の移植栽培では定植後 7日、直播栽培で

播種後 23日には本菌の根への定着、感染が終了

していると推定した報告も見られる 7ヘ今 回の試

験では、病原菌によって汚染された圃場にキャベ

このため

群馬県農業技術センター研究報告

ほぼ横這いに推移し、収穫期の維管束発病度も中

程度であった。また、健全圃場の健全苗定植区で

も定植後 51日目には軽微な維管束部の発病が確認

され、収穫期においてもわずかな維管束発病が観

察された。

初夏まき作型では、春まき作型の場合とほぼ同

様の結果が得られたが、全体的に発病時期が早ま

る傾向が顕著に認められた。

察

春まきおよび初夏まき作型での検討結果から、

本病の病原菌によって圃場が汚染されている場合

には、苗の潜在感染の有無にほとんど関係なく高

い維管束発病を示すことが明らかになった。汚染

圃場では、健全苗を定植しても根の損傷部分から

病原菌が容易に侵入しやすいためと考えられる。

健全圃場の場合では、本病に潜在的に感染した苗

を定植すれば維管束部の発病が見られ、隣接する

考
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ツの健全苗を定植した場合、春まきで定植後 33日、

晩春まきで定植後 21日目には一部の株で根部維管

束に発病が認められた。試験場所や作付け時期な

どの違いを考慮すれば、キャベツでもハクサイの

場合とあまり違わない時期に定植後の感染が生じ

ていると推察される。高冷地のキャベツ移植栽培

では、汚染闘場で定植後 20--...-30日で発病が始ま

り、健全圃場では植え付けられた感染苗の影響に

よって、定植後 50日ころから隣接する健全株にも

発病が認められるようになると推察された。

以上のことから、本病の発生が確認された圃場

では次作においても容易に感染・発病が起こると

考えられるため、発病畑ではキャベツの作付けを

繰り返さないよう注意が必要である。また、百か

ら本圃へ病原菌が持ち込まれることにより、健全

株へと被害が拡大してゆく可能性が示唆された。

春まきで 40--...-50日程度、初夏まきで 30日前後

を必要とするキャベツの直まき育苗では、本病原

菌に汚染された圃場で育苗することによって、苗

感染する可能性は高いと考えられる。育百圃場の

選定には細心の注意を払い、苗の感染を未然に防

ぐことが本病の侵入防止対策として重要である。

第4章 発病に影響する条件と耕種的防除法

キャベツパーティシリウム萎凋病の発病要因に

ついては不明な点が多く、また抵抗性品種の利用以

外に耕種的な防除対策も明らかにされていない。

アブラナ科作物のパーティシリウム病では、国

内において被害の大きかったハクサイ黄化病で多

数の研究事例が見られる。本章で、はハクサイ黄化

病対策として明らかにされた各種の報告を参考に

しながら、本病の発病に影響する諸要因について

検討し、有効な耕種的防除法を明らかにした。

第 1節微小菌核密度と発病

本病の主要病原菌である χlongisporumは、土壌

中における耐久生存形態が微小菌核(以下 MS) で

あることから、防除の第一は土壌中の MS密度を

いかに低下させ、不活化させるかにある 3ぺ MS

密度がどの程度で被害が高まり、どの程度であれ

ば実害を生じないかを把握することは、防除対策

を考える上の基本となる。そこで接種試験により、

土壌中における MS密度とキャベツの発病との関

係を調査した。

材料および方法

試験 1 ワグネルポット試験

1996年に高冷地分場内で実施した。未耕地から

採取した表層多腐植質黒ボク土と市販園芸培土を

容積比 2:1の割合で混合し、1/2000アールワグネ

ルポットにポット当たり 14.1L(乾土重 5，244g) を

充填し、炭カル、苦土重焼燐をそれぞれ 10.5g施

用した。供試菌は V.longisporum (CA 9菌株)と

し、セロファン PSA培地 117)で作成した MSを本土

壌に所定量混合接種した。試験区の構成は MS密

度を 10-1
--...-103個・乾土 g-1の聞の 5水準とし(表

10)、試験規模は l区 5ポットのポット当たり 2株

定植とした。品種は‘涼嶺 41号'を供試し、 5月

17日に播種し、 6月 21日に定植した。追肥は 7--...-

9月に 3回行い、 NK17号(17-0-16) および尿素

(N:46) を株元に施用した。

発病調査は地上部病徴を随時記録すると共に、9

月 18日に茎から根部を縦に切断して株ごとに維管

束の黒褐変状況を調査した。維管束発病の調査基

準は 0:維管束黒褐変が全く認められない、 1: 

地下部(根)に認められる、 2:地上部の茎まで

認められる、 3:外葉まで認められる、 4:結球部

まで軽微な黒褐変が認められる、 5:結球部に激し

く認められる、の 6段階とし(図 11)、その平均値

を発病指数とした(以下、常法と記す)。

試験 2 ボイド管利用による簡易ポット試験

1997 --...-1998年に、高冷地分場内のコンクリート

枠隔離圃場を用いて試験した。工事用のボイド管

(内径 25cm、長さ 4m)を長さ 30cmに切断して、

片面(底部)に不透根透水シートを張った簡易ポ

ットを作成した(図 12-A、B)。このポットに MS

を混合接種した土壌を充填し、ポットの1/2程度
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を混合接種した土壌を充填し、ポッ トの1/2程度

を地中に埋め込み、かん水が不要な1/2000アー

ルワグ、ネルポッ トの代用とした(図 12-C)。

1997年は、簡易ポッ ト当たり 12.9L (乾土重

5，631g)の土壌に炭カノレ 25g、苦土重焼燐 37.5g、

輝 90 (12-12-12) 12.5g、BM2号 (10-13-12) 5g 

を施用した。播種は 6月 9日、定植は 7月 1日、

供試品種などは試験 1に準じた。

1998年は、高冷地分場内圃場の作土より下層の

土壌(表層多腐植質黒ボク土)を用いて、ポッ ト

当たり 12.9L (乾土重 7，187 g)を充填し、 MSの

接種密度を 10一l、101、103、104個・乾土 g-1の 4

水準とした。また、本試験では 1997年のキャベツ

栽培で本病によ って収穫皆無となった嬬恋村大笹

図 11 キャベツパーティシリウム萎凋病の病害調査基準

Fig. 11. Standard of the disease assessment for Verticillium wilt of cabbage 

Disease index (degree of vascu1ar browning); 0: no symptoms， 1: in root， 

2・instem， 3 : in outer 1eaf， 4 : in head， 5 : very dark in head 

図 12 ボイド管のポッ ト (A，B)とポッ トに生育したキャベツ苗 (C)

Fig. 12. The pots of th巴Boydpipes (A， B) and cabbage seedlings grown on the pots (C) 

The pots were half-buried in the iso1ation fie1d by concr巴t巴fram巴，and th巴ywere used 
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の農家圃場(標高 1，060m、表層多腐植質黒ボク土、

図トE)から採取した土壌を対照として供試した。

試験規模は大量の MSが必要となる 10'個・乾土gi 

区は 2ポット、その他は 1区 5ポットで、ポット

当たり 2株定植とした。播種は 5月 18日、定植は

6月 26日、最終発病調査は 10月 7日に行い、供試

品種などは試験 1に準じた。

なお本試験では畑土壌を供試したので、 土壌中

のキタネグサレセンチュウ (Pratylenchuspenetrans) 

密度をキムワイプ S-200をフィルターとした変形

ベルマン法則(室温 48時間、土壌 15g、10反復)

によって調査した。

結 果

1996 ~ 1998年の試験結果をまとめて表 10に示

した。 1996年は生育中期まで地上部に病徴は認め

られなかったが、結球期に入った 8月下旬になっ

て 103個・乾土 g-I区で急激に外葉の黄化が目立つ

ようになった。維管束の発病程度は 10-1~ 102個・

乾土 g-I区では大きな差がなく、根部に黒褐変が

認められる程度であったが、 10'個・乾土 g-I区で

は発病園場で見られるような高い発病指数を示し

た。

1997年は全体的に発病程度が低く、外葉の黄化

など地上部病徴は認められなかった。茎 ・根部の

維管束発病も区間差が明瞭で、なかったが、前年と

同様に MS密度が 10-1個・乾土 g-I程度であっても、

根や茎部に維管束黒褐変が高率に認められた。

1998年は、生育中期の追肥を省略したことから

収穫期の生育がやや劣り、 1996年および 1997年の

試験と比較して発病率が低かった。維管束の発病

程度は 10-1~ 101個・乾土 g-I区で低く、 103個・

乾土 g-I区でやや高くなり、 10'個・乾土 g-I区で

極めて高かった。また、対照として供試した前年

の甚発生土壌区でも、発病率は低かった。

表 10 微小菌核 (MS) 密度と発病の関係

Table 10. Relation between microsclerotia (MS) density and disease development 

Year Disease index司
MS density Diseased plants 

(dry soil g-I) / Examined plants 

10-1 4110 

100 10/10 

1996 
10

1 10/10 

0.7 :t 0.3 b蒐)

1.1 :t 0.1 b 

1.3 :t 0.2 b 
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103 9/10 1.1 :t 0.2 

Significance NS 

10-1 1/ 9 0.1 :t 0.1 b 

10
1 4/10 0.4 :t 0.2 b 

1998 
10

3 2/10 0.8 :t 0.5 ab 

10
4 4/ 4 3.3 :t 0.8 a 

Field soil w) 1 /10 0.1 :t 0.1 b 
-----------胃同 開園ーーーー ------------ー・ 匝陣・・・・4・ーー ・・・・・・ーーー・ーーーー・ーーーーー ・

Significance ** 
z) Values are means:t SE (n = 4-10). Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) 

y) ** and NS represent significant at P = 0.01 and non-significant at P = 0.05 

respectively， by the Kruskal-Wallis test. 

x) Different letters represent significant differences by the Steel-Dwass test 

(P= 0.05). 

w) Naturally infested soil in experimental field (Tsumagoi・mura)
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表 11 供試圃場におけるキタネグサレセンチュウ (pp) 数

Table 11.百1enumber of Pratylenchus penetrans (pp ; Cobb 

root-lesion nematode) in experimental field 

Kinds ofsoil 

Field soil Y) 

No. of Pratylenchus penetrans z) 

161 

Inoculated field soil吋

z) Number of PP extracted from wet soil 15 g 

Each number indicates mean often replications. 

y) Natural diseased soil in experimental field (Tsumagoi-mura) 

x) Pathogen-仕eesoil in Tsumagoi-mura 

なお、 MS接種を行った下層の黒ボク土壌にキタ しないために発病の早期発見に努め、初期発病の

ネグサレセンチュウがほとんどいなかったのに対 段階で防除対策を講ずることが重要である。

し、甚発生土壌中には極めて多数の棲息が認めら

れた(表 11)。

考察

1996年-----1998年に土壌中の MS密度と発病との

関係をポット試験で検討したが、年次変動が大き

く一定の傾向は認められなかった。しかし、 10-1個

.乾土 g-1の MS密度でも一部のキャベツに維管束

発病が認められ、概ね 10
3
----- 10

4個・乾土 ιlで急

激に発病度が高まった。また、本試験ではキタネ

グサレセンチュウ (pp) が多数棲息していた発病

圃場の土壌を用いても、発病程度は極めて低く PP

による発病助長は認められなかった。本病の発病

にはキャベツの生育の影響が大きいことから(本

章 第 3節)、根域が制限されたポット試験ではキ

ャベツの生育が抑制されて、実際の圃場より発病

程度が低くなっている可能性が高く、 PPの影響も

ほとんどなかったと考えられる。したがって、現

地の発病圃場では 103個・乾土 g-lと同程度か、

またはそれよりも低い MS密度で激しい発病を引

き起こしていると推察された。

なお、病原菌の侵入によって商品とする部分が

直接被害を受けることになるダイコンやカブなど

の根菜類と異なり、キャベツでは根や茎に内部病

徴(維管東の黒褐変)が認められても、商品とな

る結球部の肥大は比較的良好で、あって、軽度の発

病では収穫部位にまで、変色が及ばないことが多い。

したがって、キャベツでは結球部に影響が出るよ

うなレベルにまで MS密度を高めなければ、経済

的な面での損失は少ないと言える。被害を大きく

第 2節栽培時期と発病

一般lこパーティシリウム病の発病は夏期高温時

に停滞するとされ、長野県小諸市のハクサイ黄化

病は、夏期に収穫されるものが秋期に収穫される

ものよりも発病の軽い傾向が見られると報告され

ている咽。しかし、群馬県内のキャベツ産地で、は、

盛夏期の 8月にパーティシリウム萎凋病の発生が

多い 120)
。そこで、夏秋どりキャベツの主要出荷

期間である 7-----10月の 4ヶ月間に収穫する作型に

ついて、栽培時期によって発病程度に違いがある

かどうかを検討した。

材料および方法

本病の甚発生閏場(嬬恋村大笹)において 2000

年に試験した。区の構成は 7月どり(播種:3月 15

日、定植 :4月 26日、発病調査 :7月 21日)、 8月

どり(播種 :4月 17日、定植:5月 17日、発病

調査 :8月 9日)、 9月どり(播種:5月 16日、

定植 :6月 15日、発病調査 :9月6日)および 10月

どり(播種:6月 16日、定植:7月 13日、発病

調査:10月 6日)の 4作型とした。供試品種は Fl

品種の本病抵抗性検定結果(第 5章第 3節試 験

1 )に基づいて、抵抗性のランクが 1(強)-----v(弱)

に分類された中から
ε秋徳， (強)、 ‘YR早どり錦

秋， (やや強)、‘秋早生， (中)、‘輝吉， (やや弱)、

‘つまみどり， (弱)の 5品種を選定した。栽植密

度は畦幅 45cm、株間 33cmで、試験規模は l区 5.3 
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rrf (36株)の 3反復とした。施肥量はすべての

作型で同じとし、アール当たり炭カル 10.0kg、

苦土重焼燐 20.0kg、輝 9021. Okg (窒素として 2.5

kg) を定植前に全面施用した。発病調査は常法

に従い、 5品種の平均的な収穫期に一斉に行った。

結 果

いずれの供試品種も発病株率、発病指数の収

穫時期別変動は同様の傾向を示し、 7月どり、 10

月どりで発病程度が低く、 8月どり、 9月どりで高

かった(図 13)。また品種抵抗性は 7月どりで一

部異なったものの、強い方から‘秋徳'>‘ YR早

100 

どり錦秋'>‘秋早生'> ‘輝吉'> ‘つまみどり'

の順となり、抵抗性ランクと同じ結果になった。

ハクサイ黄化病の発病には気温の影響が大き

く、比較的低温(19""' 23 OC) の条件下では土壌温

度が低温から高温の範囲内で発病するが、比較的

高温 (28""' 31 OC)条件下では土壌温度にあまり関

係なく、発病が軽微であると報告されているへ

そこで、本試験期間中の気温の推移を図 14に示し

た。この年の平均気温は、夏秋どりキャベツの全

生育期間を通じて平年よりも高めに推移し、本病

の発病しやすい気温を 19""' 23 oc n)と考えると、 7

月上中旬から 9月上中旬の 2ヶ月聞がこの範囲に当

たっている。
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図 13 発病に対する収穫時期の影響

Fig. 13. Effect of harvesting time on disease development 

Different letters of the same harvesting time represent significant differences by the Steel-Dwass test 

(P = 0.05). 料 andNS attached between different harvesting time represent significant at P = 0.01 
and non-significant at P = 0.05 respectively， by the Wilcoxon rank sum test. Vertical bars represent 

SE (n = three replications). 
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キャベツの生育期間中における気温の推移

Fig. 14. Transition of air temperature during growing season of cabbage 

Observation point: Highland cold cJimate branch station in Gumma Horticultural Experiment Station 

(altitude: 1，170m) 

Normal year value: Average value in 1981 to 1999 (for 19 years) 

Four arrows show each harvesting time. 

図 14

夏期が発病しやすい条件になっている。このこと

は、本病の発生が 8月に多いとする発病の実態調

査結果 120) とも一致しており、高冷地の栽培では

生育が盛んな時期に発病程度が高くなるのが一般

的な傾向と思われる。したがって、発病に最も好

適な気温条件となる盛夏期に収穫する作型を避け、

収穫期を早める (7月中旬以前)か、また仕遅く

する (9月下旬以降)ことで被害の軽減を図ること

が可能と考えられた。

生育を良好にする条件の中では、特に気温の影

響が大きいと考えられる。キャベツは高温や干ば

つに弱く、冷涼な気候を好む作物であり、生育適

温は平均気温 20
0C程度とされている剖。嬬恋村を

中心とする群馬県北西部の高原地帯では、盛夏期

の平均気温がまさにこの生育適温にも合致してい

る。一方、本病の病原菌と同ーと考えられるハク

サイ黄化病菌では、培地上の生育適温が 20------23 oC 

であったことが報告されている 137)。したがって、

高冷地の盛夏期がキャベツの生育や本病の病原菌

の生育に好適な気温条件となっており、さらにこ

の時期に発病しやすい生育ステージの収穫期が重

なることで、 8------9月どりの発病程度が高くなって

いると推察された。

-38司

察

供試 5品種間の発病株率、発病指数は収穫時期

を問わず、いつの時期にもほぼ同じ順位となり、

すべての品種で 8月どりから 9月どりにかけての

発病程度が最も高かった。このことは、品種抵抗

性の強弱とは無関係に、 8------9月どりで最も発病

しやすかったことを示している。

本病の発病適温を 19------23 oCと考えると 、7月

どりの作型では生育末期が、また 10月どりの作型

では定植直後から生育中期までが発病の適温下で

あったと推察されるが、収穫期の発病程度は明ら

かに 8------9月どりよりも低かった。収穫間近にな

ってから急激に外部病徴(外葉の黄化)が目立つ

ようになる本病では、特に生育中期から後期の気

温の影響が大きいと考えられる。 8------9月どりの

作型では生育中期以降が発病適温となり、しかも

その期間が長いことが発病程度を高めた主要因に

なっていると推察された。

本地域で平均気温が 19------23 oCとなるのは、平

年で 7月下旬から 8月末である。したがって、高

冷地では平坦地や中山間地域と異なり、むしろ盛

考
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第 3節 キャベツの結球程度と発病

大規模化が進んだ群馬県の夏秋どりキャベツ産

地では、 一斉収穫が一般的で、手間のかかる抜き

切り収穫は特別な場合を除いて行われていない

一斉収穫の場合、キャベツの個体問に比較的大き

な生育差が認められることから、収穫時における

キャベツの結球程度(結球重の大小)と発病との

関係を調査した。

材料および方法

嬬恋村大笹の甚発生圃場において、 2000年に

‘涼嶺 41号'および‘麗峰 l号'の 2品種を栽培

した。，涼嶺 41号'は窒素施用量 2.5kg • a-I、播種

4月 27日、定植 6月 l日で、結球重と発病調査は

8月 22日に 584株を対象として実施した。‘麗峰 l

号'は窒素施用量 2.Okg • a-1 、播種 5月 16日、

定植 6月 16日で、結球重と発病調査は 8月 31日に

80株を対象として行った。栽植密度はいずれも

畦幅 45cm、株間 33cmとした。発病調査は常法に

準じ、同時に個体ごとの結球重を調査した。

結 果

全調査株の中から、 ‘麗峰 l号'は生育不良と

過大球の 7株を除いた結球重 900g以上 2，200g未

満の 73株について、また‘涼嶺 41号'は、問機

に 15株を除いた 900g以上 2，400g未満の 569株に

ついて、結球重を 100g単位で階級分けし、各階級

ごとの結球重と発病指数の平均値および両者の標

準誤差を求めて図 15に示した。

‘麗峰 l号'は平均結球重が 1，490g、結球重の

変動係数 (CV) が 21.6、平均発病指数が 3.8で

あった。また‘j京嶺 41号'は平均結球重が 1，682g、

同cvが 17.3、平均発病指数が 3.3であった。「群

馬県青果物標準出荷規格集 (2000)J によれば、

最も良い規格とされる L規格のキャベツで l個重

5.0 
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H
u
-
v
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U問
団
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・‘Ryohrei41' 
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図 15 一斉収穫したキャベツの結球重と発病の関係

Fig. 15. Relation between the head weight and disease of the once-over harvested cabbages 

ρ: Spearman's rank correlation coefficient 

* and村 representsignificant at P = 0.05 and P = 0.01， respectively. Markers， vertical bars and horizontal 

bars represent mean value of each grade (at intervals of 100 g of head weight)， SE of disease index and SE 

of head weight， respectively. Number of samples ;‘Reiho l'・n=3 (1.0 kg 亘 headweight < 1.1 kg)一10(1.3 

kg壬 headweight < 1.4 kg)，‘Ryohrei41': n=4(2.3kg壬 headweight < 2.4 kg)一103(l.7 kg 豆 headweight 

< 1.8 kg) 
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は 1，500g、やや大きめの 2L規格で 1，900gが基準

となっている。したがって、平均結球重からは‘麗

峰 1号'が適期の、また‘涼嶺 41号'はやや適期

を過ぎてからの一斉収穫であったと言える。供試

した 2品種の生育はともに良好で、 cvからみた

結球重のばらつきは比較的小さく、キャベツの一

斉収穫時における球揃いとしては良好であった。

両品種とも本病に対して感受性で、発病程度は全

体的にかなり高くなり、結球重が大きくなるほど

発病程度も高まる傾向が顕著に認められた。

考 察

一斉収穫時の個体調査結果から、両品種とも生

育の進んだ大球株ほど明らかに発病程度が高かっ

た。このことから、在園期間が長くなり、 2L規格

以上の大球株比率が高まったキャベツ圃場では、

全体的に発病程度も高くなると考えられる。発病

が危慎される場合には、やや早めからの一斉収穫

を心がけ、急激な生育促進に結び、つくような栽培

(多肥など)をしないことが被害の軽減を図る上

で重要と考えられた。

第 4節 育苗方法(地床育苗とセル成型育苗)の

違いと発病

地床で育苗した苗を引き抜いて定植する慣行の

地床苗定植では、セル成型苗定植に比較して根の

損傷程度が極めて大きく、植え傷みしやすい。一

般に、土壌病害では根の傷口から病原菌が侵入し

て感染・発病に至る場合が多く、定植時における

根の損傷は少ない方が発病しにくいと考えられる。

そこで、育苗方法(地床育苗とセル成型育苗)の

違いがキャベツパーティシリウム萎凋病の発病に

及ぼす影響について検討した。

材料および方法

試験 1 育苗期間を同ーとした場合

抵抗性程度の異なる‘秋徳， (抵抗性強)‘秋早

生， (抵抗性中)‘涼嶺 41号， (抵抗性弱)の 3品種

を供試し、それぞれ地床育苗(慣行)とセノレ成型

育苗を組み合わせた 6試験区を設定した。地床育

苗は 1m幅の播種ベッドに 10cm間隔の条まきとし、

セル成型育百は 128穴のセノレトレイに市販園芸培

土(ヤンマーナプラ養土 H-150) を詰め、し、ずれ

も2000年 5月 16日に播種して高冷地分場内の温

室で育苗した。育苗中期の 6月 2日に地床苗の間

引きと中耕を、またセノレ成型苗に液肥かん水を行

った。

本圃は嬬恋村大笹の本病甚発生圃場を使用した。

施肥は 8M2号 20.Okg . a-I (窒素として 2.0kg)の

全面施用 とし、 6月 15日に畦幅 45cm、株間 33cmの

栽植距離で定植した。試験規模は 1区 5.9rri (40 

株)の 3反復とし、 7月 7日(定植 22日後)、 7月

26日 ( 41日後)、 8月 14日 (60日後)、 9月 6日

(83日後)にそれぞれ 10株を目安として、常法に

準じた発病調査を行った。

試験2 地床苗の冷蔵により結球重を同程度とし

た場合

セル成型育苗で、は、地床で育苗された従来の苗

より小苗で、定植されることから、定植後の在圃期間

が長くなり、地床苗と同時期に定植を行うと収穫期

の遅延を招きやすいという問題が生じている訂)刊。

一方、収穫時期を揃えるためにセノレ成型苗の定植

時期を地床面より早めた場合、両者の在圃期間に

違いを生じ、発病にも影響を及ぼすことが考えら

れる。そこで、本試験では育苗時に生育調整を行

い、在圃期聞が同じでも収穫時の生育差が解消で

きるように工夫して発病程度を比較した。

育苗は高冷地分場の温室内で、行った。セル成型

育苗は収穫期の遅延防止を目的として、大きめの

72穴セノレトレイに市販園芸培土(ヤンマーナプラ

養土 H-150) を充填したものを供試した。地床育

苗は、 1m幅の播種ベッドに 10cm間隔の条まきと

した。品種は‘YRあおば'を用い、いずれの育苗

法も 2000年 6月 9日に播種し、地床苗は 7月 7日

に採苗して 4""' 5 oc下で 3日間冷蔵した。

定植圃場は嬬恋村大笹の甚発生圃場を用い、施

肥は輝 90を 16.7kg. a-I (窒素として 2.0kg)全面

施用した。地床苗は 7月 10日に出庫し、同日にセ

ノレ成型苗および地床苗を交互に 4株ずつ、合計で

それぞれ 32株を定植した。栽植距離は畦幅 45cm、

株間 33cmとし、 10月 4日に結球重調査と常法に

準じて発病調査を行った。
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結 果

試験 1 育苗期間を同ーとした場合

結果を図 16に示した。 3品種とも定植後 22日で

地床面定植の発病程度が急激に高まったのに対し、

セル成型苗定植で、は無発病または極めて低い発病

程度であった。しかし、その後の日数経過ととも

に発病株率は各品種で上昇し、収穫期にはセル成

型苗定植と地床苗定植の差がほとんどなくなった。

発病指数では品種による違いが認められ、 ‘秋徳'

は定植後 22日で育百法の違いによる発病差が大き

く、その後の差は認められなかった。 ‘秋早生'は

全調査期間を通して地床苗定植の発病指数が高く、

‘涼嶺 41号'では育苗法の違いによる発病差が

ほとんど認められなかった。
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一方、収穫期におけるキャベツの生育は育苗法

や品種による差が極めて大きく 、特に‘秋徳'と

‘秋早生'で、は地床苗定植に比べてセル成型苗定

植の生育(結球重)が明らかに劣った(表 12)。

試験 2 地床苗の冷蔵により結球重を同程度とし

た場合

セル成型苗定植区と苗冷蔵後に定植した地床苗

定植区との比較では、収穫期の生育はほぼ同程度

となったが、発病程度には明らかな差が認められ、

セル成型苗定植区の発病程度が低かった(表 13)。

考 察

セノレ成型苗の移植適性には品種間差異があり、

‘秋徳'はセノレ成型百を定植することで生育の遅

延を生じやすい品種に分類されている則。同様に

Ryohrei 41 
NS 

司惨事

6115 7/7 7/26 8/14 9/6 6115 7/7 7/26 8114 9/6 6/15 7/7 7126 8114 9/6 

(0) (22) (41) (60) (83) (0) (22) (41) (60) (83) (0) (22) (41) (60) (83) 

Days after planting (days) 

図 16 育苗方法の違いと品種別発病の経時変化

Fig. 16. Disease development of cabbage cultivars raised by the different methods of seedling nursery 

一一一一 :Planting of soil bed-grown seedlings， ー一ーー:Planting of cell tray-grown seedlings 

Vertical bars represent SE (n =three replications). ** and NS represent significant at P=O.01 

and non-significant at P = 0.05 respectively， by the Wilcoxon rank sum test. 
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表 12 キャベツの生育に対する育苗方法の影響

Table 12. Effect of raising seedling method on the 

growth and development of cabbage 

Cultivar Raising seedling method z) 

Plug 

Head weight (g) z) 

1351 ::!:: 40 

Shutoku Soil bed 2038 ::!:: 55 

Significance Y )**.  

Plug 934 ::!:: 54 

Akiwase Soil bed 1781 ::!:: 71 

Significance Y) 村

Plug 1449 ::!:: 57 

Ryohrei 41 Soil bed 1535 ::!:: 11 

Significance Y) NS 

z) Values are means::!:: SE (n=three replications). 

y) ** and NS represent significant at P = 0.0 1 and non-significant 

at P= 0.05 respectively， by the Student's t-test. 

表 13 キャベツの発病に対する育苗方法の影響

Table 13. Effect of raising seedling method on disease of cabbage 

Raising seedling 
Head weight (g)Y) 

Disease 
Disease index Y) 

methodZ
) incidence (%) 

Plug 1741 ::!:: 98 69 1.8 ::!:: 0.3 

Soil bed 1704 ::!:: 80 84 2.8 ::!:: 0.3 

Significanc巴 NSX
) 

*キ w)

z) Experimental cultivar:‘YRAoba' 

y) Values are means ::!:: SE (n = 32). Disease index 0 -5 (see Fig. 11.) 

x) NS represent non-significant at P = 0.05 by the Student's t-test. 

w)料 representsignificant at P= 0.01 by the Wilcoxon rank sum test. 

‘秋早生'にもこのような性質があって、育百法

の違いに起因する収穫期の生育差が発病にも大き

な影響を及ぼしていると考えられた。

セル成型苗と地床苗の生育差がほとんど認めら

れなかった‘涼嶺 41号'では、両区とも発病程度

が極めて高く、両区の生育差が大きかった‘秋早

生'で、は生育の劣ったセル成型苗定植区の発病程

度が低かった。一方、‘秋徳'は育苗法の違いに

よる生育差は大きかったが、他の 2品種に比較して

明らかに発病程度が低く、育苗法に違いによる発

病差は定植後 22日の生育初期にのみ認められた。

感受性の g涼嶺 41号'を供試し、両区の結球重

を同程度とした試験では、セノレ成型苗定植区の発

病程度が有意に低かった。本試験では生育途中の

発病経過を調査していないが、セル成型苗定植で、

は初期発病の遅延効果がそのまま収穫期まで持続

したものと考えられた。育苗法の違いや品種によ

ってキャベツの生育にも大きな違いを生じること

から、単純な比較は難しいものの、地床苗は定植

後の早期から感染・発病しやすいのに対し、セノレ

成型百では早期の感染・発病を軽減する効果のあ

ることが確認された。

セル成型苗定植による初期発病の軽減効果は、

地床苗で定植時に根がむき出しになっているのに

比べて、セル成型百で、は培養土で、覆われている根

の割合が高く、抜き取り作業時における根の損傷

も極めて小さいことが影響していると考えられる o

Verticillium菌は主として根冠か根の表皮から宿主

体に侵入する制ことから、セル成型百で、は定植後

の初期生育時に菌の侵入を抑制する効果があるも

のと推察される。しかし、セル成型苗定植で、あっ

ても試験に用いたような甚発生圃場では、一部品
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種を除いて収穫期には地床苗定植と同程度の発病

が認められた。セル成型百の初期発病軽減効果を

収穫期まで持続させるためには、病原菌密度の高

くない圃場での利用が効果的と考えられた。

またセノレ成型苗では、品種によって地床苗定植

よりも在圃期間が長くなりやすいことが問題とな

る。生育が順調に進まないことが結果として発病

抑制に結び付くのでは、セル成型百を利用する意

味がない。キャベツでは、定植直後に茎葉よりも

地下部の生育(根張り)が優先的に進むタイ プの

品種で、セル成型苗の移植適性が高く、収量的にも

問題が少ないとされている冊 。本試験では、 ‘涼嶺

41号'のセル成型苗定植で、地床苗定植と同程度の

生育を示しており、 ‘YRあおば'でも大きめの 72穴

セルトレイを用いた苗定植区の生育は順調で、収

穫期の遅れを招くようなことはなかった。セル成

型百の利用に当たっては、品種の移植適性に十分

配慮することが重要と考えられた。

第 5節 キタネグサレセンチュウと発病

Verticillium菌の侵入を助長するセンチュウとし

ては、ジャガイモシストセンチュウ (Globodera

rostochiensis)、ネグサレセンチュウ (Pratylenchus

sppJおよびネコブセンチュウ (MeloidogynesppJ 

などが知られている到。なかでも、ハクサイ黄化病

ではキタネグサレセンチュウ (Prl吟ienchuspenefl・'ans、

以下 PPと記す)がその感染・発病を助長すると

いう多数の報告がある 76) 81)師) 87)。百田ら 86) は、

殺センチュウ剤処理による PP密度の抑制が黄化病

の発病抑制にもつながることを報告した。また、

石坂ら 11) は長野県内の黄化病発病圃場で殺センチ

ュウ剤を処理し、実際に発病が軽減されたことを

報告している。

そこで、キャベツ栽培圃場における PP密度と

キャベツパーティシリウム萎凋病の発病との関係

を調査した。また、殺センチュウ剤を処理した場

合の発病軽減効果と、生育に影響を及ぼす土壌窒

素の変化についても検討を加えた。

材料および方法

試験 1 本病の発病とセンチュウ密度に関する圃

場調査

嬬恋村内の農家圃場を対象として、収穫期を迎

えたキャベツの発病程度を 1998年 9月 30日に調査

し、センチュウ調査用の土壌を採取した。同一圃

場の離れた場所で発病程度に違いが認められた場

合は、圃場内の 2ヶ所を調査した。発病調査は常

法に準じて行い、調査株数は各圃場 10株とした。

センチュウ密度は変形ベルマン法制)により、調査

圃場ごとに採種した土壌 15g中の PPおよびネコブ

センチュウ個体数を 10反復で調査した。

試験2 センチュウ防除薬剤の処理効果とキャベ

ツの生育・発病への影響

嬬恋村大笹の甚発生圃場において 1999年と 2000

年に試験した。 1999年は D-D剤 (55%) 処理、

ホスチアゼート粒剤(1.0 %)処理および無処理

(対照)の 3試験区を設置した。 D-D剤 (3.OL • 

a -1) は 5月 26日に 30cm間隔の千鳥で、 l穴 3ml

を深さ 15cmに注入した。処理後は地表面を鎮圧

し、無被覆とした。ホスチアゼート粒剤 (4.Okg . 

a-1 )も同日に全面散布し、耕転機で土壌混和を

行った。試験規模は 1区 14.9rrf (100株)の 3反復

とした。施肥はアール当たり 8M2号 20.0kg(窒素

として 2.0kg)、苦土重焼燐 20.0kgを全面施用し、

追肥として 7月 28日に NK17号 3.5 kg (窒素と

して 0.6kg) を畦聞に施用した。品種は‘涼嶺 41

号'を供試し、高冷地分場内で 5月 6日に播種 し

て 6月 3日に畦幅 45cm、株間 33cmで圃場へ定植

した。発病調査は 8月 25日に常法に準じて行った。

センチュウ調査用の土壌は薬剤処理前の 5月 26日、

処理・定植後め 6月 3日、収穫時の 8月 25日に

採取し、それぞれ変形ベノレマン法によって PP数を

調査した。

2000年の試験方法も基本的には 1999年に準じた

が、ホスチアゼート粒剤は成分 1.5%剤を供試して、

2. Okg . a-Iを 5月 25日に処理した。D-D剤は 5月

10日に処理し、 5月 25日にガス抜きを行った。

試験規模は l区 17.8rrf (120株)の 3反復とし、

播種は 4月 27日、定植は 6月 l目、発病調査は 8

月 25日に実施した。基肥に輝 90を 21.0 kg . a-I 
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った。センチュウ調査用の土壌は、薬剤処理前の 5

月 10日、処理・定植後の 6月 13日、生育期の 7月
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13日、収穫時の 8月 22日に採取した。また、各

薬剤のセンチュウ類全般に対する殺虫効果を確認

するため、 pp以外のセンチュウ類についても定植

後と生育期の 2回棲息密度を調査した。

試験3 センチュウ防除薬剤処理による土壌中の

窒素量の変化

土壌消毒剤の使用によって作物の生育が阻害さ

れ、あるいは促進される場合のあることが知られ

ている。センチュウ防除薬剤jの処理は土壌中のセ

ンチュウ密度を変化させるだけでなく、土壌養分

の動態にも影響を及ぼすことが考えられる。そこ

で、供試薬剤を処理した土壌中の窒素の変化につ

いて調査した。

試験は 2000年に高冷地分場内で実施した。 9月

22日に分場内の畑土壌(表層多腐植質黒ボク土)

を採取し、1/20∞アールワグネルポットに深さ 25cm

となるよう充填した。 D-D剤 (55%) 処理、ホス

チアゼート粒剤(1.5%) 処理および無処理(対照)

の 3試験区を設定し、 9月 22日に薬剤処理を行っ

た。 D-D剤はワグ、ネルポット中心部の土壌に深さ

15cmの穴を開け、1.5ml (3. OL . a-I相当)を注入

して鎮圧した。ホスチアゼート粒剤は土壌表面に

1. Og (2. Okg • a-I相当)を散布し、土壌混和を行っ

た。試験規模は l区 3ポット(反復)とし、 10月

4日(処理後 12日)にガス抜きを兼ねて全ポット

の土壌を撹排した。 9月 22日(薬剤処理前)、 10月

6日(処理後 14日)、 11月 8日(処理後 47日)の

3回土壌を採取し、通風乾燥後 2mm目のフルイを

通して窒素分析に供した。

土壌中のアンモニア態窒素(以下 NH.-N)の分

析は、試料を 10%塩化カリウム溶液で浸出し、上

澄み液の一部に酸化マグネシウムを添加して水蒸

気蒸留法により求めた。硝酸態窒素(以下 N03-N)

はN比一N と同様の操作で、酸化マグネシウムと

デパルタ合金を添加して得られた値から、 NH.-N

を差し号|し、て求めた。全窒素(以下 T-N)は試料

をケルダール法で、分解し、水蒸気蒸留法によって

求めた値に上記の N03-Nを加えたものとした。

結 果

試験 1 本病の発病とセンチュウ密度に関する圃

場調査

嬬恋村内 8圃場、 12箇所の調査結果を表 14に

示した。調査圃場で栽培されていた品種は‘岳陽'

と‘輝吉'であり、発病程度の軽い圃場から激し

い圃場まで、圃場開や場所による違いが大きかっ

た。これら圃場の pp密度は、土壌 15g中から約 80

"-' 460頭と極めて高かったが、ネコブセンチュウ

密度は低かった。

同一圃場内の 2ヶ所を調査した結果では、発病

程度の低かった 1圃場を除いて、発病指数の高い

場所で pp密度も高い傾向が認められた。しかし

ながら、キャベツの連作圃場で、は例外なく pp密度

が異常に高かったため、本病の発病と pp密度との

関連性ははっきりしなかった。

試験2 センチュウ防除薬剤の処理効果とキャベ

ツの生育・発病への影響

各試験区のセンチュウ密度調査結果をまとめて

表 15に示した。薬剤処理後の pp密度は 1999、

2000年ともにD-D剤区で著しく低下し、高い防除

効果が認められた。ホスチアゼート粒剤区では

1999年の防除効果は劣ったが、 2000年には高かっ

た。また pp以外の雑センチュウの防除効果 (2000

年)は D-D剤で極めて高く、ホスチアゼート粒剤

(1. 5%) についてはやや効果が劣った。 2年間とも

定植後は全ての試験区で pp密度が一時的に低下

し、その後キャベツの生育が進むにつれて密度の

回復が認められ、収穫時には特に無処理区での個

体数増加が目立った。

収穫時におけるキャベツの生育と発病につい

て、年次別の調査結果をまとめて表 16に示した。

キャベツの生育は 1999、2000年ともに D-D剤、ホ

スチアゼート粒剤の処理区が無処理区よりも明ら

かに優れた。一方、本病の発病程度はいずれの年

次においても D-D剤区で最も高く、ホスチアゼ

ート粒剤区では無処理区と同等もしくは若子高か

った。

試験3 センチュウ防除薬剤処理による土壌中の

窒素量の変化

D-D剤区、ホスチアゼート粒剤(1.5%) 区、

無処理区ともに T-N、N03-N、NH.-Nの経時変化

がほとんど認められなかった(表 17)。よって、

D-D剤やホスチアゼート粒剤を処理しても、植物

が吸収できる土壌中の窒素量は増加していないこ

とが確かめられた。
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表 14 自然汚染圃場での発病に対するセンチュウ密度の影響

Table 14. Effect of nematode density on disease development in naturally infested fields 

Examination Growing Diseased plants / 
Disease index z) 

No.of No.of 

field No. cultivar Examined plants PP y，x) Meloidgynidae x，w) 

Gakuyo 8/10 2.8 ::t 0.5 112 十

2 Gakuyo 10/10 4.3 ::t 0.2 79 ++ 

3 Gakuyo 10/ 10 4.6 ::t 0.2 403 

4 Gakuyo 1/10 0.1 土 0.1 455 + 

11 Gakuyo 3110 0.3 ::t 0.2 394 

5 Gakuyo 16/26 2.0 ::t 0.4 161 + 

11 Gakuyo 26/27 3.2 ::t 0.2 240 

6 Teruyoshi 7/10 1.0 ::t 0.4 462 + 

7 Teruyoshi 5110 0.8 ::t 0.3 167 

11 Teruyoshi 10/ 10 4.0 ::t 0.0 324 

8 Teruyoshi 9/28 0.8 ::t 0.2 167 + 

11 Teruyoshi 28/28 3.2 ::t 0.2 280 + 

z) Values are means ::t SE (n = 10-28). Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) 
y) PP: Pratylenchus penetrans (Cobb root-Iesion nematode) 

x) Number ofnematodes extracted from wet soil 15 g (means of 10 replications) 

w) Meloidgynidae (Root-knot nematode); -: 0， +: under 1， ++: over 1 and under 10 

表 15 キャベツ圃場のセンチュウに対する薬剤防除の効果

Table 15. Effect of chemical control on nematodes in cabbage field 

Chemical Pratylenchus penetrans densityZ) Other nematodes z) 

Year Before the After the Growing Harvest After the Growing 

sterilization Treatment Treatment period tlme Treatment period 

D-D 85 ::t 27 1::t 1 y) 150::t 24 - y) - y) 

1999 Fosthiazate (1.0 %) 84 ::t 33 61::t27 297::t 96 

Untreated control plot 110::t 28 46::t 21 647土 236

D-D 66 ::t 17 O::t 0 4 ::t 5士 2 1::t 1 420::t 97 

2000 Fosthiazate (1.5 %) 77土 25 4::t 2 9::t 5 60::t 9 484::t 122 704::t 16 

1Jnt閃 atedcontrol plot 86::t 43 15::t 1 208::t 115 580土 7 578士 991054 ::t215 

z) Number ofnematodes extracted from wet soil150 g. Values are means::t SE (three replications). 

y)一:Not examined 

考 察

一連の試験により、嬬恋村内のキャベツ栽培圃

場では例外なく PP密度が高く、殺センチュウ剤の

処理によって一時的に棲息数が減少しても、防除

が完全でないとその後の密度回復は極めて早いこ

とが確認された。殺センチュウ剤では D-D斉IJの

防除効果が高かったが、本病の発病程度は本剤の

使用によりかえって高まる結果となった。また、

ホスチアゼート粒剤のセンチュウ防除効果はやや

劣ったが、 D-D剤と同様に本病の発病程度を若干

高めるように作用した。両剤の使用によってキャ

ベツの生育は良好となったが、土壌窒素の発現は

認められなかった。これらの結果から、殺センチ

ュウ剤の使用によって得られたキャベツの生育促

進および発病の助長効果は、土壌養分(窒素量)

の変動によるものではなく、センチュウ密度の低

下による影響と考えられる。 PP密度が減少する

ことでキャベツの生育が良好となり、結果として

発病程度を高めるように作用したと推察される。

すなわち、土壌中の PP密度が高いとキャベツの
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表 16 キャベツの結球重と発病に対する薬剤消毒の効果

Table 16. Effect of chemica1 sterilization on head weight and disease of cabbage 

Chemical 
Head weight (g)Z) 

Disease 
Disease index 1.， y) Yeaf 

sterilization incidence (%)Z) 

0-0 1300 ::!:: 102 材 x) 88 ::!:: 2 2.4 ::!:: 0.1 ** w) 

1999 Fosthiazate (1.0%) 1232::!:: 97 村 48 ::!:: 3 1.1::!::0.1 NS 

Untreated contro1 p10t 1134::!:: 35 53 ::!:: 8 1.2 ::!:: 0.2 

0-0 1705::!:: 38 ** x) 96 ::!:: 1 3.6 ::!:: 0.0 キ*w) 

2000 Fosthiazate (1.5 %) 1724土日付 90 ::!:: 2 

86土 6

3.3 ::!:: 0.2 ネ

3.0 ::!:: 0.3 Untreated control p10t 1585::!:: 69 

z) Values are means::!:: SE (three replications). 

y) Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) 

x) **陀presentsignificant at P= 0.01 when it is compared with contro1 by the Dunnett's test. 
w)へ村 andNS are significant at P= 0.05， significant at P= 0.01 and non-significant at P= 

0.05， respectively， when they ar官 comparedwith disease index of contro1 by the Stee1 test. 

表 17 薬剤消毒による土壌窒素濃度の経時変化

Table 17. Tempora1 change of soil nitrogen concentration by the chemical sterilization 

Chemical Form of Before the treat- 14 day's after treat- 47 day's after treat-

sterilization mtrogen ment (mg / 100 g) z) ment (mg / 100 g) z) ment (mg / 100 g) z) 

Total-N 466 ::!:: 3 453 ::!:: 9 465 ::!:: 3 NS Y) 

0-0 NO屯-N 0.7 ::!:: 0.5 1.2士 0.4 0.7 ::!:: 0.1 NS 

NH4-N 1.7士 0.3 1.4 ::!:: 0.3 1.1 ::!:: 0.2 NS 

Total-N 466士 8 462 ::!:: 3 471 ::!:: 1 NS 

Fosthiazate (1.5 %) N03-N 1.9 ::!:: 0.2 1.5 ::!:: 0.3 1.1 ::!:: 0.3 NS 

NH4-N 1.0 ::!:: 0.3 0.6 ::!:: 0.1 1.6 ::!:: 0.3 NS 

Total-N 449 ::!:: 2 461 ::!:: 6 461 ::!:: 6 NS 

Untreated control plot N03-N 

NH4-N 

1.0 ::!:: 0.3 

1.4土 0.2

z) Values are means ::!:: SE (three replications). 

1.4 ::!:: 0.2 

0.7 ::!:: 0.2 

1.0 ::!:: 0.1 NS 

1.5 ::!:: 0.1 NS 

y) NS represent norトsignificantat P = 0.05 between three examination time by the Friedman's test. 

生育に悪影響を及ぼすが、本病の感染・発病に対

する PPの影響は小さく、キャベツの生育の良し

悪しが本病の感染・発病に大きく影響していると

考えられた。

ハクサイ黄化病の感染・発病には根の傷の有無

が著しく影響し制、 PPの作用としてはその恒常的

な侵入、寄生、破壊などによる感染助長と、感染

根で、の増殖による助長作用の増幅が考えられてい

る刷。しかし、本試験結果からは PP密度を減ら

すことによる発病軽減効果は認められなかった。

キャベツは葉菜類の中でも PPの目立った被害が

少なく、経済的被害水準(密度)がかなり高い作

物とされており川、 PPの影響を受けにくいと考え

られる。また、移植適性の低いハクサイでは根が

傷つかないよう直播きやセル成型苗、ポット百の

定植が行われているのに対し、キャベツは移植適

性が高いことから、地床苗を直接圃場に定植する

のが一般的である。このため定植時におけるキャ

ベツの根の損傷はもともと大きく、傷ついた根部

が直接本圃の土壌に触れることから、 PPの有無

にはあまり影響されずに感染・発病に至っている

と推察される。

しかし、一方で嬬恋村のキャベツ連作圃場から

採取した土壌 15g中に 80~ 460頭 (5，000 ~ 30，000 

頭・土壌 kg-')という極めて多数の PPが分離され

たことは、注目すべき点である。宍田山}は、高冷
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地分場内の圃場で栽培された各種作物や雑草、お

よび圃場周辺の林木などを対象として植物寄生セ

ンチュウ相の調査を行い、圃場に高密度で ppが

分布していることや、周辺の林で寄生性センチュ

ウ相が豊富であることを明らかにし、これらの棲

息密度は要防除水準にあると警告している。キャ

ベツの栽培跡地では、 pp密度が高い傾向にあった

ことが北海道で報告されており "0)、神奈川県の春

どりキャベツについても、植え付け前の pp密度が

土壌 20g当たり 410頭(約 20，000頭・土壌 kg-')

で、あったのが、収穫時には 3，017頭(同 150，000頭)

に激増し、約 40%の収量減になったことが報告

されている lヘ海外では、カナダオンタリオ州の

夏どりキャベツで、土壌 1kg当たり 6，000頭の pp

接種による販売可能収量の損失が 17%、18，000頭

の接種で 25%の損失になった報告がある刷。試験

結果やこれらの報告から、キャベツは ppの好適

ホスト作物と考えられ、嬬恋村の圃場ではキャベ

ツに実害が出ても不思議ではない程度にまで pp

密度が高まっていると推察された。

これらセンチュウ防除のための薬剤処理を行っ

た場合、処理前後の土壌中の窒素量に大きな変化

は認められなかった。加藤ら印)は、露地畑の土壌

消毒が窒素の有効化に及ぼす影響について検討し、

クロルピクリン剤や蒸気による土壌消毒区で初期

のN比一N生成量が多く、硝酸化成菌の死滅によっ

て硝酸化成は遅れるものの、ハクサイの窒素吸収

量が著しく多くなったことを報告している。一方、

無処理区や 0-0剤による土壌消毒区では初期から

硝酸化成が進行するが、降雨によって急激に窒素

量が減少し、ハクサイの窒素吸収量はクロノレピク

リン剤や蒸気による消毒区の 1/3程度であったと

した。本試験でも 0-0剤およびホスチアゼート

粒剤(1.5%) 区と無処理区の窒素分析結果はほぼ

同じで、 T-Nや無機態窒素の増加は認められなか

った。 0-0剤やホスチアゼート粒剤の殺菌・殺虫

効果は選択的であり、これらの薬剤処理では部分

的な殺菌・殺虫効果にとどまることから N比一N

生成量が少なく、さらに硝酸化成菌への影響も小

さいと考えられた。

本試験は自然発病圃場(甚発生)を用い、土壌

中に生存している ppに薬剤処理を行ってその密度

を減らすことで発病への影響を検討したが、酒井

ら l冊)は微小菌核 (MS) とppの土壌接種によって

検討している。その結果、 ppの発病への影響は

MS密度によって異なり、一定の MS密度(に longi-

sporumで 102個・乾土 g¥ V. dahliaeで 10"個・

乾土 g-I) の場合に発病が助長され、低密度や高

密度の場合には影響がなかったことを報告した。

このようなことからも、病原菌密度が高 く本病の

多発しやすい条件下では、 ppよりもその他の要因

(特に生育を促進するような条件)の発病への影

響力が大きく、それら要因の影響力が低下したよ

うな場合に ppの影響が顕在化するのではなし、かと

推察された。発病に及ぼす ppの影響は恒常的なも

のではなく、キャベツの生育や MS密度など周辺環

境によって変動し、本病の多発条件下では pp防除

の効果が期待できないと考えられた。

第 6節 根こぶ病防除薬剤の施用と発病

ハクサイ黄化病では、根こぶ病防除のために施

用される PCNB粉剤によって発病が助長される

ことが明らかにされている 7ヘ PCNB粉剤が宿主

植物の感受性に影響を及ぼし、 Verticil/ium菌が全身

に広がる割合を高めるように作用すると判断され

ている制。近年、 PCNB粉剤に代わってフノレアジ

ナム粉剤やフルスノレフアミド粉剤が使用されるよ

うになった。フノレアジナム粉剤はハクサイ黄化病

の防除薬剤として登録があり、他のアブラナ科野

菜のパーティシリウム病の防除にも有効と考えら

れるが、フルスノレフアミド、粉剤のパーティシリウ

ム病に対する効果は不明である。

群馬県の夏秋どりキャベツ産地で、は、 PCNB粉剤

から他剤への切り替え時期にパーティシリウム萎

凋病の被害が目立ち始めたことから、本病発生と

根こぶ病防除剤との関連性を指摘する声が少なく

ない。そこで、これら根こぶ病防除薬剤の使用が

本病の発病に及ぼす影響について検討した。

材料および方法

試験 1 微小菌核 (MS) 接種による検定
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した。供試土壌にはセロファン PSA培地 117)で作成

したに longisporum (CA 9菌株)の MSを 10
2個・

乾土 g-Iに調整して接種し、 1997年に試験した。

PCNB粉剤、フルアジナム粉剤、フルスルフアミド

粉剤の土壌混和処理区および無処理区(対照)を

設定し、各薬剤の処理量は規定量と倍量の 2水準

とし、試験規模は l区5ポットで無処理区のみ 12ポ

ットとした。供試品種は‘涼嶺 41号'で、6月 9日

に播種し、 7月 1日にポット当たり 2株を定植した。

発病調査は、 9月 24日に常法に準じて行った。

試験2 甚発生圃場を用いた検定

試験区の設定は試験 1に準じ、 1998年に嬬恋村

大笹の甚発生圃場で実施した。 PCNB粉剤、フノレ

アジナム粉剤およびフノレスノレフアミド粉剤の所定

量を 5月 14日に全面散布し、ロ ータリ ー耕転を

行った。供試品種は‘涼嶺 41号'で、 4月 22日に

高冷地分場内に播種し、 5月 25日に採百して圃場

準備が整うまで一時苗冷蔵を行った。 6月 l日に

苗を出庫し、畦幅 45cm、株間 33cmの栽植密度で

定植した。施肥は基肥としてアール当たり輝 90を

14.2kg (窒素として1.7kg)、苦土重焼燐 27.0kgを

全面施用し、追肥に NK17号 3.3kg(窒素として

0.56kg) を畦間施用した。試験規模は l区 14.9rrf

(100株)の 3反復とし、常法に準じて発病調査を

実施した。

結 果

2年間の試験結果を表 18に示した。 1997年の

MS接種検定では、無処理区と比較して PCNB粉剤

倍量区で発病指数がやや高く、フルスノレフアミド

粉剤倍量区、フルアジナム粉剤規定量区、同倍量

区ではやや低かったが、区間に有意差は認められ

なかった。 1998年の甚発生圃場検定では、無処理

区に対して PCNB粉剤規定量区、同倍量区の発病

程度がやや高く、フルスルフアミド粉剤規定量区

とフルアジナム粉剤倍量区の発病指数がやや低か

ったが、前年同様試験区間に発病の有意差は認め

られなかった。

考 察

2年間の試験結果から、 PCNB粉剤の処理区では

無処理区と同等もしくはやや高い程度の発病で、

ハクサイ黄化病で報告されている発病の助長は認

められなかった。また、フルアジナム粉剤やフル

スルフアミ ド粉剤の処理区でも無処理区と同等も

しくはやや低い程度の発病を示し、防除効果は期

待できず、また発病を助長することもないと考え

られた。薬剤の種類や処理量を変えても発病程度

に大きな差が認められなかったことから、本病の

発生に及ぼすこれら根こぶ病防除薬剤の影響はほ

とんどないと考えられた。

第フ節 土壌の種類と発病

土壌病害では土壌の種類によって発病に違いの

表 18 キャベツパーティシリウム萎凋病の発生におよぽす根こぶ病防除薬剤処理の影響

Table 18. Effect of the chemical treatment for Clubroot control on the Verticillium wilt development 

Field test (I998) Treatment MS inoculation (1997) 
Chemical sterilization 

(kg • a -1 ) Disease index z， y) Disease incidence y) Disease index z， y) 

PCNB 
2.0 l.l ::!:: 0.3 NS三 97::!:: 2 3.4::!::0.3 NSx) 

4.0 1.3 ::!:: 0.3 NS 94::!:: 4 3.3 ::!:: 0.1 NS 

Flusulfamide 
3.0 1.0 ::!:: 0.2 NS 87 ::!:: 10 2.8 ::!:: 0.4 NS 

6.0 0.7 ::!:: 0.2 NS 87 ::!:: 10 3.0 ::!:: 0.6 NS 

Fluazinam 
4.0 0.8 ::!:: 0.2 NS 93::!:: 5 3.2 ::!:: 0.3 NS 

8.0 0.8 ::!:: 0.2 NS 90::!:: 2 2.9 ::!:: 0.2 NS 

Untreated control plot l.l ::!:: 0.2 88::!:: 8 3.2 ::!:: 0.3 

z) Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) 

y) Va¥ues are means::!:: SE (1997: n= 10-23，1998: three replications). 

x) NS represent non司 significantat P= 0.05 when it is compared with untreated control plot by the Steel test. 
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認められる場合があり、嬬恋村に分布する表層多

腐植質黒ボク土(以下黒ボク土)の下層にある浮

石質や粘土質の黄褐色土(以下黄褐色下層土)は、

根こぶ病の発病抑止土壌であることが明らかにさ

れている叫。そこで、本地域の代表的な黒ボク土

と黄褐色下層土を供試し、土壌の違いが本病の発

病に及ぼす影響を検討した。

材料および方法

試験 1 微小菌核 (MS) 接種による検定

1996年は、高冷地分場内において1/2000アール

ワク。ネノレポットを用いて試験した。未耕地から採

取した黒ボク土と黄褐色下層土を供試し、 pH(HD) 

を6.5に調整した。本土壌に肥料を混合後、ポット

当たり 14.1 Lずつ充填した。接種はセロファン

PSA培地で作成したに longisporum(CA 9菌株)の

MSを用い、それぞれの土壌で低菌密度区(100
個

・乾土 g-1)と高密度区(102個・乾土 g-1)を設け

た。試験規模は l区5ポットで、ポット当たり 2株

定植とした。供試品種は‘涼嶺41号'を用い、 5月

17日播種、 6月 21日定植とした。生育期間中の 7

~9 月に追肥として NK 17号(17-0-16) と尿素

(N: 46) を株元に 3団施用した。地上部病徴を

随時記録すると共に、 9月 27日に常法によって

発病調査を実施した。

1997年はボイド管製の簡易ポット(1/2000アー

/レ相当、図 12) を用い、ポット当たり 12.9Lの黒

ボク土と黄褐色下層土をそれぞれ充填した。その

他の方法は前年のワグPネノレポット試験と同様で、

6月 9日に幡種し、 7月 1日に定植、 9月 24日に発

病調査を行った。

1999年には、前記簡易ポットに充填した黒ボク

土と黄褐色下層土をクロノレピクリン剤でくん蒸消

毒し、 MS接種を低菌密度区で 10
1個・乾土 g¥

高菌密度区では 103個・乾土 g-1とした。その他の

方法は 1997年の試験と同様で、 5月 24日に播種、

6月 22日に定植、 9月 27日に発病調査を実施した。

試験 2 土壌フスマ培養菌接種による検定

菌の接種形態、を変え、根域制限のない条件下で

2000年に試験した。高冷地分場内に設置された

黒ボク土、黄褐色下層土のコンクリート枠隔離圃

場を用い、クロルピクリン剤によるくん蒸消毒を

行った。キャベツ発病株から分離した V.longisporum 

(CA 9菌株)を土壌フスマ培地で培養し、培地

ごと O.13L . m-2 を枠内圃場に全面散布、耕転して

接種した。施肥量はアール当たり輝 90を 11.0 kg 

(窒素として1.32kg)、炭カル 10.0kg、苦土重焼

燐 20.0kgの全面施用とし、本病抵抗性程度の異

なる‘秋徳， (低抗性強)‘秋早生， (抵抗性中)

‘涼嶺 41号， (抵抗性弱)の 3品種を定植した。

試験規模は l区 5rrf (30株)の 3反復で、栽植

密度は畦幅 50cm、株間 33cmとした。播種は 5月

16日に行い、 6月 15日に採苗して、圃場準備が

整うまで‘百冷蔵を行った。苗出庫および定植は 6月

19日で、 8月 30日に常法に準じて発病調査を行い、

併せて各品種の結球重を調査した。また発病調査

時に土壌を採取し、 pH(H20)を測定した。

結 果

MS接種による 3年間の検定結果をまとめ、表 19

に示した。 1996年の MS接種検定では、収穫期に

達したキャベツの地上部調査により、高菌密度区

で黄褐色下層土に比べて黒ボク土の病徴(外葉の

黄化)が目立った(データ省略)。維管束の発病は

低菌密度区 (100個・乾土 g-1)で土壌の違いによる

発病差が認められなかったのに対し、高菌密度区

(102個・乾土 g-1)では黒ボク土の発病が有意に

高かった。1997年もほぼ同様の結果が得られたが、

高菌密度区でも発病程度に有意差は認められなか

った。 1999年は MS接種密度を高めに設定したが

(低菌密度区 10
1
個・乾土ピ、高菌密度区 10

2個・

乾土 g-1)、全体的に発病程度が低く土壌の違いに

よる発病差は確認できなかった。

土壌フスマ培養菌接種により、コンクリート枠

内で検定した結果を表 20に示した。発病調査時の

土壌 pHは各試験区でほぼ同じ値 (pH6. 6 ~ 6.8) 

を示し、キャベツの結球重に品種間差異が認めら

れたものの、土壌の違いによる生育差はなかった。

発病指数は‘秋徳'で土壌間差が認められなかっ

たが、‘秋早生'と‘涼嶺 41号'では黄褐色下層

土の発病が有意に低かった。

考 察
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供試菌の接種形態や試験年次、品種などが異な

ることで結果は必ずしも一定ではなかったが、黄

褐色下層土は黒ボク土に比較して若干の発病抑制

効果を有すると思われた。その抑止性がどのよう

な理由によるものかは明らかでないが、根域制限

のないコンクリ ート枠隔離圃場での検定 (2000年)

において、土壌の種類が異なっても収穫時におけ

る土壌 pHやキャベツの結球重に違いがなかった

ことから、‘秋早生'や g涼嶺 41号'で認め られ

た土壌の違いによる発病差は、少なくとも土壌 pHや

土壌養分とは異なる要因によって生じていると考

えられる。

土壌の持つ発病抑止性あるいは病害に対する感

受性は、物理性、化学性、生物性など土壌固有の

性質によるもので、その土壌の環境が発病抑止性

を決定している則。ハクサイ黄化病では土壌 pHの

表 19 発病におよぽす土壌の影響(1)

Table 19. Effect of soil types on the disease development ( 1 ) 

MS Kinds of Disease index y) 

densityZ) soi1 1996 1997 1999 

Andosols 1.1 :t 0.1 1.0 :t 0.3 0.4 :t 0.2 

Low YBS x) 1.1 :t 0.1 1.1 :t 0.4 0.7 :t 0.2 

..5js旦lqPPMpf-ーー・・・ ・-!?1..............月R...............P
Andosols 1.8 :t 0.3 1.3 :t 0.2 0.5土 0.2

High YBS 1.0 :t 0.0 0.8 :t 0.3 0.8 :t 0.3 

Significance * NS NS 

z) 1996， 1997: Low= 100・drysoil g-I， High = 102・drysoilg.I.1999:Low=

101
・drysoil g.l， High = 103 

• dry soil g-I 

y) Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) Values are means :t SE (n = 10). 

x) YBS: Yellowish brown subsoi1 

w) NS and * represent non-significant and significant at P= 0.05 respective1y， by 

the Wi¥coxon rank sum test. 

表 20 発病におよぼす土壌の影響 (2) 

Table 20. Effect of soil types on the disease development (2) 

Soi1pH Head weight Disease incidence 
Disease index y，吟Cu1tivar Kinds of soi1 

(H
2
0)') (g) y) (%)Y) 

Andosols 6.63 1271 :t 39 74 :t 6 1.5 :t 0.2 

Shutoku YBSw
) 6.60 1256 :t 91 92士 4 1.8 :t 0.0 

Significance NS v) NS u) 

Andosols 6.60 1140 :t 16 87 :t 6 2.8 :t 0.2 

Akiwase YBS 6.72 1056 :t 44 94 :t 3 2.4 :t 0.3 

Significance NS v) ** u) 

o
 

a
A
F
3
 

M
m
 

4
・

胎vd 
R
 

6.79 

6.59 

Significance 

1314:t33 89 :t 6 2.7 :t 0.1 

1313:t 5 86 :t 5 2.1 :t 0.2 

NSV
) ** u) 

z) Measurement in harvesting tim巴

y) Va1ues are means :t SE (three rep1ications). 

x) Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) 

w) YBS: Yellowish brown subsoil 

v) NS represent non-significant at P= 0.05 by the Student's t-test. 

u) ** and NS represent significant at P = 0.0 1 and non-significant at P = 0.05 respective1y， by the 

Wi¥coxon rank sum test 
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発病への影響はないと考えられており 2)川、本病

でも土壌 pHや土壌養分などの化学性とは異なる

要因によって発病抑止作用が生じていると思われ

た。また、根こぶ病では黄褐色下層土の殺菌を行

っても発病を抑止する傾向が変わらない州こと

から、その抑止性は胞子の土壌吸着などの物理性

に起因すると推察されている刊 。一方、発病しやす

い普通の土壌と発病しにくい抑止土壌中における

病原菌の活動を見ると、両土壌中の微生物活動の

差異を強く反映したものとしか言いようがない生物

的な要因による事例が一般的には多いとされるへ

このようなことから、黄褐色下層土における本病

の発病抑止機構の解明に当たっては、土壌の物理

性や生物性の面からのアプローチが必要と推察さ

れた。

収穫間近になってからの急激な発病が問題とな

る本病では、育苗床における抑止土壌の利用効果

は低いと考えられる。また黄褐色下層土の本病抑

止力が根こぶ病の抑止力ほど高くないことから、

防除対策として現場で活用できる可能性は低いと

判断された。

第 8節 ブロッコリー残，査のすき込みによる防除

効果

ブロッコリーを輪作体系に組み込み、その残涯

をすき込むことによって Verticillium病菌に感受性

の作物の被害を軽減し、あるいは V.dahliaeの微小

菌核を減少させるのに有効であるとする多数の報

告がある 10) 112) '26)凹)制。しかし、プロツコリー残涯

のすき込み効果については国内での検討事例がな

く、パーティシリウム病の実用的な防除手段とし

て活かせるかどうかも不明である。

そこでブロッコリー残誼のすき込みが後作キャ

ベツの発病におよぼす影響を検討し、キャベツパ

ーティシリウム萎凋病の発生園場に栽培する輪作

作物として、ブロッコリーの有効性を評価した。

材料および方法

1999年から 2000年にかけて、高冷地分場内の

コンクリート枠隔離圃場を用いて試験した。試験

開始に先だって、初年目(1999年)の春に枠内

圃場の;模蒸消毒(クロノレピクリン剤 3L・a-， )を

行い、ガス抜き後に V.longisporum (CA 9菌株)の

土壌フスマ培養菌 50ml. m-2を土壌混和接種した。

その後枠内をアゼシートで分割して 1m X 3mの

4試験区を設置し、相互に隣接区の影響を受けない

ようにした。各区に畦幅 50cmの 2畦を作り、 7月

9日に感受性のキャベツ品種‘涼嶺 41号'を株間

30cm (1区 20株)で定植した。試験規模は無作為

配列ブロック法による 3反復 (3枠使用)とした。

キャベツの収穫および発病調査は、各区一斉に 9月

20日に行った。調査方法は常法に準じたが、調査

基準は実用的な防除効果(商品としての市場性の

有無)の検討に重点を置き、表 21に示した 3段階

(指数o~ 2) で実施し、発病株率、発病度および

販売可能株率を算出した。

発病調査終了後、各区それぞれに以下の残誼処

理を行った。①収穫直後のキャベツ残濯すき込み、

②収穫直後のキャベツ残謹上に石灰窒素 (8kg'a-') 

を散布してすき込み、③収穫後 1ヶ月放置してから

キャベツ残涯をすき込み、④収穫後 1ヶ月放置して

から新鮮なブ、ロツコリ ー残誼 (600kg. a-') を加え

てすき込み。なお、④のブロツコリーは高冷地分

場内の非汚染圃場で栽培した‘緑帝'を用い、収

穫終了後の残誼を 10月 21日に根株ごと掘り取って

細かく刻み、単位面積当たりの残誼量に等しい量

をキャベツ残誼と共にすき込んだ。

2年目 (2000年)は、アゼシートで区切られたま

まの各試験区内において、前年同様のキャベツ栽

培と発病調査を行い、初年目との比較によって各

残漬処理法の本病防除効果を検討した。定植は 6

月 13日、収穫 ・発病調査は 8月 30日に実施した。

結 果

各種残誼処理の実施前(1999年)と、実施後

(2000年)の収穫時における発病程度を比較する

と、収穫直後にキャベツ残涯をそのまますき込ん

だ区と、 1ヶ月放置してからすき込んだ区では、

前年に比べて発病株率、発病度が有意に上昇し、

販売可能株率は低下した。
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ベツ残涯を 1ヶ月放置した後に新鮮なプ、ロッコリ ー

残漬 (600kg. a-I
) を加えてすき込んだ区では、

発病株率、発病度、販売可能株率がし、ずれも前年

とほぼ同程度の数値を示した(表 21)。

考 察

発病株の残撞処理をどう行うかは、翌年以降の

ノ《ーティシリウム病による被害を高めないために

重要な問題である。ハクサイ黄化病では、収穫直

後の被害残置上へ石灰窒素 8'"'-'15kg • a-Iを施用

してすき込むことで、土壌中の微小菌核を増やさ

ない効果のあることが報告されている 3)制。本病に

ついても、収穫直後の残澄上に石灰窒素 (8kg.a-I) 

を散布してすき込んだ場合に、翌年の発病を高め

ない程度の防除効果が確認された。また、キャベ

ツ収穫後の被害茎葉を 1ヶ月開放置した後、新鮮な

ブロツコリー残誼 (600kg• a-I
) を加えてすき込ん

だ場合にも、石灰窒素の施用と同等の被害の拡大

防止効果が認められた。翌年の被害を減少させる

ような高い防除効果は得られなかったが、キャベ

ツ残j査をそのまますき込んだ区に比べ、ブロツコ

リー残漬の混入区では販売可能株率が低下しなか

ったことから、実用面で十分な効果を有している

と考えられる。抵抗性のブロッコリー品種は汚染

圃場での栽培が可能なだけでなく、花昔収穫後の

残涯のすき込みによって、翌年以降の被害を高め

ない耕種的な防除効果が期待できる。

ブロッコリー残誼のすき込み効果が、どのよう

なメカニズムによって起こるかは明らかにされて

いないが、多くのアブラナ科作物の中に含まれて

いる化学物質の殺菌特性による可能性が一つに考

えられる 71)刷。アブラナ科植物の細胞組織には

グ、ルコシノレートが特に豊富に含まれており、す

き込みなどの作業で細胞組織が破壊されると酵素

のミロシナーゼが反応し、グノレコシノレートが加

水分解されて、殺虫、殺センチュウ、殺菌および

植物毒性の効果に関係するイソチオシアネート

(ITC) 類が生成される 1110 同じアブラナ科作物の

中でも、葉組織におけるアリルイソチオシアネー

ト (AITC、揮発性の殺菌性合成物)生産が高い

ものほど、各種の植物病原性菌類の生長を抑える

が刷、その生産能力は品種間差異の大きいことが

知られている叫。今回の試験で、ブロッコリー残澄

のすき込みに用いた‘緑帝'のパーティシリウム

病抵抗性は中程度であり、より強い抵抗性を持っ

た品種の残涯をすき込んだ場合、発病抑制効果が

高まるかどうかは明らかでない。今後は有望なブ

ロッコリー品種の残誼中に含まれるグルコシノレ

ートの含有量や、 ITC類の生産濃度について検討

するとともに、発病圃場を用いた実際の輪作試験

によって、ブロッコリーの品種抵抗性とすき込み

効果の関係、残誼のすき込み量と防除効果などを

確認することが課題である。

表 21 キャベツパーティシリウム萎凋病に対するプロツコリー残澄のすき込み効果

Table 21. Effect of broccoli residue incorporated into soil on Verticillium wilt of cabbage 

Plowing-in time of 

cabbage residues 

J ust after harvest 

A month after 

harvest 

Treatment 
y z)Disease Disease Proportion ofmarket-

ear-'ncidence (%)Y) severityY'x) able plants (%)y，W) 

Incorporation into 1999 60::!:: 8 53::!:: 8 53::!:: 9 

field soil 2000 91 ::!:: 5 81 ::!:: 6 29::!:: 7 

Mix of calcium 1999 63::!:: 9 56::!:: 9 52::!:: 9 

cχX~り哩?り円肘j坐〔仔8切弘--二a正ζ;二コ1

Incorporation into 1999 72::!:: 9 66::!:: 8 40::!:: 8 

field soil 2000 90::!:: 6 85士 7 19::!:: 8 

Mixof合eshbroccoli 

residue (600 kg . a -1 ) 

1999 

2000 

77 ::!:: 15 

78::!:: 9 

72 ::!:: 15 

73 ::!:: 13 

33 ::!:: 16 

33 ::!:: 16 

z) 1999: before the treatment (preceding cropping)， 2000: after the treatment (succeeding cropping) 

y) Values are means土 SEofthree replications 

x) Disease severity = {工(plantswith each disease index X each index number) / (number of plants examined X 2) } X 100 

Disease index (degree ofvascular browning); 0: no symptoms， 1: in root or stem， 2: in head 

w) Indicate proportion of plants of disease index 0-) 
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第 5章抵抗性育種

パーティシリウム属菌によって引き起こされる

病害は、一般に多くの植物に病原性を示すことか

ら!輪作が困難であり、防除の難しい土壌病害とな

っている。農薬を用いた防除は効果が高い反面、

経済的 ・環境的な面からの問題が大きく、抵抗性

育種もアブラナ科作物ではほとんど実用化されて

いない則。しかしながら、キャベツでは実用的に

十分な低抗性を示す品種の存在が確認されたこと

から(第 1章第 1節)、抵抗性品種の育成とその

利用は最も効果的かっ経済的な防除法として期待

が大きい。

本章では、抵抗性の検定法(早期検定法および

造影剤と X線装置を用いた非破壊的な検査)に

ついての研究成果と 、国内外のキャベツおよびキ

ャベツ類の抵抗性素材検索結果、およびそれら抵

抗性素材の選抜効果と抵抗性の遺伝について検討

した結果を取りまとめた。

第 1節早期検定法

効率的な抵抗性育種を進める上で、素材の有す

る抵抗性を速やかかっ確実に見極めるための技術

開発が欠かせない。パーティシリウム病では、様

々な手法を用いて多くの作物で抵抗性の検定が行

われている。分生子懸濁液への浸漬法はイチゴ 111)、

トマト司 110)、ジャガイモ 21)、ピーマン冊、ハッカ田)

などで広く用いられている。茎(皮下)注射法は

ワタ 12)やヒマワリ曲)で、また麦粒培地の土壌混和

法がアルフアルフア酬で利用されている。

アブラナ科作物では、ハクサイ黄化病に対して

接種後の植え傷み防止に考慮した検定法の開発が

進められた。大谷 9ηiまジフィ ーポットに直接播種

して育苗し、ポットから外に出た根を切り取って

菌液に浸す有傷接種が有効であるとした。更に藤

森・大谷認)は、検定株の養成にジフィ -9を用い、

6葉以上の苗としてから 105・ml-
1以上の菌液に

浸根し、接種 ・移植後 30-----35日程度経過した時期

に判定を行うのが良いとした。由比ら 1<<)は、この

方法が検定にかなりの労力 ・場所 ・時間を要する

ことから改良を試み、セルトレイで育てたハクサ

イ苗をトレイごと菌液に浸す接種法を検討した。

しかし、安定して高い発病を得ることができなか

ったことから、ジフィ一法で、行っているような胞

子懸濁液の中でポットを探むといった有傷接種

を、簡易に行う手段を考えることが必要であると

した。さらにハクサイ黄化病の早期検定では、地

上部病徴によって発病程度を推測することが困難

であることが報告されている 1<3)。

キャベツパーティシリウム萎凋病に関する抵抗

性検定の研究事例は皆無であるため、ハクサイや

その他作物で検討された検定方法を参考とする以

外にない。本病の場合、収穫間近にならないと外

葉の黄化など外部病徴が発現せず、さらに収穫期

になっても外部病徴を発現しにくい品種が存在す

ることも明らかになった(第 1章第 1節)。この

ため、本病では生育の早い段階で外部病徴によっ

て発病を確認することが困難である。しかし、一

方では病原菌に汚染された圃場において、定植後

20 -----30日程度の比較的早期に維管束部の黒褐変が

認められることから(第 3章)、根や茎葉の維管東

に現れる病徴(黒褐変程度)を調査すれば、早期

に抵抗性の検定を行うことが可能で、地上部病徴

を発現しにくい個体にも当てはめられると考えら

れた。但し、選抜個体については検定終了後もそ

の生命を維持し、さらに後代へと採種を継続して

ゆく必要があるなど、育種的な面から考慮 しなけ

ればならない制約がある。

そこで、本節では①抵抗性の検定精度が高いこ

と、②特別な施設や機械器具を必要としないこと、

③接種源の作成や接種作業が容易である こと、④

なるべく場所をとらないこと、⑤早期の検定が可

能であること、⑥検定個体を維持し、次代の採種

が可能な手法であること、などを念頭に置き、こ

れまでの圃場試験で明らかにされた本病抵抗性が

強 ・中 ・弱のキャベツ品種(第 1章 第 1節)を

指標に用いて、本病抵抗性の早期検定法について

検討した。
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材料および方法

試験 1 育苗方法および接種方法の違いと発病-1

本試験は、 1997年に農林水産省野菜茶業試験場

野菜育種部アブラナ科育種研究室(現独立行政

法人野菜茶業研究所)において実施した。

試験区の設定は(1)セル成型苗(128穴)+振

とう培養菌液接種、 (2) ジフィ -9苗 (5cm径)

十振とう培養菌液接種、 (3) 地床苗+フスマ土壌

培養菌接種の 3方法とし、供試菌はいずれも CA9

菌株 (v.longisporum) を用し、た。(1)ではジャガ

イモ煎汁ショ糖加用培地 (PSA) で振とう培養した

分生子様菌体を 1X 106、3X 106、9X 106
• mr'の

3段階に調整した。その後、セル成型百の根鉢底部

を切除して各濃度別の菌液に浸漬し、軽く探みな

がら吸水させて育苗箱に移植した。 (2) では菌液

調整を(1)と同様に行い、パンケースに園芸培土

を 2cmの厚さで敷き詰め、この上にジフィー 9

ブロックを置いて播種・育苗した。接種は各濃度

別の菌液にブロックごと浸漬し、縦方向に探みな

がら吸水させて育苗箱に移植した。 (3) では園芸

培土 1Lに対してフスマ土壌培地培養菌 4mlの割合

で混合して育苗箱に詰め、地床育苗による苗を根

の土を払い落として移植した。

いずれの試験区も、育苗箱 1箱当たりの園芸培土

量は 8L、定植株数は 18株とし、各方法ごとに‘YR

あおば， (感受性)、 ‘秋早生， (耐病性)、 ‘秋徳'

(抵抗性)の 3品種を供試した。播種は(1)および

(2) を 1997年 10月 14日 (3) を 10月 9日に行

い、接種は 11月 12日に実施した。試験規模は各

3反復とし、発病調査は接種後 32日目(12月 14日)

に外部病徴(葉の黄化)と内部病徴(維管束の黒

褐変)を、接種後 42日目(12月 24日)に内部病

徴のみを常法によって調査した。

試験2 育苗方法および接種方法の違いと発病-2

1998年に、高冷地分場内の雨除けハウスを用い

て試験した。前年の結果を参考に、 (1)地床(慣行

露地)苗+振とう培養菌液 (107・mr')への 1時間

浸恨接種、 (2) 地床苗+MS (103個・乾土 g-')の

混和接種土壌への移植、 (3)地床苗+フスマ土壌

培養菌(12.5ml・培土 L-')の混和接種土壌への

移植、 (4)セル成型苗 (72穴)+振とう培養菌液

(106・mr')への根鉢浸漬接種、 (5) セル成型苗

(128穴)+振とう培養菌液(106・mr')への根鉢

浸漬接種、 (6) ジフィ ー 9苗 (5cm径)十振とう

培養菌液 (10 6 • mr')への浸漬接種の 6試験区を

設定した。(1)および (2) 区で地床苗を使用した

新たな接種方法の検討を行い、 (3) および (4) 区

で試験 1よりも接種菌量を増やした場合のフスマ

土壌培養菌接種および振とう培養菌液接種につい

て検討し、 (5) および (6) 区で試験 1の確認を

行った。その他の方法については試験 1に同じと

した。(1)-----(3)区は 6月 11日に播種し、7月 8日

に採苗して直ちに 4-----5
0

Cで苗冷蔵を行い、 7月

28日に出庫して接種と育苗箱への移植を行った。

(4) ----- (6) 区は 6月 16日播種、 7月 10日-----31日

苗冷蔵 (4-----50

C)、7月 31日出庫 ・接種 ・育苗箱

への移植とし、菌接種 ・移植時に (4) ----- (6) 区の

吸収した菌液量を調査した。本試験では(1)-----(3) 

区と (4) ----- (6)区の育苗日数や検定までの日数を

同ー とせず、それぞれの育苗法に適 した移植期に

接種することを優先して考え、首冷蔵によって百

の生育や接種作業の調整を行った。発病調査は各

区一斉に、 9月 2日(接種後 33-----36日)に常法に

より実施した。

試験3 地床苗の浸根接種法に関する検討

最も簡易な接種法として、地床苗の根の土を払

い落として菌液に直接浸根接種する方法について

検討した。試験 2の結果を参考に、高冷地分場内

の雨除けハウスを用いて 1999年に試験した。試験

1および2と同様の 3品種を用い、これに菌液濃度

の 3水準(1ml当たり 105、106、10
7
) と浸根時間の

2水準(瞬間浸漬、 1時間浸漬)を組み合わせた

計 18試験区を設定した。試験規模は、同一濃度の

菌液に同一時間浸漬した 3品種を育苗箱 1箱あた

りそれぞれ 6株ずつ移植し、この育苗箱の 3反復

で実施した。その他の方法は試験 1に同じとし、 6

月 9日に播種し、 7月 2日に浸根接種および育苗箱

への移植を行い、 8月 9日(接種後 38日)に常法

によって発病程度を調査した。

結 果

試験 1 育苗方法および接種方法の違いと発病-1

接種後 32日目には外部病徴として下葉の黄化が
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表 22 接種後 32日の外部病徴(外葉の黄化)

Table 22. Extemal symptom (leaf yellowing) of 32 days after inoculation 
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z) Values are means for a plant. 

y) (No. ofplants with leafyellowing / No. ofplants examined) X 100 

x) Values are means ofthree experimental plots. 

w) Values are means ofthree replications. 
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図 17 抵抗性および感受性キャベツ品種の発病に対する育苗方法と菌液濃度の影響

Fig. 17. Effect of raising seedling methods and concentration of spore suspension 

on the disease development of resistant and susceptible cabbage cultivars 

Disease index (degree of vascular browning); 0: no symptom， 1: in root tip， 2: to half of root， 

3: to hypocotyl， 4: to under stem， 5: to under leaf， 6: to half of stem， 7: to near growing point 

Values are means士 SE(Vertical bars， n = 9). 
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認められたが、病葉か生理的な黄化葉かの判別は

困難であった。葉の黄化程度はジフィ-9+振とう

培養菌液接種区で目立って高かったが、いずれの

試験区においても品種の違いによる一定の傾向は

認められなかった(表 22)。

維管束発病の調査結果(図 17、18) から、育苗

方法・接種方法別では発病程度の高い)1慎にジフィ

-9百十振とう培養菌液>セル成型苗+振とう培養

菌液>地床苗+土壌ふすま培養菌となり、発病調査

日別では接種・定植後 42日>32日、また品種別

では‘YRあおば'>‘秋早生>‘秋徳'となる

傾向が顕著に認められた。菌液接種の場合は、濃

度が一定であっても苗の形態が異なることで菌液

の吸収量に違いを生ずることから、接種時にセル

成型苗(128穴)およびジフィ -9苗の菌液吸収量

を比較した結果、ジフィー 9苗がセノレ成型苗の

2. 5倍量の菌液を吸収した。またいずれの育苗・

接種方法を用いても、抵抗性の品種間差異は圃場

での検定結果(本章第 3節)とほぼ同じになった。

セル成型苗とジフィー 9苗について、接種した

菌体濃度別に維管束の発病程度を比較した場合

(図 17)、菌体濃度が高くなるほど全体的に発病

程度も高まる傾向が認められた。発病程度の判別

は、発病指数 3(根端から地際部までの維管束が

黒褐変)または 4 (根端から子葉展開部までの維管

束が黒褐変)程度から容易になった。また、ジフ

ィー 9育苗ではセル成型育苗に比べて検定の誤差が

小さく、 1 X 106 ・mr1程度の低い菌体濃度や移植

後 30日余りの早期の検定でも発病程度が高く、

抵抗性の検定作業は比較的容易であったが、接種

80 
話，¥、

一一一一一YRAoba

<I.l 60 
仁~

己<I.l 

"0 40 
にみ

ロ

<I.l 
20 

V司qCA J 3 

。o I 

32 42 

に多大な労力を要した。

試験2 育苗方法および接種方法の違いと発病ー 2

結果は表 23の通りである。試験区別に見た発病

程度の高い順に、地床苗の菌液 (10
7・mr1

) 1時間

浸根区>72穴セル成型苗の菌液(106・mr1
) 浸漬

区=ジフィー9苗の菌液 (WS・m!-l)浸漬区>128穴

セル成型苗の菌液(106・mr1
) 浸漬区>地床苗の

MS混和土壌への移植区=地床苗のフスマ土壌培養

菌混和土壌への移植区となり、地床苗の菌液 (10
7

• 

mr1
) 1時間浸根区で発病株率、発病指数が最も

高かった。品種間差異は発病程度の高かった地床

苗の菌液 (107・mr1
) 1時間浸根接種区と、低かっ

た地床苗の MS混和土壌への移植区および地床苗の

フスマ土壌培養菌混和土壌への移植区ではっきり

せず、中程度の発病となった 72穴セル成型苗や

同 128穴およびジフィ -9苗の菌液(106 ・mr1
)

浸漬区では‘秋徳'のみが明らかに低い発病とな

った。また、反復間の検定誤差 (SE) はジフィ-

9苗の菌液 (106 ・mr1
) 浸漬区で安定して小さく、

次いで地床苗の菌液(10 7 • m¥-l) 1時間浸根区が

小さかった。

菌液接種した 3区間で個体当たりの菌液吸収量

比較を行った結果、多い順にジフィ -9苗>72穴

セノレ成型苗>128大セル成型苗となり、 128穴セル

成型苗に対して同 72穴セル成型苗は1.24倍、ジ

フィ -9苗は 2.20倍の菌液吸収量であった(表

24)。

試験 3 地床苗の浸根接種法に関する検討

結果を表 25に示した。浸漬時間別では、瞬間

浸漬区に比較して 1時間浸漬区で明らかに発病程

2.0 

qH b 1.5 
"0 

ロー

2司qcn J 1.0 

。0.5

0.0 

32 42 

Days after inoculation (days) 

図 18 フスマ土壌培地と地床苗を用いた接種検定による発病の経時変化

Fig. 18. Tempora¥ change of the disease by inocu¥ation test using bran-soi¥ culture and soi¥ bed-grown seedlings 
Values are means ::!:: SE (vertical bars) of three replications. Disease index: 0 -7 (see Fig. 17.) 
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度が高く、検定作業は発病程度の高い方が容易で

あった。菌液濃度別では、接種濃度が高いほど発

病程度も高くなる傾向が顕著であったが、 10'接種

区(高濃度接種)では瞬間浸漬と 1時間浸漬の発

病の差は比較的小さかった。品種別では、同一濃

度に同一時間浸漬した 3品種間の比較で、一定の

傾向が認められなかった。

考 察

抵抗性程度の判定は、外部病徴によって容易か

っ確実に行えることが望ましいが、本病の早期検

定では下葉に認められた黄化が発病によるもの

か、生理的な影響によるものかの区別が困難であ

表 23 抵抗性および感受性キャベツ品種の発病に対する育苗方法と接種方法の影響

Table 23. Effect of raising seedling method and inoculation method on the 

disease development of resistant and susceptible cabbage cultivars 

Raising seedling Inoculum Disease 

incidence z) 

Disease 

method 

Soil bed 

Concentration (Quantity) Cultivar 

Method of inoculation (%) index為 y)

Spore suspension YR Aoba 100::!:: 0 5.3::!:: 0.3 

107
・ml-1 Akiwase 100::!:: 0 4.9 ::!:: 0.05 

(Customary method) Root dipping (1 hr) Shutoku 100::!:: 0 4.8 ::!:: 0.2 

Soil bed Microsclerotia YR Aoba 80::!:: 4 2.2 ::!:: 0.4 

103
・drysoil g-1 Akiwase 87土 7 1.8 ::!:: 0.4 

(Customary method) Soil incorporation Shutoku 91 ::!:: 4 1.8 ::!:: 0.3 

Soil bed Bran-soil culture YR Aoba 87::!:: 5 2.1::!:: 0.4 

12.5 ml . soilliter-1 Akiwase 98::!:: 2 2.2 ::!:: 0.3 

(Customary method) Soil incorporation Shutoku 98::!:: 2 2.8 ::!:: 0.6 

Plug Spore suspension YR Aoba 89::!:: 6 4.2 ::!:: 0.4 

106
・ml-

1 Akiwase 100土 o 4.5::!:: 0.2 

___ _(~?_~~1 !~:!哩y;!i . ・ ・ ・・・ 司 ーー・ ・ Ro竺 dippin写. ..... . . ...5り?jfh. ，. ー 司 67 ーさ. .1 . ...土4.Z.pf?- -
Plug Spore suspension YR Aoba 72::!:: 3 3.2 ::!:: 0.2 

106
・ml-1 Akiwase 94土 6 3.1::!:: 1.0 

ー--(!~-~旦 lls二t!~~~ ~). _ _ __ _ _ __ _ _ ~??!_ ~!p!:i_~与一- ・・・・ ー ー ・ ・ 5りut竺?一.. . .. .??ーさ.M.....土o ::!::旦5
Jiffシ9 Spore suspension YR Aoba 94::!:: 3 4.1::!:: 0.2 

106・mJ"1 Akiwase 100::!:: 0 4.1::!:: 0.1 

(Diameter 5 cm) Root dipping Shutoku 82::!:: 4 3.0 ::!:: 0.2 

z) Values are means ::!:: SE (three replications). 

y) Disease index: 0-7 (see Fig. 17.) 

表 24 育苗方法と菌液吸収量の関係

Table 24. Relation of raising seedling method and absorption quantity of spore suspension 

Raising seedling Absorption quantity of spore 
、 Ratio

method suspension (ml ・individual)Z} 

Plug 
17.3 ::!:: 0.3 100 

(128 cells • tray-且)

Plug 
21.5 ::!:: 0.3 124 

(72 cells • tray-') 

Jif行9
38.0 ::!:: 1.5 220 

(Diameter 5 cm) 

z) Values are means ::!:: SE (n = 10). 
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り、地上部病徴から発病程度を推測することが難

しいと考えられた。

振とう培養菌液の浸根接種による早期検定で、

藤森・大谷 ωによって考案されたジフィ -9苗の

利用は、本病の場合にも検定の誤差が小さく、低

い菌液濃度でより早期の検定が可能と判断され

た。しかし、育苗に広い場所を必要とし、接種作

業に手聞がかかることが大きな欠点であった。こ

れに対し、セル成型苗の根鉢底部を手で切除し、

菌液に浸しながら軽く探んで移植する方法は極め

て簡便であり、実用的には問題のない検定が可能

と考えられた。セル成型苗利用の欠点としては、

ジフィ一法に比較して発病がやや緩慢であり、反

復聞の検定の誤差もやや大きかった。この要因と

して、根鉢部分に吸収される菌液量の違いが大き

く影響していると考えられた。ジフィ ー 9苗は

128穴セル成型苗の 2.2'"'-'2. 5倍、 72穴セル成型百

の1.8倍余りの菌液量を吸収した。移植後も根部に

多くの菌体を保持することが可能であり、このこ

とが発病程度を高め、また個体間の検定誤差を小

さくしていると考えられた。実際にセノレ成型苗聞

の比較では 128穴よりも 72穴利用の方が菌液吸収

量が多く(1.2倍程度)、発病程度は高くなり、

反復問の誤差もやや小さかった。よって検定精度

を高めるには、より大きなセル成型苗を利用する

ことが有効と判断された。

菌液の浸根接種では、根に付着した土を払い落

とした地床苗を利用することが最も手聞がかから

ず効率的な方法であるが、地床苗の浸根接種を行

った場合には供試した 3品種間に発病差が認められ

なかった。特に、抵抗性の‘秋徳'と感受性の‘YR

あおば'の間で明確な発病差が認められず、常に

ほぼ同程度の高い発病を示した。菌液濃度別、浸

漬時間別に見た場合には接種濃度が高いほど、ま

た浸根時間が長いほど発病程度が高まり、地床苗

についてもジフィー 9苗やセル成型苗利用の場合と

同様の傾向が認められたが、発病の品種間差異の

みが他の育苗法と異なる結果を示した。地床苗利

用の場合には、菌液の接種濃度を 102
，"，-， 103・ml-1

程度に低くしても、また浸漬時間を様々に変えて

表 25 キャベツ品種の発病に対する浸根時間と菌液濃度の影響

Table 25. Effect of root dipping time and concentration of spore suspension 

on the disease development of cabbage cultivars 

Root dipping Concentration of spore 
Cultivar 

Disease incidence z) 
Disease index z， y) 

tl町le suspension (m1-1 
) 

10
5 

YRAoba 

Akiwase 

(%) 

33 ::t 10 

28 ::t 11 

1.2 ::t 0.4 

0.7 ::t 0.3 

Shutoku 61 ::t 6 1.7 ::t 0.4 

YRAoba 44 ::t 15 1.7士 0.6

Moment 106 Akiwase 67 ::t 10 2.2 ::t 0.1 

1 hr 

Shutoku 67 ::t 10 2.0 ::t 0.3 

YRAoba 78::t 6 3.1 ::tO.3 

10 7 Akiwase 94::t 6 3.3 ::t 0.3 

Shutoku 67 ::t 17 2.3土 0.5

YR Aoba 89::t 6 3.7 ::t 0.3 

105 Akiwase 94::t 6 3.3 ::t 0.3 

10
6 

10
7 

Shutoku 83 ::t 10 3.0 ::t 0.4 

YR Aoba 94::t 6 3.8 ::t 0.3 

Akiwase 

Shutoku 

YRAoba 

Akiwase 

Shutoku 

94::t 6 

100土 O

89 ::t II 

100::t 0 

100土 O

3.3 ::t 0.3 

3.9 ::t 0.3 

3.7 ::t 0.6 

3.8土 0.2

4.1士 0.1

z) Values are means士 SE(three replications). 

y) Disease index: 0-7 (see Fig. 17.) 
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みても、発病の品種間差異を生ずることはなかっ

た。このような結果は、甚発生圃場に地床苗を定

植した場合に比べて、セノレ成型苗定植で、初期発病

の軽減効果が大きかった(第4章第4節)ことと

同じ理由によるものと考えられる。すなわち、キ

ャベツ地床苗の浸根接種は、傷口からの菌の侵入

が容易かっ一様に行われやすく、抵抗性の品種間

差異といった微妙な発病差を生じ難いものと考え

られた。病原性を確認するための接種法として広

く用いられている菌液への浸根接種は、発病を得

るためには好適な接種法であるが、地床面を利用

した浸根接種は抵抗性検定に不向きと考えられた。

甚発生圃場においても実用的に十分な抵抗性を

示し、問題となるような発病が認められないキャ

ベツ品種の‘秋徳， (第4章第2節、本章第3節)

は、地床苗の菌液接種によって‘YRあおば'と

同等の高い発病を示した。このことは、逆に抵抗

性の‘秋徳'であっても、条件によっては抵抗性

でなくなる場合があることを示すものとして注目

すべき点である。浸根接種は、抵抗性品種が本来

有している菌の侵入防止能力や、侵入後の移動・

増殖を防止する能力を弱めたり、あるいは無効化

させるように働くと推察され、この仕組みが解明

されれば、抵抗性品種の育成や防除につながる有

益な知見が得られるものと考えられる。

地床苗のフスマ土壌培養菌接種土壌への移植で

は、接種菌量を増やしても発病程度が余り高くな

らなかった。コンクリート枠隔離圃場にフスマ土

壌培養菌を接種した試験でも、春播きの作型では

接種後 30~ 40日の発病程度が極めて低かった(第

3章)。収穫期近くまで栽培すると、実際の汚染

圃場を用いた場合と同様の激しい発病を示すこと

から(第 2章 第 1節、第 3章)、本培地の利用は

抵抗性の早期検定には不向きと考えられた。また、

MS接種も菌液接種に比べて早期の発病程度が低

く、土壌への均一接種に手間がかかったり、大量

の MS作成を必要とすることなどから、抵抗性の

検定法としての利用場面は少ないと判断された。

抵抗性検定では、実際栽培で確認される発病の

品種間差異を反映した結果が得られ、しかも簡易

な方法であることが求められる。この意味で、キ

ャベツ本病抵抗性の検定精度を高めたい場合や、

検定数が少ない場合にジフィ一法、検定数が多く、

省力的に行う必要がある場合にセノレ成型苗(なる

べく 72穴)を利用するといった、利用場面に応じ

た使い分けが実用的と判断された。セル成型苗を

利用する場合には根端を切除し、 106~ 10'・ml-'

濃度の胞子懸濁液に浸潰して、 30~ 40日後に発病

程度を調査する方法が有効と考えられた。

第 2節 造影剤と X線装置の利用による擢病個体

の非破壊的判別

キャベツでは Vertici/lium菌の接種による抵抗性

の早期検定で、地上部の病徴から発病程度を推測

することが困難であることが明らかになった(本

章第 1節)。このため、検定株の根や茎組織の

一部を枯死してしまわない程度に切断し、その断

面や切除部分の維管束の変色状況(内部病徴)か

ら発病程度を判断し、選抜した抵抗性個体を次代

の採種株としてゆく手法がとられている。しかし、

本選抜法は検定作業に手聞がかかる上、検定時に

切断されなかった組織での発病が見逃される可能

性があり、また選肢個体も検定時の傷が原因で採

種に至らず枯死してしまう場合があるなど、不都

合な点が多い 52)。内部の擢病状況が外観から推測

できないため、やむを得ず切断して抵抗性検定が

行なわれているのが実状である。

これまでパーティシリウム病の化学的な診断法

として、抗体(抗血清)を用いる方法や PCRに

よる遺伝子診断法、酵素活性に基づく診断法など

が開発されている叫。しかし、これらの手法はもと

もと非破壊的な診断法で、なかったり、手法が煩雑

で、あったりすることなどから、抵抗性育種での利

用は難しいと判断される。効率的な育種を進める

上で、抵抗性素材の選抜を簡易かっ確実に行い、

選抜個体の維持が容易な非破壊的な検定手法の確

立が望まれている。

パーティシリウム病は多くの植物の道管部を侵

す病害で、擢病した道管部は黒変し、通水が阻害

されて半身萎凋を引き起こすなどの傾向が見られ

る酬。キャベツパーティシリウム萎凋病も、感染

株では道管部に激しい黒褐変が認められることか

ら、権病組織では水分の移動が阻害されていると

考えられる。したがって、 X線吸収効果のある薬品
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を根から吸収させ、 X線装置を利用することで擢病

個体と健全個体(抵抗性素材)の識別が可能にな

るのではなし、かと考えた。 X線は検体の密度差が

コントラストとなって像を形成するが、生体の組

織や器官などは密度の差が小さく、目的物の像を

良いコントラストで得ることができない問。しか

し、高い X線吸収能を持つヨード(ヨウ素)を

吸収させると、この存在部位と非存在部位との間

で X線画像上にコントラストを生じさせることが

できる。すなわち、ヨードを高濃度に含む生体組

織は白く写り、そうでない組織の黒い部分との聞

でコントラストを生ずる。ヨードを含有する X線

造影剤は医療用として広く利用されており、また

ヨードを含む薬品には殺菌消毒剤として市販され

ているものもあって、入手しやすい。

そこでこれら X線造影剤や殺菌消毒剤について、

キャベツでの使用適性と造影効果を検討すると共

に、造影剤と産業用 X線装置(軟 X線および CT)

の利用を組み合わせた非破壊的な検査手法によっ

て、擢病個体と健全個体(抵抗性素材)の識別が

可能かどうかを検討した。

材料および方法

試験 1 各種造影剤の使用適性と造影効果

検定には抵抗性程度が異なるキャベツ品種の‘秋

徳， (抵抗性)、 ζ秋早生， (耐病性)、 ‘YRあおぱ'

(感受性)を用いた。これら 3品種を 2000年 6月

9日に高冷地分場の雨よけハウス内に播種し、地床

育百を行った。接種菌は vわngi.伊orum(CA9菌株)

を用い、 PS液体培地で培養して菌体濃度を 105 • mr' 

に調整した。本菌液に 7月 7日に採苗したキャベツ

苗を浸根接種し、育苗箱 (50cmx 35cm x lOcm) に

移植して通常の管理による栽培を行った。 8月 9日

(接種後 33日)に育百箱から結球初期の若齢株を

堀り上げ、根部を洗浄した後、水分を拭き取って

下記の処理を行った。

造影剤はヨード含有量の高い医療用 X線造影剤

としてガストログラフィン 76% (ヨード含有量

370mg' mr') およびウロ グラフィン 60% (ヨード

含有量 292mg'mr') を、またヨードを含むため、

造影剤の代替となる可能性がある殺菌消毒剤から

ヨードチンキ(ヨード含有量 60mg'mr') とルゴ

ーノレ液(ヨード含有量 12mg'mr') を選定して供

試した。区の構成はこれら 4剤の原液を吸収させ

た試験区に、ヨード含有量を消毒剤のヨードチン

キと同程度に純水で希釈したウログラフィン 5倍

希釈区、同様にルゴーノレ液と同濃度に調整したウ

ログラフィン 25倍希釈区、および純水を吸収させ

た対照区を加えた計 7試験区を設定した。それぞ

れの試験区に前述したキャベツの若齢株各 6個体

(1品種 2株 x3品種)の根部を 24時間浸漬処理

し、 X線画像の撮影に供した。

軟 X線装置は、 PRO-TEST125 (ソフテック;

最大管電圧 125kV、最大管電流 3mA)を用いた。 X

線画像の撮影は、 8月 10日に群馬県工業試験場

(現群馬産業技術センター)内で行い、事前に

実施した予備試験の結果から管電圧 30kV、管電流

1mA、焦点距離 50cmの条件で1.1.カメラ (4イン

チ、 CCD、501p・cm-') による撮影を行い、得られ

た画像データを解析した。

試験 2 CT装置による若齢株および収穫期株の

非破壊検査

若齢株(結球初期)の非破壊検査には、抵抗性

の‘秋徳'および感受性の‘YRあおば'を供試

した。 2000年の 7月 17日に両品種を 72穴セル

トレイに播種し、 8月 21日に菌接種を行った。

接種法は抵抗性の早期検定法(本章第 1節)に

準じ、セノレ成型苗の根端を切除して 106
• mr'濃度

の菌液に浸し、根部を軽く探んで育百箱に移植し

た。その他の方法は試験 1に同様とした。 9月 19日

に育苗箱から供試株を堀り上げ、水洗した後ウロ

グラフィン 60%の原液に根部を 15時間浸漬処理

し、非破壊検査を実施した。

収穫期株は、本病の甚発生圃場(嬬恋村大笹、

標高 1，060m)で栽培した‘涼嶺 41号， (感受性)

の発病株と、対照に高冷地分場内で栽培した‘NEW

青葉'の健全株を用いた。 9月 19日に供試株を抜

き取って洗浄した後、ガストログラフイン 76%に

根部を 20時間浸潰した株と、純水に 20時間浸漬

した株を非破壊検査に用いた。

CT装置は SMX-225CT(島津製作所 ;X線出力

30 ~ 225kV、O.01 ~ 1 mA、焦点サイズ 4μm) を

使用し、(株)島津製作所東京支社内において、 9

月 20日に検査株の茎断面を撮影した。撮影条件は

管電圧 55kV、管電流 100μAとし、スライ ス厚は
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図 19 軟 X線装置を使用したキャベツ茎の非破壊的な蛍光透視(若齢株)

Fig. 19. The nondestructive fluoroscopic of cabbage stems (an early stage of growth) 

using super soft X-ray apparatus 

Super soft X-ray apparatus: PRO-TEST 125 (SOFfEX-made)， X-ray tube voltage: 30 kV， X-ray tube current: 

1 mA， foca1 1ength: 50 cm， photograph : 1. 1. camera (4 inches， CCD， 501p . cm -1 )ー A:Hea1thy stems of 

‘Shutoku' which absorbed the undi1uted solution of the medica1 X-ray contrast media (left: Urografin 60 %， 

tight: Gastrografin 76 %) for 24 hrs. B: Hea1thy stems of ‘Shutoku' which absorbed the undi1uted solution of 

the st巴rilizationantiseptic (left: Lugo1， right: Iodine tincture) for 24 hrs. C: Diseased stem of ‘YR Aoba' (1eft) 

and a 1ight1y diseased stem of‘Akiwase' (tight) which absorbed Urografin 60 % for 24 hrs 

図 20 CT装置を使用したキャベツ茎の非破壊的な横断面写真(若齢株)

Fig. 20. The nondestructive cross-sectional photograph of cabbage stems 

(an巴arlystage of growth) using CT system 

Materials : The cabbag巴 absorbedUrografin 60 % (Medical X-ray contrast media) for 15 hrs. CT system : 

SMX-225 CT (SHIMADZU-made)， X-ray tube voltage: 55 kV， X-ray tube current: 100μA， sliced thickness : 

0.048 mm. Th巴 whiteand b1ack anows show disco1ored vascular bundles and parts that did not absorbed 

contrast media， respectively. A: The diseased stem of‘YRAoba'. B: A light1y dis巴asedstem ofιShutoku'. 
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若齢株で O.048mm、収穫期株で 0.148mmとした。

試験 3 CT装置による中齢株の非破壊検査

試験 2と同じ方法で育苗と病原菌接種を行い、

10月 10日に育苗箱からポリポットに再移植して

育てた ‘西原晩秋'および 'YRあおば'の中齢株

(結球中期)を供試した。検査前日の 10月 30日に

ポットから株を抜き取って根部の土を洗い落とし、

検査開始時刻から逆算して各供試株をガストログ

ラフィン 76%の原液に 1時間、および 18時間浸根

-、、

処理した。

使用した CT装置はMicro-CTToscaner-32250μhd 

(東芝 ;X線出力 30~ 225kV、O.01 ~ 1mA、焦点

サイズ4μm)で、 (株)東芝府中事業所内において

10月 31日に中齢株の茎断面を撮影した。撮影条件

は管電圧 30kV、管電流 251μA、スライス厚 0.500mm

とし、 'YRあおば'と 4西原晩秋'の両品種を

並べて同時に撮影した。また、ガストログラフィ

ン 76%の 18時間吸収株については、茎の上下 3

A 
図 21 CT装置を使用したキャベツ茎の非破壊的な横断面写真(収穫期株)

Fig. 2l. The nondestructive cross-sectional photograph of cabbage stems (a harvesting stage) using CT system 

Materials・Th巴 cabbageabsorbed Gastrografin 76 % (Medical X-ray contrast media) for 20 hrs. CT system : 

SMX-225 CT (SHIMADZU-made)， X-ray tube voltag巴:55 kV， X-ray tube current: 100μA， sliced thickness : 

0.148 mm. A: A diseased stem of‘Ryohrei41'出atabsorbed distilled water (cont.) for 20 hrs. B: A diseased 

stem of‘Ryohrei 41' that absorbed Gastrografin 76 % for 20 hrs. The marks show vascular browning parts 

checkec1 by the naked eye. C: A healthy stem of ‘NEW Aoba' that absorbed Gastrografin 76 % for 20 hrs. 
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・--図 22 CT装置を使用したキャベツ茎の非破壊的な横断面写真(中齢株)

Fig. 22. The nondestructive cross-sectional photograph of cabbage stems 

(a middle stage of growth) using CT system 

CT system: Micro-CT Toscaner-32250トlhd(TOSHIBA-made)， X-ray tube voltage目 30kV， X-ray tube current: 

251μA， sliced thickness: 0.500 mm. A to D : Above and below show diseased stems of‘YR Aoba' and 

healthy stems of‘Nishiharabanshu¥respectively. A and B to D absorbed Gastrografin 76 % for 1 hr and 18 

hrs， respectively. Section B was taken 5 mm b巴lowC， whereas D was 5 mm above C. Arrows show vascular 

browning parts checked by the n討cedeye. 
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位置(基準位置、その 5mm上方および 5mm下方) 影剤の吸収が阻害されている黒色部分)と一致し

で撮影を行った。 た。しかし、画像上では他にも造影剤が吸収され

結 果

試験 1 各種造影剤の使用適性と造影効果

純水を吸収させたキャベツ個体は、いずれの画

像もコントラストが明瞭で、なかったが、ガストロ

グラフィン 76%、ウログラフィン 60%の原液使用

区では皮層と維管束環内部に明らかなコントラス

トを生じており、造影効果が認められた。しかし、

両剤とも原液に 24時間浸根処理した場合には、

一部の株で茎の中心柱組織に軽微な空洞(組織破

壊)の発生が認められた(図 19-A)。ウログラフィ

ン60%の 5倍希釈(ヨード含有量がヨードチンキ

に相当)および 25倍希釈(ヨード、含有量がルゴー

ル液に相当)では、造影効果が認められなかった。

ルゴール液の吸収株は茎の中心柱組織の空洞化が

著しく(図 19-8)、またヨードチンキ吸収株は浸漬

部分の根や茎の組織が全体的に着色し、表皮部分

に薬害とみられる縦敏を生じた。供試株の切断調

査により、 ‘YRあおば'や‘秋早生'で維管束の

黒褐変が認められたが、画像では供試した 3品種

聞に大きな違いがなく、維管束の変色部位や発病

の品種間差異を見分けることができなかった(図

19-C)。

試験 2 CT装置による若齢株および収穫期株の

非破壊検査

結球初期の若齢株では、造影剤の使用によって

茎部の鮮明な横断面画像を得ることができた。感

受性の‘YRあおば'は、造影剤を吸収して白く

写し出された維管束環の一部が途切れ、造影剤が

吸収されていない部分(黒色部)のあることが確

認された(図 20-A)。また、抵抗性の‘秋徳'は

造影剤を吸収した白い環状の維管束が連なって写

し出されたが、一部に白色部分の厚みがなく、若

干の吸収阻害が起きているとみられる黒色に写し

出された維管東部が見受けられた(図 20-8の黒色

矢印部位)。撮影後に CT位置で輪切りにしたとこ

ろ、 ‘YRあおば'では 2ヶ所の維管束黒褐変を

確認し(図 20-Aの白色矢印部位)、 ‘秋徳'では

変色が認められなかった。 ‘YRあおば'の維管束

黒褐変部位は、画像上で発病が予測された部位(造

ていない部位が見られるのに対し、肉眼ではその

他の維管束部に変色は観察されなかった。そこで

供試株をさらに細かく切断調査したところ、‘YR

あおば'では CT位置より下部の茎の維管束に数ヶ

所の、また‘秋徳'では CT位置より下部の根から

地際部にかけての維管束に軽微な黒褐変が認めら

れた。いずれの株も、中心柱組織に空洞などの異

常は認められなかった。

収穫期株については、 CT画像を白黒反転(ポジ

ティブ)させた写真を図 21に示した。純水を 20時

間吸収させた‘涼嶺 41号'の発病株は画像上に

コントラストを生じなかったが(図 21-A)、ガス

トログラフィンを同様にして吸収させた株では、

その吸収部位が黒色に写し出され、維管束環の幅

が一部で狭くなっている鮮明な画像が得られた

(図 21-8)。これに対し、 ‘NEW青葉'の健全株は

厚みを持った維管束環が均一な幅で写し出された

(図 21--c)。撮影後、 ‘涼嶺41号'のガストログラ

フィン吸収株を CT位置で輪切りにし、肉眼による

観察を行ったところ、切断面で黒褐変を認めた位

置は CT画像で幅が狭くなっている維管束環の内側

無色部分(造影剤を吸収していない道管部)と一

致した(図 21-8加筆部)。

試験 3 CT装置による中齢株の非破壊検査

ガストログラフィンの 1時間吸収株は、 ‘西原晩

秋'と‘YRあおば'の両品種ともコントラストの

ない画像が得られ、維管束の状態を写し出すこと

ができなかった(図 22-A)。しかし、 18時間吸収

株では造影効果がはっきり表れ、造影剤を吸収し

た維管束部分が鮮明な白色となって写し出された

(図 22-8'"'-'0)。

‘西原晩秋'は撮影位置が異なる 3つの画像で、

いずれも維管束環が白色に連なって写し出された。

供試株を切断調査したところ、維管束の変色がな

い無発病個体であり、中心柱組織などにも空洞は

認められなかった。

γRあおば'の CT画像では、環状の維管束の

一部に造影剤の吸収が行われていない黒色部分が

あり、それらの部位は撮影位置が異なる 3つの画

像でほぼ同位置に検出された (図 22-8'"'-'0の上

部)0CTの基本位置で茎を切断し、維管束の変色
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部位を調査したところ、 3ヶ所で黒褐変を確認し

(図 22-C)、これらの部位はいずれも画像上で造影

剤が吸収されていない黒色に写し出された部位と

一致した。しかし試験 2の若齢株と同様に、画像

上で造影剤の吸収が認められない維管束でも、肉

眼では特に変色が見られない部分も多かった。供

試株では撮影位置より下部の根や茎の維管東に変

色が多く認められたが、茎組織に造影剤の薬害と

みられるような損傷はなかった。

考 察

植物体に X線造影剤を用い、 CT装置によって

非破壊的な検査を行った事例は見当たらない。生

体用の X線造影剤は、安全性の問題から長期間の

実験と研究が重ねられ、人体に影響の少ないもの

だけが使用されている司。これらの造影剤を医療用

以外、すなわち植物に使用することに対して法的

な規制はなく、比較的安価な上に入手も容易であ

る。よって植物体に悪影響を及ぼすことなく、造

影効果の高い使用法が確立されれば、今後キャベ

ツやその他の植物に適用することは十分可能で、

その応用範囲も広いと考えられる。

一連の試験結果から、キャベツ維管束の X線撮

影には造影剤の使用が必須で、あり、その使用効果

は顕著であることが明らかになった。しかし、ヨ

ードを含むヨードチンキやノレゴーノレ液といった殺

菌消毒剤は、安価で、はあるが含有量が低く、造影

効果が劣ること、また植物体組織に悪影響を及ぼ

す成分が含まれていると考えられたことなどから、

使用には適さないと判断された。結球初期の若齢

株では、ウログラフィン 60%やガストログラフィ

ン76%原液への 24時間浸演で一部組織の破壊が

認められたが、ウログラフィンへの 15時間浸漬

では組織の異常は認められなかった。また、ガス

トログラフィンへの中齢株(結球中期の株)の 18

時間浸漬および同剤への収穫期株 20時間浸漬でも

問題はなかった。いずれも鮮明なコントラストの

良質画像が得られたことから、両剤原液への浸漬

時間は 15~ 20時間程度が適当と考えられた。

両剤は共に水溶性で、含有成分は同じであるが

ヨード含有量や浸透圧比、 pHなどがやや異なって

おり、ウログラフインは注射剤に、ガストログラ

フィンは経口剤に分類される医療用の X線造影剤

である 7ヘヨードを含む薬品は多数あるが、その

含有量から見るとこれらの造影剤が最も適すると

思われる。両剤の比較ではヨード含有量が高く、

価格的にも安価なガストログラフインの利用が適

当と考えられた。試験ではウログラフィンを 5倍

以上に希釈した場合に造影効果が認められなかっ

たことから、今後は使用濃度や浸漬時間について

の詳細な調査や造影剤を吸収した選抜株からの採

種といった実用化に向けた検討が必要である。

軟 X線装置を用いた透視画像では、造影剤を

使用することによって茎や葉柄の維管束環内外、

すなわち色の薄い皮層部と濃い髄部の区別が容易

にできた。しかし、環状に取り巻く維管束の透視

では、手前の維管束と奥側の維管束が、また造影

剤の浸透している維管束と浸透していない維管束

などが交錯してしまい、病変部位を識別すること

ができなかった。維管東部の発病診断には、軟 X

線装置を利用した透視による非破壊検査は不適と

判断された。

CT装置を用いた非破壊検査では、茎横断面の

鮮明な維管束画像を得ることができた。収穫期株

はCT画像で造影剤が吸収されていない維管東部位

と、発病部位(維管束黒褐変部位)とが一致した。

一方、若齢株および中齢株は両者が一致する部泣

もあるが、一致しない部位も認められた。これら

検査でも、 CT位置より下部の維管束組織には変色

が観察された。したがって、一致しない部位では

下位の維管束組織が侵されていて、肉眼で健全に

見えてもすでに吸収阻害が起こっている可能性が

高い。このことは、造影剤と CT装置を利用した

非破壊検査により、維管束が変色する以前の段階

にあって肉眼では識別できない、あるいは識別が

難しい状態のものまでも診断できる可能性がある

ことを示唆しており、非破壊検査の利用価値をさ

らに高めるものと考えられる。

キャベツで、は本病の外部病徴として萎凋が認めら

れることが報告されており附則剛、病名にも「パ

ーティシリウム萎凋病」が使用されている。しか

し群馬県内の夏秋どり野菜産地では、キャベツや

プロッコリー、カリフラワーといったキャベツ類

(Brassicαoleracea L.)に外部病徴としての萎凋が

認められていない(第 1章第 1節、第 2章第4
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節)。この原因のーっとして、高冷地特有の気象

条件や土壌条件、葉の形態的特徴などが考えられ

るが、維管束組織の形態的な特徴の影響も大きい

ように思われる。 CT画像からは、収穫期に維管束

の黒褐変が認められた激症株でも、健全株と変わ

らない機能を果たしている道管部が意外に多いこ

とが読み取れた。収穫期のキャベツは若齢株や中

齢株に比べて環状に配置された道管組織が十分な

厚みを持っており、一部が侵されても比較的影響

を受けにくい形態をしている。したがって、群馬

県内産地のように生育期間中ほぼ十分な土壌水分

が保たれ、盛夏期でも気温が 30
0
Cを越えるような

日が少ない高冷地の気象条件下では、発病株でも

水分の吸収・移動が妨げられることが少なく、萎

凋を起こしにくいのではなし、かと推察された。

今回の試験で用いた軟 X線装置や CT装置は、

産業用に開発されたシステムを利用したものであ

る。 CT装置の使用条件は、医療用の場合に比べて

X線管電圧が低く、管電、流は小さく、スライス厚が

極めて薄く、ゆっくり回転させて X線照射を行う

などの点で大きく異なっている。このような条件

は、被検体が小さく静止している場合に高分解能

.高コン トラストの画像を得るために適している

と推察され、擢病個体と健全個体を非破壊的に判

別する手段として利用できると考えられる。特に

若齢株を扱う早期検定において、細く検査しにく

い茎部の診断が容易となり、維管束の変色を伴わ

ないため肉眼では判別できない初期段階の吸収阻

害まで診断できる可能性があり、本手法の利用価

値は高いと思われた。抵抗性検定では多数の個体

を扱う必要があることから、今後は番号を付した

枠内に検体を配置し、一度に多数個体を診断でき

る方法を検討することが課題である。また、今回

の試験では重要な管電圧や管電流、サンプルのス

ライス厚などの設定条件が機種によって異なり、

設定した条件が必ずしも最適であったとは言い切

れないことから、装置の特性などに合わせた最適

な撮影条件を明らかにしてゆく必要がある。撮影

条件を明らかにすることで、産業用の機器を備え

た公的機関などに検体を持ち込み、低いコストで

の装置利用が可能になると考えられる。

X線装置を利用した非破壊的な検査システムは、

工業分野で幅広く活用されているのに対し、農業

分野、とりわけ植物体での利用が極めて少ない。

造影剤と CT装置の組み合わせは、パーティシリウ

ム病擢病個体の判別だけにとどまることなく、他

の道管(維管束)病害の診断にも適用可能と思わ

れる。さらに、体内における水分の移動や吸収に

関する研究への応用など、様々な植物での利用に

道を開くものと期待される。

第 3節 圏内産キャベツの抵抗性素材

ハクサイ黄化病では、実用的な抵抗性を有する

品種がなく凶}、ハクサイと同種の B.campestrisにも

有望な育種素材となり得るものが見当たらない 97)

に対し、キャベツパーティシリウム萎凋病には抵

抗性を示す品種の存在が報告されている。藤森ら却

は、キャベツの実用 6品種について病原菌 3菌株

の接種による検定を実施し、 ‘秋徳'の発病が最も

少なく、次いで‘YR錦秋'が中位の発病を示し、

‘SE' ‘YRSE' ‘YCRSE' ‘耐病 ST' は高率の発病

を示したことを報告している。武田ら日J)は、ハク

サイ黄化病と本病の甚発生闇場を用いた検定によ

り、 ‘秋徳'の発病が最も軽く、次いで‘YR錦秋'

の発病が軽く、‘アーリーボール'‘CM' の順と

なり、‘SE' ‘YRSE' ‘耐病 ST' では激しい発病

を示したことを報告し、 ‘秋徳'や‘YR錦秋'は

かなりの激発圃場でも栽培が可能であろうとして

いる。また小林・由比叫 l立、接種による幼苗検定

によって‘YR夏晴'‘ Good民俗on ‘秋徳、'の発病

指数が低く、 ‘YR藍宝 'YR美貌'‘夏光'がそれ

らに次ぎ、群馬県の夏秋キャベツ産地で栽培され

ているほとんどの品種が感受性であったことを報

告している。

実用的な抵抗性を持った品種の活用は、当面の

防除対策として最も効果的かっ経済的な防除対策

として期待するところが大きい。しかし、これら

報告の中で抵抗性とされた品種は少なく、さらに

群馬県での経済栽培に適する品種となると、極め

て少数の品種に限定される。抵抗性品種の育成を

見据えた場合には、広範囲の国内品種や系統につ

いて素材の検索を行うことが必要で、抵抗性がど

のような素材に由来するかが明らかになれば、有

望な素材検索の効率を高めることができる。
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そこで、本地域での夏秋どり栽培が可能と思わ

れる多数の園内産 F，品種について、本病に対する

抵抗性を明らかにするとともに、これら F，品種の

育成親として用いられた固定品種の抵抗性を検定

することにより、本病抵抗性の育種素材を検索し

た。

材料および方法

統であり、対照として本病に対する抵抗性程度が

明らかな F，品種の‘秋徳， (抵抗性)、 ‘秋早生'

(中抵抗性)、 ‘YRあおば， (感受性)の 3品種を

供試した。抵抗性の検定は 10月 5~ 7日に株を

引き抜き、根を洗浄して茎から根部の縦断面にお

ける維管束黒褐変部位を個体別に調査した。接種

による検定では、抵抗性検定までの期間が短いこ

とから、特に地下部の発病程度を圃場検定よりも

詳細に行う必要がある。このため、図 17に示した

試験 1 甚発生圃場における F，品種の抵抗性検定 0~7 の発病指数を基準に調査を行い、その平均値

本病の甚発生圃場(嬬恋村大笹)において、 1998 を各品種の発病指数とした。

年に F，品種の本病抵抗性を検定した。

図 23に示した F，51品種と、対照として固定品種

の 5品種を供試した。試験規模は l品種につき、 30

株の 3反復を基本とした。 4月 17~ 27日に群馬県

園芸試験場内(現群馬県農業技術センタ一、標高

82m) で播種し、 5月 20~ 25日に採苗して定植

準備が整うまで一時苗冷蔵(ポリフィノレム被覆、 4

~ 5
0

C、蛍光灯照明下)を行った。百の出庫は 6月

2 日に行い、同日、試験闘場に本葉 4~5 枚の苗を

定植した。

調査は収穫期に達した品種から行い、 8月 11日

~9 月 9 日に実施した。外部病徴(外葉の黄化程

度)は品種別に、また内部病徴(維管束黒褐変程

度)は常法により、指数 0~5 の 6 段階(図 11 参

照)で調査した。

試験2 接種による固定品種の抵抗性検定

1998年に高冷地分場内でキャベツ固定種の抵抗

性を検定した。接種菌は、発病株から分離したに

/ongisporum (CA 9菌株)を用いた。本菌をジャガ

イモ煎汁ショ糖加用培地 (PS液体培地)で 25
0
C、5

日間、毎分 137回の往復振とう培養を行い、菌液

濃度を 10
6・mr'に調整した。

播種は 6月 22日、菌液接種・移植は 7月 31日~

8月 1日に実施した。育苗は 72穴セルトレイを用

い、本葉 4~5 枚時に苗を引き抜いて根端を切除

し、本菌液に浸しながら根部を軽く探んで菌液を

十分に吸収させた。その後育苗箱 (50cmX 35cm X 

10cm) に移植し、通常の管理によって栽培した。

育苗箱 l箱当りに詰めた園芸培土量は 8L、移植株

数は 18株とし、試験規模は l系統につき 6株の 3

反復とした。

供試品種・系統は図 24に示した 41品種・ 51系

結

試験 1 甚発生圃場における F，品種の抵抗性検定

結果を各品種の発病指数順に並べ替えて、図 23に

示した。試験期間中の気温は、平年に比べてやや

高めに推移した。このため、平均気温が本病の発

病適温とされる 19~ 23 oC 77)の範囲内にある日が

多く、やや発病しやすい条件であったと推察され

た。

本病の外部病徴は生育中期までには観察されず、

収穫期を迎える頃になってから、一部品種で外葉

の黄化が顕著に認められるようになった。しかし、

発病株でも結球部(収穫物)の大きさは健全株と

同程度に生育した。このため根や茎、外葉の維管

束に黒変が見られても、結球底部の茎横断面に維

管束の変色が認められなければ商品性に問題はな

いと判断された。そこで発病指数o~ 3 (無病徴~

外葉の維管束黒変)までの株割合を販売可能な株

率として求め、図 23に丸印で示した。

各品種の本病抵抗性は発病指数、発病株率、販

売可能株率などで評価できるが、これらのいずれ

で判断しても抵抗性の評価が大きく異なることは

ないと考えられた。そこで F，品種の抵抗性を、

発病指数によって O.5 単位ごとのランク I~V に

区分し、図 23の右欄に示した。ランク 1 抵抗性

は強く、維管束黒褐変は根の先端部に認められる

程度で、実害はほとんど認められない。ランク II:

抵抗性はやや強く、維管束黒褐変は根部に認めら

れる程度で、販売可能株率も 95%以上と高いため、

実用面ではほとんど問題がない。ランク皿:抵抗

性は中程度で、維管束黒褐変は地際部付近まで達
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Ryohrei 41 
YRShinpu 

YR673 
YRSE 

YR TaibyoST 
Tsumamidori 

Shinkawasaki (Cont.)剖

Hiro( 11 ) 

Kuroba Succession ( 11 ) 
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Nozakil1atsumaki ( 11 ) 

V 

100 (%) 80 60 40 20 。
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日本産キャベツ F，品種のパーティシリウム萎凋病抵抗性(圃場検定)

Fig. 23. Resistance of F， cultivars in Japanese cabbage assayed by a field test to Verticillium wilt 

z) Disease index: 0 -5 (see Fig. 11.). Means::!:: SE (horizontal bars， three replications) 
y) Divided disease index into 5 ranks (each 0.5 points) 

x) Open-pollinated cultivars were used as control cultivars. ‘Nozakichusei' and‘Nozakinatsumaki' 
are the same as 'Nozak凶 usei一②， and 'Nozakinatsumaki-②， in Fig. 24. 

w) Indicate percentage of plants of disease index 0 -3. 
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するが、販売可能株率はほぼ 90%以上である。

ランク N:抵抗性はやや弱く、維管束黒褐変は地

上部の茎周辺に達し、販売可能株率はほぼ 80%台

まで低下する。ランク V:抵抗性は弱く 、維管束

黒褐変は茎から結球部に達し、販売可能株率は 70%

台以下となるため、実用面で問題が大きい。

供試 F，品種の発病指数は、小さい数値(抵抗性)

を示すものから大きい数値(感受性)のものまで

が連続的に分布した。本病に完全抵抗性を示す品

種は見出せなかったが、抵抗性ランクが I~II に

相当する品種(発病指数が1.0以下)では外部病徴

がほとんど認められず、販売可能株率も高いこと

から、実用面では問題ない程度の抵抗性と判断し

た。これら抵抗性の強し、クずループには‘秋徳'‘YR

捌 l' ‘YR藍宝' ‘YR家康 ‘YR美貌' εくさぶえ

2号'などの寒玉(夏秋)タイプの品種が多く、

一部に‘金系 201号'や‘YR506'などの春系また

は春系の形質を受け継ぐ品種が含まれていた。

一方、抵抗性ランクがN~Vに相当する品種(発

病指数が1.6以上)では、外部病徴だけで発病の

確認ができたものが多かった。外葉に中程度以上

の黄化が認められた品種は‘涼嶺 41号' ‘YR673 ， 

‘つまみどり' ‘YR新風' ‘YRSE' ‘YR耐病 ST'

などで、これら品種の抵抗性は、いずれもランク

V(弱)に区分された。

また、一部の品種で外部病徴によって発病程度

を判断できないものが認められ、 ‘夏山' ‘アーリー

ボ、ーノレ' ‘輝吉' ‘麗峰 1号名もないキャベツ'

などの品種は、外葉に病徴が全く発現しないか、

脱色程度の軽い病徴が確認された程度であった。

しかしこれら品種の維管束の発病は比較的激しく、

抵抗性ランクはN(やや弱) ~V (弱)に分類され

た。

なお、対照とした固定品種では、 ‘新川崎'の抵

抗性ランクが 11 (やや強)、‘広'がN (やや弱)、

その他品種がV (弱)となり、接種による早期検

定(図 24) と比較して、圃場検定では固定品種の

発病程度がやや高めとなった。

試験 2 接種による固定品種の抵抗性検定

結果は各品種の発病指数順に並べ、図 24に示し

た。固定品種でも F，品種と同様、本病に弱し、品種

から強し、品種までが連続的に分布し、品種によっ

て抵抗性に比較的大きな差のあることが明らかと

なった。そこで固定品種についても、 F，品種の抵

抗性ランク(図 23) と整合性を持たせるために、

対照とした F，3品種の抵抗性ランクを基準にして

発病指数別に抵抗性を 5段階 (ランク 1~V) に

分類し、図 24の右欄に示した。

‘西原晩秋'や‘早生豊丸'では、対照とした F，

品種の‘秋徳'とほぼ同等の強し、抵抗性を示した。

一方、発病指数が高く、抵抗性ランクがVに分類

された品種は g渡辺早生丸' ‘渡辺魁' ‘里子崎夏蒔'

‘かんらん中間母本農 1号' ‘札幌大球' ‘マサゴ、

三季' ‘種苧原'などで、あった。また、同一品種で

も‘マサゴ、三季' ‘野崎中生' ‘里子~碕早生' ‘渡辺早

生丸'などでは、採種業者や採種場所が異なる系

統間で、抵抗性に比較的大きな差異が認められた。

考 察

我が国で育成されたキャベツ品種の中には、品

種の育成過程が明らかなものもあるが、古い品種

のように組み合わせが不明で、その育成過程が推

測の域を出ないものも多い。また、現在の F，品種

のように交配関係が複雑になり過ぎたことや、商

業上の理由で育成過程が明示されないことなどか

ら、品種聞の関係が明らかでないものも少なくな

い。しかし、 F，品種や固定品種に対する一連の抵

抗性検定の結果から、類似 した系統の品種間では

本病抵抗性に大きな相違がないように思われた。

そこで供試品種を系統別に分類し、固定品種と F，

品種の本病抵抗性を 5段階評価したランク表示

( 1 ~V) を品種名の後ろに付して表 26 に整理し

た。なお、固定品種の品種群分類は篠原 l叫、芦津4)、

辻本 ・山本山)らに、また F，品種の系統関係につい

ては「琉菜の新品種 I~X皿」刊の記載によった。

F，品種の中で最も抵抗性の強し、ランク Iに区分

されたものの中には、 ‘YR藍宝' ‘YR美貌' ‘くさ

ぶえ 2号'など、いわゆる川崎(J11崎早生)系と

称される品種が多かった。これら品種には、片親

または両親に‘川崎(川崎早生)，が用いられて

いる。同じく抵抗性の強かったランク I ~ II に分

類された品種には、‘秋徳'や‘いしずえ¥‘YR

錦秋強力 152' ‘YR優徳'など、愛知夏蒔群に属す

る川崎 (川崎早生)系や愛知夏蒔(愛知大晩生)

系、アーリ ーサマー系の形質が導入されたものが
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図 24 日本産キャベツ固定品種のパーティシリウム萎凋病抵抗性(接種検定)

Fig. 24. Resistance of open-pollinated cultivars in Japanese cabbage assayed by an inoculation test 

to Verticillium wilt 

z) Names in parentheses indicate the seed company. The others合omNIVOT ① 一③ ・Different

numbers following the same cultivars indicate different seed company or seed collecting area. 

y) Disease index: 0 -7 (see Fig. 17.). Means土 SE(horizontal bars， three replications) 

x) Divided disease index into 5 ranks (Rank 1壬3.0，3.0 < Rank 11 ~ 3.5， 3.5 < Ra叫〈皿 壬4.0，

4.0 < Rank IV :豆 4.5，4.5< Rank V) 

w) FI cultivars of different resistant ranks were used as control cultivars. 
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多かった。またランク Hの中には、 ‘金系 201号'

や‘YR506' など中野早生群の形質を受け継ぐ品種

も一部に見られた。

これら f，品種の育成親として用いられた固定品

種の抵抗性を見ると、愛知夏蒔群に属する‘愛知

大晩生'や‘野崎夏蒔 3号' ‘広'などは比較的強

い抵抗性を示した。また‘中野極早生丸' ‘改良中

野早春'など、中野早生群の形質を受け継ぐ品種

にも比較的強い抵抗性を有するものが認められた。

以上のことから、国内産キャベツ品種の本病抵

抗性はもともと愛知夏蒔群や中野早生群に由来し、

これらの品種群を元にして育成されたもの中に、

抵抗性を有する品種が存在することが明らかとな

った。特にアーリーサマー系、愛知夏蒔系から育

成されたソ11崎(J11崎早生)，と遺伝的に近い系統

には、強い抵抗性が受け継がれていると推察され

た。愛知夏蒔群や中野早生群以外の品種群から育

成された固定品種や f，品種では、概ね本病抵抗性

は中から弱し、ランクに区分された。したがって、

コベンハーゲンマーケット群や黄葉系・黒葉系の

サクセッション群、葉深群、札幌群、南部群など

の一連の品種群には、本病抵抗性の有望な育種素

材はないと判断された。

菌接種試験によって、感受性の品種の中にも外

葉の黄化症状が出にくい f，品種が存在することが

明らかになったが(第 1章第 1節)、発病圃場を

用いた圃場試験によっても、外部病徴だけでは発

病の有無を判断できない品種があることが確認さ

れた。維管束の発病程度が高い割に、外葉の病徴

がほとんど認められなかった f，品種の類縁関係を

表 26で見ると、いずれも中野早生群、またはコベ

ンハーゲンマーケット群の形質が導入された品種

表 26 国内産キャベツ品種の系統関係とパーティシリウム萎凋病抵抗性 z)

Table 26. The phylogenetic relationship of cultivars in Japanese cabbage and Verticillium wiIt resistance z) 

Cultivar group Open-pollinated cultivar (Resistant rank) Y) 

Copenhagen Market Oogata Copenhagen Market (V ) 

Nakanowase 

Nakanowase (ill)， Nakanogokuwasemaru川(II ) 
Watanabewasemaru (V ，V)， Watanabesakigake (V ，V) 
Nozakiwase (ill， V)， Kairyonakanososhun ( II ) 
Gokuwasehoshun (N)， Wasehogyoku ( N) 
Fujiwase (ill， N)， Fujiwaseshin 1 (ill) 

Kibakei Succession (N)， Nozakichusei (ill ，N) 
Kibakei Miikenakate (ill )， Succession (V ) 

Watanabeseiko 2 (V ，V) 
Succession 

Kurobakei ~~roba. Suc~ess~o~.~ ~ ~ Masagos~nki (N:V) 
Watanabeseiko.l (N)， Sannengo Succession (V ) 

Yoshin Yoshin (V ) 

Aichinatsumaki 

Sapporo 

Nanbu 

Nozakinatsumaki (V ，V)， Nozakinatsumaki 3 (1I ) 
Hiro (1I ) 
Kawasaki (ill，ill，ill) 
Aichidaibansei (1I)， Aichidaibanseinatsumaki (1I) 

Sapporotaikyu (V)， Sapporooomaru (V ) 
Tomoeoomaru ( N)， Tanasuhara (V ) 

Nanbu (N)， Banseinanbu (V ) 

Present F 1 cultivar (Resistant rank)') 

Early Ball (N) 

Kinkei 201 w) ( II ) 

Natsuyama (N) 
YR 506 (1I) 

YR Seishun ( N)， Gakuyo (V ) 
Reiho 1 (V) 
Teruyoshi (N) 

YR Taibyo ST (V)， Ryohrei 41 (V) 

Akiwase (ill) 

Shoshu (V )， Shutoku ( 1 ) 

YR Ranpo ( 1 )， YR Yutoku ( II ) 
YR Kinshukyoryoku 152 (1I ) 
YR Bibo ( 1 )， YR Natsubare (皿)
Kusabue 2 ( 1 )， Kusabue 921 ( ill ) 
YR Kinshu (ill )， Ishizue ( II ) 

z) The phylogenetic relationship of cabbage was quoted from Shinohara 11吋， Ashizawa4
)， Tsujimoto & Yamamoto山)

and "New variety of vegetables: 1 -xlll " 91). 

y) See Fig. 24 about resistant rank of open-pollinated cultivars. 

x) See Fig. 23 about resistant rank of F 1 cultivars. 

w) The cultivars with boldfaced words indicate strong resistance (resistant ra凶( 1 or 1I). 
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に限定されている。したがって、これら品種群の 検索した。

形質を受け継ぐ春系タイプやボールタイプの品種

では、外部病徴を発現しにくい性質を有している

と推察された。

国内のキャベツ産地において、 1980年代にパー

ティシリウム萎凋病が発生した北海道や長野県で

は、その後本病による被害がほとんど問題となっ

ていない。また、ハクサイ黄化病が発生している

茨城県や愛知県などの産地でも、キャベツに本病

が発生したという報告はみられない。そこで群馬

県とこれら産地で栽培されているキャベツの春ま

き夏どり作型、および夏まき秋どり作型の主要品

種を「野菜の種類別作型一覧J1<2)によって比較 ・

検討した。群馬県では 'YR青春 ‘YR新町 ‘YRあ

おば' ‘涼嶺41号' ‘麗峰 1号' ‘岳陽'など、その

ほとんどが本病抵抗性の弱し、サクセッション群の

形質を強く引き継いだ品種で占められている。こ

れに対し、被害報告のないまたは近年の発病が問

題となっていない他産地では、 ‘秋徳 'YR藍宝'

‘YRしぶき 2号' ‘くさぶえ 2号 'YR錦秋強力

152' ‘金系 201号'など、本病に強し、抵抗性を有す

る愛知夏蒔群や中野早生群から育成された品種が

多く栽培されている畠)。また本病抵抗性はやや劣る

が、外部病徴が現れにくいと考えられた春系タイ

プやボールタイプの品種の作付けも多い。したが

って、群馬県以外の産地では本病に強い抵抗性を

示す品種の作付けによって発病が抑制されたり、

また病徴の現れにくい品種の作付けによって発病

が見逃されている可能性もあると考えられた。本

病の発生には、栽培品種の影響力が極めて大きい

ことが推測される。

第 4節 海外産キャベツの抵抗性素材

国内産キャベツ品種 (F，および固定品種)のパ

ーティシリウム萎凋病抵抗性を検定した結果、完

全抵抗性を有する素材を見出すことはできなかっ

た。しかし、藤森ら担)は Brassicaoleraceaグ?ループ

の抵抗性を検定し、キャベツの実用品種や欧州、|か

らの導入品種の中に強い抵抗性素材がある可能性

を報告している。そこで海外のキャベツおよびキ

ャベツ類品種を広く収集し、本病の抵抗性素材を

材料および方法

試験 1 接種による抵抗性検定

高冷地分場内において、 1999年に海外より導入

したキャベツ 63品種 (68系統)の抵抗性を検定

した。接種菌および接種方法、試験規模、対照品

種、発病調査基準は前節の試験 2に同じとし、育

苗のみ 128穴セルトレイを用いた。播種は 7月 6

日、菌液接種および移植は 8月 6日、発病調査は 9

月 16日(移植後 41日目)に実施し、常法に準じて

8段階で調査した。

試験 2 発病圏場における選抜株 (SI系統)の再

検定

試験 1の接種検定で抵抗性を示したものや、調

査個体数が少なく再検討の余地があると考えられ

た品種については、抵抗性検定の終了後に鉢上げ

を行って管理し、 2000年初夏に自殖種子 (s，)を

採種した。これらの自殖株について、嬬恋村大笹

地内の本病甚発生闘場で再検定を実施した。

供試系統は表 28に示したキャベツ品種 9系統

(s，)で、対照として日本産 F，3品種を加えた。

高冷地分場内の雨除けハウスに 6月 28日に播種し、

7月 26日に試験圃場に定植した。施肥量は N2. Okg 

-a-lとし、栽植距離は畦幅 45cmx株間 33cm(農家

慣行)とした。試験規模は l区 8~ 20株の 3また

は 4反復とし、発病調査を 10月 4日に行ない、

常法によって維管束の黒褐変程度を 6段階で評価

した。

試験3 キャベツおよびキャベツ類品種に対する

接種検定

前節の試験 2と同ーの方法により、 5ヶ国(ア

メリカ、アルゼンチン、アイルランド、ギリシヤ

および中国)から導入した 35品種 38系統のキャ

ベツおよびキャベツ類の本病抵抗性を 2000年に検

討した。対照には抵抗性程度の異なる F，3品種と 、

固定品種の‘西原晩秋' リ11崎'ならびに F，品種を

小胞子培養した純系の麗峰 1-号ーDH(助ゆle凶ploid)

系'を加えた国内育成の計 6品種(系統)を供試

した。試験規模は l品種(系統) 6株の 3反復と

し、 7月 17日に播種し、 8月 21日に菌液接種およ

び育苗箱への移植を行い、 9月 28日に常法に準じ
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て 8段階で発病調査を行った。

結 果

試験 1 接種による抵抗性検定

検定結果を表 27に示した。対照とした F，3品種

の抵抗性は、発病指数の高い方から‘秋早生>

‘YRあおば > ‘秋徳'となり、 ‘YRあおば'と

‘秋早生'の順序がこれまでの結果と逆になった

が、 ‘秋徳'についてはこれまでと同様の安定した

抵抗性が認められた。

抵抗性の F，品種‘秋徳'とほぼ同等、もしく

は強い抵抗性を示した品種は‘ Bravo' ‘Sombrero'

， Delfter Spitz '‘ Ditharscher Fruher '‘ Endenicher 

Advent' ‘Wiam '‘ Galega Lisa '‘ Cr' ‘Tronchuda 

Portuguesa 'であった。ただし、供試種子が古かっ

たことから一部に十分な検定個体数を確保できな

かった品種があり、これら品種では反復をとるこ

とができなかった。特に発病が認められなかった

‘Sombrero 'および‘ Wiam' については、前者が 2

個体、後者が l個体だけの結果であり、共に採種

に至らず枯死してしまったことから、後代の検定

を行うことができなかった。

試験2 発病圃場における選抜株価1系統)の再

検定

検定結果を表 28に示した。対照の 3品種では

‘秋徳'の発病程度が最も低く、 ‘涼嶺41号'が最

も高くなり、これまでの検定結果と一致したこと

から、菌密度の片寄りが少ないほぽ均一な条件下

で検定できたと考えられた。

供試した海外導入品種の S，の中で、‘ Fieldfor田'

と εGoodse出 on の発病指数が1.1と最も低い値

を示したが、抵抗性の対照品種‘秋徳'に比較す

ると発病株率・発病度ともに高く、抵抗性程度は

明らかに劣った。接種および甚発生圃場における

2年間の抵抗性検定により、海外より導入したキャ

ベツ 63品種 (68系統)の中に‘秋徳'と同等また

はそれ以上の抵抗性を有する品種を見出すことは

できなかった。

試験3 キャベツおよびキャベツ類品種に対する

接種検定

検定結果を表 29に示した。対照として供試した

日本の 6品種(系統)の抵抗性は、強し巾頃に‘西原

晩秋>‘秋徳>‘川崎>‘秋早生>‘YRあ

おぱ>‘麗峰 l号一DH系'となり、国内産キャ

ベツ品種の抵抗性検定結果(本章第 3節)とほぼ

同様の結果が得られ、検定結果の信頼性は高いと

判断された。

海外から導入した供試 35品種 38系統中には、

‘秋徳'以上の抵抗性を示すものが見当たらず、

‘Xiaguang (夏光) ，‘Drama Kolambaki' および

'Castello' の 3品種に比較的強い抵抗性が認めら

れた。その他の品種・系統には、抵抗性素材とし

て有望なものは見当たらなかった。

考 察

3年間にわたって、海外より導入したキャベツ

およびキャベツ類 97品種 106系統の本病抵抗性を

検定したが、国内で育成された F，品種‘秋徳'や

‘YR藍宝'をしのぐ有望な抵抗性素材は見当たら

なかった。藤森ら 33)がギリシャからの導入品種に

ついて抵抗性を検定し、無発病で、あったとした CoU.

No.125/82 (‘司副orakiaKilkis ')や 127/82(‘ Kat，田hori

k出as')などの Brassicaoleraceaや B.cretica Iごついて

も、本検定では感受性と判断された。

キャベツ類 (Brassicaolerαcea L.)では、結球キ

ャベツ (var.capitat，α) の中の寒玉タイプ(夏まき冬

どりタイプ)、春系タイプ(秋まき春どりタイプ)、

両者の中間タイ プ(半春系タイプ)、ボールタ イ

プ(コベンハーゲンマーケットタイプ)、ちりめ

んキャベツ(サボイタイプ)、赤キャベツ(レッ

ドかんらん)などの抵抗性を検定したが、完全な

抵抗性を示す素材は見当たらなかった。またメキ

ャベツ (var.gemm拘α)、コールラピ(var. gong)<以前)、

ケール (var.acephαla)、ブロッコリー (var.italic.α) 

およびカリフラワー (var.boηtis) などの変種につ

いても同様で、キャベツ類の近縁野生種 B.creticα 

Lam.にまで対象を広げても、完全な抵抗性を持っ

た有望素材を見出すことができなかった。

以上の結果から、キャベツ類には本病に完全な

抵抗性を示す素材はないと推察された。また、実用

的に十分な抵抗性を持った‘秋徳、'や‘YR藍宝'

といった圏内育成の F，品種は、世界的に見ても

最も強し、部類の抵抗性を有する品種であることが

明らかとなった。よって、これら品種と同等また
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表 27 海外産キャベツ品種のパーティシ リウム萎凋病抵抗性(1999)

Table 27. Verticillium wilt resistance of foreign-made cabbage cultivars (1999) 

Cultivar Origin 
(%) 

Oisease incidencez
) 

Oisease index z， y) isease index Note 

Baihuaganlan 

Jingfeng 1一①

Jingfeng I -② 

Wanfeng ① 

Wanfeng -② 

Wanfeng -③ 

8398 Ganlan 

Wangshengxi 

Xiaguang 

Zhonggan 8 

Zhonggan 11 

China 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 F J> Early type 

Late type 

FJ 

FJ 

FJ 

94::i::: 6 

78 

78::i::: 5 

44::i::: 6 

78 ::i::: 11 

89 

61 ::i::: 6 

44::i::: 6 

78::i::: 5 

43 

53 ::i::: 10 

3.1 ::i::: 0.2 

2.9 

2.5 ::i::: 0.6 

1.6 ::i::: 0.1 

2.1 ::i::: 0.3 

3.2 

2.1 ::i::: 0.3 

1.5 ::i::: 0.4 

1.8 ::i::: 0.3 

2.3 

1.9 ::i::: 0.3 

Zhonggan 12 /1 F J 52土 25 2.1 ::i::: 0.3 

150-1-4-10 U.S.A. 56::i::: 6 1.8土 0.2

Alaska 

Badger Ball Head YR 

Badger Shipper一①

Badger Shipper一②

Bravo 

CS-91-207 

Early Jersey Wakefield 

Jersey Queen 

King 

Kobis 

/1 

1

1

1

 

1

1

1

 

/1 

/1 

78士 15

83 ::i::: 10 

58 ::i::: 19 

93::i::: 7 

33 

72 ::i::: 28 

78 ::i::: 22 

86土 7

72土 15

67 

2.4 ::i::: 0.4 

3.0 ::i::: 0.4 

1.6 ::i::: 0.4 

3.3 ::i::: 0.3 

0.9 

2.4 ::i::: 0.7 

3.7 ::i::: 1.3 

3.3 ::i::: 0.6 

2.7 ::i::: 0.2 

1.2 

Red Acre /1 67 ::i::: 10 2.4土 0.2

Fryn Rot /1 Red cabbage 82 ::i::: 10 3.2 ::i::: 0.6 

Lectro /1 FJ> Red cabbage 89::i::: 6 2.5 ::i::: 0.2 

Rondy YR /1日， Redcabbage 94::i::: 6 3.6 ::i::: 0.3 

Sombrero /1 FJ> Red cabbage 0 0.0 

Good Season /1 S) 78 ::i::: 11 1.4 ::i::: 0.2 

Bomerwaldkohl72755 Germany 89 ::i::: 11 2.9 ::i::: 0.7 

Braunschweiger /1 White cabbage 100 2.5 ::i::: 1.0 

Oelfter Spitz /1 White cabbage 25 0.5 

Oitharscher Fruher /1 White cabbage 17 0.3 

Erstling /1 White cabbage 50 ::i::: 19 1.2 ::i::: 0.2 

Filderkraut /1 White cabbage 83 ::i::: 10 1.9 ::i::: 0.2 

Wiam /1 White cabbage 0 0.0 

Advent /1 Savoy 53::i::: 7 1.7土 0.1

Eisenkopf /1 Savoy 76::i::: 8 1.7 ::i::: 0.2 

Endenicher Advent /1 Savoy 44士 15 0.8 ::i::: 0.3 

Hilds Spezialzucht /1 Savoy 50土 10 1.5 ::i::: 0.6 

Vertus /1 Savoy 50士 25 l.l ::i::: 0.6 

Autumn Green England 72 ::i::: 15 2.7 ::i::: 0.7 

Christmas Orum Head /1 67 ::i::: 19 1.7 ::i::: 0.5 

LeicesterGiant /1 100 3.5土 0.3

May Express /1 59::i::: 5 2.1土 0.2

Tete Oe Pierre 

Quintal O'alsace 

(Con/inue /0 nex/ page) 

/1 

/1 

/1 

/1 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

p
u
 

e
唱

。b
E

E

b

 

b

b

 

b

冷

気

u
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e

 

e
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J
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町

w
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78土 22

94::i::: 6 
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(Continued) 

Cultivar Origin Note 
Disease incidenceZ).-d zy) 

(%) Dis 

Enkhuizen Glory Holland 67 :t 19 2.5 :t 0.8 

Bejo-1603 1/ Fl 75:t 8 2.6 :t 0.1 

Bronco 1/ Fl 72 :t II 2.0 :t 0.3 

Fieldforce 1/ Fl 39:t 3 1.1 :t 0.2 

Fieldparade 1/ Fl 89 :t II 2.7 :t 0.5 

Fieldrocket 1/ Fl 83 :t 16 2.4 :t 0.7 

Gideon 1/ Fl 72 :t 15 1.4 :t 0.5 

Trister 1/ Fl 94:t 6 2.6 :t 0.4 

Galega Lisa Portugal 33 0.7 

Penca 

Repolho 

1/ 61 :t 6 

61 :t 6 

1.9 :t 0.4 

2.2 :t 0.3 1/ 

Tronchuda Murciana 1/ 93:t 7 3.2 :t 0.3 

Tronchuda Portuguesa一① 1/ 83 :t ¥0 2.6士 0.3

Tronchuda Portuguesa一②1/ 56 :t 24 1.0 :t 0.2 

Balacly Egypt 84 :t 10 4.2 :t 1.5 

Golden Age Zimbabwe 100 5.5士1.4

Super Loaf 1/ 67 1.9 

Cr Philippines 17 :t 17 0.5 :t 0.5 

Shashamane Unknown 72 :t 15 1.7 :t 0.5 

Spits Kool 1/ 100 1.5 

Mt Ziqula 1/ ¥00 3.9 :t 0.1 

Shutoku (Cont.) Japan Fl (Resistant) 50:t 0 0.9 :t 0.1 

Akiwase (Cont.) 1/ Fl (Moderate) 83土 17 2.4士 0.5

YRAoba(Cont.) 1/ F1(Susceptible) 39:t 15 1.3土 0.4

z) Values are means :t SE ofthree replications. Only value: no replication 

y) Disease index: 0-7 (see Fig. 17.) 

表 28 海外産キャベツ品種のパーティシリウム萎凋病抵抗性 (2000-1、再試験)

Table 28. Verticillium wiIt resistance of foreign-made cabbage cultivars (2000 -1， re-examination) 

Cultivar 

Bravo 

Cr 

%一ρiv-

P

し-
m
一2
0

ω
一+一+一

n-
i
-
6
0
 

e
-
9
O
 

P

3

-

'

E

且

au 
ρしV

P
3
 

D
 

Disease index z， y) 

2.1 :t 0.2 

2.9 :t 0.1 

Delfter Spitz ¥00 :t 0 3.5 :t 0.2 

Ditharscher Fruher 100 :t 0 1.9土 0.2

Endenicher Advent 98 :t 0 3.0 :t 0.1 

Fieldforce 52 :t 5 1.1 :t 0.2 

Good season 73 :t l.l :t 0.2 

Super Loaf 86 :t 4 1.5 :t 0.1 

Tronchuda Portuguesa一② 100 :t 0 2.4 :t 0.2 

Shutoku (Cont.) 22 :t 4 0.3 士 0.1

Akiwase (Cont.) 90 士 3 2.4 :t 0.2 

YR Aoba (Cont.) 97 士 3 3.2 :t 0.4 

z) Values are means :t SE (3 or 4 replications) 

y) Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) 
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表 29 海外産キャベツおよびキャベツ類品種のパーティシリウム病抵抗性 (2000-2) 

Table 29. Verticillium wilt resistance of foreign-made cabbage cultivars and cabbage groups (2000 -2) 

Cultivar Origin Note 

Vandergaw u.S.A. Open-pollinated cv. 

Discoveri 11 Fl 

Fortuna 11 F. 

Coeur De BoeufMoyen De La Halle Argentina 83 :::!:: 17 3.8 :::!:: 0.4 

Gloria Di Enkhuizen 2 11 92:::!:: 8 4.4 :::!:: 1.0 

Osena 11 Fl 82士 10 3.3 :::!:: 0.7 

Aubervilliers 11 Savoy 93:::!:: 7 4.0 :::!:: 0.7 

Crespo De Milan 11 Savoy 92:::!:: 8 4.2土 0.8

Crespo Grande Vertus 11 Savoy 68 :::!:: 14 2.6 :::!:: l.l 

D戸lamo 11 Copenhagen Market 61 :::!:: 24 2.5 :::!:: 1.2 

Izalco 11 Copenhagen Market 78:::!:: 6 2.7 :::!:: 0.5 

Durham Early lreland 

Offenham 2 -Flower of Spring 11 

Hispl 11 

Golden Acre / Primo II 11 

Castello 11 

Ruby Ball 11 

Falstaff 11 

Salarite 11 

Fl 

White cabbage 

F 1> White cabbage 

Fl> Red cabbage 

Brussels sprouts， Red 

Fl> Savoy 

83 :::!:: 0 2.7 :::!:: 0.1 

59 :::!:: 14 2.6 :::!:: 0.9 

67士 24

93:::!:: 7 

39 :::!:: 15 

89:::!:: 6 

64 :::!:: 10 

78:::!:: 6 

3.5 :::!:: 1.2 

3.9 :::!:: 0.7 

1.l土 0.1

3.8 :::!:: 0.2 

2.0 :::!:: 0.1 

2.6 :::!:: 0.4 

Savoy King 11 Fl> Savoy 67 :::!:: 26 2.3 :::!:: 1.l 

Crete Lassithi Pahia Amio 

Drama Kolambaki 

Drama Sitagri 

Evia Koutroulas 

Evros Kiprima 

Evros Komofolia -① 

Evros Komofolia -② 

Katochori Kilkis 

Kilkis Karpi 

Pella Dorothea 

Thessaloniki Epanomi 

Thessaloniki Koufalia -① 

The白ss悶al川Oωon凶1

Theodoraki悶a】Kくilki凶s 

Xanthi Komnina -① 

Xanthi Komnina -② 

Peloponnese Lakonias Kombos Vion 

Greece 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 Kale 

11 Kale 

11 Kohlrabi 

83:::!:: 0 4.2 :::!:: 0.5 

38:::!:: 7 1.0 :::!:: 0.4 

89 :::!:: 11 4.4 :::!::. 1.0 

87土 13 4.6 :::!:: 0.6 

67 :::!:: 22 2.8 :::!:: 1.2 

83 :::!:: 10 4.1 :::!:: 0.7 

75土 5 3.4 :::!:: 0.2 

87 :::!:: 13 3.4 :::!:: 0.4 

83 :::!:: 10 3.4 :::!:: 0.5 

94:::!:: 6 5.2 :::!:: 0.4 

89 :::!:: 11 3.4 :::!:: 0.3 

89:::!:: 6 4.9 :::!:: 0.3 

83:::!:: 0 4.2 :::!:: 0.1 

58士 14 2.0 :::!:: 0.9 

74:::!:: 4 2.8 :::!:: 0.4 

67:::!:: 0 1.9 :::!:: 0.4 

82 :::!:: 3.7 :::!:: 0.4 

Kithira 11 B. cretica ssp. creticα50:::!:: 0 2.2 :::!:: 0.2 

さia手県弘ー・・・・ーー・・・・..........----------...5hW..明司・・・・・・・・...5.....・".，.......11.主.-2..-----Rf.主0.1
Kawasaki Japan 

Nishiharabanshu 11 

Reiho 1-DH 11 

Shutoku (Cont.) 11 

Akiwase (Cont.) 11 

YR Aoba (Cont.) 11 

z) Values are means :::!:: SE ofthree replications. 

y) Disease index: 0-7 (see Fig. 17.) 

Open-pollinated cv. 44 :::!:: 15 0.9 :::!:: 0.4 

Open-pollinated cv. 1 1 :::!:: II 0.1 :::!:: 0.1 

Double haploid 78土 15 3.9 :::!:: 1.2 

Fl (Resistant) 28:::!:: 6 0.4士 0.1

Fl (Moderate) 67土 10 1.9 :::!:: 0.3 

Fl (Susceptible) 67 :::!:: 17 2.8 :::!:: 0.7 
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はこれに近い抵抗性を持った品種の育成が、今後

の育種目標になると考えられた。

第5節 抵抗性素材の選抜効果

菌接種による抵抗性検定や現地の発病圃場を用

いた検定により、キャベツパーティシリウム萎凋

病に対する抵抗性育種の可能性が示唆されたの

で、本病抵抗性 (VR) 品種の育成に向けて、有望

系統の個体選抜と自殖を繰り返した。選抜個体に

ついては、自殖を重ねて数世代が経過したため、

ある程度固定が進んだと考えられた。そこで、こ

れまでの選抜経過を整理するとともに、素材とな

った親品種と選抜した自殖系統との抵抗性を比較

することにより、選抜の効果を検討した。

選抜方法と選抜経過

パーティシリウム病では、特定の菌株を特定の

宿主に継代接種することにより、短期間で菌の病

原性に変異を起こす可能性のあることが知られて

いる刻印)。そこで、抵抗性素材の選抜を進めるに

当たって、接種による幼苗検定は選抜初期にのみ

適用し、一定の選抜が進んでからは甚発生闘場に

おいて収穫期の抵抗性検定を行うこととした。

抵抗性の程度は、茎から根部に至る部位をナイ

フで縦に切断し、維管束縦断面の黒褐変の有無や

発生程度を調べて判定した。発病調査の結果、維

管束に病徴が確認されなかった無発病個体につい

ては、次世代での検定に向けた採種用とした。採

種用の株は、根部に付着した土壌を洗い落とし、

茎から根部の切断部位に発根促進剤を塗布して、

無病の土壌を詰めたポットに移植した。幼苗検定

株は移植後十分な生育をさせてから、また生育中

期や収穫期の検定株は移植後の活着をみてから、

高冷地分場内において晩秋から初冬期の低温に遭

遇させた。その後 12月上旬に群馬県園芸試験場

(標高 82m) 内へポットを移動し、自殖による採

種を行った。このようなサイクルで l年に 1回の

抵抗性検定を行し、ながら、選抜株の自殖を繰り返

して固定を進めた。年次別の選抜方法、選抜経過

の概要については、以下の通りとした。

1 Fl品種と固定品種の抵抗性検定 (1996年)

品種抵抗性に関する報告 131)や高冷地分場での

試験結果(第 1章 第 1節)に基づいて、 1996年に

抵抗性育種に向けた素材検索および選抜・固定を

開始した。本検定時は、抵抗性の早期検定法(本

章第 1節)や FI品種・固定品種の大規模な抵抗性

検定(本章第 3節)を実施する以前の段階で、あっ

たが、育種年限の短縮に向けて取り組んだ。市販

FI品種の中から、抵抗性程度が高いと考えられた

‘秋徳'‘ YR藍宝'‘ YR錦秋'‘ YR夏日青' ‘YR美

貌'‘金系 201号'の 6品種と、抵抗性程度が不明

(未検討)の‘輝吉¥および対照として感受性と

考えられた‘KH753' (つまみどり)‘YRあおば'

を選択した。また、比較的個体差が大きく、これ

らF，品種の育成親となった固定品種の中から、

抵抗性が期待されるソ11崎'ε愛知大晩生'‘広'

および感受性と推察される‘黒葉サクセッション'

の 4品種を選んで加え、これら品種の抵抗性を

1996年に高冷地分場内で検定した。

検定方法は、藤森 ・大谷 32) のジフィー 9ポット

(5cm径)を用いる幼苗検定法によった。供試品

種をジフィ ー 9ポットにそれぞれ 2'"'-'3粒播種し、

発芽後に間引きを行って 1本立ちとし、育百箱に

並べて管理した。供試菌は v.longisporum (CA 9 

菌株)を用い、ジャガイモ煎汁ショ糖加用培地 (PS

液体培地)で振とう培養した菌液を 106.mrl
(こ調

整した。本菌液に播種後約 1ヶ月経過した苗をポ

ットごと浸 し、縦方向に探みながら十分に吸水さ

せて接種した。菌接種後の株は、土壌を約 8分目

まで詰めた育苗箱 (50cmX 35cm X lOcm) にポッ

トごと移植し、その後通常の管理によって栽培し

た。試験規模は l品種目'"'-'24株とし、播種を 5月

29日、菌接種および定植を 6月 26日に行った。

発病調査は 7月 29日に実施したが、全体的に発

病程度が高く、無発病の個体は極めて少なかった。

供試した 275株の中から、無発病および発病の軽微

な個体 16株 (F，: 6品種目株、固定 :2品種 5株)

を選抜した。

2 自殖第 1代 (Sl) の抵抗性検定 (1997年)

前年に選抜した 16株のうち、 7株が採種に至ら

ず枯死し、 ‘輝吉'と‘川崎'の後代は採種するこ

とができなかった。残った選抜株の自殖種子に、

小林・由比 61)が選抜し、 農水省野菜 ・茶試アブラ
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ナ科育種研究室から譲渡された 3品種(‘YR夏晴'

‘夏光'‘ Goodse出 on' ) 6株の自殖種子を加え、

計 8品種目株から採種した自殖第 l代 (S，= F2、

以下略称で記す)の抵抗性を検定した。供試株数

は、各採種株ごとに 4'"'-'79個体とした。

検定は、高冷地分場内のコンクリート枠隔離圃

場で実施した。供試菌は Vlongisporum (CA 9菌株)

を土壌フスマ培地で、培養し、培地ごと 200ml. m-2 

を圃場全面に散布して、土壌混和接種を行った。

キャベツの供試株は 6月 12日に地床へ播種し、 7

月 16日に 20x 20cmの栽植密度で上記隔離圃場へ

移植した。

発病調査は 9月 22日(移植後 68日)の生育中

期に実施した。 ‘愛知大晩生'と‘G∞ds伺却n' の

後代では全株に発病が認められ、次年度以降の検

定を打ち切った。供試した 996株の中から、 54株

の無発病個体(系統)を選抜した。

3 自殖第 2代 (S2) の抵抗性検定 (1998年)

選抜株の中で 19株が採種に至らず枯死したため、

35株の自殖後代 (S2系統)の抵抗性検定を行った。

試験規模は 1系統 20'"'-'66株とし、前年に本病が

激しく発病し、 Vlongisporumとに dahliaeの 2種の

菌が分離された嬬恋村大笹地内の農家圃場におい

て検定した。供試系統の播種は 6月 19日に行い、7

月 13日に採苗して定植準備が整うまで冷蔵した。

本圃の施肥量は、基肥と追肥を合わせてアーノレ当

たり N2. 18kg、P20S3. 95kg、K202.14kgとした。

定植は 7月 23日に行い、畦幅 45cmx株間 33cm

(現地慣行)の栽植密度とした。抵抗性検定(発

病調査)は、収穫期の 10月 19日(定植後 88日)

に実施した。

甚発生圃場における収穫期の検定としたため、

条件が厳しく大多数の個体に発病が認められた。

1， 601株を供試し、無発病個体 32株(系統)を選

抜した。

4 自殖第 3代 (S3) の抵抗性検定 (1999年)

前年に選抜した 32株のうち 3株が枯死したため、

29系統の S3682株を検定した。激しい発病が認め

られた 1998年の試験と同じ圃場を使用し、収穫期

の検定によって選抜を進めると同時に、親品種 (F，)

を供試して両者の比較から抵抗性の選抜効果を検

討した。対照には感受性の F，品種として‘つまみ

どり'と‘涼嶺 41号'を、また中程度の抵抗性を

有する F，品種として‘秋早生'を用いた。試験規

模は選抜・自殖系統を 10株の 3反復、親品種と

対照 F，品種を 20株の 3反復とした。本闘には基肥

のみを施用し、 N、P20S、K20ともアール当り 2.00 

kgとした。栽植密度は前年に同じとし、 6月 28日

に播種、 7月 27日に採百して一時冷蔵し、 7月 29日

に出庫・定植を行った。発病調査は 11月 5'"'-'9日

に行い、常法に準じて茎から根部縦断面の維管束

の変色を 5段階で評価した。

‘YRあおば'と‘YR夏晴'の S3株では、無発

病個体がそれぞれ 115株中の 2株、 83株中の 12株

と少なく、発病株率、発病程度も全体的に高かっ

たことから、次代での選抜を打ち切った。その他

の無発病個体の中から 13株を選抜し、次代の採種

用とした。

5 抵抗性が未検討の自殖第 4代 (S.)の抵抗性

検定 (1999年)

本病抵抗性とは無関係に固定を進めて来た F，2 

品種の自殖第 4代 (S，)について、系統別の抵抗性

検定を実施した。供試系統は‘YR万座， (三井東

圧)の S，3系統 (M系)、正秋友， (サカタのタネ)

の S.32系統 (A系)とその親品種の‘秋友'で、

試験規模は M 系で l系統 10株の 3反復、A系で l

系統 15株の 2反復とした。対照には F，品種の中

から抵抗性の‘秋徳'、耐病性の‘秋早生'、感受

性の‘YRあおば'を用いた。供試圃場、施肥量、

栽植密度、播種などは前記試験に準じ、収穫期の

抵抗性検定を行った。発病調査は 11月 4日に実施

し、茎から根部縦断面の維管束黒褐変程度を常法

により、簡易な 3段階で評価した。指数 0:維管東

黒褐変なし、 1:根から茎部に黒褐変あり、 2:結球

部まで黒褐変あり。

‘YR万座'および‘秋友， S，系統の検定結果を

表 30に示した。対照と した F，品種の本病抵抗性は、

強い順に‘秋徳>‘秋早生 >εYRあおば'と

なり、これまでの試験結果と同様であった。そこ

で S，系統の本病抵抗性を、対照 3品種の発病程度

と比較することによって評価した。
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‘YR万座'の自殖後代 (M系 S，、 3系統 83株)

は、発病株率、発病指数、販売可能株率がいずれ

も‘YRあおば'や‘秋早生'と同程度であった。

これら系統の本病抵抗性は中程度以下と判断され

たため、次代での選抜を断念した。
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表 30 ‘YR万座'および‘秋友'自殖第 4代系統のパーティシリウム萎凋病抵抗性(1999)

Table 30. VerticiIlium wilt resistance of ‘YR Manza' and ‘Shuyu' S， lines (1999) 

Cultivar， lines Disease index為 x)
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1.0 ::!: 0.1 NS 

1.0 ::!: 0.0 NS 

1.0 ::!: 0.0 NS 

1.0 ::!: 0.0 NS 

1.0 ::!: 0.0 NS 

0.9 ::!: 0.2 NS 

0.9 ::!: 0.1 NS 

0.9 ::!: 0.2 NS 

0.8 ::!: 0.2 NS 

0.6 ::!: 0.1 NS 

0.6 ::!: 0.0 NS 

0.6 ::!: 0.1 NS 

0.8 ::!: 0.0 NS 

0.5 ::!: 0.1 * 
0.6 ::!: 0.1 NS 

A3-2-2-3 41 ::!: 100::!: 0 0.4 ::!: 0.0 ** 
Syuyu (Ft) 89::!: 4 89::!: 4 1.0 ::!: 0.1 

Significance 

Shutoku (Resistant Ft ) 36::!: 0 100::!: 0 

ホ*

0.4 ::!: 0.0 c u) 
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Significance 

z) Values are means ::!: SE (M lines: three replications， others: two replications). 

y) Percentage of individuals with disease index 0 or 1 

x) Degree ofvascular browning; 0: no s戸nptom，1: in stem， 2: in head 

w) * and 料 representsignificant at P = 0.05 and P = 0.01 respectively， by the Kruskal-Wallis test. 

v)へ**and NS are significant at P = 0.05， significant at P = 0.0 1 and non-significant at P = 0.05， 

respectively， when they are compared with disease index ofFt cultivar (control) by the Steel test. 

u) Different letters represent significant differences by the Steel-Dwass test (P =0.05) 
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ι秋友'の S，系統では、全系統で親品種と同等

もしくは同等以上の抵抗性が認められた。強い抵

抗性を示した‘秋友'の S，系統 774株の中から、 5

株の無発病個体を選抜した。

6 自殖第 4・5代 (S4・S5)の抵抗性検定 (2000

年)

1998年に使用した甚発生圃場において、前記4

および 5の検定で選抜し、自殖をさらに l世代進

めた S，13系統、 S55系統の計 1，003個体の抵抗性

を検定し、併せて親品種 (F，5品種)との抵抗性

比較によって選抜効果を検討した。対照には感受

性の F，品種‘涼嶺 41号'を供試した。試験規模は

それぞれ 20株の 3反復とし、本圃の施肥量、栽植

密度は 1999年の試験に準じた。 6月 27日に播種し、

7月 25日に定植した。発病調査は 10月 16日、 19

日に行い、調査基準は常法に準じて 5段階評価と

した。

2000年秋までの検定で、選抜を 5回繰り返した

S，系統(Fs)からは‘秋徳'‘ YR美貌夏光 'の

後代 21株を、また選抜を 2回繰り返した S5系統

(Fけからは‘秋友'の後代 4株をそれぞれ抵抗性

素材として選抜した。

選抜効果

本病は収穫期にならないと病徴が発現しにくく、

生育が良好で結球重が大きいものほど発病程度が

高くなる傾向が認められた(第 4章第 3節)。

このことは、本病に感染しても生育抑制が起こり

にくく、収穫物である結球部に病徴が発現しなけ

れば、商品性に特別な問題がないことを示すもの

である。病害抵抗性は完全なものであることが望

ましいが、本病に完全抵抗性を示す素材が見つか

っていない現状では、結球部にまで病徴が進展し

ない程度の強さがあれば、実用的な抵抗性を有し

ていると考えることができる。そこで選抜系統の

抵抗性程度を発病株率、発病指数、販売可能株率

および選抜効果率(次式によって算出)によって

評価した。選抜効果率(%)= {(親品種の平均発病

指数一選抜系統の平均発病指数) /親品種の平均

発病指数} x 1000 

1 自殖第 3代 (S3)における選抜効果 (1999年)

前記4の試験で実施した選抜効果の検討結果を

表 31に示した。対照 F，品種では gつまみどり'と

‘涼嶺 41号'の発病株率、発病指数が高く、販売

可能株率も 20%台と極めて低かった。 ‘秋早生'は

やや発病程度が低く、販売可能株率は 80%程度と

被害が軽かった。これらの結果は、 ‘つまみどり'

と‘涼嶺 41号'を感受性、 ι秋早生'を耐病性の品

種と位置づけた試験結果と一致した。感受性の対

照 2品種に激しい発病が認められたことから、選抜

系統の抵抗性検定には適した条件であったと判断

された。

親品種では‘秋徳'‘ YR錦秋'‘夏光'の発病程

度が低く、強し、抵抗性を示した。これら品種の S3株

では、系統聞の抵抗性程度にややぱらつきが認め

られた。また抵抗性レベルは、親品種と同等かまた

は親品種より弱し、系統とに二分され、親品種以上

の抵抗性を示す系統は見出せなかった。

また、 ‘YR夏晴' ‘YR美貌'の S3株では、親品

種に比較して抵抗性程度の向上した系統が認めら

れた。これらの系統は選抜効果率も高い値を示し

たが、発病指数はやや高く、実用性の高い抵抗性

レベノレまでには至っていなかった。

F，品種の‘YRあおぱ'は、当初感受性の対照品

種として用いたが、 1996年の検定で供試 23株中に

l株だけ良好な生育を示す無発病個体が得られた。

現在のアブラナ科野菜のほとんどは自家不和合性

利用の F，であり、その性質上品種の純度が大きな

問題となっている則。自家不和合性が低下した場合

に自殖種子ができたり、他のキャベツ類と交雑す

る危険性があり冊、キャベツで、はある程度異形株が

出現する可能性がある。よって、本株が抵抗性を

持った異株である可能性もあることから、採種を

行って無発病個体の選抜と自殖を重ねた。本系統

の S3株 (AO系)では、親品種と比べて発病株率は

ほとんど変わらなかったが、販売可能株率はかな

り高くなった。発病指数も親品種との対比較 (Steel

test) で 2系統に抵抗性の向上が認められた。それ

らの系統は 10%以上の選抜効果率を示したが、

発病程度は耐病性の‘秋早生， (対照 F，品種)より

も高かった。

2 自殖第4 ・5代 (S4・S5)における選抜効果

(2000年)

前記6の試験で実施した S，および S5系統の選抜

効果に関する検討結果を表 32に示 した。感受性の
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表 31 キャベツパーティシリウム萎凋病に対する自殖第 3代系統の選抜効果(1999)

Table 31. Selection e百ectof S3 Iines on Verticillium wiIt of cabbage (1999) 

Disease Percentage of market- 7. x¥ Selection 
Cultivar， line 、 Diseaseindex z，町 1

incidence (%)') able plants (%)川 LJ'"''''''''...u，，~ effect (%)叫

S2-2一 73::!: 12 100::!: 0 1.8 ::!: 0.3 **u) ー 157

S2-2-3 30 ::!: 12 100土 o 0.7 ::!: 0.3 NS 0 

S2-3-1 43::!: 5 100::!: 0 1.0 ::!: 0.1 NS -43 

S2-5-1 68士 6 100::!: 0 2.0 ::!: 0.2 料 186

S2-5-2 34 ::!: 11 100::!: 0 0.8 ::!: 0.4 NS -14 

S2-6-1 37::!: 14 100::!: 0 0.9::!: 0.4 NS -29 

S2-6-2 39 ::!: 10 100::!: 0 1.0 ::!: 0.2 NS -43 

S2-6-3 25::!: 3 100::!: 0 0.6 ::!: 0.1 NS 14 

S2-6-5 48 ::!: 11 100::!: 0 1.0 ::!: 0.2 NS -43 

S2-8-1 35 ::!: 18 100::!: 0 1.0 ::!: 0.5 NS -43 

. ~.~~!?~l! .(~ 1)........・・・.................21.主..1............1q弘主..1......-----q二7.JF.RA--
Significance吋ホ*

Kトト 84::!: 8 93 ::!: 4 2.4 ::!: 0.4判的 -41 

KI-2-1 90 ::!: 10 100::!: 0 2.6 ::!: 0.3 NS -53 

KI-2-2 . 80 ::!: 10 87 ::!: 13 2.5 ::!: 0.4 NS -47 

KI-3-1 50土 14 100::!: 0 1.3土 0.4 NS 24 

KI-3-2 73士 6 100::!: 0 2.0 ::!: 0.3 NS -18 

KI-3-3 47::!: 9 100::!: 0 1.2 ::!: 0.2 NS 29 

Y民主ins主止の)一............・・・・............5良.主 1三ー・・・・・・・・・ー 91主..1............1之さ.0.4
Significance ** 
NBI-2-1 87::!: 8 82::!: 6 2.7 ::!: 0.2 NSu

) - 4 

NBI-2-2 72 ::!: 12 100::!: 0 2.0 ::!: 0.4 * 23 

NBI-2-3 97::!: 3 100::!: 0 2.7 ::!: 0.1 NS -4 

..文民 Nats旦~~~~.Cfu..................... ~~.主.司三ー・・・・・司 ........71.主..f.... .. .....3A.JE.E.1.. ー-------
Significance * 
B2-3-1 57土 5 100::!: 0 1.6 ::!: 0.2 * u) 38 

B2-4-1 82 ::!: 10 96::!: 4 2.4 ::!: 0.3 NS 8 

B2-4-2 75::!: 3 88::!: 7 2.3 ::!: 0.2 NS 12 

B2-5-1 90::!: 0 86::!: 7 2.7 ::!: 0.2 NS -4 

.XRPjP旦 {~\2...........................~ι主 3 ・・・・ .......11.主..f........---ZA-LAL--
Significance * 
A01-l-l 100土 o 63::!: 9 3.3 ::!: 0.1 **u) 11 

AOI-I-2 96::!: 4 66::!: 9 3.2 ::!: 0.1 本* 14 

AOI-1-3 100::!: 0 58士 15 3.4 ::!: 0.1 NS 8 

AOI-3-1 97::!: 3 51 ::!: 19 3.4 ::!: 0.2 NS 8 

Y里fき旦切.(~))............ーーー・・・・ーーー ....1qR.主..R............'"21主ー!2...........L7.主 0.1
Significance ホ*

NHl-1-1 41 ::!: 15 100::!: 0 0.8 ::!: 0.5 NSu
) 27 

NH2-3-1 88::!: 7 77 ::!: 17 2.9 ::!: 0.3 ** -164 

.三1号g~.~1!呈 (fJ.L・・・・・・・両.， ..............31.主.2............. 虫色::!: 0ー---------.1.1.主0.4
Significance ** 
Tsumamidori (Susceptibility F1)- 98::!: 2 21 ::!: 13 3.7 ::!: 0.2 a t) 

Ryohrei 41 (Susceptibility Fd 98::!: 2 25::!: 3 3.7 ::!: 0.1 a 

Akiwase (Moderate F 1) 93::!: 2 82::!: 4 2.9 ::!: 0.1 b 

significance ** 

z) Values are means ::!: SE (three replications). 

y) Percentage of individuals with disease index 0-3 

x) Disease index (degree ofvascular browning): 0-4 (see Fig. 5.) 

w) Se1ection effect (%) = {(disease index ofF1 - disease index ofS3 line) / (dis回日 indexofF1) } x 100 

v) * and “represent significant at P= 0.05 and P= 0.01 by the Kruskal-Wallis test， respectively 

u)へ**and NS represent significant at P= 0.05， significant at P= 0.01 and non-significant at P= 0.05， respective1y， 

when they are compared with disease index ofF1 cultivar (control) by the Steel test. 
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表 32 キャベツパーティシリウム萎凋病に対する自殖第 4代および自殖第 5代系統の選抜効果 (2000)

Table 32. Selection effect of S. and Ss lines on Verticillium wilt of cabbage (2000) 

Cultivar， lines 
Disease 

incidence (%r) 

S2-2-3一1(S4) 32 :!:: 19 

S2-5-2-1 27 :!:: 15 

S2-5-2-2 10:!:: 3 

S2-5-2-3 32 :!:: 11 

S2-6-3-1 18:!:: 6 

S2-6-3-2 20:!:: 8 

Percentage of market-

able plants (%)町)

100 :!:: 0 

100 :!:: 0 

100士 O

100土 O

100 :!:: 0 

100 :!:: 0 

Disease index z， x) 

0.7:!::O.5 NSt
) 

0.6 :!:: 0.3 NS 

0.2 :!:: 0.1 NS 

0.6 :!:: 0.2 

0.4 :!:: 0.1 

0.4 :!:: 0.1 

** 
NS 

NS 

S2-6-3-3 6:!: 1 100 :!:: 0 0.1 :!:: 0.0 NS 

Shutoku (F)) 13:!:: 5 100 :!:: 0 0.3 :!:: 0.1 

significance v) 本 *

Selection 

e仔ect(%)叫

133 

-100 

33 

-100 

-33 

33 

67 

KI-3-1一1(S4) 74:!: 11 100:!:: 0 1.4:!:: 0.3 -40 

YR Kinshu (Fd 42 :!:: 10 100 :!:: 0 1.0 :!:: 0.3 

Significance u) NS 

82-3-1-1 (S4) 62:!: 4 97 :!:: 3 1.5 :!:: 0.1 -25 

82-3-1-2 

82-3-1-3 

59:!:: 3 

42 :!:: 11 

100土 O

100 :!:: 0 

1.4 :!:: 0.2 

0.9 :!:: 0.2 

YR Bibo (F() 50:!:: 2 100土 o 1.2 :!:: 0.1 

Significance v) NS 

-17 

25 

NHト ト ト1(S4) 30土 8 100 :!:: 0 0.5 :!:: 0.0 29 

NH2-3-1-2 37 :!:: 10 100 :!:: 0 0.7土 0.2 0 

Xiaguang (F() 47:!: 7 100 :!:: 0 0.7 :!:: 0.2 

Significance v) NS 

A2-2-1-1-1 (Ss) ・ 50:!:: 3 100 :!:: 0 1.1 :!:: 0.1 ** t) 42 

A3-1-2-2-1 42:!: 6 100 :!:: 0 0.9 :!:: 0.1 ** 53 

A3-2-1-1-1 

A3-2-1-3-1 

A3-2-2-3-1 

39 :!:: 10 

98士 2

51 :!:: 11 

100 :!:: 0 

98 :!:: 2 

100 :!:: 0 

0.8 :!:: 0.2 件

2.8 :!:: 0.2村

1.2 :!:: 0.2 * 
Shuyu (F() 76:!: 6 97 :!:: 3 1.9 :!:: 0.3 

Significance v) 本本

Ryohrei 41 (Susceptibility F() 75:!: 9 73 :!:: 14 2.5 :!:: 0.4 NS 

z) Values are means士 SE(three replications). 

y) Percentage of individuals with disease index 0-3 

x) Disease index (degree ofvascular browning): 0-4 (see Fig. 5.) 

w) Selection effect (%) = {(disease index ofF) -disease index ofS3line) / (disease index ofF)) } x 100 

58 

-147 

37 

v)件 andNS represent significant at P = 0.01 and non-significant at P = 0.05 by the Kruskal-Wallis test， respectively. 

u) NS represent non-significant at P = 0.05 by the Wi¥coxon rank sum test. 

t)へ件 andNS represent significant at P = 0.05， significant at P = 0.01 and non-significant at P = 0.05， respectively， 

when they are compared with disease index ofF( cultivar (control) by the Steel test. 

‘涼嶺 41号) (対照 F，)の発病程度は選抜系統や

その親品種に比較して明らかに高く、抵抗性検定

が甚発生条件の中で、行われたことが確かめられた。

選抜系統のほとんどは発病株率、発病指数が低

く、販売可能株率も 100%となるなど、一定レベル

以上の抵抗性が認められた。しかし、 S.系統の本病

抵抗性はいずれも親品種とほぼ同程度であり、親

品種以上の抵抗性を示す系統は見出せなかった。

そのような中で、S.で初めて抵抗性検定を実施し、

選抜した‘秋友'の Ss系統は、系統間で抵抗性程

度の差異が大きく、親品種よりも抵抗性程度の優

る系統と劣る系統に分かれた。

考 察

本病抵抗性素材の選抜を開始した 1996年の接種
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検定において、多くの株が激しい発病を示す中で、

感受性と考えられた FI品種‘YRあおば'に軽発病

の個体が認められた。この個体の SIや S2でも激し

い発生条件の中から無発病個体が選抜され、SJ系統

において親品種よりも有意に発病程度の軽い系統

が確認された。これらの系統では選抜効果が認め

られたが、なお発病程度は高く、感受性であるこ

とに変わりはなかった。同じく本病にやや弱いと

考えられる 'YR万座'の S，では、抵抗性の初検定

であったことから若干の系統問差は認められたも

のの、素材として利用できるような抵抗性を有す

る系統は見出せなかった。

キャベツの萎黄病抵抗性 (YR) の検定では、

接種によって YRを持つ株と持たない株を明確に

区別することが可能である。しかし、本病の場合

は抵抗性を持たない系統や個体であっても、条件

によって発病しなかったり、あるいは軽度の発病

で済んでしまうような場合がかなりあるものと考

えられる。また、キャベツのような他殖性作物で

は自殖弱勢の生じることが知られ、本検定におい

てもら (FJ) ~S3 (F，)で親品種に比べて草勢の

低下が認められた。本病の発生はキャベツの生育

と関係が深く、生育が進んだ大球株ほど発病程度

も高くなる傾向が認められている(第4章第 3

節)。したがって、‘YRあおば'の SJ系統で認め

られた選抜効果には、自殖弱勢によって生じた草

勢の低下が影響している可能性も考えられる。本

病に対して感受性の 'YRあおば'や‘YR万座'

のような FI品種では、無発病株の選抜を重ねても

実用的な抵抗性を持った系統の育成は困難である

と判断された。

抵抗性の比較的強い FI品種‘YR錦秋'‘YR夏

H青 'YR美貌'の SJ(F，)およびs.(Fs)は、ほと

んどの系統が親品種と同程度の抵抗性を示し、選

抜効果はあまり認められなかった。しかし、‘秋友'

のSs(F6) 系統では親品種と同等もしくはそれ以上

の抵抗性を示す系統があり、選抜効果は高かった。

また、もともと抵抗性程度が高い FI品種‘秋徳'

のSJ(F，)やら (Fs)系統では選抜効果がほとんど

なく、抵抗性程度は親品種と同等かそれ以下であ

った。

以上のように、総じて親品種の抵抗性程度が高

いものは選抜効果がなく、やや高い程度のものは

選抜効果があるものとないものとに分かれ、感受

性のものでは多少の選抜効果が認められる傾向が

あった。このような FI品種の自殖後代における選

抜効果の有無は、素材となった品種の両親系統が

有する抵抗性に由来していると推察される。すな

わち、もともと抵抗性程度が高い品種はその両親

系統のいずれも高い抵抗性を有しており、自殖に

よる選抜を重ねても両親以上の抵抗性を持った固

定系統を作出するのが困難と考えられる。一方、

抵抗性程度がやや劣る品種では、両親系統の一方

が強い抵抗性を持っていた場合に、自殖後代で親

品種以上の抵抗性を有した固定系統を作出するこ

とが可能になると考えられる。

選抜を開始した 1996年以降、キャベツ固定品種

の本病抵抗性が明らかになり、 ‘愛知大晩生' ‘広'

ソ11崎'の抵抗性が比較的強かったが(本章第 3

節)、これらの品種は選抜開始後の初期段階で淘

汰され、後代が抵抗性系統として残らなかった。

これらの固定品種には多数の系統があり、供試系

統の抵抗性程度はあまり高くなかったと考えられ

る。一連の検定を通じて残った抵抗性の系統は、

遺伝的にソ11崎(早生)系'の形質を受け継ぐもの

が多かったため、今後タイプの異なる固定種から

抵抗性素材を見出すことができれば、育種上の利

用価値が高いと考えられる。

1999年に実施したら系統の選抜効果試験におい

て、同一品種から選抜した系統群内に、発病指数

の一様性検定(KruskaトWallistest)で有意差が認め

られた。しかし、翌年の&系統ではごく一部を除

いて有意差がなくなり、同一群内の系統間で抵抗

性程度に差がなくなってきていることを確認した。

また固定の進んだ‘秋友'の自殖後代に対する抵抗

性検定では、 1回の選抜で抵抗性程度が高い個体

(系統)のみを選抜するのが困難で、あった。これ

らのことから、抵抗性素材の選抜では 4世代以上

にわたる選抜と固定が必要で、固定系統であって

も抵抗性程度を確認するには複数回の検定や多数

個体の検定が必要と考えられた。

一連の選抜により、抵抗性の強い FI品種並みの

発病指数を示すいくつかの系統が得られた。これ

らの系統はなお固定途上にあるが、甚発生圃場に

おける検定でも発病株率は概ね 50%以下となり 、

発病指数は 1以下 (一部の株の根部に黒褐変が認
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められる程度)と小さく、販売可能株率はほぼ 100

%を示した。固定が進み、自殖弱勢によって草勢

が低下していることから、 F，株よりもやや発病が

抑制されている可能性を考慮、しても、実用的には

十分な抵抗性を持った系統と言える。これら系統

の本病抵抗性は固定度が高まっていると推定され

ることから、今後は組み合わせ能力の検定や遺伝

解析に向けた抵抗性親としての利用が可能と考え

られる。

第 6節抵抗性の遺伝

キャベツパーティシリウム萎凋病に対する抵抗

性には品種間差異が認め られ、市販 F，品種の中に

も実用的な抵抗性を有する品種の存在が確認され

た(第 1章 第 1節、本章第 3節)。将来的に本病

抵抗性 (VR) 品種の育成が可能と考えられたこ と

から、抵抗性系統の選抜・ 自殖を重ねて来た。こ

れまでに得られた系統は、自殖 3""'4世代で一般

的には固定の中期に相当するが、本病抵抗性は概

ね固定 しつつあると推定された(前節)。抵抗性

育種を進める上で無駄な作業を省き、効率的な選

抜を行うためにも、遺伝解析は重要な意味を持つ。

そこで、固定度はやや劣ると思われたが、選抜・

自殖を重ねた抵抗性の S3系統を供試し、感受性が

固定している品種や系統との仮交配によって、遺

伝様式の解明に向けた予備的な検討を行った。

材料および方法

試験 1 FIにおける抵抗性の遺伝

嬬恋村大笹地内の甚発生闘場において、仮交配

した F，の抵抗性を 1999年に調査した。

表 33に示した抵抗性の自殖第 3代 (S3系統)17 

系統を種子親(♀)とし、花粉親(♂)に感受性

の純系‘麗峰 l号 DH系， (Double haploid、小胞子

培養系統)および‘つまみどり， (感受性 F，品種)

を用いた 22組み合わせと、逆交配の場合の抵抗性

を確認するため、種子親に感受性の上記 2品種(系

統)を使用し、花粉親に抵抗性が強し、と思われた

ら 5系統(し、ずれも‘秋徳'の自殖系統)を用いた

8組み合わせの計 30組み合わせを供試した。対照

には抵抗性程度の異なる F，3品種(‘秋徳'‘秋早

生'‘YRあおば，)を用いた。

試験規模は無作為配列ブロック法による 10株×

3反復で行い、 6月 28日および 30日に播種し、7

月 30日に畦幅 45cm、株間 33cmの栽植密度で定植

した。 11月 5""'8日に根株ごと掘り上げ、冷蔵庫

内に保管して順次出庫しながら、常法に準じて発

病程度を 5段階で調査した。

試験2 F2における抵抗性の遺伝

試験 1の結果から、抵抗性がほぼ優性の遺伝を

していることが確かめられたため、 F2における抵

抗性と感受性個体の分離比から関与する遺伝子座

の数を推定し、また遺伝分散の割合から遺伝率を

求めることをねらいとした。試験 1で供試した選

抜・自殖系統の中から、抵抗性の強かった‘秋徳'

S3の‘S-2-6-2 (p，) ，およびやや強かった‘YR錦

秋， S3の‘K-1-3-3(P2) ，の2系統を選び、これら

を種子親としてそれぞれ感受性の F，品種 ‘つまみ

どり，(花粉親、 P3) と交配し、 各組み合わせのF，お

よび F2の抵抗性を検定した。

試験は高冷地分場内のコンクリ ート枠隔離圃場

において、2000年に各世代を同時栽培して実施し

た。両親系統 (p，""' P3)および 2組み合わせの F，、F2

を6月 27日に播種し、 7月 21日に採苗して4""'5 oc 
の冷蔵庫内に一時冷蔵保存した。この間にコンク

リート枠内の土壌消毒 (クロノレピクリン剤 3L • a-' ) 

を行い、ガス抜き後の 8月 7日に v.longisporum 

(CA9菌株)のフスマ土壌培地 160ml. m-2を全面

散布し、 土壌混和接種した。 8月 8日に百の出庫を

行い、順化した後畦幅 45cmX 株間 28cmの栽植

距離で定植 した。供試株数は表現型のほぼ固定 し

ていると考えられる親株 3系統(品種)と F，を各

60株、分離世代の F2は 5倍量の 300株を目安とし

た。使用したコンクリー トの 9枠(1枠 3m X 5m) 

に各系統を同数ずつ配置し、枠間差を補正した。

発病調査は 11月 6""'7日に行い、常法により 6段

階(図 11参照)で評価した。得られた各世代 (p，・

P2 :抵抗性の S3親、P3:擢病性の F，親、両者の交

配による F，および F2) の発病指数別株数の分散

(V) を基に、 Motherの方法を用いて次式により

広義の遺伝率 (h乍)を算出した。

VF2一 (Vp，or VP2+VP3+VF，) /3 
h< s 

VF2 
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なお、ここでは表現型の分離しない両親 (p，or 

P2、P3)と F，の分散の平均値を求めて、環境的

効果による分散とした。

結 果

試験 1 Flにおける抵抗性の遺伝

種子親系統 (p，)、花粉親系統 (P2)、 交配系統

(F，)および対照 F，3品種の検定結果を表 33に示

した。

対照とした F，3品種の抵抗性は強し、順に‘秋徳'

> ‘秋早生 > ‘YRあおば'となり、これまでの

検定結果と一致した。本病の自然発生圃場におけ

る検定では、病原菌が均一に分布しているかどう

かが問題となるが、ほぽ均一的な発病を裏付ける

結果が得られた。

表 33 F，における抵抗性の遺伝

Table 33. Inheritance of resistance in F， progenies 

P1 (Seed parent) 

S3 line selected Disease index Y) 

AOI-I-2 2.5 ::t 0.3 

B2-4-2 1.3 ::t 0.1 

B2-5-1 2.7 ::t 0.5 

KI-2-2 2.1 ::t 0.3 

NBI-2-1 2.3 ::t 0.5 

NHl-l-l 0.9 ::t 0.3 

S2-2-1 0.7 ::t 0.2 

(Reverse crossing) 

S2-3-1 0.6士 0.1

(Reverse crossing) 

S2-5-1 0.8 ::t 0.1 

(Reverse crossing) 

S2-6-3 0.8 ::t 0.3 

S2-8-1 0.3土 0.1

× 

P2 (Pol¥en parent)') 

Disease index Y) 

Reiho 1 -DH 

1.6 ::t 0.2 

FI progenies 

Disease index Y) 

1.3 ::t 0.5 

1.2 ::t 0.1 

2.4 ::t 0.6 

1.7 ::t 0.1 

1.6 ::t 0.2 

0.8 ::t 0.2 

0.2 ::t 0.1 

0.6 ::t 0.1 

0.7土 0.3

1.6 ::t 0.3 

0.8 ::t 0.3 

1.5 ::t 0.1 

NSX
) 

) NS 

0.9 ::t 0.2、
1 NS 

(Reverse crossing) 1.0 ::t 0.5 ノ

AOl-3-1 2.7 ::t 0.3 2.6 ::t 0.3 

B2-4-2 (1.3土 0.1)

KI-3-3 1.0 ::t 0.6 

NB 1-2-1 (2.3士 0.5)

NBI-2-2 0.8 ::t 0.2 

1.6土 0.2

1.1 ::t 0.1 

NH2-3-1 

S2-2-3 

S2-3-1 (0.6士 0.1) x Tsumamidori (F 1) 

(Reverse crossing) 

S2-5-1 

(Reverse crossing) 

S2-6-2 

(Reverse crossing) 

2.1 ::t 0.2 

(0.8 ::t 0.1) 

0.5士 0.3

1.9士 0.5

1.4 ::t 0.2 

2.0 ::t 0.5 

1.3 ::t 0.1 

1.3 ::t 0.3 

1.0土 0.1

03±02) 本

0.9 ::t 0.2 

1.0士 0.] 、1 NS 

0.7 ::t 0.3 

0.6 ::t 0.2、1 NS 

0.7 ::t 0.1 

S2-8-] (0.3 ::t 0.1) 0.8 ::t 0.5¥ 
1 NS 

(Reverse crossing) 0.5 ::t 0.2 ノ

YR Aoba (Cont. Susceptible F I ) 2.6 ::t 0.7 

Akiwase (Cont. Moderate F I ) 

Shutoku (Cont. Resistant FI ) 

1.2 ::t 0.2 

0.2 ::t 0.1 

z) 'Reiho ]-DH' (double haploid line) and ‘Tsumamidori' (F I ) are susceptible cultivars. 

y) Values are means ::t SE (three replications). Disease index: 0-4 (see Fig. 5.) 

x)本 andNS represent significant and non-significant at P = 0.05 respectively， when they are 

compared with disease index ofthe reciprocal crossing by the Wilcoxon rank sum test. 
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種子親に用いた S3系統 (p，)は、系統によって

発病程度に大きな差が認められ、同じ F，品種の後

代でも系統聞によって差が大きく、‘秋徳'後代

(S系)以外の系統については抵抗性程度はあまり

強くなかった。これらの検定結果は、 S3系統の選

抜効果試験(本章第 5節)の結果と符合した。

花粉親 (P2)に用いた‘つまみどり'は感受性を

示し、 ‘麗峰 l号， DH系は‘つまみどり'よりも

やや低い発病を示した。

F，では、両親よりも低い発病を示したものが‘麗

峰 l号 DH系 X ‘S2-2-1' および‘S2-3-1' X 

‘つまみどり'の 2組み合わせで、両親の中間的

な発病を示したものが‘S2-8ァl'X ‘麗峰 1号 DH

系'およびその逆交配と 'NB1-2-2' X ‘つまみ

どり'の 3組み合わせで、両親の弱し、方と同程度

の発病を示したものは‘B2-5-1' X ‘麗峰 1号 DH

系'、 ‘S 2-5-1' X 悟 峰 1号DH系'、 ‘S2+3' 

×‘麗峰 l号 DH系'、 'AO1-3-1' X ‘つまみど

り'および‘B2-4-2' X ‘つまみど り'の 5組み

合わせであった。これら以外の 20組み合わせに

ついては、種子親または花粉親の抵抗性程度が高

い方と同程度の抵抗性を示し、逆交配についても

同様の結果が得られた。

試験 2 F2における抵抗性の遺伝

抵抗性の検定結果を表 34に示した。親系統では

‘S 2-6-2 (p，)'で強い抵抗性が、また‘K1-3-3 

(P2) ，で p，に次ぐやや強い抵抗性が認められた。

‘つまみどり (P3)，の発病株率、発病指数はいず

れも高く、擢病性を示した。 p，X P3のF，は抵抗性

親に近い発病程度を示し、 P2X P3の F，ではやや強

い抵抗性を示す P2と同等の発病が認められた。 p，

X P3の F2はF，と間程度の発病で、あったが、 P2X P3 

の F2では F，よりもやや高い発病が認められた。 F2

における広義の遺伝力は S2-6-2で 0.19、K1-3-3 

で 0.27と低い値であった。

発病指数別に見た株数調査結果では、指数 Oおよ

び 5の個体数が極めて少なかったことから、 6段階

の指数による頻度分布から関与する遺伝子座の数

の推定が困難であることが予想された。指数 lの

個体は根の先端に黒褐変が認められる株を示し、

収穫期における検定であることを加味すれば抵抗

性個体と考えても問題ないと思われた。また、指

数 5の個体は感受性という点では指数 4の個体と

同じである。そこで指数 Oと lを合わせて抵抗性

(R)、2と3を部分抵抗性 (PR)、4と5を感受性

(S)の個体とみなし、各世代別に見た抵抗性の

頻度分布を図 25に示した。

親世代における抵抗性程度別の個体分離は、 p，

で R: PR = 40 : 20、P2で同じく 20: 37、P3で R:

PR : S = 5 : 28 : 27となった。 F，では p，XP3のR:

PR = 27 : 35、同じく P2X P3で、 31: 32、F2で p，X

P3の R: PR : S = 144 : 148 : 10、同じく P2X P3で

113:179:8となった。分離世代の F2では、親世

代の p，や P2、F，で認められなかった発病指数 4

-----5の激しい発病を示す感受性の個体が少数出現

した。

表 34 F2における抵抗性の遺伝

Table 34. lnheritance of resistance in F2 progenies 

Lines z) and cross No.ofplants Disease Disease index Y) 

combination tested (n) incidence (%) Mean:t SE Variance 

P1 S2-6-2 (R)叫 60 38 0.8 :t 0.1 l.l0 

P2 KI-3-3 (PR) 57 72 1.4 :t 0.1 0.79 

P3 Tsumamidori (S) 60 92 3.2 :t 0.2 1.47 

FI (P1 X P3) 62 61 1.4 :t 0.2 1.47 

Fl (P2 X P3) 63 57 1.2 :t 0.1 l.l5 

F2 (P1 X P3) 

F2 (P2 X P3) 

302 

300 

z) Pl> P2: S31ines， P3: Fl cu1tivar 

y) Disease index: 0-5 (see Fig. 11.) 

x) By the Mother's method 

54 

67 

1.3 :t 0.1 

1.6 :t 0.1 

w) Resistant level; R: resistance， PR: partially resistance， S: susceptibility 
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P¥ S 2-6-2 (R) 
z) 

R (0， 1) 

PR (2，3) 
F¥ (P¥ X P3) F2 (P¥ X P3) 

S (4，5) z) z) 

P3 Tsumamidori (S) 

--R (0， 1) 

PR (2， 3) ・・・・E:
1-， Ft(P2XP3) F2 (P2 X P3) 

S (4， 5) 

P2 K 1-3-3 (PR) -R (0， 1) 

PR (2，3) 
O 10 20 30 40 50 y) O 50 100 150 200 y) 

S (4， 5) 

。10 20 30 40 50 y) 

図 25 各世代における抵抗性の頻度分布

Fig. 25. Frequency distribution of resistance in each progenies 

z) Vertical axis (resistant level); R: resistance (disease index 0， 1)， PR: partial resistance 

(disease index 2， 3)， S: susceptibility (disease index 4， 5) 

y) Horizontal axis: number of plants 

考察

選抜した S3系統×感受性品種(系統)の F，では、

多くの組み合わせで抵抗性が強し、方の親と同程度

の発病指数を示し、本病抵抗性はほぼ優性的な遺

伝をしていることが確かめられた。また、抵抗性

系統を雌雄どちらの親に使用しても抵抗性程度が

大き く異なることはなかった。これらの結果から、

今後抵抗性系統の選抜を重ね、固定化を図ってい

くことで本病抵抗性 (VR) 品種の育成が可能と

考えられた。

しかしながら、 一方では両親よりも強し、抵抗性

を示したもの、両親の中間的な抵抗性を示したも

の、両親の弱し、方と同程度の抵抗性を示したもの

が全組み合わせの1/3を占めた。この要因として

は、周辺環境の影響や p，系統が自殖第 3代 (S3)

で抵抗性の固定がやや不安定であることなどが考

えられる。系統が有する本来の抵抗性程度とは異

なった結果が得られた可能性もあることから、}

れらの S3数系統については、更に後代における検

討が必要と考えられた。

F2では、 2組の交配とも感受性親のような激し

い発病を示す個体が少なく、 F，や抵抗性親に近い

発病程度を示した。この結果からはごく小数の主

導遺伝子座の関与が推察されるが、 F2における抵

抗性の分離比が l遺伝子座あるいは 2遺伝子座の

分離の理論比とは一致しなかった。よって、複数

種の遺伝子型個体の分布が重なり合っている可能

性や、 3個以上の遺伝子座の関与も推定された。F，

および F2のみのデータでは正確な分析が望めない

ことから、関与遺伝子座の数の推定には更に抵抗

性の固定度を高めた上で、戻し交雑や F3による検

定が必要と考えられた。
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本検定の親系統には S3系統を用いており、一般

形質の固定にはさらに数世代の選抜と自殖が必要

である。よって、今後の選抜をどのように進める

べきかの判断材料を得るため、広義の遺伝率を求

めたところ、 'S2-6-2'および‘K1-3-3' の2系統

の遺伝率は低かった。この要因として、環境分散

が大きいことが上げられるが、本病では環境分散

を小さくしてゆくことが難しいと考えられる。供

試した抵抗性親の系統でも発病株率は 50%前後と

高く、感受性親にも無発病個体が認められた。本

病は感受性個体に病原菌の強接種を行っても無発

病の個体が得られたり(本章第 5節)、抵抗性の

強い品種でも地床面の菌液接種により高い発病を

示すことがある(本章第 1節)。抵抗性程度の分

離比から関与遺伝子座の数の判定が困難であるの

も、環境変異が大きく遺伝子型間で表現型の分布

が重なることなどによる影響が大きいと思われる。

詳細な遺伝解析は、抵抗性が固定したことを確

認した上で、の再検討が必要で、あるが、環境分散が

大きく、広義の遺伝率が小さいことなどから、あ

る程度抵抗性が固定した S，以降においては、系統

選抜を行うのが適当と考えられた。

第 6章薬剤防除法

キャベツパーティシリウム萎凋病の防除薬剤と

して、クロルピクリン剤のマルチ畦内処理や慣行

処理が有効 l川との報告がある。しかし、群馬県内

材料および方法

の夏秋どり野菜産地で本病の発生が問題となった 試験 1 土壌処理剤の防除効果(接種試験、 1995)

時点において登録薬剤がないことから、効果の高

し、農薬の選定と本病に対する速やかな登録の適用

拡大が課題となった。

ハクサイ黄化病に対しては、クロノレピクリンく

ん蒸剤、ダゾメット粉粒剤、フルアジナム粉剤の

登録がある。中でもクロノレピクリン剤のマルチ畦

内処理は、ハクサイ黄化病の防除効果が高く 113)、

群馬県内でもウドやトマトのパーティシリウム病

に効果的な方法 116)119)として普及している。また、

カーパムアンモニウム塩液剤やカーバムナトリウ

ム塩液剤については、かん水システムを使用した

処理を行い、 V.dahliaeの MSを致死させることに

よってパーティシリウム病の防除が可能であるこ

とがイスラエルで、報告されている 5) 6) 7)刷。しかし、

マノレチを使用しない栽培が一般的なキャベツ栽培

では、クロノレピクリン剤のマノレチ畦内処理法が利

用できないだけでなく、慣行法によって大面積の

圃場を被覆処理することも現実的には困難である。

そこでこれらの土壌消毒剤を中心として、本病

に対する防除効果や後作への効果の持続性を検討

した。また、有効な薬剤については登録拡大に向

けての支援を行う一方、本地域での実用性を念頭

に置いて、薬剤の無被覆処理についての検討を加

えた。

高冷地分場内のコンクリート枠隔離園場におい

て、 1994年にに longisporum(CA 9菌株)のパー

ミキュライト・フスマ培養菌を接種し、キャベツ

の栽培を行った。発病確認後に残誼をすき込み、

翌 1995年に本圃場を用いて薬剤試験を実施した。

ダゾメット微粒剤 2.0kgおよび同 3.Okg • a-I区

は 5月 9日に薬剤を全面散布して耕転後、ポリフ

ィノレムで被覆した。クロノレピクリンくん蒸剤 3.0L

-a-l区も同日、 l穴 3mlX 30cm千鳥、深さ 15cm

にかん注処理し、ポリフィルムで被覆した。いず

れも処理後 14日目に被覆を除去し、ガス抜きを

行った。フルアジナム粉剤 4.0kg.a-I区は 5月 23日

に薬剤を全面散布し、耕転した。

本病に感受性と考えられる‘YRSE' (第5章第

3節)を供試し、播種を 4月 21日、定植を 5月 31

日に行った。施肥および栽培方法は農家慣行とし、

試験区の規模を l区 3rri' (16株) X 4反復とした。

また各試験区の境界にはアゼシートを設置し、他

の試験区の影響を受けないようにした。
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薬害調査は、定植直後から随時肉眼観察によっ

た。発病調査は 8月 10日に実施し、収穫物の球底

部横断面における維管束黒褐変程度を以下の基準

によって指数化し、次式によって発病度と防除価

を算出した。指数 0:黒褐変が認められない、 1: 
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黒褐変がわずかに認められる、 2:黒褐変が1/3"-'

半分程度に認められる、 3:黒褐変がほぼ全体に

認められる。発病度={L: (指数別株数×指数)/ 

(調査株数X3) } X 100。防除価=100 - (処理

区の発病度/無処理区の発病度) X 100。

試験2 土壌処理剤の防除効果(接種試験、 1996)

試験場所、供試品種、栽培方法、用いた病原菌

などは試験 1に同じとし、 1996年に試験した。 5

月 17日にパーミキュライト・フスマ土壌培養菌を

67ml • m-2の割合で試験圃場に全面散布し、土壌

混和接種した。

供試薬剤は、前年の 3剤にカーパムアンモニウ

ム塩 (50%)液剤を加え、各試験区とも 5月 17日

に薬剤処理を行った。ダゾメット微粒剤 3.Okg • a-I 

区、フノレアジナム粉剤 4.Okg • a-I区、クロルピク

リンくん蒸剤 3.OL • a-I区の処理方法は試験 1に

同様とし、カーパムアンモニウム塩液剤 3.0L.a-I 

区は所定量の原液を水で 30倍に希釈し、ジョウロ

で全面散布した後、直ちに耕転して無被覆とした。

ダゾメット微粒剤区、クロルピクリンくん蒸剤区

は、共に薬剤処理後 11日目に被覆を除去し、ガス

抜きを行った。播種は 4月 12日、定植は 5月 29日

に行い、試験区の規模は l区 3rri (16株)の 3反

復とした。

発病調査は 8月 8"-'9日に実施し、結球部(収

穫物)と残澄(茎葉・根部)に分けて維管束の黒

褐変程度を調査した。結球部の調査基準は試験 1

に同じとし、残濯の発病調査基準は 0:黒褐変な

し、 1:根に認められる、 2:茎や下葉に認められ

る、 3:収穫物の切り口まで認められる、の 4段階

とし、発病度を算出した。

また、本試験で、はハクサイ黄化病の感染・発病

を助長するとされているキタネグサレセンチュウ

(Pratylenchus penetrans、以下 pp)'6)阿国)87) の防除

効果を検討した。 6月 6日(定植後 8日目)に各

試験区の畦の 5ヶ所から深さ 15cmまでの土壌を

採取し、これら土壌を混合した後 2つに分け (2X 

3反復/区)、各 20gの土壌を供試してベールマン

ロート法 (72時間分離)により、センチュウ類の

棲息数を調査した。

試験 3 土壌処理剤の後作(ハクサイ、ダイコン)

に対する防除効果(1996) 

試験 2で使用した跡地を利用し、後作として栽

培したダイコンおよび、ハクサイに対する防除効果

を検討した。キャベツの残涯を抜き取ってかたづ

け、畦の形状をそのまま活用して、ダイコン(供

試品種 g達人総太り， )の播種およびハクサイ(供

試品種‘優黄'、 7月 12日播種)の定植を 8月 9日

に行った。試験規模はダイコンが l区 3.0 rri (13 "-' 

16株)の 2反復、ハクサイが l区 3.0rri(10株)

の反復なしとした。ダイコンは無肥料とし、ハク

サイは活着後に N成分で 0.34kg • a-Iの株間施用を

行った。発病調査は各畦の両端株を除外し、両作

物の維管束の変色程度に応じて 0"-'3の指数を与

え、 10月 16"-'17日に実施した。

試験4 土壌処理剤の防除効果(接種試験、 1997)

1997年に高冷地分場内のコンクリート枠隔離

圃場において、 V.longisporum (CA 9菌株)のバー

ミキュライ トフスマ土壌培養菌 100ml• m-2の土壌

接種を行い、表 38の 4剤を供試してその防除効果

を検討した。カーパムアンモニウム塩 (50%)液

剤は 3.0L・a-Iの薬剤を水で 3倍に希釈し、全面散

布後直ちに耕転して無被覆処理とした。カーパム

ナトリウム塩 (30%)液剤は 1穴 6ml、メチノレイ

ソチオシアネート・ D-D油剤およびクロノレピクリ

ンくん蒸剤は l大 3mlのいずれも 30cm千鳥で深さ

15cmにかん注処理し (6.0Lおよび 3.0L・ピの処

理量に相当)、ポリフィルムで、被覆した。薬剤処理

は 5月 20日、被覆除去は 5月 30日に実施し、ガス

抜きを行った。供試品種として感受性の‘涼嶺 41

号'を使用し、播種を 5月 6日、定植を 6月 3日に

行い、試験規模を l区 3rri (16株)の 3反復とし

た。発病調査は図 5に示した指数 0"-'4の 5段階

評価により、 8月 25日に実施した。

試験5 土壌処理剤の防除効果(甚発生圃場試験、

1998) 

実用性の評価を目的とし、嬬恋村大笹の甚発生

圃場において試験 4と同じ薬剤の無被覆処理の防

除効果を検討した。カーパムナトリウム塩 (30%) 

液剤は処理方法を変え、 6.0L.a-Iの薬剤をカーパ

ムアンモニウム塩 (50%) 液剤と同様に水で 3倍

希釈し、全面散布後直ちに耕転した。また、メチ

ルイソチオシアネート・ D-D油剤は薬剤の処理量

を多くし、 l穴4ml• a-I (4. OL • a-I) のかん注処理

を行って鎮圧した。クロルピクリンくん蒸剤は処

理後ポリフィルムで被覆し、それ以外の 3薬剤に
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ついては無被覆とした。 5月 15日に薬剤を処理し、

クロピク区の被覆除去を 5月 22日、全区のガス抜

きを 5月 28日に実施した。試験規模は 1区 16.3 rrf 

の 3反復とし、施肥量を N2.24kg • a-1、栽植密度

を畦幅 45cmx株間 33cmとし、農家慣行法に準じ

た栽培を行った。

供試品種は‘涼嶺 41号'を用い、 4月 22日播種、

5 月 25 日採百・苗冷蔵 (4~5 0C) 、 6 月 l 日出庫

・定植とした。発病調査は 8月 24日で、常法に

より指数o~ 5 (図 11) の 6段階で行い、併せて

薬剤処理前(定植前)、処理後(定植後)、栽培後

に各試験区の土壌を採取し、センチュウの棲息密

度を調査した。

結 果

試験 1 土壌処理剤の防除効果(接種試験、 1995)

結果を表 35に示した。各試験区とも薬害は認め

られなかった。収穫期間近になってから、病徴と

みられる外葉の黄化症状が目立つようになり、そ

の発生割合はフルアジナム粉剤区と無処理区で高

かった。

収穫時の切断部位(結球底部横断面)の発病度

はクロルピクリンくん蒸剤区で最も低く、次いで

ダゾメット微粒剤 3.0kg・a-l区が低い数値を示し、

両試験区の防除価は高かった。ダゾメット微粒剤

2. Okg . a-1区で、は発病株率、発病度共にやや高くな

り、フルアジナム粉剤区は無処理区と同じ高い発

病を示し、防除効果は認められなかった。

試験2 土壌処理剤の防除効果(接種試験、 1996)

供試薬剤処理後のセンチュウ類に対する防除効

果を表 36に示した。試験区内の土壌中にネコプセ

ンチュウ (MeloidogynidaesppJ は確認されず、ピ

ンセンチュウ (ParatylenchidaesppJ の個体数も極

表 35 キャベツパーティシリウム萎凋病に対する土壌消毒剤の防除効果(1995)

Table 35. Control effect of soil disinfectants on Verticillium wilt of cabbage (1995) 

Soil Treatment method Chemical Disease Disease Protective 

disinfectant Quantity. a寸 Ta中 同}ぽy incidencez
) severitv z， y) value兎)

Dazomet 2.0 kg Mulching Not observed 28 ::!: 10 bW
) 14 ::!: 5 44 

Dazomet 3.0 kg Mulching N ot observed 11 ::!: 7 bc 6 ::!: 5 75 

Fluazinam 4.0 kg No N ot observed 52 ::!: 9 a 26 ::!: 5 O 

Chrolopiclin 3.0liter Mulching Not observed 2 ::!: 2 c 2 土 2 94 

Untreated control plot No 50 ::!: 3 a 25 ::!: 

z) Values are means::!: SE (four replications). 

y) Disease index (vascular browning in cross-section for harvesting); 0: no s戸nptom，1: slight， 2: 113 -112， 3: 

over 112. Disease severity = L { (plants with each disease index X each index number) / (number ofplants 

examined X 3) } X 100 

x) Protective value = 100 -(disease severity in each plot/ disease severity in control) X 100 

w) Different letters in the same column represent significant differences by the Steel-Dwass test (P=0.05). 

表 36 センチュウ類に対する土壌消毒剤の防除効果(1996)

Table 36. Control effect of soil disinfectants on nematodes (1996) 

Number of nematodes extracted from wet soil 20 g z) 

Pratylenchid，αe y) Meloidogynidae Paratylenchidae 

0 00  

Soil disinfectant 

(Quantity • a -)) 

Dazomet (3.0 kg) 

Fluazinam (4.0 kg) 

Chrolopiclin (3.0 liter) 

Metham -ammonium (3.0 liter) 

Untreated control plot 

115 

32 

3 

114 

n
u
n
U
A
U
A
U
 

O 

3 

z) Each number indicates mean of six replications. 

y) AIl were identified Pratylenchus penetrans (Cobb root-Iesion nematode). 
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めて少なかった。 しかし、ネ グサレセンチュウ

( Pratylenchus spp.、後に ppと同定)の個体数には

明らかな区間差が認められ、 フルアジナム粉剤区

および無処理区では土壌 20g当たりの PP数が 100

頭以上であったが、ダゾメット微粒剤区およびカ

ーパムアンモニウム塩液剤区では皆無または皆無

に近く、クロノレピクリンくん蒸剤区の個体数も少

なかった。

塩液剤区の発病度も極めて低かった。残撞の発病

度も これら薬剤で低く、高い防除効果が認められ

た。フノレアジナム粉剤区では結球部、残撞のし吋三

れにおいても無処理区と同等の高い発病度を示し、

防除効果は認められなかった。

試験 3 土壌処理剤の後作 (1、クサイ、ダイコン)

に対する防除効果 (1996)

収穫期の発病調査結果を図 26に示した。ダゾメ

ット微粒剤区と クロルピクリンくん蒸剤区では結

球部の発病が認められず、カーパムアンモニウム

ダイ コン ・ハクサイの初期から中期の生育は順

調であったが、収穫期近くになってフルアジナム

粉剤区および無処理区のハクサイで外葉の黄化が

著 しく、黄化病特有の外部病徴が認められた。収

Soil disinfectant (Quantity . a -1 ) 

Dazomet (3.0kg) 

Fluazinam (4.0kg) 

Chrolopiclin (3.0 liter) 

Metham・ammonium(3.0 liter) 

Untreated control plot 

O 

臼Cross-sectionpart for harvesting z) 

ra Residue part Y) 

20 40 60 80 

Disease severity x) 

100 

図 26 キャベツパーティシリウム萎凋病に対する土壌消毒剤の防除効果(1996)

Fig. 26. Effect of soil disinfectants on Verticillium wilt of cabbage (1996) 

z) See table 35 about disease index. 

y) Disease index of residue part (degree of symptom advancement in vascular bundle); 0: no symptom， 

1 : in root， 2: to stem and under leaf， 3 : to cross-section for harvesting 

x) Values are means of four replications. See table 35. 

表 37 後作物の発病に対する土壌消毒剤の防除効果 (1996)

Table 37. Control effect of soil disinfectants on the disease of succeeding crops (1996) 

Soil disinfectant 
] apanese radish Chinese cabbage 

Disease Disease Protective Disease 

(Quantity . a -1 ) incidence z) severitv z， y) valuex
) incidence z) 

Dazomet (3.0 kg) 15 6 b w) 87 33 

Fluazinam (4.0 kg) 80 49 a O 100 

Chrolopiclin (3.0 liter) 36 12 b 75 13 

Metham‘ammonium (3.0 liter) 33 15 b 68 38 

Untreated control plot 60 47 a 100 

z) Values are means. 

y) Disease index (vascular browning); 0: no symptom， 1: slight， 2: moderate， 3: heavy 

See Table 35 about disease severity. 

x) See Table 35. 

Disease 

severityZ， y) 

8 b w) 

92a 

13 b 

25 b 

96 a 

Protective 

valuex
) 

91 

4 

87 

74 

w) Different letters in the same column represent significant di仔erencesby the Steel-Dwass test (P= 0.05). 
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穫期の発病調査結果 (表 37) から、 ダイコ ン ・ハ

クサイ共にダゾメッ ト微粒剤区、 クロル ピクリン

くん蒸剤区、カーパムアンモニウム塩液剤区で防

除効果が高 く、フルアジナム粉剤区で無処理区と

同程度の発病を示 した。これらの結果は前作のキ

ャベツの場合と 同じであり、 秋作まで薬剤処理効

果が維持されたことを確認 した。

試験4 土壌処理剤の防除効果(接種試験、 1997)

収穫間近になってから、無処理区において外葉

の黄化症状 (外部病徴)が急激に発現し、達観で

も無処理区の黄化程度が目立って高くなった。発

病調査結果(表 38) で無処理区の発病株率は 100

%とな り、 発病指数も極めて高い数値を示したこ

とから、多発条件であったことは明らかである。

このような厳しい発病条件の中で、クロルピク

リンく ん蒸剤区およびカーパムアンモニ ウム塩液

剤区の維管束発病(内部病徴)は著 しく軽減され、

外葉の黄化も極めて少なく、高い防除価が認めら

れた。次いでメチルイ ソチオシアネート.D-D油

剤区の防除効果が高かったが、カーパムナト リウ

ム塩液剤区では他剤に比較 してやや防除効果が劣

った。

試験 5 土壌処理剤の防除効果(甚発生圃場試験、

1998) 

試験4と同様に、外葉の黄化症状は収穫間近に

なってから急激に発現した。 前年度に本病が甚発

生した圃場において試験を実施したこ とから、発

病調査結果で無処理区の発病株率が 90%近くにな

り、平均発病指数も 3程度の多発条件で、あった (表

39)。

クロルピクリンくん蒸剤区は防除効果が最も高

く、キャベツの生育も良好であった。カーパムア

表 38 キャベツパーティシリ ウム萎凋病に対する土壌消毒剤の防除効果 (1997，接種検定)

Table 38. Control effect of soil disinfectants on Verticillium wilt of cabbage (1997， Inoculation test) 

Treatment method Disease 
Soil disinfectant 

Quantity . a -I incidence z) Tarp 

Metham・ammonlUm 3.0 liter No 31 ::t 3 

Metham-sodium 6.0 liter Mulching 75 ::t 10 

MIT'D-DV
) 3.0 liter Mulching 62 ::t 9 

Chrolopiclin 3.0 liter 恥1ulching 37 ::t 6 

Untreated control plot No 100 ::t 。
z) Values are means ::t SE (three replications). 

y) Disease index (degree ofvascular browning): 0-4 (see Fig. 5.) 

x) See Table 35. 

Disease index z， y) 
Protective 

valuex
) 

0.9 ::t 0.1 cw) 73 

2.2 ::t 0.5 b 33 

1.6 ::t 0.5 bc 52 

0.7 ::t 0.1 c 78 

3.3 ::t 0.1 a 

w) Different letters in the same column represent significant differences by the Steel-Dwass test (P = 0.05). 

v) MIT. D-D: Methylisothiocyanate' D-D 

表 39 キャベツパーティ シリウム萎凋病に対する土壌消毒剤の防除効果 (1998，圃場検定)

Table 39. Control effect of soil disinfectants on Verticillium wilt of cabbage (1998， Field test) 

Treatment method Disease 
Soil disinfectant 

Quantity・a-1 Tarp incidence z) 

Metham -ammonium 3.0 liter No 68 土 7

Metham -sodium 6.0 liter No 69 ::t 6 

MIT'D-DV
) 4.01iter No 76 ::t 4 

Chrolopiclin 3.0 liter Mulching 30士 9

Untreated control plot No 89 ::t 6 

z) Values are means ::t SE (three replications). 

y) Disease index (degree ofvascular browning): 0-5 (see Fig. 11.) 

x) See Table 35. 

Disease index z， y) 
Protective 

valuex
) 

1.8 ::t 0.1 cw) 38 

1.8 ::t 0.2 bc 38 

2.3 ::t 0.2 abc 20 

0.5 ::t 0.2 d 82 

2.9 ::t 0.2 a 

w) Different letters in the same column represent significant di仔erencesby the Steel-Dwass test (P = 0.05) 

v) MIT'D-D・Methy 1 isothi ocyanate・D-D
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表 40 センチュウに対する土壌消毒剤の防除効果(1998)

Table 40. Control effect of soil disinfectants on nematodes (1998) 

Number of nematodes extracted企omwet soil15 gY) 

Soil disinfectant z) 
Pratylenchidae (Pratylenchus penetrans ) Meloidounidae x) 

Before the After the After the Before the After the After the 

treatment treatment cultivation treatment treatment cultivation 

Metham -ammonium 13 O 

Metham -sodium 14 O 

M汀・D-D 19 2 

Chrolopiclin 10 O 

Untreated control plot 14 13 

z) See Fig. 39 about treatment method and the quantity. 

y) Each number indicates mean often replications. 

x) /: not examined， +: under 1 

ンモニウム塩液剤区およびカーパムナトリウム塩

液剤区では、無処理区に比較して発病株率、発病

指数共に小さくなったが、クロルピクリンくん蒸

剤区との比較ではやや防除効果が劣った。メチル

イソチオシアネート・ D-D油剤区では若干の防除

効果が認められたものの、無処理区との比較で統

計上の有意差はなかった。

センチュウ類の調査結果(表 40) により、供試

圃場ではネコプセンチュウの棲息密度が低く、キ

タネグサレセンチュウ (pp)密度が高いことが明

らかになった。供試薬剤 4剤のすべてが、センチ

ュウ類に対して高い防除効果を有していた。しか

し、キャベツの栽培後には全薬剤処理区において、

程度に差があるものの pp密度の回復や急激な増加

が認められた。

考 察

一連の薬剤試験結果をまとめると、クロノレピク

リンくん蒸剤処理の防除効果は常に高く、安定し

ていた。次いでダゾメット微粒剤 3.Okg ， a-1の被覆

処理やカーバムアンモニウム塩液剤 3.0L・a-1の 3

倍(または 30倍)希釈・無被覆処理の効果が高く、

実用的な防除効果が得られた。これら薬剤は後作

のダイコンやハクサイのパーティシリウム病防除

効果が高く、秋作まで薬剤の処理効果が維持され

たことを確認した。 しかし、薬剤の処理量を少な

くしたダゾメット微粒剤 (2.Okg ， a-1) の被覆処理

では効果が劣った。カーパムナトリウム塩液剤は

/ O + 

+ O O 

25 O 

15 O + 

179 + + 

点注入の被覆処理で効果が劣り、 6.0L ' a-1の 3倍

希釈・無被覆処理で実用的な防除効果が認められ

た。メチノレイソチオシアネート・ D-D油剤は 3.0L

.a-lの点注入被覆処理で若干の防除効果を認めた

が、処理量を多くした (4.OL ' a-1) 点注入の無被

覆処理では防除効果が劣った。また、ハクサイ黄

化病に登録のある フノレアジナム粉剤については、

本病に効果が認められなかった。これら供試薬剤

の中で、フルアジナム粉剤以外の薬剤はセンチュ

ウ類の防除薬剤としても登録があり、特にキタネ

グサレセンチュウ密度の低下に効果が高かった。

実用的な防除効果が確認された 3剤については、

その後本病に対して農薬の適用拡大が行われ、夕、、

ゾメット微粒剤 2.0'"'-'3. Okg ， a-1の散布土壌混和

(被覆または無被覆処理)、カーパムアンモニウ

ム塩液斉IJ3. OL ・alの 3倍希釈土壌全面散布・混

和(被覆または無被覆処理)、カーパムナトリウム

塩液剤 6.0L・a-1の 3倍希釈土壌全面散布・混和

(被覆処理)が防除に利用できることとなった。

しかし、大面積の圃場をポリフィルムなどで被覆

することは作業的・経済的に負担が大きく、実用

面での問題を残している。この点、カーパムアン

モニウム塩液剤は薬剤処理後の被覆が不要であ

り、しかも毒性が土壌消毒剤には珍しい普通物で

あることなどから、本圃で用いる薬剤として実用

性が高いと考えられる。同じカーパム系の薬剤で

も、カーパムナトリウム塩液剤は原液の使用量が

多く_，3倍希釈すると 18L'a-1
の処理量が必要と

なり、さらに処理後の被覆が欠かせない条件とな
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ることなどから、大面積圃場では使用しにくい。

また、ダゾメット微粒剤の無被覆処理については

未検討であるが、本病を対照とする場合には防除

効果の点から被覆が必要と恩われる。したがって、

薬剤処理後の被覆が前提となるクロルピクリンく

ん蒸剤やカーバムナトリウム塩液剤、ダゾメット

微粒剤などは、小面積で確実な防除効果を得たい

育苗床の消毒などに向いていると考えられる。

無被覆で本病の高い防除効果が期待できるカー

パムアンモニウム塩液剤は、根こぶ病との同時防

除が可能であり ω刷、注入処理でなく土壌全面に

散布して直ちに混和処理するところに大きな特色

がある。小林ら臼}は圃場での大規模処理を目的に、

カーパム剤の土壌処理機を開発した。本処理機は

薬剤と水を別々の容器で搭載して自動で希釈を行

い、 トラクタの旋回時には油圧でロータリ一作業

機を持ち上げる通常の操作によって、薬剤散布も

自動的に停止するよう設計されている。 10アーノレ

当たり 30分程度といった短時間での処理が可能で、

今後農機具メ ーカーを通じて市販される見込みで

ある。このような簡便な処理機と、被覆が不要な

カーパムアンモニウム塩液剤の使用により、大面

積圃場での効率的・効果的な薬剤防除が期待でき

る。

第 7章総合考察

本研究は、群馬県嬬恋村を中心とした夏秋どり

高原野菜産地で発生したキャベツパーティシリウ

ム萎凋病の発生生態を解明し、防除対策を確立す

ることを目的としたものである。最終章では第 1

章から第 6章で取りまとめた検討結果の枠を越え

て、本地域における発生の特徴や発生状況に応じ

た対策について総合的に検討し、今後の抵抗性育

種について取りまとめた。

1 本地域におけるキャベツパーティシリウム萎

凋病の発生の特徴

多犯性の Verticillium属菌によ って引き起こされ

るパーティシリウム病が、キャベツにも発生する

ことは古くから知られていたが、これまで国内外

でその被害はほとんど問題となっていなかった。

嬬恋村を中心とする群馬県の夏秋どりキャベツ産

地で、初発生を確認した 1993年以降、毎年倍増ベ

ースでその発生面積が拡大し、産地維持に大きな

脅威となっ・たことの背景について考察 した。

本病の発生が問題となった要因として、本地域

で栽培されていた品種の影響が大きかったと考え

られる。キャベツのような葉菜類は栽培期間が短

いため、品種選択が収量や品質に大きな影響を及

ぼす。本地域では高冷地の夏秋どり作型に適し、

大規模栽培を行う上で都合の良い特徴を持った品

種の導入が進んだ。その結果、抽台しにくく耐暑

性が強い、扇平球で箱詰めしやすい、結球揃いが

良く一斉収穫に都合が良い、裂球しに くく収穫適

期が長いといった特徴を有するサクセッション群

の形質を受け継ぐ F，品種を中心とした品種構成に

なっていた。この品種群のキャベツは遺伝的に本

病に感受性であることが明らかとなり、このよう

な品種の栽培割合が極めて高かったことが被害に

直結したと考えられる。圏内の他産地では、本病

に抵抗性を有する愛知夏蒔群や中野早生群の形質

を受け継ぐ品種の栽培割合が高く湖、ハクサイ黄化

病の発生地域でもキャベツでの発病はほとんど問

題となっていない。このような実態は、本病の発

生に及ぼすキャベツ品種の影響力が極めて大きい

ことを顕著に示していると考えられる。

本産地は耕地が標高 700~ 1， 400m地帯に広が

り、年平均気温は 8
0

C前後と涼しく、関東地方に

在りながら北海道の札幌に似た気象を示す地域で

ある。このため、 3月から 5月にかけての育苗を

寒高冷地の地元で行うことは条件的に不利であり、

早春育苗は一般に県内や隣接する長野県内の平坦

地に借地して行われている。そのほとんどが地床

育苗であって、セル成型苗の利用は極めて少ない。

このことは育苗作業を大幅に省力化し、揃った百

を選別して機械定植することで、規模拡大や一斉

収穫に結び付ける技術の特徴になっているが、一

方で本病による被害の拡大を招いた要因になった

と推察される。ハクサイ黄化病の発生圃場での育

苗や機械作業を通じて、 Verticillium菌に感染した

苗や汚染土壌を持ち込んだり、根の損傷程度が大
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きい地床苗定植によって、被害の拡大を招いたと

考えられる。

ノくーティシリウム病は、一般には夏期高温時に

一時発病が停滞するとされるが、本地域ではむし

ろ 8"-'9月を中心とする盛夏期に本病の発生が多

かった。また、病名に付されている「萎凋」症状

は、キャベツやカリフラワー、ブロッコリーなど

のキャベツ類 (Brassicaoleracea L.)では観察され

なかった。病名は必ずしも症状を表すとは限らな

いが、国内外でキャベツの病徴として萎凋が報告

されていることから同制刷、萎凋しないことは本

地域に特有のこととも考えられる。これまでの知

見と異なる盛夏期の発病や、病徴に萎凋を伴わな

いといった発生生態は、高冷地の夏期冷涼で降雨

の多い気象条件や、保水性の高い土壌条件などの

環境要因と、キャベツ類が有する葉や維管束の形

態的特徴の影響によるところが大きいと考えられ

た。

一連の研究結果に共通する大きな特徴として、

キャベツの生育が良好なほど発病程度も高かった

ことがあげられる。栽培時期では、定植から最も

短期間で収穫期に達する 8"-'9月どりの作型で発

病が激しく、一斉収穫したキャベツ個体聞の比較

では、結球重の大きい個体ほど、発病程度が高かっ

た。また、地床苗とセル成型苗定植の比較で、は、

生育が良好な地床苗定植で発病の高い傾向が認め

られ、センチュウ防除薬剤を処理した場合でも、

結球重で勝る薬剤処理区の発病程度が高かった。

これらの結果は、生育が良好で結球部の肥大が良

好なものほど被害が大きくなりやすいことを示し

ており、擢病することで生育抑制がおこる他の病

害とは大きく異なる点である。特に、本病は生育

中期以降急激に発病程度が高まる傾向が顕著であ

った。生育中期以降の生育ステージでは組織の感

受性が高まったり、また生育が良好となる条件下

では、根群の発達によって感染部位が増大し、更

に根から侵入した病原菌(分生子)が道管流に乗

って上位組織へ移動・進展する速度が速まったり

することで、急激に発病程度を高めるように作用

していると考えられた。

2 未発生圃場における本病の侵入防止対策

本病の未発生圃場では、いかにしてこの難防除

土壌病害の侵入を防止するかが防除対策の基礎と

なる。本病の病原菌を土壌接種した苗床で育てた

キャベツ苗を健全圃場に定植した場合、春まきで

定植後 33日、晩春まきで定植後 21日目には一部

の株に維管束発病が認められ、収穫時には中程度

の発病を示した。地床苗の利用が多い本地域のキ

ャベツ栽培では、春先の育苗を近隣の平坦地域に

借地して行なうのが一般的であるが、借地圃場の

発病履歴などに注意が払われないことが多い。キ

ャベツの地床育苗は春まきで 40"-' 50日、初夏ま

きで 30日前後の在圃日数を必要とする。このため、

育苗中に苗感染する危険性は高く、感染百の定植

により健全圃場に本病が侵入する可能性は大きい。

育苗圃場の選定には十分な注意を払う一方、健

全苗の養成に向けて育苗床の土壌消毒を実施する

ことが重要で、ある。カーバムアンモニウム塩液剤

は無被覆でも高い防除効果が認められたが、特に

地温の低い春先はガスの拡散を良好にし、苗床で

の防除効果を確実なものとしなければならない。

したがって、育苗床の消毒は無被覆でなく、登録

薬剤を用いた被覆処理が望ましいと考えられる。

未発生圃場では、キャベツ苗と共に輪作作物か

ら病原が持ち込まれる可能性がある。特に木地域

では、ジャガイモやウドなどの栄養繁殖性の作物

が主要な輪作作物として栽培されており、これら

作物からは本病の病原菌である Verticilliumlongi-

sporumおよび V.dahliaeの両種が分離された。種芋

や種株の選定に十分留意し、増殖時における芋の

切断や種株分割時に、維管束の変色したものを除

くなどの配慮が必要である。

定植後の閏場では、初期発病を見逃さないこと

が重要になる。発病程度が軽い時には外部病徴が

はっきりしない場合が多く、収穫時に切断した結

球底部の横断面に維管東の変色がなし、か確認を行

い、特に外葉の黄化が発現しにくい春系や春系の

形質を受け継ぐ品種、ボール系の品種などに注意

して、これら品種では時々茎や根を縦に切断し、

維管束の変色の有無を確認する必要がある。

3 侵入初期圃場における防除対策

発生の初期段階は、どのような対処をするかに

よってその後の被害を軽減したり、あるいは被害

の拡大を招いたりする重要な分岐点と言える。本

病の病原菌は根から侵入し、維管束の黒褐変とい

った内部病徴を発現する。ダイコンやカブなどの
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根菜類は、軽度の発病であっても商品とする部分

が直接被害を受けるため、商品としての価値を損

なうことに直結する。しかし、キャベツの場合は

根や茎に維管束発病が認められても、商品となる

結球部の肥大への影響はほとんど認められない。

したがって、キャベツでは根や茎の下部維管束に

変色が見られる程度の軽度の発病では直接的な被

害がなく、結球部にまで変色が至るようなレベル

にまで病原菌密度を高めないことが重要である。

圏内で一般に流通している FI品種の抵抗性検定

により、本病に対する抵抗性には大きな品種問差

異のあることが確認された。抵抗性の最も強し、グ

ノレープには‘秋徳、'や‘YR藍宝' ‘YR美貌'など

の川崎系と称される品種が多く、次いで‘彩ひか

り' ‘YR錦秋強力 152' ‘金系羽l号' ‘郷ひかり'

‘YR506' など、愛知夏蒔群や中野早生群の形質を

受け継ぐ品種が含まれていた。これら品種は、本

病の甚発生圃場においても根の一部に維管束黒褐

変が認められる程度で、 90~ 100%の販売可能株

率を示した。したがって、本病の侵入初期圃場で

はこれら抵抗性の強し、品種を選んで栽培を行うこ

とが必要である。

栽培時期別では、品種抵抗性の強弱に関わらず、

本病は夏秋どりキャベツの収穫期間中 (7~ 10月)

に発生し、特に 8~9 月どり(盛夏期収穫)の作

型で、発病程度が高かった。高冷地の盛夏期はキャ

ベツの生育や病原菌の生育に好適な気温条件とな

っており、さらにこの時期に急速に発病程度が高

まりやすい収穫期が重なることにより、 8~9 月

どりの被害が高くなると考えられた。本病の発生

畑や発病が懸念される圃場では、収穫時期を出荷

の初期 (7月)あるいは終期 (10月)にずらした作

型とすることで、被害の回避や軽減を図ることが

可能である。

定植時に根がむき出しになっている地床苗定植

に比べ、培養土で根が覆われ、定植時の植え傷み

が少ないセル成型苗の利用により、初期発病を軽

減できることが明らかになった。また、本病の場

合は生育が良好で、結球部の肥大が良い株ほど発

病程度も高くなる傾向が顕著に認められた。収穫

期に入ったキャベツは早めの収穫を心掛け、急激

な生育促進に結びつく多肥栽培を避けることなど

が重要である。

発病を認めた圃場では、収穫後のキャベツ残澄

を圃場外に持ち出すことが理想、であるが、実際に

は不可能に近い。そこで、擢病残漬上に石灰窒素

8. Okg • a-Iを散布し、直ちに耕転を行うことによっ

て翌年の被害を高めない程度の防除効果が期待で

きる。

本病の主要な病原菌である v.longisporumは、

キャベツ以外にも同じアブラナ科のハクサイ、ダ

イコン、カリフラワ一、ブロッコリー(一部品種)

などの輪作作物や、雑草のスカシタゴボウに強い

病原性を示した。特に、ハクサイやダイコンはキ

ャベツよりも感受性が高いと考えられ、これら作

物の感染によって圃場における病原菌密度を高

め、主要作物のキャベツに大きな被害をもたらす

要因となりやすい。本地域で初発生が確認された

嬬恋村大笹吹上地区や長野原町応桑地区では、実

際に輪作作物として栽培されたハクサイやダイコ

ンに黄化病やパーティシリウム黒点病の被害が発

生し、これによりキャベツの発病程度を高めた可

能性がある。キャベツと同じ Brassicaoleraceaグソレ

ープに属するカリフラワーやプロツコリー(一部

品種)についても、ハクサイ・ダイコンなどと同

様に V.longisporumに対して感受性を示したが、

萎凋が現れにくい特徴を有していた。したがって、

両種作物は春系タイプのキャベツなどと同様に、

外部病徴だけで発病の有無を判断してはならない

と考えられた。非アブラナ科作物のジャガイモ、

ベニバナインゲン、ウドなどからは、これまで病

原として記載のないに longisporumが分離された。

V. longisporumはこれら作物に激しい病徴を示さな

いので、発病が見逃されている可能性が高いと判

断された。また、 V.longisporumの宿主植物である

雑草のスカシタゴボウは、本地域の優先雑草の一

種であり、本病の伝染源となっている可能性があ

る。

もう一方の病原菌 V.dahliaeについては、キャベ

ツをはじめとするアブラナ科作物に広い寄生性を

有し、菌群(菌系)には関係なく中程度の病原性

を示した。一方、非アブラナ科作物のジャガイモ、

ベニバナインゲン、ウド、景観形成作物や緑肥 と

して導入されているコスモス、雑草のスベリ ヒユ

などに対しては強い病原性を有 していた。

両種の病原菌は、現地圃場では混在している場
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合も多く、発病圃場に栽培したアブラナ科作物や

非アプラナ科作物の異なる個体または同一個体か

らは、それぞれ両種が分離された。これらのこと

から、 V.longisporumおよび V.dahliaeは混在条件

下でもそれぞれの種に固有の寄生性を示している

と考えられ、本病の発生を認めた圃場でl土曜病し

やすいキャベツや輪作作物のハクサイ、ダイコン、

カリフラワ一、ブロツコリー(一部品種)、ジャ

ガイモ、ベニバナインゲン、ウドなどの作付けを

控え、またスカシタゴボウやスベリヒユなどの雑

草防除を徹底することが必要である。

一方、本病の発生圃場で栽培可能な経済作物が

見当たらない中にあって、キャベツの抵抗性品種

と同様に、ブロッコリーの中に強い抵抗性を持っ

た実用的な品種があることが確かめられた。‘緑

嶺'‘緑笛'‘グリーンパラソル， Pinacle'などの

品種は、甚発生圃場においてもキャベツ品種‘秋

徳'と同程度の強し、抵抗性が認められた。また、

これら品種よりもやや発病程度は高かったが、‘直

緑 93号'‘緑帝'‘ Premiumcrop' などの品種も実

用的な抵抗性を有すると考えられた。これら品種

は高冷地での夏秋どり適応性も高いことから、発

病圃場でも栽培可能な貴重な経済作物になると考

えられた。

接種試験により、キャベツの擢病残涯と共に収

穫後の新鮮なブロツコリー残澄をすき込んだ場合

には、擢病残壇上に石灰窒素を散布してすき込ん

だ場合と同等の防除効果が認められた。ブロッコ

リーの細胞組織中に含まれるグルコシノレートの

加水分解によって生成された揮発性の殺菌性合成

物、アリルイソチオシアネート (AITC) などの作

用によるものと考えられる。ブロツコリーは収穫

後の残誼についても、すき込みによって本病の防

除に活用できる可能性がある。

4 甚発生条件下における防除対策

ポットを用いた V.longisporumの微小菌核接種

試験により、本病の発病は 103~ 10'個・乾土 g-lで、

急激に発病程度が高くなった。しかし、本病の発

病にはキャベツの生育の良し悪しが大きく影響し

ていると推測されたことから、ポットによって根

域が制限された条件ではキャベツの生育が抑制さ

れ、実際の圃場より発病程度が低くなっている可

能性が高い。圃場では試験で得られた微小菌核密

度よりも低い密度で、激しい発病を引き起こして

いると考えられた。

このような甚発生条件下でも栽培に支障がない

経済作物は、抵抗性程度の高いキャベツやブロツ

コリーの一部品種(前述)や、病原菌の寄生を受

けても被害が問題にならないと考えられるレタ

ス、寄生を受けないスイートコーンなどに限定さ

れる。休作する場合にはソルゴ一、スダックス、

野生種エンバクなどの緑肥作物の栽培が適当と考

えられる。

甚発生圃場の放置は隣接圃場などへの本病の伝

染源となりやすく、輪作しても短年度で菌密度が

低下する保証がないため、薬剤散布によって積極

的に菌密度の減少を図ることが望まれる。

防除薬剤としては実用的な効果が認められ、後

作への効果も確認された本病登録薬剤のダゾメッ

ト微粒剤、カーパムアンモニウム塩液剤、カーパ

ムナトリウム塩液剤およびアブラナ科野菜に登録

のあるクロルピクリンくん蒸剤の 4剤の利用が可

能である。しかし、本地域は大面積の傾斜圃場が

多く、薬剤処理時の春先には風の強い日が多いこ

と、大面積圃場を処理するには被覆資材の購入な

どで経済的な負担が大きく、作業能率面でも問題

があることなどを考慮すると、実際には被覆が必

要な薬剤処理は敬遠される可能性が高い。大規模

闘場での薬剤処理は、無被覆での登録があるカー

パムアンモニウム塩液剤を用い、開発された市販

予定の土壌混和処理機を利用することが実用的と

思われる。

5 キャベツの発病への影響が小さかった要因に

ついて

多くの作物で、パーティシリウム病の感染 ・発病

を助長する要因となっていることが指摘されてい

るセンチュウ類について検討した結果、本地域の

キャベツ連作圃場からは土壌 150g中に約 800~ 

4，600頭という極めて高密度のキタネグサレセン

チュウ (pp)が分離された。キャベツはppの好適

宿主作物と考えられ、薬剤によって pp防除を行う

ことで、キャベツの生育は良好となったが、逆に

本病の発病程度を高める結果となった。土壌中の

pp密度が高いとキャベツの生育に悪影響を及ぼす

が、本病の甚発生条件下では感染・発病に対する

ppの影響は小さく、キャベツの生育の良し悪しが
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本病の感染 ・発病に大きな影響力を有していると

考えられた。発病に及ぼす ppの影響は恒常的な

ものではなく、周辺環境によって変動すると考え

られた。

ハクサイ黄化病では、根こぶ病の防除薬剤とし

て用いられている PCNB粉剤が発病を助長するこ

とが明らかにされている。接種試験と甚発生圃場

を用いた試験により、各種根こぶ病防除薬剤につ

いて発病との関係を検討したが、キャベツでは根

こぶ病防除薬剤の発病への影響は小さいと考えら

れた。

嬬恋村に分布する代表的な腐植質表層土壌(黒

ボク土)と非腐植質下層土壌(黄褐色土壌)につ

いて、発病への影響を検討した結果、下層の黄褐

色土壌で若干の発病抑制効果が認められた。黄褐

色土壌は根こぶ病の発病抑止土壌として知られる

が、本病に対する抑止力は小さく、収穫間近にな

ってからの急激な発病が問題となる本病では、現

場での活用にも難点があると考えられた。

6 抵抗性育種について

抵抗性育種を効率的に進めるためには、簡易か

っ安定した早期検定法の確立が重要である。様々

な作物で行われている抵抗性の検定法の中から、

ハクサイ黄化病で用いられていたジフィー 9の使

用による早期検定法に着目し、この代用としてセ

ル成型苗を用い、 106~ 1O7 ・ mr' 濃度の菌体懸濁液

に浸根接種し、 30~ 40日後に発病程度を調査する

早期検定法を考案した。しかし、本方法は検定作

業に手聞がかかり、次世代の採種用個体とするた

めに切除されなかった組織中の発病が見逃された

り、選抜個体が採種に至らず枯死してしまう場合

があるなど、不都合な点が多かった。そこで医療

用の X線造影剤を検定株の根から吸収させ、 CT

装置による撮影画像から擢病個体と健全個体(抵

抗性素材)を識別する非破壊的な検査手法を検討

した。これらの検定法は有効ではあるが、実用に

供するには更なる検討が必要であり、より完成さ

れた抵抗性検定法の開発が望まれる。

本病に対する品種抵抗性について検討した結果、

・国内では愛知夏蒔群から育成された‘川崎()11崎

早生)，と遺伝的に近い系統に強し、抵抗性が受け

継がれていることを確認した。 ソ11崎'系の F，品種

は低温に敏感で芯が伸びやすく、低温や生育期の

ストレスによって葉にアントシアンを発現しやす

い特徴を有する。このため高冷地での早まきに適

さず、盛夏期以降の収穫に向いた品種と言える。

また、春系と称される中野早生群の形質を受け継

ぐ品種にもやや強い抵抗性が認められたが、これ

ら品種は秋まき性の極早生タイプで、低温には鈍

感で抽台しにくい。このため高冷地では早まきま

たは遅まきに適しており、盛夏期の収穫には向い

ていない。現状では 8月を中心とする盛夏期に収

穫可能な抵抗性の強い品種が見当たらず、この時

期の栽培に適した抵抗性品種の作出が望まれる。

抵抗性を示す育種素材を求めて、国内外の多数

のキャベツ品種やキャベツ類の本病抵抗性を検定

したが、完全抵抗性を示す素材は皆無であり、 F，

品種の‘秋徳、'や‘YR藍宝'以上の抵抗性を示す

素材も見当たらなかった。これら品種は、 2種の

病原菌が混在する本病の甚発生圃場でも、実用的

に十分な抵抗性を示した。したがって、本病の抵

抗性育種は両品種と同程度、あるいは両品種に近

い抵抗性を持った品種の育成が目標になると考え

られる。素材的にも愛知夏蒔系(し、わゆる寒玉)

と中野早生系(し、わゆる春系)といったタイプの

異なる品種群に抵抗性素材を求めることができる

ため、抵抗性を有する 8月どり品種の育成は可能

と考えられた。

抵抗性を示した F，品種や固定品種の自殖と選抜

を繰り返した結果、選抜系統は自殖第 4代 (s.)で

ほぼ安定した抵抗性を示した。 S3の選抜抵抗性系

統と感受性系統を両親とした仮交配を行い、その

F，および F2の抵抗性を検定した結果、 F，では多数

の組み合わせが抵抗性親とほぼ同等の抵抗性を示

し、 F2でも抵抗性親や F，に近い抵抗性の表現型を

示した。詳細な遺伝解析は、抵抗性が固定したこ

とを確認した上での検討結果によらねばならない

が、環境分散が大きく、広義の遺伝率が小さし、か

ったことから、ある程度抵抗性が固定した&以降

においては、系統選抜を行うのが適当と考えられ

た。

アブラナ科野菜のパーティシリウム病抵抗性育

種は、これまでハクサイを除いてほとんど未着手

の状態であった。 しかし、同種植物に抵抗性素材

が見当たらないハクサイの場合と異なり、キャベ

ツでは国内の複数の品種群に抵抗性を有する素材
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のあることが確認された。したがって、キャベツ

では今後急速に抵抗性育種が進む可能性を秘めて

いる。抵抗性育種の実用性を高めるためには、一

部品種群に限られている抵抗性素材を有効に活用

し、様々な時期に栽培可能な、あらゆるタイプの

キャベツに抵抗性を導入してゆくことが必要であ

摘

群馬県の嬬恋村を中心とする夏秋どり野菜産地

において、県内では未発生であったキャベツパー

ティシリウム萎凋病の初発生が 1993年に確認され

た。キャベツ産地で、は萎黄病、根こぶ病に続く第3

の難防除土壌病害となる可能性が高まり、早急な

防除対策の確立が求められた。本病は北米(アメ

リカ、カナダ)や国内産地(北海道、長野県)で

発生報告が見られるが、詳しい研究事例がなく、

不明な点が多い。そこで本研究は、県内の高原野

菜産地に発生した本病の発生生態を解明し、防除

対策を確立することを目的として実施した。各種

の研究結果から、章別に以下のような知見を得た。

第 1章では、病徴と病原菌の形態的特徴につい

て検討した。外部病徴を観察した結果、発病株で

は多くの品種に外葉の黄化を認めたが、激しい発

病株でも黄化症状を示さない品種が一部にあっ

た。萎凋は病名にも採用されているパーティシリ

ウム病に特有の病徴であるが、本地域のキャベツ

発病株ではほとんど萎凋が見られなかった。その

要因として、作物の形態的な特徴や高標高地域の

気象条件、土壌条件などの影響が考えられた。抵

抗性の強い品種では、外葉にアントシアンの発生

が認められたが、本症状は水分吸収が阻害された

ことなどによるストレスが原因と考えられた。内

部病徴としては、根・茎・葉・結球部などの維管

束に、激しい黒または黒褐変が観察された。本病

に対する抵抗性程度には大きな品種間差異が認め

られ、病徴にも品種間差異があることから、外部

病徴のみによって発病の有無を判断できないと考

えられた。

キャベツの発病株から分離した本病の病原菌

Verticillium longisporum は、 PDA培地上のフィアラ

イド数が 1"-' 3本と少なく、細長い分生子(長径

る。キャベツでは、防除が難しいと考えられてい

た萎黄病が YR品種の育成によって完全防除が可能

となった希有の実例を有している。環境問題に対

する関心が高まっている現在では、病害抵抗性育

種への期待もこれまで以上に大きくなっていると

考えられ、世界初の VR品種の育成が期待される。

要

の平均 9.1μm) と不規則な細長の微小菌核を形成

した。 V.dahliae (トマト系)はフィアライド数が

2"-'5本と多く、短い楕円形の分生子(長径の平

均 4.9 "-' 5. 7μm) とコンパクトで、球形の微小菌核

を形成した。

第 2章では、病原菌の各種作物および圃場雑草

に対する病原性を明らかにした。 V.longisporumは

キャベツやノ¥クサイ、ダイコンなどのアブラナ科

作物に比較的強い病原性を有し、非アブラナ科作

物への病原性はないか、あっても弱し、と考えられ

た。また、 V.dahliaeの各菌群はキャベツをはじめ

とするアブラナ科作物に対する病原性が比較的弱

く、ウド、ジャガイモ、エダFマメ、ベニバナイン

ゲンなどに中から強い病原性を示した。

両種が混在する本病の発病圃場において、 9科

20種植物に対する寄生性と数種作物に対する寄生

性の強弱を検討した。ベニバナインゲンおよびス

カシタゴボウからはに longisporumのみが、 トマト、

コスモス、スベリヒユからはに dahliaeのみが分離

された。キャベツ、ハクサイ、ダイコン、ウド、

ジャガイモの異株または同一株からは両種が分離

されたが、 3種のアブラナ科作物では Vlongisporum 

の分離率が高く、ジャガイモでは V.dahliaeの分離

率が高かった。イネ科作物(スイ ー トコーン、ソ

ルゴー、野生種エンバク、スダックス)、結球レ

タスおよびその他 5種の雑草からは Verticillium属

菌が分離されなかった。両種の病原菌は混在条件

下でも互いに影響されることなく、それぞれの種

に固有の寄生性を示していると考えられた。

V longisporumのプロツコリーに対する病原性は

品種によって異なり、抵抗性から感受性までの品

種間差異が大きかったが、カリフラワーには品種

を問わず強し、病原性を示した。これに対し、 χdahliae
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はブロッコリーに対する病原性が弱く、カリフラ

ワーには弱から中程度の病原性を有した。本病の

甚発生圃場に栽培したプロツコリーからは V.longi-

sporumのみが分離され、カリフラワーでは同一個

体の異なる部位から V.longisporumと V.dahliaeが

分離された。

第 3章では、本病の伝染経路について検討した。

本病原菌に汚染された圃場にキャベツ百を定植す

ると、春まき栽培では定植後 33日、晩春まき栽培

では定植後 21日目から維管束の発病を認め、収穫

期には定植時の苗質(潜在感染の有無)にかかわ

らず激しい発病を示した。健全闘場に潜在感染苗

を定植した場合には中程度の発病となり、隣接し

て定植した健全苗にも生育中期以降軽度の発病が

認められた。本病は苗から病原が持ち込まれるこ

とにより、伝染することを確認した。

第 4章では、発病に影響する各種の条件を検討

し、耕種的な防除法について検討した。本病はキ

ャベツの生育が良好なほど、発病程度も高まる傾

向が顕著に認められた。ポットを用いた接種試験

では、微小菌核密度は 10→個・乾土 g-lで一部のキ

ャベツに維管束発病を引き起こし、 103~ 10'個・

乾土 g-lで急激に発病程度を高めた。根域が制限さ

れない圃場では、これらよりも低い微小菌核密度

で発病を高めていると推察された。栽培時期別で

は、高冷地の 8~9 月どりで最も発病程度が高く

なり、 7月と 10月どりの作型で、は低かった。一斉

収穫時において、キャベツの結球重は大きいほど

発病程度も高かった。セル成型百定植による初期

発病の抑制効果は高く、黒ボク土の下層にある黄

褐色土壌への定植で発病程度が軽くなる傾向が認

められた。キタネグサレセンチュウ防除や根こぶ

病防除薬剤処理による発病への影響は小さかった。

また、キャベツ発病株の残涯に新鮮なブロッコリ

ー残撞 (600kg.a-1) や石灰窒素 (8kg.a-1) を加

えてすき込むことにより、翌年の発病を高めない

程度の防除効果が得られた。

第 5章では、抵抗性の検定法、育種素材の検索、

素材の選抜効果、遺伝様式など、抵抗性育種に関

する研究成果を取りまとめた。本病抵抗性の早期

検定法について検討し、 72穴または 128穴のセル

成型苗を用い、根端を切除後 106~ 107 
• mr1濃度の

菌体懸濁液に浸漬して、 30~ 40日後に発病調査を

行う方法が適当と考えられた。

軟 X線装置および CT装置を利用して、キャベ

ツパーティシリウム萎凋病の擢病個体と健全個

体の識別について検討した。医療用 X線造影剤の

ガストログラフィン 76%およびウログラフイン 60%

の原液にキャベツの根部を 15~ 20時間浸潰する

ことで、根や茎の組織に障害を与えずに、鮮明

なコントラストの X線画像が得られた。軟 X線装

置を利用した透視による非破壊検査では、擢病

組織と健全組織が交錯した画像となり、擢病株

の識別には不向きと判断された。一方、 CT装置に

よる茎横断面の非破壊検査では、 X線造影剤を使

用することで維管東部の鮮明な画像が得られた。

結球初期の若齢株や結球中期の株では、 CT画像上

で造影剤が吸収されていない維管束と発病部位(変

色した維管束)とが一致する部分と、一致しない

部分があった。 一致しない部分は、変色前の発

病初期の維管束であったことから、肉眼では判

別できない初期の発病株も診断できる可能性が

示された。収穫期の発病株では、 CT画像上で造影

剤の吸収されていない維管東と発病部位とが一

致した。以上の結果から、キャベツに医療用の X線

造影剤を吸収させ、 CT装置を用いた画像解析を行

うことによって、本病の擢病個体と健全個体の

非破壊的な判別が可能であり、抵抗性育種への

応用が期待された。

圏内で育成されたキャベツ品種を供試し、本病

に抵抗性を示す育種素材を検索した。 Fl品種では

ε秋徳' ‘YR藍宝' ‘YR美貌' ‘くさぶえ 2号'な

ど、 ， ) 11崎(川崎早生)，や愛知夏蒔群の形質が導

入されている品種が強し、抵抗性を示した。また‘金

系201号' ‘YR506'など、中野早生群の形質が導

入されている品種も実用的には十分な抵抗性を有

していた。これら Fl品種の育成親として用いられ

た固定種の抵抗性検定を行った結果、本病に対す

る抵抗性の遺伝子は、もともと愛知夏蒔群や中野

早生群の品種の中に存在 し、これらの形質が導入

された育成品種に抵抗性が受け継がれていると推

察された。 ‘夏山' ‘アーリーボーノレ' ‘輝吉' ‘麗

峰 l号'などの中野早生群やコペンハーゲンマーケ

ット群の形質を受け継ぐ品種は、本病の外部病徴

を発現しにくい性質を有すると考えられた。ま た、

併せて海外で育成されたキャベツ品種およびキャ
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ベツ類 97品種 106系統の抵抗性検定を行ったが、

上記国内品種以上の抵抗性を持った素材は見出せ

なかった。

国内育成品種の抵抗性個体について、選抜と自

殖を繰り返した S3(自殖第 3代)および S，の選抜

効果を検討した。感受性品種の無発病個体の後代

では発病程度が高く、実用的な抵抗性を持った個

体は得られなかった。抵抗性が比較的強い素材品

種から選抜した後代では、選抜効果がある場合と

ない場合とが認められた。また、もともと抵抗性

が強い素材品種の後代ではほとんど選抜効果がな

く、親品種と同等かそれ以下の抵抗性を示した。

選抜素材の S3系統間では抵抗性のばらつきが認め

られたが、 S，系統間では差がなくなり、抵抗性は

ほぼ固定したと考えられた。

S3の選抜抵抗性系統と感受性系統を両親とした

仮交配を行い、 F，および F2の抵抗性を検定した。

F，では多数の組み合わせが抵抗性親とほぼ同等の

抵抗性を示し、 F2でも抵抗性親や F，に近い表現型

を示した。環境分散が大きく、 F2における広義の

遺伝率が低い値を示したことから、 S.以降は系統

選抜を行うのが適当と考えられた。

第 6章では、薬剤防除に関する検討を行った。

ダゾメット微粒剤 3.0kg・ピ、クロノレピクリンくん

蒸剤 3.OL' a ¥カーパムアンモニウム塩液剤 3.0L

-dlの3倍希釈、カーパムナトリウム塩液剤 6.OL' 

d lの 3倍希釈で実用的な防除効果が認められ、

これら薬剤はキタネグサレセンチュウの防除効果

も高かった。 4薬剤の中では、カーパムアンモニウ

ム塩液剤が薬剤処理後の被覆が不要という簡便な

方法によって効果が認められたことから、本圃で

用いる薬剤として実用性が高いと考えられた。

第 7章では、総合的な考察を行った。本病の侵

入を未然に防止するには育苗圃場の選定に注意し、

苗床の土壌消毒を実施すること、ジャガイモやウ

ドなどの種芋・種株から病原を持ち込まないこと

が重要である。また、定植後の闘場では擢病して

も外部病徴を示さない品種に注意し、内部病徴の

確認を行いながら初期発病を見逃さないことが本

病の侵入防止につながる。本病の発生を認めた圃

場では、キャベツやプロッコリーの抵抗性品種を

選んで栽培すること、セル成型苗を使用し、発病

の少ない 7月または 10月どりの作型で早めの収穫

を心掛けること、擢病残謹上への石灰窒素の散布

や栽培後のプロッコリー残漬のすき込み、伝染源

となりやすいスカ シタゴボウやスベリヒユなどの

雑草防除の徹底などが重要である。甚発生圃場で

は、キャベツやブロッコリーで最も抵抗性の強い

品種やレタス、スイートコーン、ソルゴ一、スダ

ックス、野生種エンバクなどの栽培が適当である。

大面積圃場ではカーパムアンモニウム塩液剤の土

壌混和・無被覆処理などの薬剤処理により、積極

的に菌密度の減少を図ることが望まれる。

ハクサイ黄化病で、発病に影響する要因として

指摘されているキタネグサレセンチュウ密度や根

こぶ病防除薬剤の影響は、キャベツでは小さいと

考えられた。

抵抗性素材の早期検定法や非破壊的な検査手法

については、さらに改良が必要であり、 8月を中心

とする盛夏期に収穫可能な抵抗性品種の育成が期

待される。
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Studies on Ecology and Control of Verticillium Wilt of Cabbage 

Isao KEMMOCHI 

Summary 

Verticillium wilt of cabbage (Verticillium dahliae Klebahn， V. longisporum Karapapa Stark) was found 

for the first time at the important vegetables-production region (Tsumagoi・muraarea of Gumma prefecture) 

with harvest time is from summer to fall in 1993. At the cabbage production region， there is a possibility 

that this disease would become the 3rd soil-bome disease following Fusarium Yellows (Fusαrium 

oxysporum Schlechtendahl) and Clubroot diseases (Plasmodiophora brassicae Woronin)， and establishment 

of the immediate control measures against the Verticillium wilt was requested. Although some studies were 

done at North America (United States， Canada) or at the domestic production region (Hokkaido， Nagano 

prefecture)， this disease has not been under a detailed investigation and has many unknown points. This 

research was primary devoted to the disease ecology at the high land vegetable production region within 

the Gumma prefecture， and establishment of control measures against it. 

1. Symptoms and morphological characteristic of the pathogen. 

Although yellowing of outer leaves was recognized for many cultivars on the diseased cruciferous crops 

as m吋orextemal symptom， some cultivars do not show leaf yellowing even on the heavy diseased plants. 

Although "wilt" is a special symptom of Verticillium-caused disease adopted as the disease name， the wilt 

itself can hardly be found at the diseased plants of cabbage in this area， probably due to the specific 

morphological characteristic of plants or the climatic and/or soil conditions in high altitude area. Instead， 

the occurrence of anthocyan color on outer leaves was observed in cultivars with strong resistance. It was 

considered to be caused by water stress because of arrested water absorption by root system. As intemal 

symptoms， heavy black or black browning were checked in vascular system (root， stem， leaf， head 

formation， etcふTherewas a difference between cultivars in symptoms， and a degree of resistance to this 

disease. Therefore， it was thought that existence of disease only by extemal symptoms could not be judged. 

The pathogenic fungus causing this disease， Verticillium longisporum， was isolated from diseased plants 

of cabbage， and showed characteristics typical of the species: a few phialides on PDA medium， elongate 

conidia (the mean of length was 9.1μm) and irregular elongate microsclerotia. V. dahliae (tomato 

pathotype) had many phialides (as 2 -5)， ellipsoidal conidia (the mean of length was 4.9・5.7μm)and 

microsclerotia with compact and spherical. 

2. The pathogenicity of the fungi against various crops and field weeds was c1arified. It was thought that V. 

longisporum had the comparatively high pathogenicity to cruciferous crops such as cabbage， Chinese 

cabbage and Japanese radish， and had no or weak pathogenicity to non-cruciferous crops. Some pathotype 

of V. dahliae had the comparatively weak pathogenicity to cruciferous crops including a cabbage， and had 
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the middle or high pathogenicity to udo (Ar，αliαcordata Thunb.)， potato， green soybean and scarlet runner 

bean. 

Wilt disease occurrence on 20 plant species growing in a cabbage field naturally infested with both V. 

longisporum and V. dahliae (tomato pathotype) was examined. Severe symptoms were recorded on 

cabbage， Chinese cabbage and Japanese radish， and these two pathogens were isolated from different plants 

or the same individual plant. Concurrent infection by the two pathogens was also observed in udo and 

potato， with moderate and slight symptoms， respectively. Only V. longisporum was isolated from scarlet 

runner bean， which had slight internal symptoms. These three non-cruciferous plants were newly recorded 

as host species for V. longisporum through natural infection. V. longisporum was most frequently isolated 

in tissues of cruciferous crops infected with the two pathogens， whereas V. dahliae was most frequent1y 

isolated in potato. V. dahliae was the only pathogen obtained from diseased plants of tomato and cosmos. 

Neither of the two pathogens was isolated from head lettuce and gramineous crops such as sweet corn， 

sorghum， wild oat and sudax. Among weed species， V. longisporum was pathogenic on marshcress 

(Ror伊paislandica Borb.) and was isolated from this plant， and V. dahliae was isolated from common 

purslane (Portulaca oleracea L.). These results indicated that the two pathogens were pathogenic on their 

hosts without interfering with each other under the concurrent conditions. 

Pathogenicity of the two fungal species and the varietal resistance were examined on broccoli and 

cauliflower cultivars grown in the field infested with V. longisporum and V. dahliae. The pathogenicity of 

V. longisporum on broccoli was influenced by cu1tivar， however， all cultivars of cauliflower were very 

susceptible. V. dahliae was weak1y pathogenic to broccoli， weakly or moderately pathogenic to cauliflower. 

V. longisporum was isolated from five cultivars of broccoli grown in the field severely infested by 

Verticillium spp. ln the case of two cultivars of cauliflower， both V. longisporum and V. d，αhliae were 

isolated from the same plants. Plants of Brassica oleracea group， including broccoli and cauliflower， did 

not showed external wilting symptoms， even if interna1 symptoms (discoloration of vascular system) were 

severe. ln fields severely infested with the Verticillium pathogens， comme 

3. The infection route of this disease was examined. Appearance of disease symptoms in vascular system 

was recorded after planting at field with natural infection for spring sowing cultivation -at 33 day， for late 

spring sowing -at 21 day. The disease development by the harvesting period was irrespective of seedling 

quality (but 1atent infection was) in planting time. When seedlings with latent infection were planted at the 

healthy field， cabbage plants showed moderate development of disease， and the healthy seedlings which 

were planted next to them showed the slight disease at the middle vegetation period. Thus， it confirmed 

that this disease was spread by the invasion of pathogen from seedlings. 

4. Factors influencing occurrence of Vertici/lium wi1t of cabbage were examined. ln good condition of 

growth of cabbage， the disease outbreak was remarkab1y severer. The experiment in pot culture showed the 

disease in the vascular system of cabbages has occurred at density from 10 -I microsclerotia per gram of 

dry soil， and the disease outbreak was growing severer at 103 or 10' microsclerotia per gram of dry soil. In 

the field condition， characterized by unlimited rooting zone， the disease occurrence was considered to be 

higher at even lower microsclerotia density than the pot culture. 
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Conceming different seasons of cabbage culture in the highland region， the disease occurrence was 

highest during the harvest time from August to September， and got lower at the harvest time in July and 

October. As the weight of cabbage at once-over harvest got heavier， the disease severity got higher. The 

initial disease was highly restrained by the usage of plug seedlings and the disease occurrence was limited 

by the transplant in the yellowish brown subsoil of Andosols. When fresh brocco¥i residues (600 kg . a -， ) 

or calcium cyanamide (8 kg . a -， ) were incorporated into the soil with diseased cabbage residues， the 

incidence of Verticillium wilt of cabbage during the next year was not higher. The chemical control of 

Cobb root-Iesion nematode (Pratylenchus penetrans) and Clubroot disease had little effect to the disease 

occurrence. 

We concluded that the most of harvest times except the midsummer in highlands are suitable and the 

earlier harvest is desirable. And the use of plug seedlings， the plowing-in of diseased cabbage residues 

sprinkled with caIcium cyanamide and the plowing-in into infested field of the fresh residues of broccoli 

grown as rotation crop were effective in the agrotechnical control of the disease. 

5. As result of study of the resistance， -the assay for resistance， resistant breeding material， the selection 

effect in self-pollinated progenies， the heredity style， etc. -were clarified. The resistance assay in early 

seed¥ings stage for this disease resistance was examined. lt was proved that the disease assessment using 

the plug-grown seedlings (72 cells or 128 cells)， and dipping the roots after cutting root apex into spore 

suspension (the concentration was 10 6 -107 
• ml-')， and waiting 30 -40 days was suitable. 

Oiscrimination between plants diseased by Verticillium wilt and healthy plants by using the super soft 

X-ray appara印 sand computed tomography (CT) system was tested. The X-ray photograph of clear contrast 

were obtained by dipping roots in the undiluted solution of Gastrografin 76% and Urografin 60% (medical 

X-ray contrast media) for 15 to 20 hrs， without any detrimental influences on cabbage tissues. 

Nondestructive fluoroscopy using the super soft X-ray apparatus did not discriminate discolored vascular 

bundles from diseased plants， whereas a nondestructive CT system coupled with the X-ray contrast media 

yielded a cIear photograph in the transverse section of vascular bundles. On the early and middle stages of 

growth， the vascular system of plants was absorbing the contrast media and not absorbing area has 

appeared on the CT photograph of the diseased plants. These not absorbing parts and vascular browning 

parts coincided on some plants but not on others. The parts that did not coincide were the early diseased 

vascular system before the browning. Therefore， it was expected that early diseased plants couldn't be 

discriminated by the naked eye. On diseased plants at harvest， the vascular system parts that did not absorb 

the contrast media coincided with vascular browning parts by the naked eye. Therefore， when the sample 

was made to absorb the medical X-ray contrast media， the use of nondestructive photograph analysis using 

CT system may discriminate Verticillium infected plants from healthy ones. Furthermore， the method may 

be usable for breeding disease resistant cabbage cultivars. 

Japanese cabbage and foreign-made cabbage cultivars were screened for their resistance to Verticillium 

wilt. No any immune cultivar was found in a screening test of 51 F， hybrids in a severely infected field， 

but some progenies of Kandama type cabbage (summer-sowing winter-harvesti 

-109 -



群馬県農業技術センター研究報告 第 2号 (2005)

old Japanese cabbage cultivar ‘Kawasaki' or‘Aichinatsumaki'， some of the Harukei type with resistance 

originated from open-pollinated cultivars within the Nakanowase group. 

The susceptible cultivars of F， hybrids derived from the Nakanowase and Copenhagen Market groups 

such as ‘Natsuyama二‘EarlyBall'，‘Teruyoshi' and ‘Reiho l' possessed characteristically masked the 

disease symptoms on 1eaves. When we inoculated 41 open-pollinated cu1tivars， some resistant cu1tivars 

were discovered in the Aichinatsumaki and Nakanowase cabbage groups. These results indicate that 

cultivars within Aichinatsumaki and Nakanowase groups possess resistance genes to this disease. By raising 

progenies from these crosses， we have succeeded in iso1ating Verticillium wi1t-resistant cabbages. Although 

the resistance of 97 cu1tivars (¥ 06 lines) in foreign cabbages (Brαssicαo/eracea L. group were included) 

were examined， no any breeding materials with stronger resistance than in Japanese ‘Shutoku' and ‘YR 

Ranpo' was found. 

Selection of the individuals resistible to Verticillium wilt and their self-pollinated progenies was in 

several generations repeated for Japanese cultivars of cabbage. The resistance was examined using artificial 

inoculation by the fungus or at the field naturally infected during third to fourth generations of inbred. It 

was possible to select individuals not infected or slightly infected from the cultivars susceptible to the 

disease. Although there was noticeable selection efficiency in the selfing progenies obtained from those 

cultivars (in and after the third generation)， the disease severity was still high. There were both cases 

(selection effect was present or not) in the progenies of the cultivars with comparatively strong resistance. 

ln the selfing progenies of the cultivars with originally strong resistance， there was little selection efficiency 

and the resistance was stable or even weaker than for the parent cultivars. ln the third generation after the 

start of selection， there was dispersion of resistance among the pedigrees selected and raised with repeated 

selfing from cultivars with originally strong resistance. However， there was 1ittle difference among those 

pedigrees in the fourth generation and the resistance was almost stabilized. 

Analyzing crosses of resistant lines in SJ and susceptible line were made， and the resistance of F， and F2 
popula 

6. Study of chemical control effect was performed. Dazomet granule 3 kg . a -， ， Chrolopiclin fumigant 3 

liter' a ¥3・folddilution of Metham-ammonium liquid formulation 3 liter • a -， and 3・folddilution of 

metham-sodium liquid formulation 6 liter・a-， showed significant control effect both for Verticillium wilt 

and for Cobb root-lesion nematode (Pratylenchus penetrans). Among these four agricultural chemicals， the 

convenient application of Metham-sodium liquid formulation did not demanded the mulching after chemical 

treatment， so application of this agricultural chemical in the fields was simple and more efficient. 

7. Analysis of the resu1ts was made. To prevent the spreading of this disease beforehand， it is important to 

stop dissemination of the infectious agent from seed tubers and rootstocks of potato or udo， and to be care 

of field selection of raising seed1ing， and to perform the soil disinfections of nursery bed. And also to 

prevent the invasion of this disease， it is important to make ear1y diagnostics of cultivars that do not show 
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extemal symptoms in spite of disease in the field after planting， and to check the incipient stage disease as 

confirming to intemal symptoms. In the infested field， it is important to grow only the selected resistant 

cultivars of cabbage or broccoli， to use plug-grown seedlings， to chose rotation with early harvest in July or 

October harvest time， to perform sprinkling of calcium cyanamide on diseased residue and plowing-in of 

broccoli residue after cultivating， to perform completely weed control of marshcress or common purslane 

which is easy to become infection souse. In a heavy diseased field， it is appropriate to grow the cultivars 

with the strongest resistance in cabbages or broccoli， head lettuce， sweet com， sorghum， sudax and wild 

oa1. At the large commercial field， reduction of density of pathogenic fungi is recommended by chemical 

sterilization such as soil mixture of metham引 nmoniumliquid formulation. 

It was considered that effect of agricultural chemicals applied for control of Clubroot disease， and Cobb 

root-Iesion nematode is small for Verticillium wil1. 

It is necessary to develop methods of early diagnosis and nondestructive inspection technique for 

resistant breeding materials， and breeding of resistant cultivars which are able stand against the disease for 

harvest at mid summer term (August). 
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