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<試毅成績・研究成巣>

北海道で発生した閤芸作物の新病害@その 4

カボチャ灰色かび病

要
と三，

民

一津知央ヰ

2009年 7fJ，森II!Jのトンネル早熟栽結カボチャで、葉身に褐色・不整形の病斑を形成し，幼泉が軟化・

腐敗する症状が発生した。発病掛からは単一の糸状協が分離され，分離磁の接穏により原病徴が再現

され，接種歯が再分離された。形態的特徴より分自主iそiをBotrytiscinerea Persoon: Fries， *症状を

カボチャ灰色かび病と同定した。道内における本病の発生は水準17IJが初めてである O

背景・展的

2009年 7月下旬，森田Iのトンネル早熟栽培カボ

チャ(品種:みやこ)で葉身に褐色・不整形の病

斑を形成し，幼果が軟化・腐敗する痕状が発生し

た。擢病部より分離した蘭の同定および病原性試

験の結果，本症状がBotrytiscinerea Persoon: 

Friesによるカボチャ灰色かび病であることが明

らかとなった。本病はこれまで道内未発生である

ため，その概要を報告する。

方法

1.発生状況および病徴

2009年 7月下旬，森町のトンネル早熟カボチャ

栽培騒場(一番果収穫期)で発生状況および病徴

を調査・観察した。

2.病原簡の分離

躍病葉を150C湿室条件下で 2臼間放置し分生子

を形成させ， これを自金耳で掻き取り，ストレプ

トマイシンを約300ppm加用したジャガイモ・ブ

ドウ糖寒天 (PDA)平板培地上に酒線し， 250

C 

N日w dis色ase of horticul turな 1crops occurred in 

Hokkaido vol. 4. Gray mold of pumpkin caused by 

Botrylis cinerea Persoon: Fri巴S
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暗黒下で培養した。培養 4日後に培地上に形成し

たコロニーより単胞子由来の菌株を得た。

3.分離菌の病原性

鴎芸培土を充填した 1/5000aワグネルポット

(内径15.9cmx深さ 19.3cm) にカボチャ(品種:

えびす)をポットあたり 1株播種し，ガ、ラス

内で約 1ヶ月間栽培し検定に供試した。 PDA

板培地で250C• 3日間培養した茜そうを藍径 8

mmのコルクボーラで打ち抜き接種菰とした。接

種掠を 1個体あたり 4葉に l葉あたり 1枚乗せ，

無禽で接種した。接樟株全体をビニーノレ袋で覆い

視室状態とし， 15
0

C・16時間日長で制御した人工

気象器内で管理し，接種 4日後に発病状況を調査

し，発病伺体から留の再分離を試みた。試験は l

区 2株で実施し，対照区として無接種区を設定し

fこ。

4.分離寵の形態

分離麗株を滅菌ニラ培地(直径9cmのガラスシャー

レに長さ 5~ 8 cmに切断したニラ葉を敷き詰め，

1210

Cで15分閉オートクレーブ滅菌)に移植し，

BLBライト照射下で15
0C・3週間培養し，培地

に形成した分生子および分生子柄の形態を実体

顕微鏡および生物顕微鏡下で観察した。また，分

離菌を PDA王手板培地で250

C・30日間培養し，培

養堕そうおよび菌核を観察した。
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結果

1.発生状況および病徴

カボチャ栽培圏場(栽培面積 2ha)のほぼ全

株で発生が認められた。葉身でははじめ誼径 5~

10cm前後の褐色不整形病斑を形成し(図 1)，次

第に病斑が融合して葉面積の 3分の l程度に達す

る大型の病斑をとなり，病斑部は脱落した(図 2)。

幼果では，果実全体が軟化・掲変した(図 3)。

成熟した果実の腐敗は認められなかった。融合し

た葉の病斑および幼果の表面には淡掲色のカビが

密生していた。葉での発生は株内の全葉の約10%

で，幼果での発生は 1株あたり 1~ 2果で認めら

れた。なお発生闘場では， 6月中旬までトンネル

被覆を実施していたが，本症状発生時には露地状

態であった。

図 1 葉身の初期終斑(褐色不豊富形病斑)

図2 護身の後期病斑(滋合・拡大し病斑部が毅脱)

図3 発病幼巣

2.病原麗の分離

病変部から単胞子由来のPB1株を得た。以降

の試験には本菌株を供試した。

3.分離麗の病原性

接種株は， 2株とも接揮した 4葉すべてに淡鴇

色・円形の水浸状病斑を形成し，原病徴が再現さ

れ，発病株からは接種閣が再分離された(表1)。

無接種区では，発病が認められなかった。

表 1 分譲菌の病原性

終段fjfi

1/4 

0/4 

0/1 
a)発病王立数/供試渓数

4.分離菌の形態、

分離蘭の分生子柄は単生し，長さ 0.5~3.3mm，

蝦9.5~15.3μm，基部は淡褐色で先端部は無色，

2~4 分岐を持ち，主軸と分岐部の先端はやや膨

れ，その表面から房状に全出芽型により分生子を

密生した(罷4)。分生子は，楕円形~倒卵形，

無色~淡褐色で，大きさは8.6~16.0 (平均12.6)

μmx6.8~10.9 (平均9.1) μmで， 1/b (長さ/

幅)比は1.39であった(図 5)0PDA培地上の蘭

そうは灰褐誌で培地上には平均2.2x1.9mm，楕

円形~不整形，黒色，属王手の龍核を形成した。

以上の形態的特徴より分離習を βotrytis

ハむ



二三事:北海道で発生した悶芸作物の新病~iU ・その 4 カボチャ灰色かひ病 172 

cinerea Persoon: Fries，本病をカボチャ灰色か

び病と同定した(表 2)。

JZI4 病原菌の分生子柄および分主主子

スケールパー・ 50μm

図 5 病原菌の分生子

スケールパ…:20μm 

考 察

Botrytis cinereαは，野菜，果樹，花，畑作物

などのほぼすべての双子葉植物に感染する多犯性

の病原菌である (Eladet al. 2007) 0 北海道に

おいても露地栽培作物であるダイス¥インゲンマ

メ，ハウス内で栽培されるトマト，イチゴなど多

様な作物において本種による灰色かび病が重要病

分1:子f内

表 2 分離菌の形態

カボチャ

PBl 

m生

i去さ O.5-3.3mm 

総 9.5-15.3μm

E立 l芸部が淡i5色

分妓先立出付近で 2-4分妓

分生子 会出卦

1泌氏lこ;i}}生

?古円形，倒卵形

11lf包.i;Jif自色

Bolrylis cinereα 

(Ellis. 1971) 

~P.'f二

2mmかそれ以上

16-30μm 

Jま;絡が淡褐色

先続可，t近で分i技

会社i芽

;;)j'4kに官官ヨミ

続JIJJ杉，出WsJ伝
銀色，淡褐包

大きさ長径 8.6-16.0(平icejl2.6).um8-14μm 

長J.if:6.8-1O.9(平均百 !).um 6-9.um 

l/b" 1.39 

的核 黒色， ~fi1平

2.2x1.9mm 

a 1 = Length (1云さ). b士 Breadth(郎D

1.35-1.50 

1な色

害となっている(北海道植物防疫協会 2004)。

カボチャ灰色かび病は， 1972年に宮崎県のハウ

ス栽培およびトンネル栽培カボチャにおいて発生

が報告された病害である(後藤・川越 1972)。本

病が発生した葉および果実の表面には，淡褐色の

カビを密生する。これは肉眼でも容易に観察でき

るため診断の決め手となる。また， これを顕微鏡

下で観察すると， 1高原盤の分生子および分生子柄

を確認できるため，診断は比較的容易で、ある O

後藤.J 11越(1972)によると，宮崎県での発生

時期は，ハウス栽培では12月 ~4 月， トンネル栽

培では， トンネル被覆期間で、ある 3 丹下旬~4 月

下旬あり， トンネルを除去し露地状態となった 5

~6 月には終息する。

本病は200C以下の低温と多湿条件で特に発生が

多くなる(後藤・川越 1972)が， 15~2rCの幅

拡い温度で感染可能である(J11越 1998)。北海道

のカボチャ栽培期間の気温は，概ね本議の感染可

能濃度域と合致するため，道内では多湿条件が続

くと発病が多くなると考えられる。森町で本病が

発生した2009年 7月は約 3週間曇雨天状態が続き，

平年の約 3倍の303.5mmの降雨があり， これが

多発の原因となったと考えられる。

後藤・JlI越(1972)は，宮崎県のハウス栽培に

おける本病の防除対策として，①適切な換気を実

施し多湿を避ける，②ビニールマルチ被覆を実施
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し，土壌からの伝染を防止する，③咲き終わった

花弁が佳染諒となるため，ハウス外に持ち出すの

3点を挙げている O しかし，株元をマルチで被覆

し，露地でカボチャを栽培している北海道におい

ては，①の換気は実施できず，②はすでに実施済

みであり，③は労力的に国難であると考えられる。

著者が2005~2011年の 7 年間 6 月上旬~8 月

上旬にかけて概ね l週間に 1自の割合で森町のカ

ボチャ栽培額場を観察したところ， 2009年以外の

年次では本持の発生を確認していない。また，

崎県においても，露地状態では発生が終息するこ

とが報告されている(後藤・)11越 1972) ことか

ら，露地栽培が中心である道内のカボチャ栽培に

おいて本病は曇罰天が続いた年次に特異的に多発

生する病害であり，通常年であれば防除対策を講

じる必要はないと考えられる O

本病の発生がカボチャのJ/)(量に与える影響は明

らかとなっていないが，後藤・ }II越 (972) は

「被害は軽視できないが，成熟した果実では発病

しないことから，病徴が目立つ閤場であっても減

収程度は大きくないJと推察している。著者は

2005~2011年に森田Iの同一層場で収量調査を実施

しているが，灰色かび病が発生した2009年の収量

は他の年次とほぼ間程度であった(データ省略)

ことから，本病発生の収量に与える影響は小さい

と考えられた。品質に与える影響については未検

討であるため，今後検討を要する。

なお，分離菌株PB1を農業生物資源ジーンパ

ンクに MAFF242995として寄託登録した.
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