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検索語。 BOlryliscine問。 .Rhi=oclonia solani .灰色かぴ病・築腐病 ・茎腐病

六合村で発生した数種花き類の病害

漆原寿彦 ・酒井宏 ・高橋厚本・白石俊昌日

(群馬県農業技術センター)

要 1=:ー
日

1999年 8月 5""6日に六合村で生産されている花き類の病害発生実態を調査したところ、 13科

22種(延べ 31種)で数種の病害の発生が確認された。このうち複数の花き類で発生が確認された

Botrytis属菌と Rhizoctonia属菌による病害について、分離菌の病原性の検討と種の同定を行った。

その結果、ベロニカとマウンテンミントの斑点症状から分離した病原菌は、接種により病徴が再現

され、形態などの特徴から Botrytiscinerea Persoon : Friesと同定された。また、セイヨウハナシノブ

の葉腐れ症状およびピンピネラの立枯れ症状から分離した病原菌は、接種により病徴が再現され、

形態などの特徴から Rhizoctoniasolani Kuhnと同定された。いずれも国内で未報告の病害であった

ため、ベロニカ灰色かび病、マウンテンミント灰色かび病、セイヨウハナシノブ葉腐病およびピン

ピネラ茎腐病と命名して報告した。

緒 c 

群馬県の北西部に位置する吾妻郡六合村は、標

高 600"" 2， 300 mで、総面積の 92%が山林原野の

山間地である。 1988年から村の活性化対策として、

夏期の冷涼な気候を利用した山野草や宿梗草など、

小規模多品目の花生産を行っている。しかし、 1998

年頃から葉枯れ、立枯れなどの病害の発生が目立

つようになり、大きな生産阻害要因となっている。

本報告では、 1999年の調査で発生が確認された

病害について報告する。

なお、本研究を行うにあたり、ご助言、ご協力

いただいた東北農業研究センターの萩原贋氏と千

葉県農業総合研究センター暖地園芸研究所の植松

清次氏に厚く御礼申し上げる。

試験方法

1 現地発病調査

1999年 8月 5日""6日に現地圃場 (4圃場)を

調査した。病害の診断は、発病株の症状、擢病部

の光学顕微鏡観察および擢病部から分離した病原

菌の形態観察などを基に判断した。病原菌の分離

は、擢病部組織片を表面殺菌後、分離用培地に置

床して行った。表面殺菌には 70%エタノ ーノレと

0.25 %次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いた。分離

用培地はショ糖加用ジャガイモ煎汁寒天 (PSA)

培地または素寒天培地を用いた。

2 分離菌の病原性

現地発病調査で、発病の多かったおり出属菌およ

び Rhizoctoniα属菌による病害のうち、ベロニカ

(Veronica longifolia L.、英名:Beach Speedwell)、

マウンテンミント (Pycanthemumpilosum NlItt.、

英名 MOllntainMint)、セイヨウハナシノブ

(Polemonium caeruleumし、英名:lacob's Ladder)、

アストランチア (Astran向 majorL.、英名 :Mountain 

Sanicle)、ピンピネラ (Pimpinellasαx所管αL.、英名

B lIrnet-saxi frage) およびセイヨウマツムシソウ

本報告の一部は 2001年の関東東山病害虫研究会会報第 48号および 2002年4月の日本植物病理学会大会で報告した。

事吾妻農業総合事務所(現在中部農業総合事務所) 日担い手支援課
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(Scabiosa caucasica Bieb.、英名:Pinecushion Flower) 

の分離菌は、病原性を確認するため接種試験を行

った。 Botrytis属菌のベロニカとマウンテンミント

に対する病原性の確認は、分生子懸濁液の噴霧接

種により行った。分生子懸濁液は、 KBB-1菌株

(ベロニカ分離菌)およびK恥侶一1菌株(マウンテ

ンミント分離菌)を PSA培地で培養し、菌叢表面

に形成された分生子を滅菌水で 2倍に希釈した PS

液体培地に懸濁し、胞子濃度を 105個/叫に調整

した。 KBB-1菌株の分生子懸濁液は本葉 11~ 12枚

のベロニカ(品種.ブルーリーゼン)に、 KMB-1

菌株の分生子懸濁液は本葉 9~ 10枚のマウンテン

ミント(品種:広葉マウンテンミント)にそれぞれ

噴霧接種した。接種植物は、湿室に 2日間保った

後、発病の有無とその症状を調べ、擢病部から病

原菌の再分離を行った。

肋 izoctoni，α属菌のセイヨウハナシノブ、セイヨウ

マツムシソウ、ピンピネラおよびアストランチア

に対する病原性の確認は、土壌ふすま培養菌(土壌

ふすま培地で 25
0

C、暗黒下、 25日間培養)の土壌

混和接種により行った。セイヨウハナシノブとセイ

ヨウマツムシソウは、 KHR-1菌株(セイヨウハナ

シノブ分離菌)と KSR-1菌株(セイヨウマツムシ

ソウ分離菌)の土壌ふすま培養菌を園芸培土(太平

物産) 10 kg当たり 100g混和接種後、それぞれの

苗を移植した。接種後は気温 10~ 30 oCのガラス

温室で栽培し、発病を調査すると共に擢病部から

病原菌の再分離を行った。また、ピンピネラとアス

トラ ンチアは、 KPR-1菌株(ピンピネラ分離菌)

とKAR-1菌株(アストランチア分離菌)の土壌

ふすま培養菌を株元に l株当たり 20g土壌混和

接種した。接種後は、気温 25~ 35 oCの野外で栽培

し、発病を調査すると共に擢病部から病原菌の再

分離を行った。

3 分離菌の同定

1)ベロニカおよびマウンテンミントから分離した

Botrytis属菌の同定

PDA培地 (DIFCO社製)上での生育温度を知る

ため、 KBB-1菌株と K恥侶-1菌株は 5~ 35 oC (50C 

間隔)の恒温器内で 3日間培養後、菌叢直径を測定

した。また、 PDA培地上での菌叢および分生子、

分生子柄の形態を調査した。これらの調査結果を

基に文献記載と比較し、分離菌を同定した。

2)セイヨウハナシノブおよびピンピネラから分離

した Rhizoctonia属菌の同定

PDA培地上での生育温度を知るため、 KHR-1

菌株、 KPR-1菌株は 5~ 40 oC (5
0

C間隔)の恒温

器内で 2日間培養後、菌叢直径を測定した。また、

PDA培地上での菌叢および菌糸の形態、主軸菌糸

の太さ、ヨードヨウ素カリウム溶液染色により菌

糸の隔壁構造、塩酸ギムザ法5)により菌糸 l細胞中

の核数およびR.solaniの菌糸融合群4)を調査した。

これらの調査結果を基に文献記載と比較し、分離

菌を同定した。

結果

1 現地発病調査

13科 22種(延べ 31種)の花き類で病害の発生

が確認された(表1)。病害の種類は、地上部病害

が 17種、土壌病害が 14種であった。病原菌の種類

は、ウイルスが l種、糸状菌が 30種であった。

このうち、ヒオウギの炭痘病、ヒベリカムのさび

病、アスターの萎凋病、シャスターデージーの半身

萎凋病、デルヲイニュウムの立枯病、フロックスの

うどんこ病およびシャクヤクのさび病は国内での

発生が既に確認されており、病名が特定できた。

しかし、その他については圏内で病名の記載がな

く、病名を特定できなかった。これら病名が特定

できなかった病害のうち、複数の花き類で発生が

確認されたのは、 Botrytis属菌と Rhizoctonia属菌に

よる病害であった。

Bo的柏属菌による病害は、ベロニカ、マウンテン

ミント、アズキヤナギで確認された。発生が多か

ったのはベロニカとマウンテンミントで、いずれ

も葉に褐色の病斑を形成し、症状が進んだものは

病斑が拡大、融合して葉枯れ症状を示した(図 1、

2 )。また、病斑部にカピが密生しているものも

見られた。

Rhizoctonia属菌による病害は、ハナトリカプト、

アストランチア、ピンピネラ、ユーホルピア、セイ

ヨウハナシノブ、セイヨウマツムシソウおよびマツ

ムシソウで確認された。このうちで特に、症状が

激しく、被害が大きかったのはセイヨウハナシノ

ブ、ピンピネラ、アストランチア、セイヨウマツ

ムシソウであった。セイヨウハナシノブは、葉が
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腐敗 して枯れ上 り、 くもの巣状にカビが張ってい

るのが見られた(図 3)。ピンピネラは、茎葉が

腐敗し、症状が激しい場合には株が枯死していた

(図 4)。また、 地際部付近の茎に褐色のカビが

見られた。アス トランチアは、 地際部付近の葉が

腐敗あるいは枯れて、くもの巣状にカピが張って

いるのが見られた(図 5)。また、株が縮小した

り、症状が激しい場合には枯死していた。セイヨ ウ

マツムシソウは、地際部の茎および根が腐敗 して、

倒伏あるいは立枯れていた(図 6)。また、地際

表 1 六合村の花き類の病害調査結果 (1999.8.5 ~ 6) 

Table 1. Results of disease investigation of flowers in Kuni village 

No. 科 作物名 学名 症状 顕f槌完観察 菌の分離 病名aJ

アヤメ科 ヒオウギ Be/m刀回ndachinensis 地際部の腐敗 みban仰 !yc日属菌

2 アヤメ科 ヒオウギ Be/m刀国ndachinensis 業の斑，京 炭痘病菌 炭由丙

3 オトギリソウ科 ヒベリカム Hyp田 C山刀patu/um 業の褐変、政玉~ さひ病菌 さひ精

4 キク科 アスター Ca/ustψ，bus chinensis 枯れ上がり、導管褐変 Fu.沼月間属菌分離 萎1周病

5 キク手↓ シャスターァージ- Chrysanth閉山7maxunum 下茶の枯れ、しおれ導管褐変 lや'Jtic1Ui山T1属菌分離半身萎凋病

6 キク科 ダル千ンオン メ1st&"tatan"cus 

7 キク科 へレニウム He/em山刀 aut凶nna/e

B キク科 /¥))タマアザミ &hinops nlro 

9 キク科 ノμj夕7アザミ 丘'chinopsn"tro 

10 キMFOウゲヰヰ ハナトリカブト Acom[山刀 chinen宮

11 キ/7lマウゲ利 ハナトリカブト Acom[um chinen宮

12 キMRウゲ科 フークヌパー Consolida ajJcis 

13 ゴ‘7 ノハクサ守二十 オオトラノオ Pseudol; 

14 ゴ‘マノハグサラ科 ベロニカ V&"om国 /01習ifo/ia

15 シソ科 マウンテンミント 乃'Canth師 umpiJos四

16 シソ平ヰ 7 ウンテ〉♂ミント 乃'Canth田 umpiJos叩

17 セリ科 アストアンチア Astrantia major 

18 セリ科 アストアンチア AstrantJ"a major 

19 セリ科 アストフンザア AstrantJ"a major 

20 セリ科 ピンピネラ 月ηlfJinellas，品必司g-a

21 トワダイグザ干ヰ ユーオVレヒ、ア Euphorbia sp" 

22 ハ十ンノブ判 セイヨウハ十ンノブ Po/，問 。 即 日η回 eml日四

23 ノ、十ンノブ科 フロックス Phlox cu四百加IndJi

24 ヒユ科 セロシア Celosia argenlea 

25 ボタン科 シャクヤク Pa即四'aa/biDora 

26 マツムシソウ科 セイヨウマツムシソウ Scabiosa回 UCsSlca

27 y'ツム、λノウ科 セイヨウマツムシソウ Sc必105a但 UCsSlca

28 "ツム、ンソウ科 セイヨウマツムシソウ Scabiosa国 UCsS1Cθ

29 マツムシソウ科 マツムシソワ Scabiosa団 ucaslca

30 "ツムシソウ科 マツムシソウ Scabiosa四 uCsSJca

31 ヤナギ科 アズキヤナギ Sa/ix sp， 

a)国内で既に発生明日告あり。

図 1 ベロニカ灰色かび病

Fig. 1. Gray mold of Beach Speedwell 

葉の斑，~ Phoma属国分離

下茶の黄化、導管褐変 糸状菌分離

柴の斑点・聯立、枯上り MycosphareraJii!，菌 糸状菌分間程5種

葉の玖E点・輪紋、枯上り Myr:o.再pharera属菌 糸状菌分自在4種

導管黒変、塊茎腐敗 Rhiz，町tonia属菌分自任

業の斑，~ 糸状菌分離

染の黄化、立枯れ 地izoctom"a属菌 Rhizoctom"a属菌分離

葉の斑"長 糸状菌分離

下事主泊 、切コ茶褐色政L~、カヒ‘ BotlytiS属菌 正iot.肘 1S属菌分!維

来の褐色政L~、カビ Botηぜ1S属I萄 正iot.ηt1S属菌分離

葉の褐色小斑点 糸状菌分離4種

紺古れ、株の枯死 助 zoctoma属菌 加肌loma属国分離

葉枯れ、株σ潟制、 Rhizoctoma)言a菌 Rhizoctoma属悶分間ft
葉腐れ、クモの業伏のカビ Rhizoctoma属菌 肋 zoctoma属菌分雌

茎葉の腐敗、枯死、カビ Rhizoctonfa属菌 加 zoctoma属菌分離

細深部の黒変、葉の赤変、枯れ、カピ Rhizoctom"a属菌

葉の腐敗・枯上り、くもの業伏のカビ Rhizoctom"a属菌 Rhizoctonfa属菌分縦

葉の白色，J;îl~ うどんこ病菌

葉の灰白色斑点 Pleospora属菌 糸状菌分離

葉の褐色政L~ さひ病菌

娘、地際部の腐敗、倒伏、立枯れ、カピ Rhizoctonfa属菌 地沼町toma属菌分離

葉のモザイク、新葉カ吻陳

菜の褐変、カビ ベと病葱

葉の斑，~ 糸状菌分離

株の枯上り、根、地深部の腐敗 Rhizoctom"a属菌 加即'Ioma属菌分離

来の褐色政玉県 Bot，乃11S属菌 Bot乃切属箇分ii推

図2 マウンテンミン ト灰色かび病

Fig. 2. Gray mold of Mountain Mint 

ー 153-

立枯病

うどんこ病
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図3 セイ ヨワハナシノブ葉腐病

Fig. 3. Leaf rot of Jacob's Ladder 

図 5 アストランチアの葉枯れ症状

Fig. 5. Rhizoctonia rot of Mountain Sanicle 

部付近の茎には、褐色の菌糸が見られた。

2 分離菌の病原性

ベロ ニカおよびマウンテンミン トは接種 6日後

の葉にはじめ暗褐色、後に淡褐色となる病斑を生

じた。また、その葉裏に灰色から灰褐色、 粉状の

菌体(分生子の集塊)を生じた。これらは自然発

図4 ピンピネラ茎腐病

Fig. 4. Stem rot of Bumet-saxifrage 

図 6 セイ ヨウマツムシソワの立ち枯れ症状

Fig. 6. Rhizoctoniαrot of Pinecushion Flower 

病と同様の病徴であり、擢病部からは接種菌と同

一の糸状菌がそれぞれ再分離された。なお、無接

種区では発病は認められなかった。

セイ ヨワハナシノブとアス トランチアは分離菌

の接種により、 地際部付近の葉がはじめ暗緑色水

浸状となり、後に褐変腐敗した。また擢病部には
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くもの巣状に張られた菌糸が見られた。セイヨ ウ

マツムシソウとピンピネラは分離菌の接種により、

地際部の茎がはじめ暗緑色水浸状となり、後に褐

変腐敗して立ち枯れとなった。これらは自然発病

と同様の病徴であり、擢病部からは接種菌と 同様

の病原菌が再分離された。なお、無接種区では、

いずれも発病は認められなかった。

3 分離菌の同定

1)ベ口ニ力およびマウンテンミントから分離した

Botrytis属菌の同定

KBB-1菌株、 KMB-1菌株ともに PDA培地上で

5'"'-' 30 ocで生育し、350Cでは菌糸伸長が見られず、

生育最適温度は 20
0
C付近にあると考えられた(図

7)。また、PDA培地上で白色から灰色の気中菌糸

と黒色不整形の菌核を形成した(図 8)。分生子柄

は直立し、樹枝状に小枝を分岐し、先端部に多数

80 

70 

菌 60

叢
直 50

径 40

~ 30 
阻m
~ 20 

10 

0 

ー-ー- KBB-1
- -企~ -KBM-1 

5 10 15 

の分生子を房状に形成した(図 9)。分生子は円形

から楕円形または卵形、無色または淡褐色、単胞

であった。KBB-1菌株の分生子の大きさは 8.2'"'-'

15. 3 x 6. 1 '"'-' 9. 4 (平均 11.4 X 7.6)問 、長径/

短径の比率は1.1'"'-'1.8であった。KMB-1菌株の

分生子の大きさは 8.1 '"'-' 13. 3 X 6.4 '"'-' 9. 7 (平均

10.8 X 7.8) 凶nで、長径/短径の比率は 1.1'"'-'1.8

であった。

これら分離菌の形態的特徴は、 Ellis(1971) 2) の

Botrytis cinerea Persoon Friesの記載と一致した

(表 2)。本菌によるベロニカおよびマウンテンミン

トの病害は国内で未報告であったため、それぞれ

の病名はベロニカ灰色かび病 (Graymold of Beach 

Speedwell)およびマウンテンミン ト灰色かび病

(Gray mold of Mountain Mint)と命名して報告し

fこ6)。

20 

温度 (OC)

25 30 35 

図 7 ベロニカおよびマウンテンミントから分離した

Bo川市 属菌の各温度下で 3日間培養後の菌叢直径

Fig. 7. Colony diameter of Botrytis isolated from Beach Speedwell and 

Mountain恥1Intgrown on PDA for 3 days at various temperatures 

図 8 Botrytis属菌の PDA培地上の菌叢

Fig. 8. Mycelial colony of Botrytis on PDA 

図 9 Botrytis属菌の分生子柄と分生子

Fig. 9. Conidiophore and conidiospore of Botη，tis 
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表 2 ベロニカおよびマウンテンミントから分離した Botrytis属菌と B.cinereaの形態比較

Table 2. Morphological comparison of Botrytis isolated企omBeach SpeedweII 

and Mountain Mint with previous descriptions of B. cinerea 

項 目 KBB-l 

(ベロニカ)

8.2""' 15.3 x 6.1 ""'9.4μm 

1.1 ""'1.8 

円形~楕円形~卵形

無色~淡褐色

分生子の大きさ

長径/短径の比率

分生子の形

分生子の色

a)Ellis， M.B.(l971) 

2)セイヨウハナシノブおよびピンピネラから分離

した Rhizoctonia属菌の同定

PDA培地上で KHR-l菌株は 10'"" 30 oc、KPR-l

菌株は 10'"" 35 ocで生育し、最適生育温度はともに

25 '"" 30 ocであると考えられた(図 10)0 KHR-l 

菌株は、 PDA培地上ではじめは無色で、後に褐色

から暗褐色の菌叢となり、短菌糸を全面に密生し

た暗褐色の菌核を盤状に形成した(図 11一左)0 

KPR-l菌株は PDA培地上ではじめ無色で、後に

褐色の菌叢となり、菌核の形成は少なく、褐色の

菌糸塊を輪紋状に形成した(図 11一右)。両分離菌

の菌糸は、無色または褐色で比較的太く、菌糸が

ほぼ 90度に分岐し、分岐点がややくびれ、分岐

してすぐにドリポア隔壁を形成した(図 12)。主軸

菌糸の太さは、 KHR-l菌株は 6.6 '"" 11. 2 (平均

70 
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9.0)μm、KPR-l菌株は 6.6 '"" 10. 8 (平均 8.7)μm

であった。菌糸 1細胞内の核は、 KHR-l菌株は

4'""9 (平均 5.7)個、 KPR-l菌株は 4'""7 (平均

5. 4)個で多核であった(図 13)0 KHR-l菌株は

AG 1 (1 B) の標準菌株と KPR-l菌株は AG2-2

(ill B) の標準菌株との菌糸融合が見られた(図

14)。

これら分離菌の形態的な特徴は、 Domshet al. 

(1993) 1) のRhizoctoniasolani Kuhnの記載と一致

した(表 3)。本菌によるピンピネラおよびセイ

ヨウハナシノブの病害は国内では未報告であった

ため、それぞれの病名はセイヨウハナシノブ葉腐

病 (Leafrot of Jacob's Ladder) およびピンピネラ

茎腐病 (Stemrot of Burnet司 saxifrage) と命名して

報告した7)。

20 25 30 35 40 

温度("C)

図 10 セイヨウハナシノブおよびピンピネラから分離した

Rhizoctonia属菌の各温度下で 2日間培養後の菌叢直径

Fig. 10. Colony diameter of Rhizoctonia isolated from Jacob's Ladder and 

Bumet-saxifrage grown on PDA for 2 days at various temperatures 
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セイヨウハナシノブ、分離菌

(KHR-1菌株)

漆原他 六合村で発生した数種花き類の病害

ピンピネラ分離菌
(KPR-1菌株)

図 11 Rhizoctonia属菌の PDA培地上菌叢

Fig. 11. Mycelial colony of Rhizoctonia on PDA 

図 12 Rhizoctonia属菌の菌糸

Fig. 12. Hyphae of Rhizoctoniα 

1細胞あたりの核数
KPR-l :4"""7(5.4) 
KHR-l: 4.....，9(5.7) 

図 13 Rhizoctonia属菌の菌糸細胞中の核

Fig. 13. Nucleus of Rhizoctonia in hyphal cell 

図 14 Rhizoctonia属菌の菌糸融合

Fig. 14. Hyphal anastomosis of Rhizoctoniα 
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表 3 ピンピネラおよびセイヨウハナシノブから分離した Rhizoctoniα属菌と R.solaniの形態比較

Table 3. Morphological comp出sonof Rhizoctoni，αisolated企omlacob's Ladder 

and Burnet-saxifrage with previous descriptious of R. solani 

項 目 KHR-l 

(セイヨウハナシノブ)

菌叢 褐色~暗褐色

菌核および菌糸塊 短菌糸を全面に密生し、

連生して盤状の菌核形成

主軸菌糸の幅(平均) 6.6'"'"-'11.2(9.0) mm 

菌糸の分岐角度 ほぽ90度
分岐点のくびれ 有

分岐してすぐに隔壁形成 有

ドリポア隔壁 有

かすがい連結 銀王

1細胞あたり核数(平均) 4'"'"-'9(5.7) 

生育温度(最適温度) 10'"'"-'30 (25'"'"-'30) oC 

菌糸融合群b) AGl 

培養型 1 S 
a) Domsh et al. (J 993) 
b)生越(1972)

考察

1999年 8月 5.-....-6日に六合村で生産されている

花き類の病害発生実態を調査したところ、 13科

22種の花き類(延べ 31種)で病害の発生が確認

された。このうち複数の花き類で発生が確認され

た Bo句ぜis属菌と Rhizoctoniα属菌による病害につ

いて、分離菌の病原性の検討と種の同定を行った。

ベロニカおよびマウンテンミントの葉の斑点症状

から分離した病原菌は、接種により病徴が再現さ

れ、菌の形態等から B.cinereαPersoon : Friesと同定

した。また、セイヨウハナシノブの葉腐れ症状お

よびピンピネラの立枯れ症状から分離した病原菌

は、接種により病徴が再現され、菌の形態等から

R. solani Kuhnと同定した。いずれも園内で未報告

の病害であり、ベロニカ灰色かび病、マウンテン

ミント灰色かび病、セイヨウハナシノブ葉腐病お

よびピンピネラ茎腐病と命名して報告した。また、

アストランチアの葉腐れ症状およびセイヨウマツ

ムシソウの立枯れ症状から分離した病原菌は、接

種により病徴が再現されたが、同定は未実施であ

り、今後、検討する必要がある。

今回、発生が確認されたベロニカ灰色かび病と

菌株名(分離原宿主)

KPR-l R.solani a) 

(ピンピネラ) ( 一 )

褐色 褐色

菌核形成少、 菌核(菌糸塊)形成

輪紋状に菌糸塊形成

6.6'"'"-'10.8(8.7) mm  5'"'"-' 17 (主に7'"'"-'12)mm 

ほぽ90度 ほぽ90度

有 有

有 有

有 有

盆E 無

4'"'"-'7 (5.4) 2'"'"-'18 (主に4'"'"-'8)

10'"'"-'35 (25'"'"-'30) oC 

AG2-2 

illS 

マウンテンミント灰色かび病の B.cinerea、セイヨ

ウハナシノブ葉腐病、ピンピネラ茎腐病およびラ

クヌパー立枯病の R.solani、シャスターデージー

半身萎凋病の Verticilliumdahliaeは、いずれも多犯

性の病原菌であり、多くの野菜や花きで病害の報

告がある 3)。これら多犯性の病害が多発したのは、

小規模圃場に多品目を栽培していることが一因と

考えられる。また、国内で発生が報告されていな

い病害が多く、農家が病害として認識できず、防

除対策が十分にとられていなかったことも一因 と

考えられる。これら病害が発生している圃場では、

宿主となる作物の栽培を控えたり、薬剤防除をす

るなどの対策が必要である。今後も、六合村で生

産している他の花き類にもこれら病原菌による病

害が発生する可能性が考えられる。したがって、

小規模多品目栽培を継続していくには、病害の発

生に注意し、薬剤防除に加えて、耕種的防除や物

理的防除などを取り入れた総合防除法を導入して

行く必要がある。
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Diseases of Various Flowers Occurred in Kuni Village 

Toshihiko URUSHIBARA， Hiroshi SAKAI， Atsushi TAKAHASHI and Toshimasa SHlRAISHI 

(Gunma Agricultural Technology Center) 

Summary 

Diseases of f10wers grown in Kuni village were investigated in August， 1999. The occurrence of diseases was 

found with 22 kinds of f10wers as the result of investigation. Among those， the dise出 esby Botrytis and 

Rhizoctonia occurred with some kinds of f1owers. Beach Speedwells and Mountain Mints showed the leaf spot as 

the result of inoculation tests and Botηtis was recovered from the infected plants. This fungus was identified as 

Botrytis cinerea Persoon : Fries on the basis of cultural and morphological characters. Jacob's Ladders showed the 

leaf rot as the result of inoculation tests and Rhizoctonia was recovered from the infected plants. Burnet-saxi企ages

showed the stem rot as the result of inoculation tests and Rhizoctonia was recovered from the infected plants. This 

fungus was identified as Rhizoctonia so/ani Kuhn on the basis of cultural and morphological characteristics. Since 

those diseases had not been reported in Japan， they were named Gray mold of Beach Speedwell， Gray mold of 

Mountain Mint， Leaf rot of Jacob's Ladder and Stem rot of Burnet-saxifrage respectively. 
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