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Abstract 

直 ~ I

The e汀ectof temperature on the occurrence of yellow-Ieaf-spot， a physiological disorder of cut chrysanthemum， was 
investigated in‘Seikou-no-makoto' chrysanthemum. After long day treatment， plants were grown under natural day length in a 

temperature gradient chamber (TGC)， in which air temperature followed the t1uctuation of outside ambient temperaωre. Slight 

yellow-Ieaιspot occurred in plants grown at intermediate temperature in TGC. This temperature regime was similar to the 

tempera旬reregime before transfer to TGC. However， yellow-Ieaf-spot occurred remarkably higher in low or high temperature 

regimes. To investigate the e仔巴ctof t1uctuation of temp巴ratureon the occurrence ofyellow-Ieaf-spot， plants were grown in low， 
intermediate and high temperaωre regimes in TGC， and after 10 days， plants were transferred to other temperature regimes or 
grown under the same temperature. The occurrence of yellow-Iea手spotwas slight in low or intermediate temperature regimes 

10 days after the start of treatment， but severe in high tempera旬 reregime. The OCCUrrenc巴 ofyellow-Ieaf-spot remarkably 

increased in plants transferred from high temperature regime to low temperature regime. 1n conclusion， the occurrence of 

yellow-Ieaf-spot in‘Seikou-no-makoto' was promoted by high temperature， and further increased by a drop in tempera加re

after exposure to a high temperature. 

Key Words : fluc印刷onof temperature， high tempera知re，low tempera知re
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緒扇

スプレーギクや ‘精輿の誠'および‘神馬'をはじめと

する輪ギクの切 り花品種において，通称 「黄斑症Jと呼ば

れる障害が発生し，商品価値を低下させるため大きな問題

となっている この黄斑症は，最初， 葉縁に淡黄色の斑点

が発生し，症状がひどくなるにつれて斑点が濃黄色となり ，

葉縁から葉身全体に発生が広がる(第 l図).また，黄斑は

下位葉から発生し，生育とともに上位葉まで発生が進行す

る.黄斑は年聞を通して発生するが，‘精輿の誠' では 9 ~

10月収穫の作型において発生が顕著である.一方で，黄斑

の発生には品種間差があり ，黄斑が全く発生しない品種も

ある (後藤ら，2003). 

2007年7月20日 受付 2007年 日月21日受理.

本報告の一部は園芸学会平成 18年度春季大会で発表した

* Corresponding author. E-mai1: nkaori@a倍C.go・JP

Fig. 1 Yellow-Ieaf-spot of‘Seikou-no-makoto' chrysanth巴mum

grown in the field 
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‘精輿の誠'の黄斑症には，当初リン酸過剰など養分スト

レスが大きく関与しているものと考えられた(田中 ・小久

保， 2004)が，その後黄斑は特定の無機養分の過不足のみ

により引き起こされるものではないと報告された (Okiら，

2007) 一方，後藤ら (2005)は黄斑の発生程度が定植期に

よって変動することを示し，黄斑発生には温度や光などの

環境条件が大きく関与するものと考えたしかし黄斑の

発生原因は未だ特定できておらず，発生防止手法を確立す

るためには発生原因となる環境条件を明らかにする必要が

ある.

本実験では，環境条件のうち黄斑発生への関与が大きい

と考えられる温度に注目し，黄斑が発生しやすい‘精興の

誠'を，外気温の変動に追随する温度制御を行う温度勾配

型温室内で生育させ，低温および高温条件下における黄斑

の発生状況を確認した.さらに，生育期間中の温度変動が

黄斑発生に及ぼす影響をみるため，生育期間中に温度条件

を変更した場合の黄斑の発生程度を調査し，発生要因とな

る温度条件について考察した.

材料および方法

黄斑の発生が多いとされている‘精輿の誠'を供試した

実験は (独)農業 ・食品産業技術総合研究機構東北農業研

究センター (岩手県盛岡市)で行った.

実験 1.生育温度が黄斑発生に及ぼす影響

2004年 6月 16日に 2種類の配合土 (園芸培土， (株)

クレハ， N: P : K = 340 : 850 : 510 mg ・L-1およびナプラ養

土，(株)ヤンマー， N : P : K = 50 : 500 : 100 mg ・L-1)を 1:1 

(v/v)の割合で混ぜた土を詰めた直径 18cm，深さ 15cmの

黒ポリ鉢に， 10枚程度の葉が展開した発根苗を植え付けた

以降，鉢は隣接する株の葉が重ならず，株同士の影が少な

くなるように間隔をあけて配置した. プラスチック ハウス

で株を生育させ，無摘心栽培とした. このプラスチ ックハ

ウスでは白熱灯 (100V/60 W)による電照 (草冠部におけ

る光強度 :7μmol・m-2・cl)を深夜 4時間 (22:00~ 2:00) 

行った.なお，鉢上げから温度処理開始までのプラスチ ッ

Fig. 2 Scheme ofthe degree ofyellow-Ieaιspot. 

クハウスにおける平均気温は 22.70Cであった.

黄斑発生に及ぼす生育温度の影響をみるため， 7月 16日

に温度勾配型温室 (東北農業研究センター，通称:グラディ

オトロン)へ株を搬入し，長菅ら (2007)の手法に基づい

て処理区を設定した.本実験では設定温度域を広げるため，

低温域と高温域の 2つの温度勾配型温室 (それぞれ低温室

および高温室とする)を用いた.各温室の温度設定は，冷

害によるイネの不稔性を解析することを目的とした Okada

ら (2000)の方法に準拠して行った.すなわち，低温室で

は前室の気温の設定値を 0.5x外気温 +60Cとし，高温室で

は0.75x外気温 +30Cとした.このような温室内で隣り合

う処理区の温度差が 0.5~ 20Cとなるように，低温室内の

吸気口側にある入り口から 9，14， 19， 23 m地点と，高温

室内の 16m 地点をそれぞれ順に処理区 1 ~ 5 として株を

配置し無電照の自然日長下で生育させた.

その後，上位葉における黄斑の発生および発生葉におけ

る症状の進行がほぼ停止した，温度処理開始から約 2か月

後の9月27日に処理区あたり 5株を供試して黄斑発生程度

を調査した.黄斑発生程度は後藤ら (2002)の方法に基づ

き， 0:発生なし葉縁の一部に発生， 2:葉縁全体に発

生 3 葉身全体に発生， 4: 3の状態がさ らに進行 (第2

図)と評価し，葉位ごとに調査した

実験 2. 生育期間中の温度変動が黄斑発生に及ぼす影響

生育温度を途中で変動させた時の黄斑の発生状況を調査

した.実験 1と同様に 2005年 6月9日に発根苗を鉢に植え

付け，深夜電照を行っているプラ スチックハウスで栽培し

たその後，温度処理を行うため 6月 17日に温度勾配型温

室へ株を搬入した.はじめに温室内の環境に馴らすため，

低温室の吸気口側にある入り口から 18.6m地点に株を配置

し無電照の自然日長下で生育させた この地点における

生育期間の平均気温は 21.60Cであった. 24日後の 7月 11

日から低温室内の入り口から 3.8，8.6， 23.0 m地点をそれ

ぞれ低温，中温，高温条件として，温度条件あたり 15株を

配置し，生育させた.さらにその 10日後の 7月 21日に，

低温条件で生育させた株は中温あるいは高温条件へ 5株ず

The degree of yellow-Ieaf-spot was eva1uated in 0; no spots， 1; very few spots occurred in the leaf margin， 2; spots occurred around the 

leafmargin， 3; spots were spread over the leafblade， 4; spots were more extensive and covered almost the whole leaf. 
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つ移動し，残りの 5株を引き続き低温条件で生育させた.

中温条件および高温条件についても同様に， 7月 11日から

21日まで配置していた条件とは異なる 2つの条件へ 5株ず

つ移動し，残りの 5株は引 き続き同じ条件で生育させた目9

月 9日に実験 lと同様に黄斑発生程度を調査した.

結果

実験 1. 生育温度が黄斑発生に及ぼす影響

温度勾配型温室へ搬入した7月16日から温度処理を終了

した 9月27日までの l区における日平均気温は，17 ~ 240C 

で推移した(第 3図). 2 ~ 5区の日平均気温は処理期間を

通じて区よりそれぞれ約1.5， 2.5， 3.0， 5.00C高く， 処

理期間中の平均気温は， 1~ 5 区の順にそれぞれ 20.8 ， 22.3 ，

23.4， 23.8， 25.60Cであった

供試株の葉は，温度処理開始時には平均 24節まで展開

し，温度処理終了時には平均 70節まで展開していた.

温度処理開始から 8日後の 7月24日に一部の株で 16節

以下に黄斑の発生が認められ，その l週間後には全処理区

において 22節以下に発生がみられた.この時の発生株率は

1 ~ 4 区で 20 ~ 40%であったのに対し，高温条件の5区で

は 100% と高かった. さらに 2 週間後には 1 ~ 4 区でも全

株において黄斑の発生がみられた.その後，株の生育とと

もに黄斑発生は上位葉まで広がり ，各葉位における症状は

徐々に進行した(データは示さず)• 

温度処理終了時の黄斑発生程度は 3区ではどの葉位で

も 1.2以下 と小さく ，また，発生葉位の範囲は処理前の展

開葉位である 9~ 24 節と狭かった(第 4 図 ) .これに対し，

低温条件の l区および高温条件の 5区においては，それぞ

れ 3~ 32節および 3~ 40節の広範囲の葉位に黄斑が発生

し，その発生度は， 1区において最も発生度の大きかった

葉位で 2.8，5区において 2.6であった.また区では発

生度 4である葉が複，数みられた 2区および4区における

発生程度は，それぞれ l区と 3区および 3区と 5区の中間

であった.
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した株では黄斑は発生せず，低温条件から中温あるいは高

温条件に移動した株で‘は発生したものの，その発生度は 0.6
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実験 2. 生育期間中の温度変動が黄斑発生に及ぼす影響

温度勾配型温室内で温度処理を開始した 7月 11日から，

温度処理を終了した 9月 9日までの低温条件における日平

均気温は 16~ 230Cで推移した(第 5図).中温および高

温条件の日平均気温は処理期聞を通じて，低温条件よりそ

れぞれ約 2.00Cおよび 5.50C高かった.温度処理を開始し

た 7月 11日から生育温度条件を変更した 7月 21日までの

平均気温は低温条件で 18.80C，中温条件で 21.00C，高温条

件で 24.20Cであった.また 7月 21日から温度処理を終

了した 9月9日までの平均気温はそれぞれ 20.00C，22.30C， 

25.40Cであった.

供試株の葉は，温度処理開始時には平均 34節まで展開

し， 10日後の生育温度条件の変更時には，低温および中温

条件で平均 41節まで，高温条件で平均 40節まで展開して

いた.また，温度処理終了時には平均 74節まで展開してい

た(データは示さず)• 

生育温度条件を変更して 10日後には全処理区において

27節以下に黄斑の発生がみられ，その 30日後には，終始

低温条件で生育させた区以外の処理区において，温度処理

開始以降に葉が展開した 34節以上にも発生が認められた

(データは示さず)• 

低温条件で栽培後に生育温度条件を変更した株で、は， 20 

節付近に黄斑発生のピークがみられ，その発生度は，最も

発生度の大きかった葉位で 2.6であった(第 6図).一方，

温度処理開始後の展開葉については.終始低温条件で栽培
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Z Differences in mean temperatures beれ問enthe first and the second temperature regimes. 

Y See Fig. 2. 
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以下と小さく，移動後の展開葉ではほとんど発生しなかっ

た.中温条件で栽培後に生育温度条件を変更した株におい

ても， 20節付近に黄斑発生のピークがみられ，その発生度

は，最も発生度の大きかった葉位で、 2.4であった.温度処

理開始後の展開葉における発生度は 0.8以下と小さく，い

ずれの株においても移動後の展開葉には黄斑は発生しな

カ込った.

一方，はじめに高温条件で栽培した株では，はじめに低

温あるいは中温条件で栽培した株に比べ，下位葉における

黄斑発生度は小さかったが，温度処理開始前の中位葉にお

ける発生度は大きかった.温度処理開始後の展開葉につい

ては，高温条件から低温条件に移動した株では，黄斑の発

生が 45節まで連続し，その発生度は，最も発生度の大き

かった葉位で、 1.4であった.高温条件から中温条件に移動

した株では 46節まで黄斑が発生し，発生葉位の範囲は広

かったが，発生度は高温条件から低温条件に移動した株と

比べて全体的に小さかった終始高温条件で栽培した株で、

は， 41節までは発生度が 0.6~ 1.4であったが，それ以上

の葉位では黄斑はほとんど発生しなかった

考察

‘精輿の誠'を年間通じて 1か月ごとに定植すると，高温

強光期にあたる 5~8 月に定植した場合に黄斑症の発生程

度が大きいことが示されている(後藤ら， 2005)ーまた，‘精

輿の誠'を 300Cあるいは 200C一定条件で生育させると，

300Cで生育させた株において黄斑発生程度が大きいこと

が報告されている(後藤ら， 2003) これらのことから，高

温条件が黄斑発生要因のーっとして考えられた.本実験に

おいても，高温条件で生育させた株での黄斑の発生は早く

始まり，その黄斑発生程度は大きかったが，低温条件で生

育させた株でも同様に発生が著しかった(第 4図).一方，

中間の温度条件であった 3区における黄斑発生程度が最も

小さく， 3区との温度較差が大きい処理区で発生が著しい

傾向にあったこの 3区における株の温室搬入後 10日間の

平均気温は24.20Cと，株の温室搬入前 10日間のプラスチッ

クハウスにおける平均気温の 23.80Cに近かった.一方 3

区との温度較差が大きい処理区ほど温室搬入前後の温度較

差が大き くなったことから，生育期間中の温度変動が黄斑

発生を助長する要因として推察された.この温度較差の影

響と考えられる黄斑発生は，低温側(J区)，高温側 (5区)

共に観察された また，温室搬入以降の展開葉についてみ

ると，中間の温度条件であった 3区および4区では黄斑の

発生はみられなかったが，その他の区では発生していた

高温条件の 5区における発生は下位葉における発生とは異

なるピークであった.これには， 8月 9日から 17日にかけ

て5区では 29てから 210Cまで温度低下し，他区に比べて

温度低下の程度が大きかったことが影響したものと考えら

れる.一方，低温条件の l区および 2区では，下位葉にお

ける黄斑発生のピークから連続的な発生がみられた この

ことから，これらの区における温室搬入以降の展開葉では，

未展開葉時に生育させたプラスチックハウス内での温度条

件から，展開後，温度勾配型温室内の低温条件へ移動した

ことにより温度低下が生じたため，黄斑が発生したものと

推察された.

実験 lにおける推論を確認するために実験 2を行ったと

ころ，下位葉における黄斑発生のピークは，はじめに高温

条件で生育させた株に比べ はじめに低温あるいは中温条

件で生育させた株で大きい傾向がみられた (第 6図).低温

あるいは中温条件では，温度処理開始前に温室内で株を配

置した地点における温度条件より気温が低く推移したこと

が，下位葉における黄斑の発生を助長したものと考えられ

る.温度処理開始前の下位葉における黄斑発生には，処理

を開始するまでの期間の温度条件が影響し，生育温度条件

の変更の影響が黄斑発生に大きく現れるのは生育温度条件

を変更する前後に展開した葉で、あると考えられる.そこで，

下位葉における黄斑発生のピーク以降の発生程度について

みると，はじめに低温あるいは中温条件で生育させた株に

比べ，はじめに高温条件で生育させた株で、黄斑の発生程度

は大きく，特に高温条件から低温条件に移動した株におい

て発生が著しかった(第 6図).また，生育温度条件変更後

の展開葉における黄斑の発生は，特に高温条件から低温あ

るいは中温条件へ移動した株でみられた. この高温条件に

おける生育温度条件変更前 10日間の平均気温は 24.20Cで

あり，実験 lにおける温室搬入前 10日間のプラスチックハ

ウスでの平均気温 23.80Cに近かった従って，はじめに高

温条件で株を生育させた区は，実験 lにおける温室搬入前

後の温度変動条件に相当し，これらの黄斑の発生状況は同

様の傾向を示した.なお，生育温度条件変更後に黄斑が発

生した葉位の範囲は 40~ 46節と狭かったが，実験 lにお

いても発生が認められたのは 40節までであり，これ以降の

上位葉では展開時における温度の変動が少なく，温度が低

くなったため，徐々に黄斑が発生しにくくなったものと考

えられる.

これらのことから，‘精輿の誠'の黄斑症を誘発する温度

要因としてまず高温があり，その後の温度低下によって症

状の進行が促進されるものと考えられた.また，温度変動

時の未展開葉では，展開前の高温条件，そしてそれに続く

展開後の温度低下が黄斑の発生を誘導するものと考えられ

た.後藤ら (2005)は黄斑発生の季節変動の解析で，同じ

株の中に黄斑発生度の異なる 2つのピークがみられたこと

から，環境条件の急激な変化が発生を助長すると推察して

おり ，本実験の結果はこの推論を裏付けるものとなった

‘精輿の誠'の実際栽培では 9 ~ 10月収穫の作型における

著しい黄斑の発生が特に問題となる. この作型では栽培期

聞を通じて生育温度条件は高く推移するが，さらに，梅雨

の前後には気温の大きな変化を経過し，夏季の高温を経過

した後には秋季の気温低下に遭遇する.本実験における考

察が正しければ， このような生育期間中の気温変動が 9~
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10月収穫の作型における黄斑の発生を著しくする要因と

なっていると考えられる。これに対 して，実験 lではいず

れの区においても7月下旬から9月下旬にかけて気温は徐々

に低下した(第 3図)が，黄斑発生が促進されなかった区

があり(第 4図)，実験 2では温度変更前後の温度較差が小

さいほど黄斑発生は抑えられた (第 6図) これらのことか

ら，生産現場で生じる緩慢な温度変動は，黄斑の発生を招

く要因とはなるものの，急激な温度変動に比べると進行を

助長する程度は小さいと考えられる.従って， 精輿の誠'

の黄斑発生は，株を高温に遭遇させないようにし，さらに

栽培期間中に急激な気温低下が生じないよう温度管理する

ことにより軽減できる可能性が考えられる 黄斑発生には

日射量も影響すると考えられるので，昼温の影響が夜温の

影響を上回ると推察されるが， この推論を詳細に考察する

ためには，一定の温度条件下における解析が必要である.

本実験における黄斑症のように，温度低下により葉身に

斑点が発生する障害はセントポー リアでもみられ，Iリーフ

スポッ ト」と呼ばれる.このリーフスポッ トは，一種の低

温障害であると考えられるが，温度変化の程度が大きいほ

ど障害の程度は大きい点(前川 ら，1990)は，本実験で得

られた ‘精輿の誠'における黄斑発生を助長する温度条件

と類似している.また，セントポー リアでは強光を受けた

業において障害が大きかったことから，直接的には急激な

葉温低下によって光合成経路が凹害されて生じるが，強光

も関与するものと考えられている (前川 ら， 1990).本実験

の結果から ‘精輿の誠'の黄斑発生には，温度条件が大き

く影響することが明らかになったが， 日射量が多い時期に

発生が著しくなる傾向 も認められており (後藤ら，2005)， 

セン トポー リアの事例のように 強光条件が温度による障

害発生を増大させている可能性も考えられる. しかしなが

ら，このリーフスポットは l分程度の非常に短時間の急激

な温度低下により生じる点は，‘精輿の誠'の黄斑発生とは

異なるため，黄斑症の発生機構に関しては今後詳細に検討

する必要がある

摘 要

キク ‘精興の誠'における黄斑の発生原因を明らかにす

るため，温度が黄斑発生に及ぼす影響を検討した.プラス

チックハウスで電照栽培した株を，自然日長の温度勾配型

温室に搬入し，外気温の変動に追随して推移する温度条件

下で生育させた.温室搬入前の株の育成場所における温度

条件と 同様の温度条件で生育させた場合の発生程度は小さ

かった.一方，温室搬入前の温度条件との温度較差が大き

かった低温および高温条件で生育させた株では発生が著し

かった次に，生育温度の変動が黄斑に及ぼす影響を調べ

るため，温度勾配型温室内の低温，中温および高温条件で

10日間株を生育させた後，それまで栽培した温度条件とは

異なる 2つの温度条件あるいは引き続き同じ温度条件で栽

培した.はじめに低温あるいは中温条件で栽培した株てeは，

その後いずれの温度下においても発生は少なかった.一方，

はじめに高温条件で栽培した株では発生は助長され，特に

高温条件から低温条件に移した株で発生は増大した 以上

より ， ‘精輿の誠'の黄斑発生は高温条件によって誘導さ

れ，その後の温度低下の程度が大きいほど症状の進行が促

進されるものと考えられた.
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