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キクのウイルス病

Chrysanthemum virus B (キクBウイルス）
Tomato spotted wilt virus (トマト黄化えそウイルス）
Impatiens necrotic spot virus (インパチエンスネクロ
ティックスポットウイルス）
Chrysanthemum stem necrosis virus (キク茎えそウ
イルス）
Chrysanthemum Mild Mottle Virus (キク微斑ウイル
ス） 
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トスポウイルスとは
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日本で発生が確認されている
トスポウイルス種
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トマト黄化えそウイルス
(Tomato spotted wilt virus)

TSWVによるキク黄化えそ病
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キク茎えそ病 
(Chrysanthemum stem necrosis virus)
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トスポウイルスの媒介様式
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アザミウマの生活史とウイルスの獲得

卵

１齢幼虫
（非常に小さく肉眼では見ずらい）

２齢幼虫
（羽がない）

成虫（羽がある）

蛹
（土中で過ごす）

1匹の雌が200～300個の卵を産む

卵
成虫がウイルスを媒介する

２～３日
（25!の場合）

１～２日
（25!の場合）

３～４日
（25!の場合）

３～４日
（25!の場合）

幼虫がウイルスを獲得する
（小さいほど獲得率が高い）
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媒介虫の生息場所
ウイルスの潜伏源

発病株

トスポウイルスの伝搬
野外から保毒虫の侵入

健全株

発病株から非発病株への伝染
（二次伝染）

保毒虫が雑草へ移動

施設外へ飛散
（周辺施設に伝染）

一部の株が感染
（一次伝染）

周辺雑草等

産卵・増殖
ウイルスを媒介

7～10日後に発病
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トスポウイルスの防除・根絶
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TSWVが感染する雑草
!"#$%"

Amaranthaceae Amaranthus lividus

オランダミミナグサ Caryophyllaceae Cerastium glomeratum

ウシハコベ Stellaria aquatica

コハコベ Stellaria media

シロザ Chenopodium Chenopodium album

ヨモギ Compositae Artemisia princeps

コセンダングサ Bidens pilosa

オオアレチノギク Conyza sumatrensis

ヒメジョオン Erigeron annuus

ハキダメギク Galinsoga ciliata

チチコグサモドキ Gnaphalium pensylvanicum

セイタカアワダチソウ Solidago altissima

オニノゲシ Sonchus asper

ハルノノゲシ Sonchus oleraceus

セイヨウタンポポ Taraxacum officinale

オニタビラコ Youngia japonica

ナズナ Cruciferae Capsella bursa-pastoris

ホトケノザ Labiatae Lamium amplexicaule

クズ Leguminosae Pueraria lobata

シロツメクサ Trifolium repens

ギシギシ Polygonaceae Rumex japonicus

スベリヒユ Portulacaceae Portulaca oleracea

ヘクソカズラ Rubiaceae Paederia scandens

イヌホウズキ Solanaceae Solanum nigrum

オオイヌノフグリ Scrophulariaceae Veronica persica
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INSVが感染する雑草
!"#$%"

シロザ アカザ科 Chenopodium albun
ヤエムグラ アカネ科 Galium spurium var. echinospermon
タネツケバナ アブラナ科 Cardamine flexuosa
アブラナ アブラナ科 Brassica rapa var. amplexicaulis
ヨモギ キク科 Artemisia vulgaris
ハキダメギク キク科 Galinsoga ciliata
オオイヌノフグリ ゴマハグサ科 Veronica persica
タチイヌノフグリ ゴマノハグサ科 Veronica arvensis
ホトケノザ シソ科 Lamium amplexicaule
イヌホウズキ ナス科 Solanum nigrum
オランダミミナグサ ナデシコ科 Cerastium glomeratum
コハコベ ナデシコ科 Stellaria media
ウシハコベ ナデシコ科 Stellaria aquatica
ホナガイヌビユ ヒユ科 Amaranthus viridis
カラスノエンドウ マメ科 Vicia sepium
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ウイルスの検定法
• &%'(

• )*+,

• -./0

• 123456

• 789:

• ELISA, DIBA, RIPA

• ;<29:

• PCR, RT-PCR, LAMP
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血清診断(ELISA法)

• @A
• +,WBXYAZ[\]T\XY^_
PF9:`

• abcde[fghijGHIkl'
(mn

• CA
• opcqrstuvFwVDEF
• qrDuLtxjPyz{h*DEF
• |>L}op~�D�x>F
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ウイルス検出に利用できる抗体と主な入手先
入手先 抗体 備考

日本植物防疫協会
http://www.jppn.ne.jp/nishokubo/

CMV, TSWV, INSV, ORSV, CyMV, 
CarMV, CVB など

青森グリーンバイオセンター1)
http://apple.net.pref.aomori.jp/

greenbio/

LiMV, TSWV, INSV, IYSV, AMV, 
BBWV, CMV など 抗血清のみ

Agdia （アグディア社）
http://www.agdia.com/

AMV, AlMV, TSWV, INSV, IYSV, 
GRSV+TCSV, CNFV など 代理店： 和光純薬

Prime Diagnostics2)
http://www.primediagnostics.nl/ AlMV, INSV, IYSV, FLNVなど

DSMV
http://www2.dsmz.de/nf-plvirus/

AMV, AlMV, CarMV, CRSV, CVMoV, 
CNSV, ClYVV, CymMV, CymRSV, 

INSV, IYSV, TYLCV 等
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ELISAで注意する点

• }op~�L¬

• w®¯°±²�I³´µ¶·g¥i
¸�{sTF

• ¹º¯°±²�Iqr»¼½s¾¿À
vF

• ÁÂ~��ÃÄ

• ÅÆ�ÇÈÉ�ÊËÌÍjxÁÂ

• EFÎÏ�(lÂ�EF
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血清診断(RIPA法)
• @A

• ÐH_C�ÑÒÓQÎÏ§['(D
ÔÕF

• oÖj×ØÙ+ÚsÆÛwVT^j
P

• CA

• Ü'rEGN�ghiDÝP

• Þ�[nFyz{hDßx>_PF
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ウイルス検出に利用できるRIPA試験紙
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遺伝子診断(PCR, LAMP)
• @A

• Ý&ÏÒELISA�'(ËÌÍ§

– ')�GH�*¤z+��,-D./

– Ê*ÌÍ�yz{hs0�L')[nF

• +{1*2°©hPCR

– opÂ�3s4Hx>F

• ç¶�5³2�i*¤z+�I67¯�8{*¤z
+�

• CA
• 9:L;<sVvF

• =>�×ØswVTvF

• Ü'rEGN�ghiDÝP
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RT-PCRによるトスポウイルスの検出

より詳しくは
http://konarc.naro.affrc.go.jp/veg/sisetu_team/Iden/Iden/Welcome.html

TSWV
TsN5'-1: TTTAACACACTAAGCAAGCACA
TsS3'(vc): GCTCTAGAGCAATTGTGTCAATT

INSV
INSV_N3': AGAGCAATTGTGTCACGAATAT
INSV_N5': AATGCATTTAACACAACACAAAG

CNSV
CSNV-N5: GACACACTTTAAATCTTTAACACACC
CSNV-N3: GAGCGACTGCGGAATACTCT

20



PCR、RT-PCRで注意する点
• 抽出サンプルの安定性
• DNAはTEに溶解して4℃以下なら安定（長期保存

は-20℃以下）
• RNAは長期保存は不可（乾燥した状態で-20℃以下な

ら、比較的長期安定）
• 陽性反応の判断基準
• 報告されている（想定した）サイズと同じか確認する
• バンドの濃さは無関係（定量性はない）

• コンタミネーションによる擬陽性
• サンプルを取り扱うピペットは電気泳動には使わない
• 可能な場合、電気泳動を行った実験台では抽出・反応

を行わない
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PCRプライマーの設計

(1) DE_º/#õ<�`aJb#%c
�ddefdcg�Xe�Xh5

(2) �£%�Eij#kþ

(3) lmno#õ<

(4) lmvw
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(1) ターゲットの設定
(1) d`a$%&'p�_`a$%&'pq

d`a±êrÈ_�_`a±ê_�srÈ_

(2) Jbtu#%c

`����X��cÈ�X���cv��ce����¼ÉX���w¾c»Xv��Y����Xcc
�É���xyy���,X¼z�,X�Y,X�É,w��y�

(3) $%&'l1%{íz�Jb1%cQR

(4) |þí}{~h1�ÒþQ

È���c������X�:�Èr�u\�ø

Jb4Î�zM�ÓuORå6uOR#ß�
�QR�
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(2) プライマー候補の算出
(1) r��Y���c������

��z¢E'#�£%�Eõ�c�É���xyy
���,z���Xv��Y���¼�,X�y¼w�sz�Xy���Y�������y
���Y�������,¼w��

(2) g�X�����.��X�����e�¼��4,m5

�£%�Eõ�Mr��#£%BC'u��
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(2) プライマー候補の算出
(1) õ<�#|�

|þ�ø±ê���QR�:M�WW.VWWWz�
4QR+X{

�¬E¯�:M�£%�EJb+ízMX#±
{

�Y�M���./W�4õ<QR

�£%�E2#�Y�u�U#�ì±{Î�4Q
R

gÈ��M-W./W�

����#�<(

r��Y��d�Y��uþÿ±{Î�±Jb1� 
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反応条件の設定
(1) PCRの反応

�¡�¢-�c�Wc��¼�

|GE�C£.�Y�.�Y�¤¥�c�Wc��¼5

¦§lm.¨©�c�W./Wc��¼5Vchz��VWWWcz��4
ªUVY�X1��4QR

¦%"&«M��pê¬z�½C¯u®{Î�
±ê-W¦%"&4QR
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反応の確認
(1) 電気泳動

¯<í}¦%³u��xyz{
Rp

½C¯u\]p

°±=r+²4M��u³êy
±{

http://konarc.naro.affrc.go.jp/veg/sisetu_team/Iden/Iden/Welcome.html

ウイルス検出に関するその他のコツ等は「ウイルス病検定マニュアル」を参照
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内部資料 

平成２０年度 革新的農業技術習得支援研修 

研修課題名：花きの難防除病害虫に対する最新技術 

 

 

 

 

 

 

花きに発生するウイロイド病害 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生育開花調節研究チーム 

松下陽介 

 

 

 

 



１．ウイロイドとは 

ウイロイド(viroid)は1本鎖環状RNAから成る最小の植物病原体であり、1971年にDiener

らによってジャガイモから発見された。分子量が約 81～3 万であり、ウイルスゲノムの大

きさの 1/10～1/100 にすぎない。構造上も、遺伝情報量からも最小の病原体である。ウ

イロイド RNA はタンパク質をコードする遺伝子が刻み込まれていないことが明らかになっ

ており、ウイルスのようなコートタンパクを持たず（第 1 図）、また、ウイロイド RNA の複

製は宿主細胞の酵素を利用していると考えられる。ウイロイドは塩基配列相同性に基づい

た 分 類 に よ る と 、 ポ ス ピ ウ イ ロ ド 科 （ Pospivioridae ） と ア ブ サ ン ウ イ ロ イ ド 科

（Avsaunviroidae）の２つに分けられる。ポスピウイロイド科は中央保存領域と呼ばれる保

存性の高い領域があり、アブサンウイロイド科は中央保存領域をを持たないが、ハンマー

ヘッド型リボザイム活性を有し、自己切断するという特徴を持つ。また、前者は核内で増

殖し、後者は葉緑体内で増殖することが知られている。  

ウイルスとウイロイド

ウイロイドウイルス

コートタンパクDNA RNA
1本鎖or2本鎖 1本鎖or2本鎖

1本鎖環状RNA

タンパク質をコードしてい
ないタンパク質をコードしている

ポリメラーゼなど

 

 キクに感染するウイロイドはキクわい化ウイロイド（Chysanthemum stunt viroid, CSVd：

第 2 図）とキククロロテックモトルウイロイド（Chysanthemum chlorotic mottle viroid, 

CChMVd）が知られており、前者 後者はアブサンウイロイド科に属

する 。 

はポスピウイロイド科、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 1 図 ウイルスとウイロイド 
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U
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U
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G

C

C
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1 30 60 90 120 150

4 330 300 270 240 210 18035

第２図 キクわい化ウイロイドの全塩基配列 

ウイロイドはタンパク質をもたないため、血清反応による検出ができないことや、一般

的な茎頂培養等では植物体から除去できない等、ウイルスとは異なる性質をもつ。その

ため、ウイロイドに対してはウイルスとは異なる対処法を講ずる必要がある。 

★ポイント 

- 1 - 



２．キクわい化ウイロイドによるキクわい化病 

キクわい化ウイロイド（Chysanthemum stunt viroid, CSVd）は塩基数 348－356 塩基の環

状１本鎖 RNA である。宿主は栽培キク・野生ギクなどのキク属やシネラリア・ダリアなど

のキク科植物、ペチュニアやトマトなどのナス科植物に感染する。ただし、わい化などの

症状が明瞭に現れるのは栽培ギクだけである。 

CSVd のわが国での発生の確認は 1977 年が最初である。その後、三重県（1982）や香

川（1993）、兵庫（1996）、熊本（1996）、北海道（1997）、山形（1998）、新潟（1998）、

福岡・宮崎・沖縄（2001）、秋田（200１）、静岡（2004）など各地で発生が報告されてお

り、また、松下（2006）による調査ではほぼ全国で本病が発生しているが確認されている。 

第３図

 主な病徴は葉が小型化し節間が短縮してわい化し、また

さし穂の発根が非常に悪くなることなどがあげられる。花

の小型化や開花期の早期化または遅延化が見られる品種

もある。品種‘ミスルトー’または‘Bonie Jean’の葉に

は 2ｍｍ程度の特徴的な退緑斑や黄斑が生じる。この病徴

は 26～29℃で最も早く現れるが汁液接種で 1～2 か月、

接木で 20～30 日を要する。しかし低温、弱光線下では病

徴が現れにくい。なお、種子伝染が確認されているが、虫

媒伝染や土壌伝染は報告されていない。 

主要な伝染源は無病徴株を含めた罹病ギクで、摘蕾、収

穫、刈り込みなどの管理作業に伴う接触、あるいは刃物に

よって伝染が起こる。病徴が現れていない時期に外見から

判断して感染個体を除去することは非常に困難であるた

め、罹病個体を親株として増殖していることにより被害を

拡大していると思われる。 

第４図

生育障害の程度は品種によって異なり、香川農試

（1994）の報告では、開花時の茎長が‘秀芳の力’は正

常株の 69％、‘花秀芳’は 30％、‘精興黄金’は 44％に

なり、花弁も短くなっている。 

 
第３図 CSVd によるわい化症状 

第４図 CSVd に感染したキク‘ミスルトー’ 
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３．キククロロティックモトルウイロイドによる退緑斑紋病 

キククロロティックモトルウイロイド（Chrysanthemum chlorotic mottle viroid, CChMVd）

は 2003 年に秋田県のキクで発生が確認された。CChMVd による病徴は新葉のクロロシス、

若い葉の mild mottling であるが、病徴が一時的に回復することがあり生理障害と混同するお

それがある。宿主範囲は非常に狭く、キクとチョウセンノギクが宿主となる。CChMVd は

398-401 塩基であり、発病系統と無病徴系統があることが知られている。現在のところ媒

介虫は報告されていない。 

 全国の発生状況の調査では上記の秋田以外には京都府、大阪府、愛知県、広島、滋賀、

福岡のキクで感染が確認されている。 

 

４．ウイロイドの検出方法 

ウイロイドの検出には、生物検定、ハイブリダイゼーション法、RT-PCR 法、RT-LAMP

法などが利用されている。ウイルスとは異なり、タンパク質をもたないので血清学的手法

（ELISA 法・RIPA 法など）は利用できない。また、電子顕微鏡による観察も現実的ではない。

ミスルトーによる生物検定は上記に示したように、気温などの環境条件に左右されやすく、

低温・低日照下では反応に乏しい。 

 

＜PCR(Polymerase Chain Reaction)による検出方法＞ 

PCR による検出は、対象となる DNA を増幅し、その増幅産物の有無を電気泳動で確認す

ることで検出できる。検出対象となる病原核酸と配列特異的なプライマーを準備し、既定

の PCR の条件下で対象となる病原核酸のみを増幅させる。ウイロイドのゲノムは RNA であ

るため、はじめに RNA を逆転写（RT）して相補的な cDNA を合成し、それを PCR によって

増幅し電気泳動で産物の有無を確認することができる。さらに感度を上げるために、２段

階で PCR を行なう Nested PCR による方法もある。RNA 抽出法の改良もされていおり、注

射針やつまようじで検体（葉や茎）を刺し、RT 溶液に浸して抽出する簡易抽出法も報告さ

れている。その後の操作は通常の PCR 法を行なうだけで RNA 抽出したサンプルとほぼ同等

の検出結果が得られている。また、同時に CSVd と TSWV、また CSVd と CChMVd をそれぞ

れ同時に一度の RT-PCR で検出するマルチプレックス RT-PCR 法も報告されており、作業

の効率化のために有効な技術である。 

RT-PCR を行なうにあたっての注意点 

１．非特異的な増幅を避けるようなプライマーを設計すること。 

２．誤診を防ぐために健全株と感染株をそれぞれコントロールとして用いること。 

３．病原 RNA を感染植物から抽出する際に、PCR 阻害物質をできるだけ除去できる抽出操

作を行なうこと。 

４．PCR の条件（アニーリング温度や試薬の組成）は参考文献の記載事項に忠実に行なう

こと。PCR 酵素の種類が異なると全く増幅産物が得られないことも多い。 
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＜LAMP（loop-mediated isothermal amplification）法を利用した検出＞ 

LAMP 法は短時間（15～60 分）程度での遺伝子増幅が可能である。検出結果は増幅反応

によって生じる副産物（ピロリン酸マグネシウム）の白濁で遺伝子の増幅を確認する。 

 

５．防除方法 

＜無病苗の利用＞ 

 CSVd は主に採穂によって伝染するため最も重要な対策は健全な親株の選抜である。方法

としては茎頂培養によるウイロイドの除去株の作出および育苗段階での診断による無病苗

の選抜利用する方法がある。しかし、CSVd や CChMVd などのウイロイドのフリー化は上記

のウイルスのように容易ではなく、同じような茎頂培養ではフリー個体は得られない。実

際の方法を以下に示す。 

 岩手県においては、 

１、採穂用親株の候補株を生産現場で肉眼観察で選抜、 

２、その葉を密に丸めて棒状として鋭利な刃物で切断した面をハイブリダイゼーション用

のメンブレンに圧着、 

３．乾熱でベーキング後研究機関に送付、 

４．研究機関でハイブリダイゼーションを行なって検定結果を通知する。 

５．親株選抜および感染株の処分を実施。 

という流れで CSVd フリー個体の選抜体制が実施されている。ここでは検定方法としてティ

ッシュブロットハイブリダイゼーション（ティッシュプリントハイブリダイゼーションの

変法）を用いており、核酸抽出を必要としない方法で、組織切片をナイロンメンブレンに

直接押し付けてウイロイド核酸を吸着させる方法である。 

CSVd は葉原基を含む茎頂分裂組織を培養する通常の茎頂培養では、ほとんど除去するこ

とができない。しかし葉原基を持たない茎頂分裂組織のみ（超微小茎頂分裂組織）の培養

は非常に困難である。Hosokawa ら（2004）は超微小茎頂分裂組織をキャベツ根へ移植す

る培養法を用いることで CSVd 除去株を作出できたことを報告している。このようにして作

出された CSVd 除去の‘神馬’では低濃度保毒個体よりも生育が旺盛となり茎長の伸長がよ

くなり、また、切り花重が増加している。CChMVd 除去個体の作出についても同様の方法で

フリー個体が作出されている。 

また、平田（2006）はキク苗を４℃で６か月で低温処理し、茎頂培養（直径 0.2～0.3mm）

を行い RNA 合成阻害剤を加えた培地で植物体を再生させる方法を用いて CSVd フリー個体

を得ている。JA 和歌山県農ではこの手法を用いてウイロイドフリー苗の生産と供給を行な

っている。 
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＜伝染源の除去と伝染経路の遮断＞ 

 前述したようにウイロイドの主要な伝染源は感染株である。CSVd の場合、わい化病状以

外には明瞭な病徴がほとんどないため、親株の感染を見過ごすことが多い。そのため、親

株の管理を徹底することが重要である。 

具体的には、 

１．苗床に感染株を持ち込まないようにする。汚染株が親株の苗床に持ち込まれた場合、

それが感染源となって他の健全な親株を汚染する。 

２．わい化病状が発生した株およびその周辺の株を次年度用の親株にしない。 

３．親株の管理には使用する刃物の消毒を徹底する。 

４．定期的に親株を健全株に更新することが望ましい。 

ウイロイドは一般に多くのウイルスより耐熱性、耐乾性、耐薬性をようするが、消毒にホ

ルマリン１％液、苛性ソーダ５％液、次亜塩素酸ソーダ５％液（市販の塩素系漂白剤、ハ

イターなどの原液～50％液）などを使用すれば短時間の浸漬で有効である。 

 

参考：キクのウイルス病、ウイロイド病 

キクで発生するウイルス・ウイロイド病は数十年前と状況が異なる。1993 年に国内での発

生報告があった TSWV が、媒介昆虫の拡大とともに全国のキク産地で発生し今日問題となり、

当時は稀に見るウイロイドによる病害も、感染親株とともに全国に広がり、TSWV と同じく

全国の産地で発生する病害となった。一方、CVB や TAV による病害報告は最近ではあまり

なく、現在では TSWV と CSVｄによる病害が主な重要病害となっている。また、TSWV と同

じトスポウイルス属の CSNV によるえそ病が 2006 年に国内でも発見され、今後の動向の注

意すべきである。 

 

①トマト黄化えそウイルス(Tomato spotted wilt virus, TSWV)によるえそ病 

TSWV は直径 80-100nm の球状粒子で、トスポウイルス属に含まれる。アザミウマによっ

て永続伝染し、宿主範囲が非常に広く感染植物は 92 科 1050 種余ときわめて広い。わが国

ではトマト、ピーマン、ナス等ナス科作物、キク、ガーベラ、アスター、ヒャクニチソウ、

シネラリア、ダリア、マリーゴールド等のキク科、トルコギキョウ、スターチス、アルス

トロメリアなどの花卉類で発生が報告されている。花卉類での発生は 1972 年にわが国で

はじめてダリアでの発生報告がある。キクでの発生は 1993 年に浜松市のキクで葉が枯死

し茎にえそ条斑を生じる病害報告が最初である。 

TSWV はミカンキイロアザミウマ（Frankliniella occidentalis）をはじめとする数種類のアザ

ミウマ類によって媒介される。最近の TSWV の発生拡大はキカンキイロアザミウマの侵入、

発生拡大によるところが大きいと考えられている。種子伝染や土壌伝染はしない。 

 病徴は主に葉と茎に発生する。葉では初めに部分的に退緑し、その後壊死することが多

い。また、退緑輪紋やえそ輪紋、えそ斑点が生じる。病徴が激しくなると茎にえそ条斑が
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生じ、壊死が内部にまで及ぶため茎が扁平になったりわん曲することがある。しかし、こ

れらの病徴は環境条件によっては発病しない場合もある。さらに、キクの TSWV 感受性には

品種間差があることが報告されており、国内の一輪ギクやスプレーギクの品種間差に関し

ても報告がある。 

 TSWV の媒介虫は、ダイズウスイロアザミウマ、ネギアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ、

ミナミキイロアザミウマ、キイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、ミカンキイロア

ザミウマ等が知られている。TSWV のアザミウマによる媒介特性は特異的であり、幼虫時に

のみ TSWV を獲得し、蛹から羽化までの 10 日前後の潜伏期間を経た後、成虫になってから

5 分以上の加害吸汁で初めてウイルスを伝搬する。また、一度保毒したアザミウマは終生ウ

イルス伝搬能力を保持するが、経卵伝染はしない。 

 

②キク茎えそウイルス（Chrysanthemum stem necrosis virus, CSNV）による茎えそ病 

CSNV は TSWV と同じトスポウイルス属のウイルスである。TSWV によるキクえそ病に酷似

した茎えそ、葉の退緑・輪紋・黄化・えそ、また奇形症状が現れる。本ウイルスによる病

害は 2006 年に広島県のキクにおいて発生が報告された。本ウイルスは、ミカンキイロア

ザミウマによって媒介される。また、親株が感染した場合は、栽培ほ場全体にまん延する

危険性がある。土壌伝染は現在報告されていない。 

本ウイルスは CSNV 用抗血清で診断できる。CSNV による病徴は TSWV の病徴と似ており、

同じトスポウイルス属であるが、TSWV の血清ではほとんど反応しない。 

 

③キク微斑ウイルス（Tomato aspermy virus, TAV）によるウイルス病 

TAV はキクが栽培されている世界各国で発生が認められている。宿主範囲は広く、各種植物

上での病徴は CMV に類似しているが、ウリ科作物に全身感染しない。キクのほかでは、ト

マト（モザイク・えそ）やピーマン（モザイク）、ジニア（モザイク）などが分離されてい

る。キク科植物に対する接種試験ではキンセンカ、エゾギク、カッコウアザミ、レタスな

どでモザイクを生じ、シュンギク、フランスギク、ヤグルマギクなどに無病徴感染する。

また、多種類のアブラムシによって伝搬される。 

 TAV に感染した株では、葉に退緑斑、黄斑、輪紋、えそ紋などが生じ、生育不良となる。

花は変形し小型になり、桃色～赤紫色の品種では花弁に斑入りや退色を生じる。しかし、

感染した当年は普通病徴を現さない。感受性と病徴の程度は品種によって大きく異なり、

病徴としては生育の初期に、軽い不明瞭な退緑斑紋を示す品種がかなり見られるが、病徴

を現さない品種も多い。 

 被害についての詳しい調査はないが、茎頂培養でTAVをフリーにすると花重量や茎の太さ、

草丈などが品種によって顕著に増大する。 
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③キクＢウイルス(Chrysanthemum virus B, CVB)によるウイルス病 

CVB はキクが栽培されている世界各国で発生が認められている。宿主範囲は狭く、キク科

とナス科の一部およびツルナ、ソラマメに限られている。また、多種類のアブラムイによ

って伝搬される。CVB に感染した株では葉に退緑斑紋、あるいは葉脈透化や軽いえそ斑紋、

株の軽い萎縮などを生じ、花弁の退色やえそ条斑を生じる品種もある。多くの品種に感染

するが、感受性と病徴の程度は品種によって大きく異なる。低温期に葉脈に沿って軽いモ

ザイクを示す株も多いが、大半の品種は無病徴である。 

CVB の RT-PCR 検出については以下の文献を参照 

山本英樹・木口忠彦・大屋俊英．RT-PCR 法によるキク B ウイルスの検出．2001．北日本

病虫研報．52，85-86． 

 

④キュウリモザイクウイルス(Cucumber mosaic virus, CMV)によるウイルス病 

CMV の宿主範囲は非常に広く、野菜・花卉類に最も普遍的に発生するウイルスで、アブラ

ムイによって伝搬される。関東および九州のキクから分離され、キクに対する病原性も確

認されているが、キクから高率に CMV が分離されることは稀である。キクから分離された

分離株を含めキクに CMV を接種すると、一時的に株により退緑斑紋などのモザイクを現す

が新しい展開葉には次第に病徴を示さなくなり、数ヵ月後には CMV が分離できなくなるこ

とが観察されている。キクでの発生は少ないと考えられている。被害についての調査はな

い 

 

⑤紋紋病（虫害） 

葉に淡黄色の円形、楕円形、不正形の斑紋となって現れる。ウイルスによる病徴に類似し

ていることから、最初ウイルスが疑われたが、キクモンサンビダニ（フシダニ科）による

ことが明らかにされた。キクモンダビダニは 15～20℃で増殖率が高く、温室内での発生は

4～6 月、10～11 月に多発する。 

 

 

 

★ポイント 

キクに感染するウイルス・ウイロイドでは TSWV、CSNV、CSVd に気をつけよう。今後

は CSNV の動向にも要注意！ 

紋紋病はウイルス病や生理障害と混同しやいので注意。 
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Direct RT-PCR を用いた CSVd の検定 
 
 
 
 

↓ 
電気泳動・染色 1 時間 

↓ 
CSVd バンド確認 

 

逆転写（RT）30 分 
↓ 

RT-PCR 2 時間 

↓ 
サンプリング 
＜実験の流れ＞ 

 

Direct RT-PCR method は RNA 抽出を省略した簡易な検定法です。サンプル液を

そのまま逆転写のテンプレートとして用いることが可能です。検定部位は葉や

茎頂部などを用いることができます。抽出作業が不要なことから、従来よりも

大量のサンプルの検定が可能となります。 
 
 
担当：生育開花調節研究チーム 松下陽介 
029-838-6820 
yousuken@affrc.go.jp 

- 8 - 



＜引用等は以下の論文をお願いします＞ 
Direct RT-PCR method for detecting two chrysanthemum viroids using minimal 
amounts of plant tissue. 2006. M. Hosokawa, Y. Matsushita, H. Uchida and S. 
Yazawa Journal of Virological Methods.  131(1) 28-33 
 
 
RT-PCR の方法および使用する試薬 

RTに必要なもの 製品名 製品会社
RT ReverTra Ace TOYOBO
dNTPs 10mM Nucleotides dNTPs Mixture(10mM) TOYOBO
RＮase-inhibitor RNase Inhibitor TOYOBO

PCRに必要なもの
KOD   Dash KOD Dash TOYOBO

プライマー 配列5'-3'
CSVd-R AGGATTACTCCTGTCTCGCA
CSVd-F CAACTGAAGCTTCAACGCCTT
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1．以下の試薬を混合し PCR チューブへ分注する 
 

RNase-inhibiter 0.5μl 
RT     0.5μl 
Primer20μM(CSVd-R) 0.5μl 
RNase Free H2O 4.5μl 
 
Total 9μl 

dNTPs(10mM) 1μl 
RT-buffer  2μl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※プライマーは使用前に、購入したプライマーを RNase Free 水で溶かして 20μ
M にしておく。 
※注射針ではなく、RNA 抽出物をサンプルとして用いる場合は RNA 抽出物 1
μL を RT 液に入れてください（total 10μL になる）。その後の作業は同様。 
 
2．注射針またはつまようじでサンプル葉を挿し（1-3 回）、ＲＴ液の入ったチュ

ーブに入れ、10～40 秒くらいしたら引き上げる。 
 
 
 
 
 
 
 
 CSVd感染個体

注射針

CSVd感染個体CSVd感染個体

注射針

RT溶液RT溶液

 
 
 
 

 

★ポイント 
注射針（つまようじ）を RT 溶液に浸すときは、10～30 秒程度で十分である。必要以上

に浸すと非特異反応が出たり、または全く反応産物が得られないことが多い。 
うまくいかない時は浸す時間を検討しよう。 
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3．チューブのふたをする。 
 
4．42℃ 30 分 → 99℃ 5 分 → 4℃∞ で RT を行う。 

 
 
5．ＲＴ反応後、以下の試薬を混合して PCR チューブに分注し、RT 産物(Template)
を 1.6μl ずつ加える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※プライマーは使用前に購入したプライマーを RNase Free 水で溶かして 20μM
にしておく。プライマー以外の試薬の調整は必要なし（購入してそのまま使用）。 

 
5．チューブのふたをする。 
 
6．98℃3 分 →98℃45 秒→62℃10 秒→74℃45 秒→ 74℃5 分 → 4℃∞ 
 

 
の条件で PCR を行う。 
 

7．PCR 産物 5μl と loding dye 1 滴を混合し、1％アガロースゲルに注入し、1×
TBE buffer を使用して電気泳動を行う。ゲルは以下の組成で作成。 

35 サイクル 

Primer(CSVd-F) 0.1μl 
dNTPs (2mM)       1 
H2O 7.2μl 
 
Template 1.6μl 
Total 10μl 

TBE buffer(×10) 6ml 
DW 54ml 
Agarose  0.6g 
 

KOD Dash buffer 1μl 
KOD Dash 0.1μl 
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8．電気泳動後、エチブロで染色する（濃度によっても異なるが、１５から３０

分）。UV 光を使用して発光させ、ＣＳＶｄ感染を示す 253bp 付近のバンドの

有無を確認。 

 
※写真は泳動例 
 

 

★コメント 
Direct RT-PCR はウイロイドだけでなく、RNA ウイルスでも利用可能な場合もある。

ただし、ウイルス種によっては利用できないこともあるので、適宜検討する必要がある。
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平成平成2020年度革新的農業技術習得支援事業年度革新的農業技術習得支援事業
花きの難防除病害虫に対する最新技術花きの難防除病害虫に対する最新技術

キクの糸状菌病害の種類と発生生態キクの糸状菌病害の種類と発生生態

 花き研究所花き研究所 生育開花調節研究チ－ム生育開花調節研究チ－ム

 築尾嘉章築尾嘉章

植物病原体の種類植物病原体の種類

 糸状菌糸状菌 いわゆる「かび」。細胞は核と細胞質に分かいわゆる「かび」。細胞は核と細胞質に分か
れるれる

 細菌（含：放線菌）細菌（含：放線菌） 核と細胞質の区別がない核と細胞質の区別がない

 ファイトプラズマファイトプラズマ 細胞壁を持たない細菌の一種細胞壁を持たない細菌の一種

 ウイルスウイルス
 タンパク質の外皮と核酸からなるが，自らの増殖機構を体内にタンパク質の外皮と核酸からなるが，自らの増殖機構を体内に

持たない。植物ウイルスの核酸は持たない。植物ウイルスの核酸はRNARNAが多いが多い

 ウイロイドウイロイド
 病原性を持つ核酸。タンパク質を持たない。病原性を持つ核酸。タンパク質を持たない。

大
き
さ

大

小

運動性を持たない

運動性を持つ

糸状菌の仲間糸状菌の仲間

 ネコブカビ類ネコブカビ類 アブラナ科植物根こぶ病菌アブラナ科植物根こぶ病菌

 卵菌類卵菌類 PythiumPythium，疫病菌、べと病菌，疫病菌、べと病菌

 接合菌類接合菌類 RhizopusRhizopus

 子のう菌類子のう菌類 炭疽病菌，うどんこ病菌炭疽病菌，うどんこ病菌

 担子菌類担子菌類 RhizoctoniaRhizoctonia、、さび病菌さび病菌

 （不完全菌類）（不完全菌類） FusariumFusarium，灰色かび病菌，灰色かび病菌

糸状菌の仲間糸状菌の仲間

 ネコブカビ類ネコブカビ類 原生動物界原生動物界

 卵菌類卵菌類 クロミスタ界クロミスタ界

 接合菌類接合菌類

 子のう菌類子のう菌類 菌界菌界

 担子菌類担子菌類

 （不完全菌類）（不完全菌類）

水中を遊泳する

水中を遊泳しない
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主なキク立枯性病害の種類主なキク立枯性病害の種類

 １）立枯病１）立枯病 RhizoctoniaRhizoctonia solanisolani AG2AG2--22ⅢⅢBB

 RhizoctoniaRhizoctonia solanisolani AGAG--４４ⅢⅢAA

 CeratobasidiumCeratobasidium cornigerumcornigerum
 ２）２）フザリウム立枯病フザリウム立枯病
 Fusarium solaniFusarium solani
 ３）３）ピシウム立枯病ピシウム立枯病
 Pythium ultimum var. ultimumPythium ultimum var. ultimum，，P.helicoidesP.helicoides
 PP..aphanidermatumaphanidermatum，，P.dissotocumP.dissotocum
 P.oedochirumP.oedochirum，，P.sylvaticumP.sylvaticum
 ４）疫病４）疫病 PhytophthoraPhytophthora cactorumcactorum，，
 PhytophthoraPhytophthora chrysanthemichrysanthemi
 ５）萎凋病５）萎凋病 Fusarium oxysporumFusarium oxysporum
 ６）半身萎凋病６）半身萎凋病 VerticilliumVerticillium dahliaedahliae

１）１） キク立枯病（病原追加）キク立枯病（病原追加）
 多核の多核のRhizoctoniaRhizoctonia（（RhizoctoniaRhizoctonia solanisolani））

 AGAG--２２--２２ ⅢⅢBB（梶原（梶原,1971,1971））

 AGAG--４４ ⅢⅢAA （梶原（梶原,1971,1971））

 二核の二核のRhizoctoniaRhizoctonia

 ＝＝Ceratobasidium cornigerumCeratobasidium cornigerum AGAG--AA

AG-A
AG2-2 ⅢB AG４

RhizoctoniaRhizoctonia solanisolani

 担子菌類（いわゆるキノコは作らないがキノコの仲間）担子菌類（いわゆるキノコは作らないがキノコの仲間）

 土壌伝染性菌土壌伝染性菌

 土壌のみに生息土壌のみに生息

 複数の種類：遺伝的に独立した個体群複数の種類：遺伝的に独立した個体群

 空気伝染はあまりしない空気伝染はあまりしない

 各種苗の立枯病、根腐病を起こす各種苗の立枯病、根腐病を起こす

 菌核で耐久生存する菌核で耐久生存する

 ある程度、寄生性が分化しているある程度、寄生性が分化している

 有性世代はまれ有性世代はまれ

菌糸融合群と菌糸融合群とAGAG，培養型の関係，培養型の関係

 培養型培養型 渡辺文吉郎・松田明（渡辺文吉郎・松田明（19661966））

 ⅠⅠAA：イネ紋枯病系：イネ紋枯病系

 ⅠⅠBB：樹木苗くものす病系：樹木苗くものす病系

 ⅡⅡ：アブラナ科低温系：アブラナ科低温系

 ⅢⅢAA：苗立枯病系：苗立枯病系

 ⅢⅢBB：イ紋枯病系：イ紋枯病系

 ⅣⅣ：ジャガイモ低温系：ジャガイモ低温系

 ⅤⅤ：サトウダイコン根腐病系：サトウダイコン根腐病系
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菌糸融合群菌糸融合群

 Anastomosis GroupAnastomosis Group（（AGAG）） ParmeterParmeterらら
(1969(1969））

 菌糸融合群菌糸融合群 生越明生越明
（（19761976））

 同じグル－プ菌株間なら菌糸融合する性質同じグル－プ菌株間なら菌糸融合する性質
を利用したものを利用したもの

 反応によりＣ０、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３に分かれる反応によりＣ０、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３に分かれる

 現在ＡＧ現在ＡＧ--１～１～1313 2727種類以上ある種類以上ある

菌糸融合菌糸融合

同左拡大

C1:菌糸と菌糸の細胞壁の接触

C2:菌糸の細胞壁が接触融合し、
原形質の連絡が起きるが、
細胞は死ぬ

C3:細胞融合に続き原形質の連絡
が起こるが、細胞は死なない

C3

C2

C1

菌糸融合の３型

AG-1 ⅠA AG-1 ⅠB AG-1 ⅠC

AG 2-2 ⅢB AG-3 AG-4

AG-5 AG-6 AG-7

イネ紋枯病菌

キク立枯病菌他 ジャガイモ黒あざ病菌 キク立枯病菌
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Rhizoctonia solani AG2-2 ⅢBによ
る立枯病（接種試験）

２核のリゾクトニアによる立枯病２核のリゾクトニアによる立枯病

枯死による欠株 萎凋症状 地際部中心の褐変

２核の Rhizoctonia

Rhizoctonia solani

細胞あたりの核数が異なる

一言でリゾクトニアと言われるが
別々の種類。

２核のリゾクトニアは多核に比べ菌
糸幅がやや狭い。

これまでは多核のリゾクトニアが一
般的だったが、近年は２核のリゾク
トニアも各作物で見つかっている。

２核のリゾクトニア
の様々

AG-A AG-Ba AG-Bb

AG-D AG-E AG-E

AG-F AG-P

キク立枯病菌

シバ疑似葉腐病菌
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キク立枯病の発病と温度キク立枯病の発病と温度
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安濃②
東海

菌糸伸長と温度の関係

リゾクトニア病の伝染環

第一次伝染源

第二次伝染

土中、罹病残渣

根からの分泌物
発芽

病徴発現

腐敗・枯死

菌核

侵入・感染

増殖

菌糸体

菌糸体菌核の形成 菌核

２）ピシウム立枯病（新病害）２）ピシウム立枯病（新病害）

直挿し栽培での立枯（香川県） コギクでの発病（富山県）

Hyphal swellingHyphal swelling 卵胞子卵胞子

茨城菌 Pythium ultimum var. ultimum

鹿児島菌 Pythium aphanidermatum

遊走子のう遊走子のう 卵胞子卵胞子

２）２） ピシウム立枯病（新病害）ピシウム立枯病（新病害） その１その１
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富山菌1＝Pythium sylvaticum

遊走子のう

Hyphal swelling

富山菌2=Pythium dissotocum

富山菌3=Pythium oedochilum

香川菌=Pythium helicoides

卵胞子

卵胞子

卵胞子

卵胞子遊走子のう

遊走子のう

なし

２）２） ピシウム立枯病（新病害）ピシウム立枯病（新病害） その２その２

myriotylum

middletoniirregulareaphanidermatum

periplocum spinosum sulcatum

sylvaticum torulosum ultimum vanterpoolii

Pythium属菌の
造卵器と造精器

キク ピシウム

立枯病の原因菌

dissotocum

oedochilum vanterpoolii

catenulatumchamaehyphon

helicoides

Pythium属菌の
遊走子のう

キクピシウム立枯病菌の接種による病徴キクピシウム立枯病菌の接種による病徴

P.sylvaticum P. dissotocum P. oedochilum P. helicoides
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キク ピシウム菌のrDNA ITS領域による系統樹 (NJ法)
vanterpoolii

arrhenomanes73

79
volutum

sulcatum
myriotylum

catenulatum
torulosum

inflatum
graminicola

dissotocum1

dissotocum2
dissotocum3
dissotocum4

Toyama-2-1
Toyama-2-2

74
100

93

100

sylvaticum1

Toyama-1-1
sylvaticum2

Toyama-1-2
sylvaticum3
sylvaticum4

paroecandrum
irregulare
violae
spinosum

intermedium

65

88

8999

helicoides1

helicoides2
helicoides3

helicoides4
Kagawa-1

oedochilum1

oedochilum1

Toyama-3-1

ostracodes

81

98

100

100

85

95

病原菌の同定病原菌の同定

富山菌富山菌11：：PythiumPythium sylvaticumsylvaticum
富山菌富山菌22：：Pythium dissotocumPythium dissotocum
富山菌富山菌33：：Pythium oedochilumPythium oedochilum
香川菌：香川菌：Pythium helicoidesPythium helicoides の無性系統の無性系統

ピシウム立枯病の発病と温度の関係ピシウム立枯病の発病と温度の関係

発病度
1:下葉黄化、2: 中葉黄化、3: 上葉黄化、
4:全身萎凋
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温度と菌糸伸長温度と菌糸伸長
0
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4

20 25 30 35

温度

罹
病

度

P. ultimum

P. sylvaticum

P. oedochilum

P. dissotocum

P. helicoides

Cavalier-Smith (1992)の８界説
・モネラ界，原生動物界の分割

モネラ界→真性細菌界，古細菌界
・クロミスタ界の追加→卵菌綱もここに含まれる

原生動物界および菌界から一部の門を分離し創設
・ウイルス界（無形生物）を加えれば９界

生物分類説の変遷

Whittaker
(1969)
Margulis (1970)

８界説

Cavalier-Smith (1992)

筑波大学植物系統・分類研究室HPより引用
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筑波大学植物系統・
分類研究室HPより引用

カンブリア大放散（大爆発）
先カンブリア紀の終わり（約6億年

前）に最初の多細胞生物があらわれ、
カンブリア紀（5億数千億年前）の
1000万年という極めて短期間に突如
として、今日見られる生物の「門」が
出そろった現象

クラウン生物群

筑波大学植物系統・分類研究室HPより引用

直接発芽

間接発芽

遊走子

蔵卵器と蔵精器

遊走子は側方に2本の鞭毛
を持ち，前鞭毛は羽型，
後鞭毛はむち型

管状マスチゴネマ(tubular mastigonemes)

×

ピシウム菌の生活環

筑波大学植物系統・分類研究室HPより引用

独立栄養従属栄養

大
型

小
型

二次共生

三次共生

クロミスタ界：２回
共生型葉緑体
葉緑体膜は４層．
葉緑体ERあり

植物界他：１回
共生型葉緑体．
葉緑体膜は２層．
葉緑体ERなし

生物進化は共生の歴史

一次共生

筑波大学植物系統・分類研究室HPより引用
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筑波大学植物系統・分類研究室HPより引用

卵菌綱とは？

ミズカビ目 (Aphanomyces spp.など）
キンギョの体に生える白い綿毛のようなカビ

ラビリンチュラ類
海洋性の粘菌類 (net slime mold)

・寄生菌か腐生菌
・陸上植物，菌類，動物に寄生
・菌体は菌糸性か単心性で偽菌糸体
・遊走子は遊走子嚢内で形成。
遊走子嚢は頂生または逐次的

・蔵卵器は薄膜，通常一卵で蔵卵器内
に卵胞子を形成
・卵胞子中の貯蔵脂質は微細小粒

・ステロールの前駆物質の一部を外部
からの供給に頼る。

フハイカビ目

遊走子は運動性だが，
どちらかと言えば植物に近い
18Sリボゾーム配列からも明らか

卵 菌 真 菌

菌糸 無隔壁，原形質流動，多核 有隔壁，1-2-多核

菌糸体の核相 複 相 単 相

リジン合成系
DAP（ジアミノアジピン酸）経路
(原核生物，藻類，陸上植物と同じ)

AAA（アミノアジピン酸）経路
（動物と同じ）

細胞壁成分
グルカン，セルロース，
ハイドロキシプロリン キチン，キトサン，グルカン

ステロール合成
コレステロール，アルカリジンコレス
テロール エルテゴステロール

ピシウム菌ってなに？

→葉緑体を失い，遊走子鞭毛に
管状マスチゴネマをもつ黄色藻類である。

参考文献：図説・生物界ガイド「五つの王国」．日経サイエンス社
柿嶌(2001):生物８界説にもとづく菌類の分類．植物防疫

参考HP: 藻類画像データ．筑波大学植物系統・分類研究室
原生生物図鑑．法政大学自然科学センター他
Museum of Paleontology, University of California, Berkeley
（今回の画像は多くをこれらのHPから引用しました。）

ピシウム菌ではなく，ピシウム藻である。
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ＰｙｔｈｉｕｍＰｙｔｈｉｕｍととＰｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａＰｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ

 ChromistaChromista クロミスタ界クロミスタ界 菌界とは別菌界とは別

 OomycotaOomycota 卵菌門卵菌門

 PeronosporalesPeronosporales ツユカビ目ツユカビ目

 PythiaceaePythiaceae フハイカビ科フハイカビ科

 PythiumPythium：遊走子は：遊走子は胞子のうの外胞子のうの外で分化するで分化する

 PhytophthoraPhytophthora：遊走子は：遊走子は胞子のうの中胞子のうの中で分で分
化する化する

ＰｙｔｈｉｕｍＰｙｔｈｉｕｍととＰｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａＰｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａの違いの違い

 菌糸生育速度菌糸生育速度

 疫病菌：遅い。疫病菌：遅い。 PythiumPythium菌：非常に早い。菌：非常に早い。

 PythiumPythium菌：草本植物の若齢期に病原性を菌：草本植物の若齢期に病原性を

 発揮・・・・・・発揮・・・・・・ 苗立枯病専門苗立枯病専門

 疫病菌：草本・木本植物ともに侵す。疫病菌：草本・木本植物ともに侵す。

 苗立枯病とともに樹木の立枯病も苗立枯病とともに樹木の立枯病も

 疫病菌：地上部の葉枯性病害（疫病菌：地上部の葉枯性病害（Blight)Blight)も起こす。も起こす。

 PythiumPythium菌：葉枯性病害はない。菌：葉枯性病害はない。

 疫病菌：疫病菌：heterothallicheterothallicととhomothallichomothallic両方ある。両方ある。

 PythiumPythium菌：ほとんど菌：ほとんどhomothallichomothallic

ＰｙｔｈｉｕｍＰｙｔｈｉｕｍととＰｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａＰｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａの違いの違い

Pythiumの例 疫病菌の例

遊走子のう

遊走子のう逸出管

未熟遊走子の塊

分化した遊走子

のうの中で遊走子
が分化

遊走子のうからの遊走子形成遊走子のうからの遊走子形成

遊走子のう内で原形質の分化が起こり遊走子になる（Pythiumでは遊走
子のう外で分化が起こる）
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ピシウム・疫病の伝染環

卵胞子
根からの分泌物

発芽

遊走子形成

病徴発現

腐敗・枯死

土中、罹病残渣

第二次伝染

第一次伝染源

土壌水分、雨滴

増殖 菌糸体

菌糸体

遊走子形成
侵入・感染

３）キク疫病の病徴）キク疫病の病徴

根の
褐変，
根量
減少

茎の内外を問
わず褐変

Phytophthora cactorum

造卵器・造精器・卵胞子 遊走子のう

菌糸の結節

遊走子のう 卵胞子

Phytophthora crysanthemi sp.nov.

Hyphal swellings（無柄）
Hyphal swellings

（有柄）

発芽後のchlamydospores

厚壁胞子

造卵器・造精器と卵胞子造卵器・造精器と卵胞子
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キクの新疫病菌のｒ－ＤＮＡキクの新疫病菌のｒ－ＤＮＡ ＩＴＳ領域による系統樹上の位置ＩＴＳ領域による系統樹上の位置

PhytophthoraPhytophthora cactorumcactorum
（既報のキク疫病菌）（既報のキク疫病菌）

今回見つかった
キク疫病菌

今回見つかった疫病菌は既報のキク疫病菌Ph. cactorumとは
異なる

既報の疫病菌のデ－タ・ベ－スで合致するものはない

Phytophthora polonicaに近縁だが完全には一致しない

新種の可能性が高い新種の可能性が高い → → Ph. ChrysanthemiPh. Chrysanthemi

と提案中と提案中

キク疫病: Phytophthora cactorum，

Ph. chrysanthemiPh. chrysanthemi 病原追加

ｒ－ＤＮＡ ＩＴＳ領域の塩基配列では

キク新疫病の発病とキク新疫病の発病と
度の関係度の関係

0

1

2

3

4

5

6

7

２０℃ ２５℃ ３０℃ ３５℃

発
病

指
数

Chr-3
Chr-4
Chr-5

図３ キク疫病菌の菌糸生育と温度

5

10

15

20

25

30

５℃ １０℃ １５℃ ２０℃ 25℃ ３０℃ ３５℃

菌
叢

直
径

(m
m
） Ｃｈｒ－１

Ｃｈｒ－３
Ｃｈｒ－４
Ｃｈｒ－５

４）フザリウム立枯病（新病害）４）フザリウム立枯病（新病害）

病原菌病原菌 ：：Fusarium solaniFusarium solani

地上部の黄化・萎れ 根部・地際部の腐敗
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病原菌の形態病原菌の形態 Fusarium solaniFusarium solani

大型・小型分生胞子と分生子柄大型・小型分生胞子と分生子柄 厚壁胞子厚壁胞子
フザリウム病の伝染環

発芽

根からの分泌物

導管内増殖

病徴発現

厚壁胞子

胞子形成

厚壁胞子

第二次伝染

第一次伝染源

株の衰
弱・枯死

維管束を詰まらせて栄養が
上部に届かない

根の感染

近隣の株へ蔓延
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培養温度（℃）

菌
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直
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)
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20 25 30 35

発
病

度

FS 3
FS 11
FS 41

フザリウム立枯病の発病と温度の関係フザリウム立枯病の発病と温度の関係

菌糸伸長と温度の関係（菌糸伸長と温度の関係（PSAPSA培地，培養５日目）培地，培養５日目）

５）萎凋病５）萎凋病 FusariumFusarium oxysporumoxysporum

 19861986年に新病害として報告年に新病害として報告

 その後、発病を見ず分化型など詳細は不明その後、発病を見ず分化型など詳細は不明
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oxysporumoxysporumは寄生性の分化が著しいは寄生性の分化が著しい

カーネーション
ｴｿﾞｷﾞｸ

（アスタ－）
チューリップ

グラジオラス・
フリ－ジア

スイ－トピ－

ユリ

ストック

アブラナ
科野菜

萎黄病

エンドウ萎凋病

シクラメン

スイセン
キクに関しては不明

病原性の分化の程度病原性の分化の程度
病名・菌病名・菌 していないしていない しているしている

青枯病 ■ ■ ■

Pythium ■ ■ ■

疫病 ■ ■ ■

半身萎凋病 ■■■

Fusarium oxysporum ■■■

Fusarium solani ■■ ■

Rhizocotnia solani ■■■

白絹病 ■■■■■■

菌核病 ■■■

灰色かび病 ■■■

うどんこ病 ■■■

６）キク半身萎凋病６）キク半身萎凋病 VerticilliumVerticillium dahliaedahliae

病徴
葉柄維管束の褐変

分生子柄と分生
子

微小菌核

キク菌はナス科系統 半身萎凋病の伝染環

発芽

根からの分泌物

導管内増殖

病徴発現

微小菌核

胞子形成

微小菌核

第二次伝染

第一次伝染源

株の衰
弱・枯死

維管束を詰まらせて栄養が
上部に届かない

根の感染

近隣の株へ蔓延
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主なキク立枯性病害の種類主なキク立枯性病害の種類

 １）１）立枯病立枯病 RhizoctoniaRhizoctonia solanisolani AG2AG2--22ⅢⅢBB

 RhizoctoniaRhizoctonia solanisolani AGAG４４ⅢⅢAA

 CeratobasidiumCeratobasidium cornigerumcornigerum
 ２）２）フザリウム立枯病フザリウム立枯病
 Fusarium solaniFusarium solani
 ３）３）ピシウム立枯病ピシウム立枯病
 Pythium ultimum var. ultimumPythium ultimum var. ultimum，，P.helicoidesP.helicoides
 PP..aphanidermatumaphanidermatum，，P.dissotocumP.dissotocum
 P.oedochirumP.oedochirum，，P.sylvaticumP.sylvaticum
 ４）４）疫病疫病 PhytophthoraPhytophthora cactorumcactorum，，
 PhytophthoraPhytophthora chryanthemichryanthemi
 ５）萎凋病５）萎凋病 Fusarium oxysporumFusarium oxysporum
 ６）半身萎凋病６）半身萎凋病 VerticilliumVerticillium dahliaedahliae

新規立枯病発生の要因新規立枯病発生の要因

 地温の上昇地温の上昇 高温性高温性PyPyｔｔhiumhiumの増加の増加

 「直挿し」の普及「直挿し」の普及 これに対する保護策がないこれに対する保護策がない

 品種の変遷品種の変遷 輪ギク輪ギク

 従来の「秀芳の力」一辺倒から多様化してい従来の「秀芳の力」一辺倒から多様化してい
るる

http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm農薬の系統分類（殺虫・殺ダニ剤） http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm

農薬の系統分類（殺虫・殺ダニ剤 続）
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http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketob

unrui.htm

作用機作別の殺菌剤（主として糸状菌用）

予防剤 （予防効果のみ）
微生物剤・ 無機銅剤・ 無機硫黄・ 銀剤・ 有機銅剤・ 有機硫黄
フェニルピロール・フルオルイミド・ アニリノピリミジン・
有機塩素系（TPN)・ 有機塩素系（キャプタン）
ピリジナミン系・オキサゾリジンジオン系 抵抗性誘導

治療剤 （治療＋予防効果）
炭酸水素塩剤・ 物理的阻害
有機リン系（チオールリン酸エステル）・ 有機リン系（チオノリン酸エステル）
メラニン生合成阻害・ジオチラン・ ベンゾイミダゾール系
ジェトフェンカルブ系・ ジカルボキシイミド系・ ＥＢＩ
酸アミド系（呼吸阻害）・ 酸アミド系（ＲＮＡ生合成阻害）
ジメトモルフ系・ ストロビルリン系
グアニジン系・ キノキサリン系
抗生物質（ペプチド鎖伸長阻害）・ 抗生物質（タンパク合成開始阻害）
抗生物質（キチン合成酸素阻害）・抗生物質（トレハラーゼ阻害）
アミノピリミジン系・ ヒドロキシアニリド系
オキソリニック酸・ カルボキシアミド系・ ヒドロキシイソキサゾール
アミドキシム系・ カーバメート系・ フェニル尿素系
シアノイマダゾール系・ シアノアセトアミド系・ ピリミジン系
ボスカリドアニリド系・ ジクロメジン
土壌殺菌剤・ 土壌消毒剤

殺菌剤殺菌剤〔〔灰色かび病（菌核病）薬剤の分類灰色かび病（菌核病）薬剤の分類〕〕
阻害の種類阻害の種類 作用点作用点 商品名商品名

呼吸阻害呼吸阻害 bc1bc1複合体と結合して呼吸阻害複合体と結合して呼吸阻害 ストロビーＦＬ、アミスターストロビーＦＬ、アミスター2020ＦＬＦＬ
（電子伝達系）（電子伝達系）

細胞壁合成細胞壁合成 ロブラール水和剤、ダイセド水和剤ロブラール水和剤、ダイセド水和剤

菌体成分菌体成分 キチン合成キチン合成 ポリオキシンＡＬ水和剤ポリオキシンＡＬ水和剤
生合成阻害生合成阻害 細胞壁分解酵素分泌抑制細胞壁分解酵素分泌抑制 フルピカＦＬフルピカＦＬ

グルコース取り込みグルコース取り込み セイビアーＦＬセイビアーＦＬ2020、ジャストミートＷ、ジャストミートＷ
膜脂質合成膜脂質合成 ベフラン液ベフラン液2525、ベルクート水和剤ＦＬ、ベルクート水和剤ＦＬ

パスワード顆粒水和剤、ジャストミートＷＧパスワード顆粒水和剤、ジャストミートＷＧ

（細胞分裂阻害）（細胞分裂阻害） ＤＮＡ合成ＤＮＡ合成 トップジンＭ水和剤、ゲッター水和剤トップジンＭ水和剤、ゲッター水和剤
ベンレート水和剤ベンレート水和剤,,スミブレンド水和剤スミブレンド水和剤

多作用点阻害多作用点阻害 種々のＳＨ酵素など種々のＳＨ酵素など オーソサイド水和剤オーソサイド水和剤
ダコニールダコニール10001000

サンヨール乳剤サンヨール乳剤

イオンバランス（細胞内）イオンバランス（細胞内） カリグリーンカリグリーン

表 キク苗立枯性病害と有効薬剤の関係

病名 病原菌 分類学的位置
ベノ
ミル

メタラ
キシ
ル

トリ
クロ
ホス
メチ
ル

フザリウム立枯病 Fusarium solani 不完全菌類 ○ × ×

ピシウム立枯病 Ｐｙｔｈｉｕｍ spp. 鞭毛菌類 × ○ ×

疫病 Phytophthora cactorum 鞭毛菌類 × ○ ×

Phytophthora sp. 鞭毛菌類 × ○ ×

立枯病 Rhizoctonia solani 担子菌類 × × ○

Ceratoasidium cornigerum 担子菌類 × × ○

○：有効，×：無効

農薬の種類
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http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm

展着剤も使い分ける時代 （１）

http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm

展着剤も使い分ける時代 （２）
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