
秋ギク「精興の誠」における葉の黄斑点症の発生に及ぼす

リン酸及びマンガンの影響
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摘要：秋ギク「精興の誠」は高温期の栽培では葉に黄斑点症を多発する。そこで黄斑点症の発生と

土壌養分及び葉の成分との関係を検討した。

１ 黄斑点症が多発した土壌では可給態リン酸及び交換性マンガンの含有量が多かった。また、黄

斑点症の発生率が高い葉では、リン及びマンガンの含有率が高くなった。

２ 砂耕栽培における養液のリン酸濃度を高めると、下位葉ではリン含有率が高くなり、黄斑点症の

発生率も高くなった。しかし、養液のマンガン濃度を高めたところ、下位葉ではマンガン含有率は高

くなったものの、黄斑点症は発生しなかった。

３ 黄斑点症が多発したリン酸蓄積土壌に硫酸アルミニウムで凝集させた浄水ケーキを施用すると、

土壌の可給態リン酸含有量及び下位葉のリン含有率は減少し、黄斑点症の発生が明らかに抑制さ

れた。

４ 以上のことから、「精興の誠」の葉における黄斑点症には植物体に過剰に吸収されるリン酸が関

わっており、浄水ケーキを土壌に施用することにより、その発生を抑制できる可能性があると考えら

れる。
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Effect of Phosphorus and Manganase on the Occurence of
Leaf-Yellow-Spot in Chrysanthemum 'Seikou-no-makoto'

TANAKA Hideki and KOKUBO Yasuaki

Abstract：In order to investigate factors inducing leaf-yellow-spot in chrysanthemum
'Seikou-no-makoto' for high temperature seasons, the studies were conducted on the nutients of

the soils and the leaves.
１ The leaf-yellow-spot plants increased when the contents of truog P2O5 and exchangeable MnO in
the soils and those of P and Mn in the leaves were high.
２ In the sand culture, the content P in lower leaves increased when P2O5 concentration of culture
solution rose, and the sympton increased. But when Mn concentration of solution increased, the
sympton was not found, although the content Mn in lower leaves increased.
３ When the sludge produced from water purification process by using alminium sulfate as cohesive
agent was applied into the soil accumulated truog P2O5, the contents of truog P2O5 in the soil and
P in the lower leaves decreased and the sympton was suppressed clearly.
４ It is assumed that the main cause of leaf-yellow-spot is exessive absorption of P2O5 into the
leaves.Consequently, it is concluded that application of sludge to the soil is the possible way to
control the sympton.

Key Words：Chrysanthemum, Seikou-no-makoto, Leaf-Yellow-Spot, P, Mn, Sludge Water-
purifying Cake
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緒 言

白色一輪ギクは、長年「秀芳の力」が栽培されてきた

が、秀品率の低下等により、近年、急速に品種が変遷し

始め、1999年頃から「精興の誠」が栽培されるようにな

った。当初、本品種は生育開花がよく揃う点で注目され

ていたが、高温期を中心に葉に発生する黄斑点症が現地

で問題となっている。

黄斑点症は、株の草丈が30～40cmになる頃、下位葉の

縁に小さな薄い黄色の斑点が多発生し、生育とともに上

位葉及び葉脈間に広がり、黄色の鮮明な大きな斑点とな

る。症状がひどくなると黄斑点部分は壊死して褐変状態

となる。ほぼ１年中発生するが、高温期、特に９～10月

開花の作型で発生が甚だしい。また、気温が急に上昇す

る５月開花では上位葉に多く発生する。

生産現場からは、黄斑点症は、①連作した施設で発生

が多く、その土壌の多くはpHが低く、ECが高く、硝酸態

窒素や可給態リン酸が多い、②施肥量が多い場合に発生

程度が大きくなる、③粘土質土壌あるいは有機物の多い

土壌で発生が多くみられる、④土壌の乾湿の差が大きく

なったり、多灌水で発生が多くなる、⑤畝の中央部より

通路側、同じ施設の中でも隅部分など光の多く当たると

ころに発生が多い、などの情報が伝えられている。

黄斑点症は、現地で発生の多いほ場と少ないほ場とが

あることから、土壌養分が原因の生理障害であると考え

られる。黄斑点症と類似した生理障害は、メロン褐色斑

点１０）及びキュウリ褐色葉枯病２）についてはマンガン過

剰、メロン葉の小斑点症６，８，９，１１）及びキュウリの葉脈

褐変症７）についてはリン酸過剰であることが報告されて

いる。本症状についても、リン酸あるいはマンガンの過

剰による可能性が考えられる。そこで、「精興の誠」の

黄斑点症と土壌養分の関連について検討したところ、一

応の成果が得られたので報告する。

材料及び方法

供試材料には白色一輪ギクの「精興の誠」を用い、試

験は豊橋農業技術センター（現 東三河農業研究所：愛

知県豊橋市飯村町）で行った。

供試材料の親株は、2000年及び2001年11月に無加温ハ

ウス内に発根苗を定植し、12～３月の間、ハウスの両サ

イドを開放して低温に十分遭遇させた。３月以降は採穂

するまで摘心を重ねた。

黄斑点症の調査は、株の上部から1/3までを上位、1/3

から2/3までを中位、2/3から株元までを下位として、全

ての葉について開花時に行った。症状については、症状

のないものを「なし」、葉脈間に小斑点がみられるもの

及び葉縁にわずかに症状がみられるものを「軽度」、斑

点が目立つ大きさになったものや壊死がみられるものを

「重度」として、葉ごとに判定した。

土壌養分の分析については、交換性の加里、石灰、苦

土及びマンガンはpH ７の１ N酢酸アンモニウム液で抽

出し、加里は炎光光度法で、その他の養分は原子吸光法

で測定した。また、可給態リン酸は、１ N硫酸を500倍

に希釈した後に硫酸アンモニウムでpH ３に調整した硫

酸緩衝液で抽出し、モリブデンで発色させた後、分光光

度法により720 nmの波長で比色測定した。

植物体成分の分析については、乾燥粉砕した葉0.5 g

を100 ml三角フラスコに秤取し、硝酸8 ml及び過塩素酸

6 mlを加え、ホットプレート上で加熱して湿式分解した。

カリウムは炎光光度法で、その他の成分は原子吸光法で

測定した。また、リンはバナドモリブデン酸で発色させ

た後、分光光度法により420 nmの波長で比色測定した。

試験１ 現地多発及び微発土壌と黄斑点症の発生

渥美町における黄斑点症の多発ほ場及び微発ほ場のそ

れぞれから土壌を採取し、前者を多発、後者を微発土壌

とし、多発土壌区（多発土）、微発土壌区（微発土）及

び多発土壌と微発土壌を容積比で１:１に混合した区

（混合土）の３区を設けた。プランター（幅18 cm×長

さ58 cm×深さ15 cm）を用い、供試数は１区１プランタ

ー、１プランター当たり５株植えとし、２反復の無摘心

栽培とした。

挿し芽は2001年７月５日、定植を７月17日に行い、深

夜22時から２時まで４時間の電照下で管理し、９月５日

に消灯した。消灯日以降は18時から６時の間シルバービ

ニルで遮光して12時間日長とし、無施肥で栽培した。な

お、灌水は毎日行った。

試験２ 養液のマンガン濃度と黄斑点症の発生

黄斑点症の発生に対するマンガンの影響を検討するた

め、砂耕栽培試験を行った。試験区はマンガン濃度を１、

10及び20 mg/Lとする３区を設けた。1/5000 aワグネル

ポットを用い、供試数は１区３ポット、１ポット当たり

３本植えとし、２反復の無摘心栽培とした。

養液は、大塚ハウス１号（N:P:K=10:8:27）と大塚ハ

ウス２号（11:0:0）を３：２の割合で混合し希釈作成し

た。この時、窒素濃度は173 mg/L、リン酸濃度は80 mg/

L、マンガン濃度は1 mg/Lであった。マンガン濃度は塩

化マンガン（水溶性マンガン26％含有）の1000 mg/L液

を養液に添加し、所定の濃度に調整した。マンガン濃度

を調整した養液は炭酸カリウム1000 mg/L液でpH ６に調

整した。養液は７月20日から10月25日まで毎朝１回、１

ポット当たり200 mlを施用した。

挿し芽は2002年７月５日、定植７月17日に行い、深夜

22時から２時まで４時間の電照下で管理し、９月３日に

消灯した。消灯日以降は18時から７時の間シルバービニ

ルで遮光して11時間日長とした。

試験３ 養液のリン酸濃度と黄斑点症の発生

黄斑点症の発生に対するリン酸の影響を検討するため、

砂耕栽培試験を行った。試験区はリン酸濃度を80、264

及び528 mg/Lとする３区を設けた。1/5000 aワグネルポ

ットを用い、供試数は１区３ポット、１ポット当たり３

本植えとし、２反復の無摘心栽培とした。養液は、試験

２と同じ水耕栽培用液肥を用い、同様に混合希釈した。

この時、窒素濃度は173 mg/L、リン酸濃度は80 mg/Lで

あった。リン酸はリン酸カリウムを養液に添加し、所定

の濃度に調整した。リン酸の濃度を調整した養液は炭酸
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カリウム1000 mg/L液でpH ６に調整した。養液は８月６

日から10月25日まで毎朝１回、１ポット当たり200 mlを

施用した。

挿し芽は2002年７月23日、定植８月４日に行い、深夜

22時から２時まで４時間の電照下で管理し、９月３日に

消灯した。消灯日以降は18時から７時の間シルバービニ

ルで遮光して11時間日長とした。

試験４ 浄水ケーキの混合と黄斑点症の発生

現地から取り寄せたリン酸蓄積土壌に混合したリン酸

吸着能力の高い浄水ケーキが黄斑点症に及ぼす効果を検

討した。

渥美町の供試土壌は可給態リン酸を約400 mg/100 g

乾土ほど含有し、pH 5.5前後であった。浄水ケーキは、

豊橋浄水場（豊橋市東小鷹野）から2002年5月20日に提

供を受けた。リン酸蓄積土壌への浄水ケーキの混合率

（V/V）を０、10、20及び40％とする４区を設けた。プ

ランターを用い、供試数は１区１プランター、１プラン

ター５株植えとし、２反復の無摘心栽培とした。なお、

浄水ケーキは手もみしてよく粉砕した後、土壌とよく混

合した。

挿し芽は2002年７月５日、定植は７月17日に行い、深

夜22時から２時まで４時間の電照下で管理し、９月３日

に消灯した。消灯日以降は18時から７時の間シルバービ

ニルで遮光して11時間日長とし、無施肥で栽培した。な

お、灌水は２～３日に１回行った。
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図１　黄斑点症多発土壌と微発土壌の混合割合と黄斑点症発生葉率

注　１）黄斑点症微発土壌　　２）多発土：微発土＝１：１で混合　　３）黄斑点症多発土壌

１） ２） ３）

試験結果

試験１ 現地多発及び微発土壌と黄斑点症の発生

開花時の茎長は、微発土では80 cm、混合土では84 cm、

多発土では79 cmで、区間の生育差はわずかであった。

土壌及び葉の着生位置と黄斑点症発生葉率との関係を

図１に示した。黄斑点症の発生葉率は、下位葉において

中位及び上位の葉よりも明らかに高く、症状も重くなる

傾向を示した。中位と上位の葉の間では一定の傾向を示

さなかった。土壌との関係からみた黄斑点症の発生葉率

は、下位及び中位の葉では微発土で低く、多発土で高く、

混合土で微発土と多発土の中間となった。上位葉では土

壌との間で一定の関係を示さなかった。

定植前の土壌の分析結果を表１に示した。pHは微発土

では6.6と最も高く、混合土ではやや低く、多発土では

5.5と最も低かった。可給態リン酸含有量は、微発土で

は乾土100 g当たり367 mg、混合土では407 mg、多発土

では433 mgと多発土の混合割合が高いほど多くなった。

また、交換性の加里、石灰、苦土及びマンガンの含有量

も可給態リン酸と同様に微発土で少なく、多発土で多く

なった。

土壌及び葉の着生位置と開花時の葉の成分との関係を

表２に示した。リン含有率は下位葉で高く、上位の葉ほ

ど低くなった。土壌との関係では混合土の上位葉を除け

ば、多発土の混合割合が高い区ほど高くなった。リンの

※１） ※ ※ ※ ※※２）

３）

微 発 土 6.6 367 62 338 69 49
４）

混 合 土 6.4 407 85 446 78 66
５）

多 発 土 5.5 433 128 574 96 113
注　１）※：mg/100g乾土 　 　２）※※：mg/kg乾土
　 　３）黄斑点症微発土壌 　 　４）多発土：微発土＝１：１で混合
　 　５）黄斑点症多発土壌

CaO MgO Mn

表１　黄斑点症多発土壌と微発土壌の混合割合と定植前の土壌養分

ｐＨ 可給態 　交　換　性　塩　基

(1:5) P２O５ K２O
試 験 区

処　理　区
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中    下

１）

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※２） ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ３）

４）

微　発　土 0.31 0.35 0.43 4.58 3.77 2.84 1.27 1.29 2.12 0.45 0.40 0.51 99 115 399 78 63 98 51 34 48 5 7 10
５）

混　合　土 0.36 0.46 0.65 4.98 4.15 3.43 1.45 1.36 1.88 0.47 0.38 0.42 117 174 334 77 68 143 67 44 55 5 7 11
６）

多　発　土 0.31 0.64 0.75 4.73 4.37 3.60 1.39 1.57 1.79 0.34 0.34 0.36 110 108 409 121 138 250 60 45 57 3 6 11
注　１）上：上位葉、中：中位葉、下：下位葉 　 　２）※：％ 　 　３）※※：mg/kg
　 　４）黄斑点症微発土壌 ５）多発土：微発土＝１：１で混合 　 　６）黄斑点症多発土壌

　 表２　黄斑点症多発土壌と微発土壌の混合割合と開花時の葉中成分含有率

Ｆｅ Ｍｎ Ｚｎ ＣｕP K Ｃａ Ｍｇ
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のように上位葉より下位葉で含有率が高くなる傾向を示

した成分は、カルシウム及びマンガンであった。ただし、

カルシウム含有率は土壌との間で一定の傾向を示さなか

った。マンガン含有率はリンと同様に土壌中の多発土の

混合割合が高い区で高くなった。カリウム含有率は下位

葉よりも上位葉で高くなり、多発土の混合割合が高い区

ほど高くなる傾向を示した。

土壌及び葉の着生位置と葉の黄斑点症との間で認めら

れた傾向と類似の傾向を示した葉の成分は、リン及びマ

ンガンであり、逆の傾向を示した成分は認められなかっ

た。

以上の結果から、葉中の成分含有率と黄斑点症発生葉

率は、上位の葉よりも下位の葉が安定した傾向を示すと

判断されたので、以後の試験は下位葉について結果を示

した。

試験２ 養液のマンガン濃度と黄斑点症の発生

開花時の茎長は、マンガン濃度が１ mg区では81 cm、

10 mg区では81 cm、20 mg区では81 cmで、区間に生育差

はなかった。

養液のマンガン濃度と下位葉における黄斑点症発生葉

率及びマンガン含有率との関係を図２に示した。黄斑点

症の発生葉率は、マンガン１ mg区では0.2％、10 mg区

及び20 mg区では０％となり、黄斑点症は養液マンガン

濃度が濃くなっても発生がみられなかった。しかし、10

mg以上の区では葉縁がやや黒くなったが、壊死斑を示す

ことはなかった。

葉のマンガン含有率は、１ mg区が588 mg/kgと最も低

く、20 mg区が3268 mg/kgと最も高く、養液のマンガン

濃度が濃くなるほど高くなった。

黄斑点症の発生葉率は葉のマンガン含有率との間に一

定の傾向を示さなかった。

試験３ 養液のリン酸濃度と黄斑点症の発生

開花時の茎長は、リン酸濃度が 80 mg区では 78 cm、

264 mg区では、72 cm、528 mg区では72 cmで、区間の

生育差はわずかであった。

養液のリン酸濃度と下位葉における黄斑点症発生葉率

及びリン含有率との関係を図３に示した。軽度と重度を

合わせた黄斑点症の発生葉率は、リン酸80 mg区の5.2％

から528 mg区の57.0％まで、養液のリン酸濃度が濃くな

るにつれて高くなった。
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注　１）重度＋軽度

葉のリン含有率は、80 mg区の0.61％から528 mg区の

1.12％まで、養液のリン酸濃度が濃くなるにつれて高く

なった。

黄斑点症の発生葉率は葉のリン含有率が高くなるにつ

れて高くなる傾向を示した。

試験４ 浄水ケーキの混合と黄斑点症の発生

開花時の茎長は、浄水ケーキ混合率０％区では73 cm、

10％区では76 cm、20％区では75 cm、40％区では73 cm

となり、区間の差はわずかであった。

浄水ケーキの混合率が土壌養分、開花時の葉の成分及

び黄斑点症発生葉率に及ぼす影響を表３に示した。重度

と軽度を合わせた黄斑点症の発生葉率は、浄水ケーキの

混合率が０％区では87％であったが、10％区で43％に減

少し、20％区及び40％区では０％になった。重度の黄斑

点症の発生葉率に限ると、０％区では４％であったが、

浄水ケーキを混合した区では０％に下がった。

土壌の可給態リン酸含有量は、浄水ケーキの混合率０

％区で乾土100 g当たり403 mgと最も多く、浄水ケーキ

の混合率が高くなるにつれて減少し、40％区では167 mg

であった。土壌の交換性マンガン含有量も可給態リン酸

と同様に、浄水ケーキの混合率が高くなるにつれて減少

した。

葉のリン含有率は、浄水ケーキ混合率０％区では0.56

％、20％区では0.22％、40％区では0.18％となり、浄水

ケーキの混合率が高い区ほど低くなった。一方、葉のマ

ンガン含有率は、浄水ケーキ０％区よりも10％以上混合

した区では低くなったが、その混合率に対しては必ずし

も一定の傾向を示さなかった。

現地のキク栽培土壌に浄水ケーキを混合することによ

り、黄斑点症の発生葉率は減少し、同様に土壌中の可給

態リン酸、交換性マンガンの含有量及び葉のリン含有率

が減少した。しかし、葉のマンガン含有率は浄水ケーキ

20％区で10％区よりも高かったが、20％区では10％区で

みられた黄斑点症は発生しなかった。
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表３　浄水ケーキの現地土壌への混合率と定植前の土壌養分、開花時の下位葉
　　　 成分及び黄斑点症の発生
浄水ケーキ

混合率
（V/V） 可給態P２O５ 交換性Ｍｎ Ｐ Ｍｎ 重度 軽度 合計

　　　　　　　％ mg/100g mg/kg         % mg/kg % %       %
０ 403 62 0.56 56 4.0 82.5 86.5

１０ 346 58 0.30 49 0 42.5 42.5
２０ 309 41 0.22 51 0 0 0
４０ 167 28 0.18 49 0 0 0

土壌養分 下位葉成分 黄斑点症発生葉率

田中・小久保：秋ギク「精興の誠」における葉の黄斑点症の発生に及ぼす
リン酸及びマンガンの影響
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考 察

白色一輪ギク「精興の誠」の葉に発生する黄斑点症を

土壌養分が原因の生理障害と考え、土壌養分及び植物体

内成分の点から検討した。

「精興の誠」の生産現場には黄斑点症が多発したほ場

とほとんど発生しなかったほ場があったので、それらの

土壌で「精興の誠」を栽培したところ、黄斑点症は多発

土壌で多く、微発土壌では少なかった。このことから、

黄斑点症の発生は土壌と密接に関係していると考え、土

壌の養分分析を行った。多発ほ場ではキクが連作されて

きたため、可給態リン酸をはじめ交換性の加里、石灰、

苦土及びマンガンの含有量が微発ほ場の土壌より多かっ

た。さらに、これら土壌で栽培した「精興の誠」の葉の

成分を分析した結果、下位葉ほど含有率が高くなったリ

ン及びマンガンが黄斑点症の発生程度と関連する可能性

が大きいと考えられた。

「精興の誠」の黄斑点症とよく似た症状を示すメロン

の褐色斑点１０）とキュウリの褐色葉枯病２）はマンガンの

過剰によるものであり、メロンの小斑点症６，８，９，１１）と

キュウリの葉脈褐変症７）はリン酸過剰によるものと報告

されている。そこで、マンガンとリン酸について砂耕栽

培試験でそれぞれの濃度と黄斑点症の発生との関係を調

査した。養液のマンガン濃度を濃くすると、下位葉にお

いてマンガン含有率は高くなったが、黄斑点症は発生し

なかったので、黄斑点症とマンガンとの間には直接的な

関係はみられないと考えられる。養液のリン酸濃度を濃

くすると、下位葉におけるリン含有率が高くなり、黄斑

点症の発生葉率も高くなって、両者の間に密接な関係が

認められた。

本試験において、リン含有率は下位葉ほど高く、黄斑

点症の発生と密接な関係がみられた。伊藤５）は、キク

「春駒」におけるリン酸過剰について葉中リン含有率の

上昇として反映され、その上昇率は下位葉ほど大きくな

ったとしている。「春駒」におけるリン酸の過剰施用に

よる下位葉からのリンの蓄積は、本報告と同様の結果と

なった。「春駒」において黄斑点症は発生しなかったこ

とから、黄斑点症は「精興の誠」で発生しやすい生理障

害であると考えられる。

浄水場で発生する浄水ケーキに含まれる硫酸アルミニ

ウムはリン酸固定能が高く、アルミニウムとリン酸が結

合することによって、土壌中の可給態リン酸含有量が減

少する１）。浄水ケーキを現地から搬入した用土に混合し

て「精興の誠」を栽培したところ、用土中の可給態リン

酸が減少し、また植物体内へのリン酸の吸収量も減少し、

黄斑点症の発生が抑制された。このことは、リン酸を多

量に含むほ場において、浄水ケーキの施用が植物体内へ

のリン酸の過剰吸収を防ぎ、黄斑点症の発生を回避させ

る有効な方法となりうることを示唆している。

以上の点から、土壌の可給態リン酸の含有量が多いと、

「精興の誠」の葉におけるリン含有率が高くなり、黄斑

点症が多くなると考えられる。一方、後藤らは「精興の

誠」の黄斑点症を光の過剰症としている３，４）。また、リ

ン酸過剰によるメロンの小斑点症９）やイネ稚苗の葉先褐

変１２）は光で助長されることが報告されている。こうし

たことから、黄斑点症の発生に対しても、リン酸の過剰

吸収と光や温度との相互作用についても今後検討する必

要があると考えられる。
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