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微生物遺伝資源の調査プロフィール 

Beauveria bassiana MAFF 635036株に感染

して死亡したクリシギゾウムシ成虫（井原）

モモ樹に発生した材質腐朽菌 3 種の

子実体（1，カワラタケ； 2，アラゲカ

ワラタケ； 3，スエヒロタケ）（中村）

キクピシウム立枯病の病徴

（茨城県東海村）（月星） 

ライグラスいもち病の病徴 
（栃木県那須塩原市）（月星） 

納豆菌ファージ MAFF 270115
（永井） 

ダイズシストセンチュウが

寄生したダイズ根（相場） 



ま  え  が  き 

  

わが国の農業・食品産業の発展を図るためには，農作物のさらなる改良やバイオテク

ノロジー等の先端技術の開発が必要不可欠である．そのためには，科学技術基本計画や

農林水産研究基本計画に示されているように，研究開発の基盤である生物遺伝資源を確

保し，広く活用される体制を整備することが重要である． 

農作物の栽培品種の均一化，熱帯林の減少，気候変動等により多くの貴重な生物遺伝

資源が世界的に急速に失われつつある今日，その保全と持続的な利用の重要性が益々高

まっている．このことは生物多様性条約にも謳われており，同条約に加入するわが国で

は生物多様性基本法や生物多様性国家戦略が制定・策定され，関連するさまざまな取り

組みが推進されている．ただし，生物資源に対して原産国の主権的権利を認めた同条約

においては，遺伝資源の利用から生じる利益の配分問題など，加入国間でいくつかの争

点も残されている． 

農業生物資源ジーンバンク事業を展開する当研究所では，このような国際情勢を注視し

ながら，同条約の理念や各国の意向を尊重し，農業・食品産業に関わる植物，微生物，

動物遺伝資源等の収集・受入，増殖・保存，特性評価，配布および情報の管理提供なら

びにそれらの高度化のための試験研究に取り組んでいる．当事業の微生物遺伝資源部門で

は，当研究所内にセンターバンクを置き，全国各地にあるサブバンクと連携しつつ，農作

物の病原微生物や，酵母，乳酸菌，納豆菌等の食品微生物をはじめとする貴重な各種微生

物遺伝資源を収集・保存，配布している．さらに，それらの特性を調査・評価してデータ

ベース化し，国内外へ広く公開することによってユーザーの検索・活用の便に供している． 

本報告書は，センターバンクと各サブバンクとが一体になって推進しているこのような

取り組みを紹介するために，平成 18～22 年度（2006 年 4 月～2011 年 3 月）の第 2 期中

期計画期間中に得られた代表的な成果を選りすぐって取りまとめたものである．本報告書

が今後の微生物遺伝資源を利用した試験研究，技術指導等の一助になれば幸いである． 

 

平成 23 年 12 月 

 

独立行政法人 農業生物資源研究所 

遺伝資源センター長 河瀨 眞琴 
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クリシギゾウムシ幼虫に強い病原力を有する 

昆虫病原糸状菌の探索 
 

井原 史雄・栁沼 勝彦 
農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 

［〒305-8605 つくば市藤本 2-1］ 
 

Selection of entomopathogenic fungi having high pathogenicity 
to the chestnut weevil larvae 

 
Fumio IHARA and Katsuhiko YAGINUMA 

National Institute of Fruit Tree Science, 
National Agriculture and Food Research Organization 

 
1. 目的   

クリシギゾウムシCurculio sikkimensis (Heller) はクリの主要な害虫であり，幼虫が果実内部を

加害する．従来，本種の防除には収穫後の果実に対する臭化メチル燻蒸が利用されてきた．しかし

ながら臭化メチルはオゾン層破壊物質としてその使用が制限され，2003 年以降は不可欠用途申請を

して認められた量だけが使用可能な状況にある．臭化メチルの代替としてヨウ化メチルの農薬登録

がなされ市販化も近いが，一方で，燻蒸処理は処理作業の人体への危険性もあり，栽培段階での新

たな防除技術の開発が求められている．クリシギゾウムシ幼虫は果実内で加害・生長後，成熟した

幼虫は果実から脱出し土中に潜り越冬する．越冬・休眠は多くの場合 1 年半に及び 2 年目の夏に羽

化する．羽化時期は 8 月から 9 月，場合によっては 10 月までと長期にわたるため，薬剤散布では

定期的に何回も散布する必要があり，効率的とはいえない．そこで，成熟幼虫が土中で越冬するこ

とに着目し，土壌中の昆虫病原糸状菌の分生子密度を高くしておけば，クリシギゾウムシの防除が

可能であろうと考えた． 
昆虫病原糸状菌は，生きた昆虫にとりつき，虫体内部で増殖し， 後には虫を死に至らせるカビ

の総称で．約 900 種が知られている．そのうち数種はすでに微生物農薬として主に野菜の施設栽培

で導入されているが，果樹ではカミキリムシ防除のためのBeauveria brongniartii 製剤が市販化さ

れているに過ぎない．昆虫病原糸状菌の製剤化にあたり，いかに防除対象害虫に対する強い病原力

を有する菌株を選抜するかが重要である．そこで，本研究では，クリシギゾウムシ幼虫に対し強い

病原力を有する菌株を選抜し，その性質を明らかにした．なお，本成果の一部はすでに原著論文，



- 2 - 
 

解説などで発表している（Ihara et al.，2003；Ihara et al., 2009；井原，2010）． 
 
2. 材料および方法 

1）昆虫の調製 

 クリシギゾウムシ幼虫は，秋期（10 月初旬）に茨城県内で購入したクリ果実を室温で静置し，果

実から脱出した成熟幼虫を回収した．幼虫は 3L 容の円筒形プラスチック容器に湿潤させたおがく

ずを詰め，その中に 300 個体を放飼し，冷蔵保存（6℃）した．この方法により，1 年間はクリシ

ギゾウムシ幼虫を安定して維持でき，通年試験を行うことができる．年により異なるが，クリ果実

100kg から 3,000～6,000 個体の幼虫を回収した． 
 クリミガCydia kurokoi (Amsel)幼虫はクリシギゾウムシ幼虫と同時期に果実から脱出してくる

ため，同様に回収した．クリから脱出し 24 時間以内の幼虫をそのまま生物検定に使用した． 
 クリシギゾウムシ成虫は，秋季に回収した幼虫を果樹研究所内にある網室の地面に放飼し，1 年

半の休眠後，夏に羽化した成虫を回収して使用した． 
 

2）昆虫病原糸状菌の調製 

 昆虫病原糸状菌の単離には，野外で昆虫死亡個体を採集し，その虫体を覆う分生子から直接単離

する方法，および日本各地の土壌を回収し，研究室内で土とクリシギゾウムシ幼虫と接触させ，死

亡した個体から単離する手法，を用いた．糸状菌の培養には，マルトース添加サブロー培地（SMY，
培地 1L あたりマルトース 40g，バクトペプトン 10g，酵母エキス 10g を含む）を用い，固形培地

として使用するときは寒天 1.5%を添加した．糸状菌の培養は 25℃で行った．単離した糸状菌は斜

面培地に分生子を形成させた後，-30℃で保存した．糸状菌分生子は，固形SMY上で形成させたの

ち，0.2% Tween 80，0.89% NaCl で懸濁させた． 
 

3）生物検定 

 クリシギゾウムシ幼虫に対する病原力の検

定は，2ml容量のプラスチックカップに 20μl
の分生子懸濁液（2×106，2×105，2×104分生

子量）を入れた後，クリシギゾウムシ幼虫 1
個体を入れ，ふたをして 25℃暗所で静置し，

24 時間毎に幼虫の生死を確認した（図 1）． 
10 日後，死亡率を調べ，2×106分生子量で高

い死亡率が得られる菌株を選択した．それら

について再度試験を行い病原性の高い菌株を

選抜した．分生子量ごとに 低でも 50 個体の

幼虫を使用した．対照には 0.2% Tween 80，
0.89% NaCl溶液を用いた． 

図 1．クリシギゾウムシ幼虫に対する病原力
測定法 

B.bassianaにより感染死亡した個体 



- 3 - 
 

 クリシギゾウムシ成虫，及びクリミガ幼虫に対する病原力の検定は，上述の方法で調製した分生

子懸濁液（2×108，2×107，2×106分生子/ml）に 1 個体ずつ 10 秒間浸漬し，その後体表の余分な水

滴をペーパータオルで取り除き，濾紙を敷いた径 90mm のプラスチックシャーレに 10 個体放飼し

た．対照には 0.2% Tween 80，0.89% NaCl溶液を用いた．クリシギゾウムシ成虫については，市

販の甲虫飼育用ゼリーを給餌し，25℃，16L8D 光条件下で飼育した．分生子濃度ごとに 50-120 個

体の成虫を使用した(図 2A)．クリミガ幼虫についてはシャーレ内に 0.2ml 容のイエローチップ 20
本を入れ，チップ内に全ての幼虫が入るようにし，25℃，暗所で静置した．分生子濃度ごとに 30-50
個体の幼虫を使用した．どちらも 24 時間毎に幼虫の生死を確認した（図 2B）． 

図 2．クリシギゾウムシ成虫 (A) 及びクリミガ幼虫 (B) の接種試験 
 

 屋外試験では，茨城県つくば市の果樹研究所内のほ場に，50L の植木鉢を 1.5m 間隔で埋設した．

鉢底の穴は 1mm メッシュの金網で覆い，園芸用培養土（PROTOLEAF，(株)プロトリーフ）を入

れた．秋期に糸状菌分生子懸濁液（1×1011，1×1010，1×109分生子／鉢）を 5L の水とともに散布し，

翌日，クリシギゾウムシ幼虫 300 個体／鉢を放飼した．分生子量ごとに 5 鉢試験し，6 ヶ月後に鉢

の中の幼虫の生存率を調べた(図 3)．対照として 5Lの水のみを散布した区を設定した．なお，捕食

者による影響を除くため，試験中は 1mm メッシュの金網で鉢の上部を覆った（図 3，拡大図）．  

図 3．クリシギゾウムシ幼虫に対する野外試験のため埋設した鉢 
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3. 結果 

1）昆虫病原糸状菌の単離 

 東北から沖縄まで全国各地の土壌

を採取し，クリシギゾウムシ幼虫に

接触させた．25℃で 2 週間から 1 ヶ

月程度静置し，糸状菌で死亡した幼

虫の表面に生じた分生子を培養し，

65 菌株を単離した．菌株は形態的特

徴から，Beauveria bassiana ，

Metarhizium anisopliae ，

Paecilomyces fumosoroseus と同

定した（表 1）．また，著者らは継続的に日本各地の森林などでの昆虫病原糸状菌の探索を行い，糸

状菌の感染を受け死亡した昆虫を採集し，76 菌株を単離，収集している．そのうち， も多かった

宿主はコウチュウ目で 61 菌株を単離した．またその中には種々のゾウムシ科昆虫由来の 14菌株が

含まれている（表 1）． 
 

2）クリシギゾウムシ幼虫に対する病原力 

 単離した昆虫病原糸状菌の病原力を検定するため，各菌株について菌量の異なる3接種区（2×106，

2×105，2×104分生子量）を設け，クリシギゾウムシ幼虫（各区 10 個体）に接種した．その結果，

もっとも強い病原力を有する菌株として，B. bassiana  MAFF 635036 株，M. anisopliae MAFF 
635007 株を選抜した．両菌株の病原力を調べるため，各菌株のLD50値（半数致死分生子量）およ

び（半数致死時間）を求めたところ，M. anisopliae MAFF 635007 株のLD50値は 6.8×103 分生子

量(接種 10 日後)，LT50値は 7.4 日 (2×105 分生子/cup)，B. bassiana MAFF 635036 株のLD50値

は 2.7×103 分生子量(接種 10 日後)，LT50値は 7.8 日 (2×105 分生子/cup)であった（表 2）．このこ

とから両菌株の 25℃における病原力は，ほぼ同程度であるといえる． 

 

由　来 種　　名

土壌から Beauveria bassiana 3
Metarhizium anisopliae 56
Paecilomyces fumosoroseus 6

昆虫死亡個体から（すべてBeauveria属）

コウチュウ目 61
ハチ目 5
カメムシ目 5
その他（ハエ目、チョウ目、バッタ目） 5

合計 141

菌株数

表１．実験に使用した菌株

 M. anisopliae  MAFF 635007 B. bassiana  MAFF 635036
25℃

LD50 (10日後) 6.8x103 (4.7x103-9.8x103) 分生子量 2.7x103 (1.6x103-4.5x103) 分生子量

LT50 (2x105 分生子/cup) 7.4 (7.2-7.7)日 7.8 (7.4-8.2)日
15℃

LD50 (30日後) 1.3x107 (2.5x106-1.0x108) 分生子量 1.0x105 (5.0x104-2.5x105) 分生子量

LT50 (2x105 分生子/cup) 32.2 (30.0-35.6) 日 15.8 (14.1–17.5) 日

菌　　株
項目(アッセイ条件)

表２．クリシギゾウムシ幼虫に対する病原力



- 5 - 
 

3）選抜した菌株の比較 

選抜された 2 菌株について，病原力について詳細に検討した．まず，温度の影響を調べるため，

15℃でクリシギゾウムシ幼虫に対する病原力を測定した．その結果，低温では 25℃での試験に比べ

て大きく異なった．すなわち，15℃の試験におけるLD50値は B. bassiana MAFF 635036 株に比べ

てM. anisopliae MAFF 635007 株の値が約 100 倍高く，LT50値に関してもM. anisopliae MAFF 
635007 株の方が約 2 倍長い日数が必要であった（表 2）．このことはB. bassiana MAFF 635036
株は低温でも病原力をある程度高く維持しているが，M. anisopliae MAFF 635007 株は低温では急

激に病原力を発揮できなくなることを示している． 
 両菌株の病原力をさらに調べるため，クリシギゾウムシ成虫及びクリミガ幼虫に対する病原力を

調べた．クリシギゾウムシ成虫に対して，M. anisopliae MAFF 635007 株のLC50値（半数致死濃

度）は 5.0×106 分生子/ml(接種 10 日後)，LT50値は 9.3 日 (2×107 分生子/ml)，B. bassiana MAFF 
635036 株の LC50値は 2.6×105 分生子/ml(接種 10 日後)，LT50値は 6.1 日 (2×107 分生子/ml)であ

った（表 3）．また，クリミガ幼虫に対して，M. anisopliae MAFF 635007 株のLC50値は 2.4×106 分
生子/ml(接種 10 日後)，LT50値は 8.1 日 (2×107 分生子/ml)，B. bassiana MAFF 635036 株のLC50

値は 3.5×105 分生子/ml(接種 10 日後)，LT50値は 5.5 日 (2×107 分生子/ml)であり（表 3），いずれ

もB. bassiana MAFF 635036 株の方が強い病原力を示した． 

 
4）屋外での感染試験 

 クリシギゾウムシ幼虫はクリを加害して生長した後，クリから脱出して土中で休眠する．昆虫病

原糸状菌を効率よく感染させるためには，土中に糸状菌を施用するのが効率的であると考え，ほ場

に設置した植木鉢を用いて，屋外での感染試験を行った．施用した菌の分生子量が比較的少ないと

き（1×109分生子量），幼虫の生存率はM. anisopliae MAFF 635007 株では 59.5％，B. bassiana 
MAFF 635036 株では 70.2％と両菌株ともに高い値を示した(図 4)．しかしながら，1×1011分生子

量を施用したときの生存率はM. anisopliae MAFF 635007 株では 24.9％であったのに比べて，B. 
bassiana MAFF 635036 株では 2.9％と非常に低い値を示し，ほとんどの幼虫に感染して死亡させ

ることができた． 

 M. anisopliae  MAFF 635007 B. bassiana  MAFF 635036

クリシギゾウムシ成虫(25℃)

LC50 (10日後) 5.0x106 (2.2x106-1.1x107) 分生子 /ml 2.6x105 (1.5x105-4.3x105) 分生子 /ml
LT50 (2x107 分生子 /ml) 9.3 (8.4-10.5) 日 6.1 (5.9-6.4) 日

クリミガ幼虫(25℃)

LC50 (10日後) 2.4x106 (1.3x106-4.4x106) 分生子 /ml 3.5x105 (2.2x105-5.7x105) 分生子 /ml
LT50 (2x107 分生子 /ml) 8.1 (7.6-8.8) 日 5.5 (5.2-5.8) 日

項目(アッセイ条件)
菌　　株

表3．クリシギゾウムシ成虫及びクリミガ幼虫に対する病原力
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図 4．屋外試験によるクリシギゾウムシ幼虫の生存率 

 

4. 考察 

1）強い病原力を有する菌株の選抜 

 本研究では，クリシギゾウムシ幼虫に対し強い病原力を有する菌株を選抜するため，141 菌株に

ついてクリシギゾウムシ幼虫に対する生物検定を行い，M. anisopliae MAFF 635007 株と B. 
bassiana MAFF 635036 株を選抜した．M. anisopliae MAFF 635007 株は茨城県内の土壌から分

離された菌株であり，B. bassiana MAFF 635036 株は山形県の山中で採集したクヌギカメムシの

死亡個体から分離された菌株である．昆虫の死亡個体から得た菌株の中にはゾウムシ類から発生し

た 14 菌株も含まれていたが，いずれの菌株もクリシギゾウムシ幼虫に対する病原力は低かった．

また，土壌から昆虫病原糸状菌を分離するときクリシギゾウムシ幼虫を使用したにもかかわらず，

そこから得られた菌株の病原力は，全てが強いわけではなく，様々であった．このことは，ある昆

虫に対し強い病原力を有する菌株を得ようとする場合に，探索範囲は対象昆虫から得た菌株だけで

はなく様々な昆虫由来の多くの菌株を供試する必要があることを示唆している．そのためには，多

くの菌株を対象昆虫に対して生物検定する必要があり，膨大な時間と労力が必要になる．昆虫病原

糸状菌が強い病原力を発揮するための因子は，プロテアーゼなどの菌体外酵素の関与が示唆されて

いるものの(例えばBidochka and Khachatourians,1990)，いずれも決定力とはなっていない．この

ような因子が解明され，強い病原力を発揮するための機構が解明されれば，菌株を育種し病原力を

強化する手法も考えられ，菌株選抜の大幅な時間短縮が期待できる． 
 

2）病原力と温度との関係 

 選抜した 2 菌株は 25℃では同じように強い病原力を発揮したが，低温（15℃）ではM. anisopliae 
MAFF 635007 株の病原力は極めて弱かった．これは両菌株の生育至適温度の差に起因すると考え

られる．B. bassiana MAFF 635036 株のSMY寒天培地上での菌糸の伸長は 15℃でも良好なのに
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対し，M. anisopliae MAFF 635007 株は 20℃以下では極端に遅くなる（未発表データ）．Bidchka 
ら (2001)は，M. anisopliaeは2タイプに分かれるとし，一方は8℃で増殖できるタイプ（cold active），
もう一方は 37℃で増殖可能なタイプ（heat active）としている．これに従えばM. anisopliae MAFF 
635007 株は heat active タイプであるといえる．このことは，屋外試験で M. anisopliae MAFF 
635007 株を施用した幼虫の生存率が高くなっていることにも関連している．茨城県つくば市にあ

る果樹研究所の土壌の温度は，秋季（9-10 月）は表面から 20cm の深さで 15℃前後であり，その

後 1 月にかけて徐々に 5℃まで低下する（Higaki, 2005）．このことは，屋外試験で，B. bassiana 
MAFF 635036 株施用区の効果が高かったことと矛盾しない． 
 

3）クリシギゾウムシ防除 

 クリシギゾウムシに対する微生物防除手法を検討するとき，成熟幼虫が土中で休眠することを考

慮すると，土中の糸状菌密度を高めておき，幼虫が土に潜るときに感染させるのが効果的と考える．

その場合，野外試験の結果から，B. bassiana MAFF 635036 株の方が防除素材として適している

といえる．また，クリシギゾウムシと同時に発生するクリミガ幼虫に対してもB. bassiana MAFF 
635036 株の方が強い感染力を示すことも，この菌株の方が優れている．さらに，B. bassiana MAFF 
635036 株はクリシギゾウムシ成虫に対しても病原力を有しているので，羽化成虫が土中から出現

するときにも感染することが期待できる．ただし，秋季に施用した糸状菌が翌年 8～9 月の羽化時

期まで安定に維持されるかなど，解明すべき点もある．今後B. bassiana MAFF 635036 株の諸性

質を解明しつつ，微生物農薬として使えるよう，施用方法も考えながら開発していきたい． 
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Summary 

 
To control the chestnut weevil, Curculio sikkimensis (Heller) (Coleoptera: Curculionidae), we 

tried to select entomopathogenic fungi having high pathogenicity to the chestnut weevil larvae 
as the microbial control agent. Metarhizium anisopliae MAFF 635007 and Beauveria bassiana 
MAFF 635036 showed the high pathogenicity. The pathogenicities of both strains at 25℃ were 
similar; LD50 values and LT50 values of M. anisopliae MAFF 635007 and B. bassiana MAFF 
635036 were 6.8×103 and 2.7×103 conidia (10th day after treatment) and 7.4 and 7.8 days 
(2×105 conidia/cup), respectively. The pathogenicity of B. bassiana MAFF 635036 at 15°C 
remained high, whereas that of M. anisopliae MAFF 635007 was greatly reduced. Its 
pathogenicity to chestnut weevil adults and nut fruit moth, Cydia kurokoi (Amsel) 
(Lepidoptera: Tortricidae), was also higher than those of M. anisopliae MAFF 635007. In field 
tests, the survival rates of chestnut weevil larvae decreased to 2.9% when B. bassiana MAFF 
635036 was applied at 1×1011 conidia/pot. But when M. anisopliae MAFF 635007 was applied 
at the same conditions, 24.9% larvae remained. The high pathogenicity of B. bassiana MAFF 
635036 makes the strain a potential microbial agent for the control of chestnut pests. 
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1. 目的 

材質腐朽菌は，建築材などの木材のみではなく，生育中の木本植物（生立木）の材質部に対して

腐朽を引き起こし，材質腐朽病の病原菌となることが知られている．果樹類においても材質腐朽菌

による被害の発生が認められ，果樹栽培圃場では枝の枯死や強風に伴う枝折れなどが頻発しており，

その累積被害は少なくない．しかし，材質腐朽病の病原菌として報告されている菌種は 10 種未満

と少なく（日本植物病理学会，2004），その中でも重要病害とされているのはリンゴ銀葉病（病原

菌：ムラサキウロコタケ Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar），そして最近，材質腐

朽菌が病原菌であることが報告されたナシ萎縮病（病原菌：Fomitiporia sp.）（塩田ら，2010）な

どに過ぎない．加えて，銀葉病では病原菌が産生した酵素を原因とする葉での被害が問題となって

おり（北島，1989），ナシ萎縮病による被害も同様の原因によるものと推定されていることから（中

村，2006），材質腐朽自体が問題視されているわけではない．このように，果樹栽培現場において

材質腐朽病の重要性は認識されておらず，その原因としては，被害（材質腐朽）の進行状況が外観

からは確認しにくいことの他に，果樹類に発生する材質腐朽菌の調査例がほとんどなく，個々の病

原菌およびその被害様相がわかっていないことが挙げられる．日本の果樹類における材質腐朽菌の

発生調査は青森県のリンゴ（Malus domestica Borkh.）樹における事例があるのみで（藤田ら，1985），
他の樹種では行われていない．したがって，果樹栽培現場においては材質腐朽病の発生およびその

被害が認知されていないに過ぎず，実際には多くの材質腐朽病が存在する可能性がある．  
そこで本研究では，果樹類における材質腐朽病の発生実態の解明に向けて，日本において果樹類
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菌種名 菌株番号 発生樹種（宿主） 採集地 採集年

カワラタケ PP153 ナシ 茨城県つくば市 2010
Trametes versicolor PP155 ナシ 茨城県つくば市 2010

MAFF 625070 モモ 茨城県つくば市 2005
MAFF 625078 モモ 福島県福島市 2006
PP120 ウメ 東京都青梅市 2009
PP42 広葉樹（樹種不明） 岩手県西根町 2003

アラゲカワラタケ MAFF 625049 ナシ 茨城県つくば市 2003
Trametes hirsuta PP21 ナシ 茨城県つくば市 2003

PP92 ナシ 長野県高森町 2007
MAFF 625079 モモ 福島県福島市 2006
PP167 モモ 茨城県つくば市 2010
PP49 ウメ 茨城県土浦市 2003

スエヒロタケ PP14 ナシ 茨城県つくば市 2002
Schizophyllum commune MAFF 625052 ナシ 茨城県つくば市 2003

MAFF 625062 ナシ 佐賀県伊万里市 2003
PP51 ナシ 佐賀県伊万里市 2003
MAFF 625048 モモ 茨城県つくば市 2003
PP17 モモ 茨城県つくば市 2003
PP119 ウメ 東京都青梅市 2009
MAFF 625065 リンゴ 青森県弘前市 2004

の病原菌として報告のあるカワラタケ（Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát）およびスエヒロタケ 
Schizophyllum commune Fr.）（日本植物病理学会，2004），そして海外では果樹類の病原菌として

知られ，かつ国内で発生する主要な材質腐朽菌であるアラゲカワラタケ（Trametes hirusta 
(Wulfen: Fr.) Pilát）（Adaskaveg and Ogawa, 1990；林，1979；Kobayashi, 2007）の 3 菌種を対

象として，ナシ（Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai var. culta (Makino) Nakai），モモ（Prunus persica 
(L.) Batsch）およびウメ（Prunus mume Siebold et Zucc.）の樹上における発生調査を行い，収集

した各菌種のナシ樹における材質腐朽病の病原菌としての評価を行うことを目的とした．なお，材

質腐朽性を有する菌類には担子菌類の他に子のう菌類やそのアナモルフも含まれるが，ここでは，

担子菌類ヒダナシタケ目（Aphyllophrales）に属し，一般に硬質担子菌類と称される菌群を材質腐

朽菌とする．  
 
2. 材料および方法 

1）材質腐朽菌の発生調査 

調査対象は材質腐朽菌 3 種（カワラタケ，アラゲカワラタケおよびスエヒロタケ）とし，果樹類

3 種（ナシ，モモおよびウメ）の生育樹上における各菌種の子実体の発生の有無を調査した．調査

は，茨城県つくば市（農研機構果樹研究所ナシ，モモおよびウメ圃場），福島県福島市（福島県農

業総合センター果樹研究所モモ圃場）および東京都青梅市（一般生産者ウメ圃場）において，それ

ぞれ 2006 年 5～10 月，2006 年 8 月および 2009 年 4 月に行った．農研機構果樹研究所圃場では，

上記以外の時期においても適宜調査を行った．調査方法は，各圃場において 10 年生以上と考えら

れる樹を対象に，

1 樹につき，主幹，

主枝および亜主枝

の外観を肉眼で観

察し，対象菌種の

子実体が認められ

た場合は，その新

古にかかわらず発

生有りと判定した．  
 
2）供試菌株 

 カワラタケおよ

びアラゲカワラタ

ケ各 6 菌株，スエ

ヒロタケ8菌株の

計 20 菌株を供試

した（表 1）．各

表1. 供試菌株 
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菌種ともナシおよびモモから採集された菌株を 2 菌株以上，そしてウメから採集された菌株を 1 菌

株含む． 各菌株は 2003～2010 年に採集された子実体を分離源として常法（青島，1983；服部，

2000）に従って分離した．各菌株は麦芽寒天（MA）培地で継代培養し，長期間使用しない場合は

4℃で冷蔵保存した． 
 
3）バーベンダム反応試験 

 各菌株を MA 平板培地上で前培養した後，菌叢の周縁部から 5 mm 角の含菌寒天を切り出し，

0.3%タンニン酸を含むMA平板培地に置いた．一部の菌株については，MA平板培地で 1 週間培養

した菌叢上に滅菌した割箸片（長さ 3 cm，Populus属植物の材）を載せて，さらに3 週間培養した

後，0.3%タンニン酸を含むMA平

板培地に培養割箸片を置いた．

23℃，暗黒下で 3～5 日培養後に

含菌寒天あるいは培養割箸片から

生長した菌叢周辺における培地の

着色（濃褐色）の有無を判定した．

本試験は材質腐朽菌の腐朽型（詳

細は後述）の判別を簡易的に行う

ものであり，培地の着色が認めら

れた場合（陽性）には当該菌株は

白色腐朽型，認められなかった場

合（陰性）は褐色腐朽型であるこ

とを示す（赤井・寺下，1950；伊

藤，1974）．  
 
4）接種試験 

 被接種対象として，農研機構果

樹研究所ナシ圃場に植栽されてい

るナシ（品種：幸水）の休眠期の

切枝を用いた．休眠枝は当年中に

成長した 1 年生枝とし，当年 12
月～翌年 2 月に採取した後，すぐ

に，あるいは 4℃で冷蔵保存した

後に使用した．  
接種方法として，既報の培養爪

楊枝を接種源とする方法（Tabata 
et al., 2002；山田ら，2004）を改

図 1．ナシおよびモモ樹上で観察された材質腐朽菌 

1. ナシ樹上のカワラタケ Trametes versicolor. 矢印は材が腐朽し枯死し

た主枝（バー：10 cm）;  2．モモ樹上のカワラタケ（バー：5 cm）;  3．

ナシ樹上のアラゲカワラタケ T. hirsuta（バー：5 cm）;  4．モモ樹上の

アラゲカワラタケ（バー：5 cm）;  5．ナシ樹の古い剪定跡上のスエヒロ

タケ Schizophyllum commune（バー：2 cm）;  6．モモ樹の日焼け部上

のスエヒロタケ（バー：2 cm）.  
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3. 結果  

1）材質腐朽菌の発生調査 

ナシについて茨城県 2 圃場の約 100 樹を調査した結果，対象としたカワラタケ，アラゲカワラタ

ケおよびスエヒロタケのいずれの菌種も発生が認められ，新古あるいは大小など様々な子実体が観

参考文献 発生樹種(宿主） カワラタケ アラゲカワラタケ スエヒロタケ

日本植物病理学会 ナシ ○

（2004） モモ 2） ○

ウメ 2） ○

Kobayashi （2007） ナシ 2） ○

モモ 2） ○

ウメ 2） ○ ○

Adaskaveg and Ogawa ナシ 3） ○ ○

（1995） モモ ○ ○ ○

本研究 ナシ ○ ○      ○ 4）

モモ ○ ○ ○

ウメ ○ ○ ○

1）○, 発生あり; 空欄, 発生なし.  2）キツネカワラタケ（Coriolus polyzonus）の記載あり.
3）Pyrus  spp.   4）既報（Takemoto et al., 2010）．

表2.　材質腐朽菌3種の果樹3種における発生事例 1）

接種の手順は以下の通りである．表面を水道水で洗浄した切枝（径 0.8～1.2 cm，長さ 70 cm）

の先端から 10 cm，30 cm および 50 cm の 3 ヶ所に電動ドリル（ドリル径 2.8 mm）で反対側まで

貫通するように穴を開けた． 各穴に接種源の培養爪楊枝片を差し込み，枝表面から突き出た余分な

部分を切除した後，乾燥および光の影響を避けるために，少量のワセリンを塗布し，さらにパラフ

ィルムおよび黒色ビニールテープで封じた．1 菌株につき，3 本の切枝を用いた．接種後の切枝は

水差しにして，20℃，16 時間照明のグロースチャンバー内に置いた．接種 1 ヶ月後，接種部を中

心に縦に 2 分割し，接種部周辺の材における変色あるいは腐朽の有無を観察した．  
再分離にあたっては，枝の接種部を分割して認められた変色・腐朽部から滅菌したメスで1 mm

角の材片を切り出し，MA（200 µg/l ストレプトマイシン硫酸塩を含む）培地に置いた後，23℃，

暗黒下で培養した．その後，生長してきた菌の菌叢および菌糸形態を比較し，また必要に応じて再

分離菌株と接種菌株との対峙培養を行い，帯線を形成しなかった場合に同一菌株と判定した． 

良して用いた．各菌株をMA平板培地上で前培養した後，菌叢の周縁部から 5 mm 角の含菌寒天を

切り出し，新たなMA平板培地に置いた．23℃，暗黒下で 2 週間培養後，蒸留水中で高圧蒸気滅菌

した爪楊枝片（長さ約 2 cm，Betula 属植物の材）を菌叢上に載せた．さらに同条件で 3週間培養

した後の爪楊枝片を接種源として用いた． 対照として，蒸留水中で高圧蒸気滅菌した爪楊枝片を用

いた．  
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察された（表 2；図 1-1, 1-3, 1-5）．菌種別には，カワラタケおよびアラゲカワラタケが発生した樹

が多い傾向があった．モモについて茨城県 2 圃場の約 50 樹および福島県 2 圃場の約 40 樹を調査し

た結果，上記 3 菌種ともに発生が認められ（表 2；図 1-2, 1-4, 1-6），アラゲカワラタケおよびスエ

ヒロタケが発生した樹が多い傾向があった．ウメについて茨城県の 2 圃場約 20樹および東京都の 4
圃場約 60 樹を調査した結果，上記 3 菌種ともに発生が認められ（表 2），それらが発生した樹の数

は同程度であった．子実体の形成場所によっては，当該菌種が剪定跡や日焼け部分から侵入したと

推測できる場合もあった（図 1-5, 1-6）． なお，ナシ，モモおよびウメ樹上で発生事例（日本植物

病理学会，2004；Kobayashi, 2007）があるキツネカワラタケ（Coriolus polyzonus (Pers.) Imaz.）
については，全調査過程において観察されなかった．  
 
2）バーベンダム反応試験 

 各菌株についてバーベンダム反応を調べた結

果，菌株によって着色程度が若干異なっていた

ものの，いずれも陽性と判定され（図 2），こ

れら菌株は白色腐朽型であることが示された．  
 
3）接種試験 

各菌株を接種したナシ切枝の材部には，いず

れも変色あるいは腐朽を認めた（表 3，図 3）．
ただし，髄部では顕著な腐朽

は認められなかった．材部の

腐朽は，カワラタケおよびア

ラゲカワラタケでは全菌株に

よる全接種部において認めら

れたが，スエヒロタケ 8 菌株

のうちMAFF 625065, PP17
および PP119 の 3 菌株では

それぞれ9接種部のうち各々

2，6 および 4 接種部では腐朽

は認められないなど，菌種・

菌株間で頻度が異なっていた．  
3 菌種の接種によって現れ

た材部の変色の多くは黒褐色

～灰紫色を呈し，腐朽部と健

全部との境界部に位置してい

た． カワラタケおよびアラゲ

図 2．カワラタケ PP42 株によるバーベンダ

ム陽性反応 

左，表側;  右，裏側（割箸片を接種源とした場合）.

図 3．材質腐朽菌によるナシ枝材の腐朽 

ナシ（品種：幸水）休眠枝の切枝にドリルで穴を開けた後，接種源の培養爪楊

枝を差し込んで接種した. 
1, カワラタケ PP42株; 2, アラゲカワラタケ MAFF 625049株; 3, スエヒロ

タケ MAFF 625062株; 4, 対照.  
矢印は材質腐朽，矢じりは変色（反応帯）を示す.  
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カワラタケの接種によって現れた変色は顕著な黒褐色を呈していたが，スエヒロタケの接種による

変色の多くは灰紫色であり，菌株あるいは接種部によってはわずかに色を帯びた程度の薄褐色であ

った． 対照区の接種部では材部の腐朽は認められず，また，材部には薄褐色の変色が認められる程

度であり，黒色～灰紫色を呈することはなかった． 
各接種区において，いずれの腐朽部からも接種菌が再分離された．変色部からは再分離されない

場合が多かった．対照区では再分離されなかった． 
 
4. 考察 

1）材質腐朽菌 3 種の果樹類3 種上における発生状況 

日本においては果樹類に発生する材質腐朽菌の調査報告は極めて少なく，リンゴ樹における1 事

例があるに過ぎない（藤田ら，1985）．本調査において，これまで国内で発生報告のなかったナシ

樹上でのアラゲカワラタケおよびスエヒロタケ，モモおよびウメ樹上でのアラゲカワラタケの発生

が確認された．リ

ンゴ樹上において

は 30 種の材質腐

朽菌が報告されて

おり（藤田ら，

1985），本調査の

過程においても，

ナシ，モモおよび

ウメ樹上で上記 3
種以外の材質腐朽

菌の発生を観察し

ていることから，

実際には数多くの

材質腐朽菌が発生

しているものと考

えられる．今後，

材質腐朽菌の果樹

類に対する影響の

解明に向けて，果

樹類における網羅

的な材質腐朽菌の

発生調査が行われ

ることが望まれる． 
本調査において

菌種名 菌株番号
材変色部の
出現頻度

変色部の色
材腐朽部の
出現頻度

カワラタケ PP153      9/9 2） 黒褐色～灰紫色 9/9
PP155 9/9 9/9
MAFF 625070 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9
MAFF 625078 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9
PP120 9/9 黒褐色～褐色 9/9
PP42 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9

アラゲカワラタケ MAFF 625049 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9
PP21 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9
PP92 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9
MAFF 625079 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9
PP167 9/9 9/9
PP49      8/8 3） 黒褐色～褐色      8/8 3）

スエヒロタケ PP14 9/9 黒褐色～褐色 9/9
MAFF 625052 8/8 灰紫色～褐色      8/8 3）

MAFF 625062 9/9 灰紫色～褐色 9/9
PP51 9/9 灰紫色～褐色 9/9
MAFF 625048 9/9 黒褐色～灰紫色 9/9
PP17 9/9 褐色～薄褐色 5/9
PP119 9/9 灰紫色～薄褐色 3/9
MAFF 625065 9/9 灰紫色～薄褐色 7/9

対照 1） 9/9 灰褐色～薄褐色 0/9
1）滅菌爪楊枝片を使用した .  2）変色部・腐朽部が認められた接種部数／接種

部数.  3）接種部9箇所のうち1箇所で雑菌による腐敗が生じた．

表3.　材質腐朽菌3種のナシ休眠枝に対する接種結果
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3 種の果樹類で発生が確認されたアラゲカワラタケは，海外においては果樹類の材質腐朽病の病原

菌として良く知られているが（Adaskaveg and Ogawa, 1995），日本においてはサクラ類幹辺材腐

朽病など数種の植物の材質腐朽病の病原菌としての記載はあるものの，果樹類に対する病原菌とし

ての報告はない（日本植物病理学会，2004；Kobayashi, 2007）．一方，別種の材質腐朽菌であるキ

ツネカワラタケによる病害（きつねかわらたけ病）がモモおよびウメで発生するとされている（日

本植物病理学会，2004）．しかし，マツ類の幹心腐病の病原菌としてのキツネカワラタケについて

はアラゲカワラタケの誤同定である可能性が高いとされ（日本植物病理学会，2004），加えて，

Kobayashi（2007）は，果樹類の病原菌としてキツネカワラタケを暫定的に記載した上で，日本国

内で報告例のあるキツネカワラタケは全てアラゲカワラタケであると補記していることから，本種

については国内での発生記録に疑問がもたれる．本調査においてもキツネカワラタケの発生は認め

られず，上記報告を裏付ける結果となった．今後は，日本各地におけるアラゲカワラタケおよびキ

ツネカワラタケの発生調査などを通じて，病原菌名の再評価を行う必要がある．  
 
2）材質腐朽菌 3 種におけるナシ枝に対する病原性の評価 

国内のナシ，モモおよびウメ樹上で採集されたアラゲカワラタケ，カワラタケおよびスエヒロタ

ケはナシ休眠枝の生材部を腐朽させうることが明らかになった．アラゲカワラタケおよびスエヒロ

タケについては病原菌としての報告はなく，本研究によって初めて病原菌となりうる性質を有して

いることが明らかになった．カワラタケについてはナシのかわらたけ病の病原菌としての記載はあ

るものの接種試験が行われた形跡はなく（原，1954；日本植物病理学会, 2004），カワラタケがナ

シ生材を腐朽させる性質を有することの確証を得ることができた．なお，本調査では，植物の抵抗

力が弱い状態にあると想定される休眠枝の切枝を被接種対象としたことから，本来はナシ生材を腐

朽させることができない菌種であっても腐朽を起こす可能性があることを踏まえ，以下の2 つの補

足データを得ている． ① バラ科植物の中でも主にサクラ類に材質腐朽病を引き起こすことが特徴

であるカワウソタケ（Inonotus mikadoi (Lloyd) Imaz.）（伊藤，1974）はナシ休眠枝（切枝）の

材部を腐朽させなかった（未発表）．② 本研究で供試したスエヒロタケ菌株は野外で鉢植えにした

ナシ苗の 2 年生枝の材部に変色・腐朽を引き起こした（未発表）．これらの結果から，本接種方法

がナシ生育樹の材部を腐朽させる性質，すなわち病原性を評価する方法として妥当であると判断し

た．以上から，本研究でナシ休眠枝の材部を腐朽させた菌種･菌株はナシ生材を腐朽させる病原性を

有すると結論した． 
 一般的に，材質腐朽菌の材質に対する腐朽型は白色腐朽型と褐色腐朽型に分けられる．白色腐朽

型では腐朽した材部は白色となって軟化し，褐色腐朽型では赤褐色となり末期には粉状になる（伊

藤，1974）．本研究で供試した 3 菌種はいずれも白色腐朽型の種とされ（Adaskaveg and Gilbertson 
1990），そのことはバーベンダム反応の結果によっても示された．接種試験においても，3 菌種に

よって腐朽した材は白色を帯びて軟弱になるなど白色腐朽型の特徴が認められ，特にカワラタケに

おいて顕著であった． カワラタケやアラゲカワラタケは他の材質腐朽菌に比べ木材に対する腐朽力

は弱いとされているが（藤田ら，1985），植物病原菌としての生材腐朽力，すなわち病原力は木材
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腐朽力とは異なる可能性もあり，他の菌種を含め評価を行う必要がある．  
各菌種の接種により，腐朽部と健全部との境界領域に特徴的な黒褐色～灰紫色の変色部が現れた． 

これは反応帯（reaction zone；barrier zone とも呼ばれる）と呼ばれるもので，材質腐朽菌が生材

を腐朽させる際に植物側との相互反応によって現れると考えられており，このことは変色部から接

種菌が再分離されないことが多かったことからも支持される．また，その有無や着色程度は植物種

と菌種との組み合わせによって異なることが知られている（Schwarze et al., 2000）．スエヒロタケ

を接種した際には，腐朽を伴う場合では強く着色する傾向があったものの，多くの場合でカワラタ

ケやアラゲカワラタケによる着色よりもその程度は弱かった． 反応帯や他の帯線の色や着色程度は，

ナシ生材に対する材質腐朽菌の病原力と関連している可能性があると思われる．  
 
3）材質腐朽菌 3 種のナシ樹に対する材質腐朽病の病原菌としての可能性および重要性 

植物病原菌としての材質腐朽菌は，一般に傷口など組織が枯死した部分から植物体内に侵入する

（伊藤，1974）．一方，果樹類や街路樹などでは剪定作業に伴う人為的な傷口からの侵入が多く

（Adaskaveg and Gilbertson, 1990），乾燥や熱に対する耐性が強いとされるスエヒロタケでは日焼

けによる組織枯死部からも侵入することが知られている（Takemoto et al., 2010）．本調査において

も，スエヒロタケが剪定跡や日焼け部から侵入したことを推測させる状況が観察された（図 1-5, 
1-6）．また，カワラタケやアラゲカワラタケなどにおいても主枝・亜主枝の上面に発生している場

合があり（図 1-1, 1-3），これらの菌種においても剪定跡以外に日焼け部からも侵入している可能性

があると思われる．このような観察結果に加え，接種試験によってナシ枝材に対する病原性が認め

られたことから，アラゲカワラタケおよびスエヒロタケの 2 菌種はナシ樹に対して外部から侵入し

材質腐朽を起こす材質腐朽病の病原菌として働く可能性が高いと判断される．既に病原菌として報

告されているカワラタケについては，接種試験によりナシ枝への病原性が確認され，圃場調査にお

いても枝折れや枝の枯死といったナシ樹への被害も観察されたことから（図 1-1），ナシ樹における

重要な材質腐朽菌であると考えられる．  
供試した 3 菌種とも第一次伝染源は担子胞子と考えられ，いずれもヘテロタリックな交配系を有

していることがわかっている（Raper et al., 1958；Gilbertson and Ryvarden, 1987）．したがって，

植物体に担子胞子が飛散・付着し，発芽に続く交配行動によって二次菌糸が形成された後，植物体

内に侵入すると考えられるが，一次菌糸の植物上での挙動や病原性の有無など不明な点も多い．今

後，栽培圃場に植栽されたナシ樹の太枝を用いて接種試験を行い，各材質腐朽菌のナシ樹に与える

影響について最終的な評価を行うと同時に，これら材質腐朽菌の圃場内外における生活環および果

樹類への侵入過程とその後の腐朽拡大様相について調査・解明する必要がある．  
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Summary 

 
Occurrences of three wood-decaying fungi, Schizophyllum commune, Trametes hirsuta and 

Trametes versicolor, were investigated on three fruit trees, Japanese pear, Japanese apricot 
and peach at mainly Ibaraki prefecture in 2006. All wood-decaying fungi were observed on each 
of the fruit tree species. There is the first occurrence of T. hirsuta on fruit trees in Japan. Eight 
isolates of S. commune, six isolates of T. hirsuta and six isolates of T. versicolor were isolated 
from the above fruit trees in various area of Japan, and inoculated to detached dormant twigs of 
Japanese pear cv. Kosui. Pieces of toothpicks colonized by each isolate were used as inocula. 
Each cuttings were drilled three holes (2.8 mm in diameter), and an inoculum was inserted into 
each hole. Three twigs were used for each isolate. After a month from inoculation, the 
inoculated twigs were longitudinally cut into two pieces, and discoloration and decaying of wood 
around inoculating points were observed. As the result, three fungal species decayed the wood 
of Japanese pear twig although the frequency of decaying was low in a few isolates of S. 
commune. The appearance of discolored area and white rotting of wood were noticeable in two 
Trametes species compared with those in S. commune. The results suggest that the three 
wood-decaying fungi have the pathogenicity to living wood of Japanese pear.   
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キクのピシウム立枯病菌の同定と病原性 
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Identification of Pythium spp. causing root and stem rot of chrysanthemum 
in Japan and their pathogenicity 

 
Takao TSUKIBOSHI* 

National Institute of Floricultural Science, 
 National Agriculture and Food Research Organization 

 
1. 目的 

キク属（Chrysanthemum）はキク科（Compositae）に属し，30 以上の種を持つ大きなグルー

プで，原産種はアジアから北西ヨーロッパまで分布している（Horst and Nelson, 1997）．その中で

もキク（C. morifolium Ramat.）は最も重要な栽培種で，1 年生花きとして世界中で栽培されてい

る．日本では主に観賞用として全国で栽培され，生産出荷量は花き類では最も多い．キクには疫病，

半身萎凋病，萎凋病，立枯病などの多種の糸状菌による立枯れ性病害が発生して生産阻害要因とな

っているが，2002 年 6 月茨城県那珂郡東海村および同 11 月富山県上新川郡大沢野町（現在：富山

県富山市）で，成植物が初め下葉から黄化し，やがて地際部に暗褐色，水浸状の病斑が形成されて

拡がり，最後には地上部全体が萎凋枯死する症状が発生した．この時，根の表面は暗褐色になり，

内部組織は黒化・壊死し，根量は極端に減少した．水分過多の条件下では，根に白色の菌糸が絡み

つくことがしばしば観察された（築尾，2004）．また，2003 年 9 月香川県綾歌郡綾歌町（現在：香

川県丸亀市）の施設栽培キクで，幼苗の立枯れが発生した．初め下葉が変色し，やがて地際部に暗

褐色，水浸状の病斑が形成されて拡がり，激発時には数日で植物体全体が萎凋枯死した．特にキク

苗の根を切除する直挿栽培で発生が多く認められた（伊藤・築尾，2005）．罹病した植物からはピ

シウム属菌（Pythium spp.）が高い頻度で分離された．本菌によるキクの立枯れ性病害については

報告がなかったことから，本報告では本病害を引き起こすピシウム菌株について，形態および分子

系統から種を同定し，キクへの病原性を明らかにすることを目的とした．なお，本報告の一部はす

でに原著論文や解説などで発表している（月星，2006；Tsukiboshi et al., 2007）． 

*（現所属）畜産草地研究所 National Institute of Livestock and Grassland Science 
［〒329-2793 那須塩原市千本松768］ 
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MAFF
番号

菌株

番号
* 菌種 採集場所 採集年月

DDBJ**

accession
712262 I-1 Pythium ultimum  var. ultimum 茨城県那珂郡東海村 2002/6 AB259318
712263 I-7 〃 〃 〃 -
712264 T-1 Pythium sylvaticum 富山県上新川郡大沢野町 2002/11 AB259316
712265 T-3 〃 〃 〃 AB256317
712266 K-4 Pythium helicoides 香川県綾歌郡綾歌町 2003/9 -
712267 K-6 〃 〃 〃 AB259314
712268 T-9 Pythium dissotocum 富山県上新川郡大沢野町 2002/11 AB259313
712269 T-10 〃 〃 〃 -
712270 T-11 Pythium oedochilum 〃 2002/11 -
712271 T-12 〃 〃 〃 AB259315

*: Tsukiboshi et al. (2007)  **: rDNA-ITS領域塩基配列

2. 材料および方法 

1）形態観察 

 築尾（2004）および伊藤・築尾（2005）が，キクの立枯れ症状からすでに分離したピシウム属菌

10 菌株（表 1）を農業生物資源ジーンバンク（MAFF）に登録し，これを用いて形態観察を行った．

各菌株をV8 ジュース寒天（以後V8JA）培地上で暗黒下，25˚Cで約 7 日間培養し，形成された造

卵器および造精器の形態を光学顕微鏡により観察し，各菌株につき 50 個ずつ各器官の大きさを測

定した．また，MAFF 712264 および 712265 は形態から雌雄異株であるP. sylvaticum と推定され

たので，同種の雌雄標準株（雌株：02B1-17-1，雄株：02B1-7-3）を岐阜大学から取り寄せ，供試

菌株を V8JA 培地上，暗黒下，25˚C で標準菌株と約 7 日間対峙培養し，形成された造卵器および

造精器の形態を観察した．菌糸伸長は上記と同一条件で，5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 および 40℃で 3
日間培養し，コロニー直径を測定した． 
上記のV8JA培養を約 1×1cm に切り出し，これをペトリ培養液（Ca(NO3)2 0.4g, MgSO4･7H2O 

0.15g, KH2PO3 0.15g, KCl 0.06g／L）に浮かべて，暗黒下 15-25˚Cで溶液を毎日交換しながら約 3
日間培養した．遊走子形成の確認を行い，形成された遊走子のうについて大きさを測定した． 
 

2）分子系統解析 

分子系統解析にはMAFF 712262, 712264, 712265, 712267, 712268 および 712271 の 6 菌株を

供試した（表１）．供試菌株を V8JA 培地上，25˚C，暗黒下で培養し，形成された気中菌糸をかき

取り，既報の方法によりDNAの抽出を行った（Tsukiboshi et al., 2005）．得られたDNAについ

て，ITS1 および ITS4 プライマー（White et al., 1990）を用いてPCR法により 5.8S rDNAを含

む rDNA-ITS 領域を増幅し，ダイレクトシークエンス法により塩基配列を決定した．得られた塩基

配列は CLUSTAL X（Thompson et al., 1997）によりアラインメントを取り，PAUP ver. 4.0 
（Swofford, 2001）を用いて最大節約法により系統樹を作成した． 
 また，上記の方法で各菌株から PCR 増幅した産物を制限酵素 MboI および HhaI で切断し，ア

ガロース上で電気泳動し，バンドパターンを比較することでPCR-RFLP 解析を行った． 

表１．MAFF登録したキクピシウム立枯病菌
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3）接種試験 

キク品種セイローザおよび秀芳の力（（株）精興園，広島）を，クレハ園芸培土を充填した直

径 10.5cm ビニールポットに植え，25˚C 温室で約 6 週間栽培した．接種源として，MAFF 712262, 
712264, 712266, 712268 および 712271 を土壌フスマ培地（茨城県産黒ぼく土および小麦フスマ

を 1:1 で混合）で，25˚C暗黒下，7 日間培養した．培養後 1 ポット当たり 10g を接種源として地際

部の茎周辺に置き，これを水分過剰条件下に 2 日間保った後に，過剰水分を排水し，温室で 10 日

間栽培した．1 菌株当たり 5 個体を供試し，3 反復した．対照区として土壌フスマ培地のみを接種

した区を設けた．発病評価は，0: 無病徴，1: 下位葉が黄化，2: 中位葉が黄化，3: 上位葉が黄化，

4: 地上部全体が萎凋・枯死，の5 段階で行った． 
 
3. 結果  

1）形態 

供試 10 菌株の形態を観察した結果，茨城県で採集したMAFF 712262 および 712263 は，造卵

器は頂生または間生，表面平滑，球形，直径 16-25 µm，小のう状の造精器が 1-2 個側着し，雌雄

同菌糸性である．造卵器は単一，非充満，球形，直径 14-22 µm で，厚さ 0.7-2 µm の壁を有する．

頂生または間生，球形，直径 16-27 µm の膨潤菌糸がしばしば形成される．ペトリ溶液中では遊走

子のうは形成されなかった．菌糸は 5-30˚Cの温度域で生育し，最適温度は 25˚Cである．以上の形

態および温度反応はVan der Plaats-Niterink (1981)によるP. ultimum Trow var. ultimum の記載

と一致した． 
富山県で採集したMAFF 712264 および 712265 は，P. sylvaticum 雌雄標準株との対峙培養で有

性世代を形成し，造卵器は頂生または間生，表面平滑，球形，直径 19-25 µm，のう状に膨れた造

精器が 2-4 個側着し，雌雄異菌糸性，造精器柄はしばしば分岐し，造卵器のそばで二股状になる．

造卵器は単一，非充満，球形，直径 17-23 µm で，厚さ 0.5-2 µm の壁を有する．頂生または間生，

球形，直径 16-27 µm の膨潤菌糸がしばしば形成される．ペトリ溶液中では遊走子のうは形成され

なかった．菌糸は 5-30˚Cの温度域で生育し，最適温度は 30˚Cである．以上の形態および温度反応

はVan der Plaats-Niterink (1981)によるP. sylvaticum Campbell & Hendrix の記載と一致した． 
富山県で採集したMAFF 712268 および 712269 は，造卵器は頂生または間生，表面平滑，球形，

直径 17-21 µm，のう状に膨れた造精器が 1-2 個側着し，雌雄同菌糸性または異菌糸性である．造

卵器は単一，非充満，球形，直径 14-19 µm で，厚さ 0.7-2 µm の壁を有する．遊走子のうは膨れた

ひも状，15-20˚C の温度域で間接発芽し，遊走子を形成する．菌糸は 5-30˚C の温度域で生育し，

最適温度は 30˚Cである．以上の形態および温度反応はVan der Plaats-Niterink (1981)によるP. 
dissotocum Drechslerの記載と一致した． 
富山県で採集したMAFF 712270 および 712271 は，造卵器は頂生または間生，表面平滑，球形，

直径 24-32(-52) µm，やや曲がった細長い造精器が 1-2 個側着し，雌雄異菌糸性，造精器柄はしば

しば波打つ．造卵器は単一，非充満，球形，直径 20-28 µm で，厚さ 0.7-1.5 µm の壁を有する．遊

走子のうは亜球形またはレモン形，乳頭突起を持ち，15-20˚C の温度域で間接発芽し，遊走子を形
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成する．菌糸は 5-30˚Cの温度域で生育し，最適温度は 30˚Cである．以上の形態および温度反応は

Van der Plaats-Niterink (1981)によるP. oedochilum Drechslerの記載と一致した． 
富山県で採集した MAFF 712266 および 712267 は，遊走子のうは頂生，亜球形または楕円形，

乳頭突起を持ち，15-25˚C の温度域で間接発芽し，遊走子を形成する．造卵器はコムギ胚芽を添加 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1．ピシウム属菌の rDNA ITS 領域の塩基配列に基づく分子系統樹 

最大節約法により作成した．OTU 名として種名あるいは農業生物資源ジーンバンクのMAFF 登録番号とDDBJ 

accession番号を示した．分岐点の数字はブートストラップ確率，最下線は遺伝距離を表す． 
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図 2．キクピシウム立枯病菌の rDNA-ITS 領域PCR産物のRFLP パターン 
制限酵素Mbo Iによる切断，レーン1: 100kbラダー，レーン2 - 4: P. helicoides，レーン5, P. oedochilum，レーン6: P. 
sylvaticum，レーン7, 8: P. dissotocum，レーン9 - 12, P. ultimum var. ultimum . 

した V8JA 培地あるいはいずれの菌株との対峙培養でも形成されなかった．菌糸は 5-35˚C の温度

域で生育し，最適温度は 30˚C であった．以上の形態および温度反応は部分的に Van der 
Plaats-Niterink (1981)によるP. helicoides Drechsler の記載と一致した． 
 

2）分子系統解析と同定 

供試した MAFF 菌株および関連するピシウム属菌の DDBJ データベースから取得した

rDNA-ITS 領域の塩基配列に基づく分子系統樹では，キクから分離した供試菌株は 5 つのグループ

に類別された（図1）．MAFF 712262はP. ultimum var. ultimumと，MAFF 712264および712265
はP. sylvaticum と，MAFF 712268 はP. dissotocum と，MAFF 712271 はP. oedochilum と同一

のグループとなり，それぞれ 100, 95, 100, 100%のブートストラップ確率で支持された．上記の分

子系統解析の結果は，形態観察の結果と一致しており，以上の形態および分子系統から MAFF 
712262および712263をP. ultimum var. ultimum，MAFF 712264および712265をP. sylvaticum，

MAFF 712268 および 712269 をP. dissotocum，MAFF 712270 および 712271 をP. oedochilum
と同定した．また，MAFF 712267 はP. helicoidesと同一の分子系統グループとなり，遊走子のう

の形態も一致したが，有性世代は形成されなかった．Kageyama et al. (2002) は，本菌種には有性

世代を形成しない無性系統があり，わが国にも存在することを報告していることから，キク由来の

MAFF 712266 および 712267 をP. helicoides無性系統と同定した． 
rDNA-ITS 領域の RFLP 解析の結果，P. sylvaticum，P. dissotocum および P. ultimum var. 

ultimum はバンドパターンにより識別できた（図 2）．すなわちMboI 切断の結果，P. sylvaticum
は 580 + 230bp，P. dissotocum は 450 + 280bp，P. ultimum var. ultimum は 430 + 380bpのバン

ドが認められた．P. helicoides および P. oedochilum は MboI 切断では識別できなかったが，

Kageyama et al. (2003)に従いHhaIで切断することにより識別できた（P. helicoides; 600 + 250bp，
P. oedochilum; 260 + 150 + 100bp）． 
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表２．ピシウム立枯病菌のキク品種に対する病原性

菌種
P. ultimum

var. ultimum P. sylvaticum P. dissotocum P. odedochilum P. helicoides

キク品種 MAFF番号 712262 712264 712268 712271 712266
セイローザ 2.8* 3.2 2.3 2.7 2.7
秀芳の力 1.5 0.2 1.0 2.0 1.6

 接種源をポット苗の地際部に置いて接種した．

* 発病基準:  0, 無病徴; 1, 下位葉が黄化; 2, 中位葉が黄化; 3, 上位葉が黄化; 4, 全体が萎凋・枯死.

3）病原性 

分離した 5 種のピシウム属菌をキク 2 品種に接種した結果，いずれの菌種でも原病徴と同じ葉の

黄化および地上部全体の萎凋・枯死が再現された（表 2）．発病度は品種セイローザで 2.3～3.2 と

高く，秀芳の力では 0.2～2.0 とやや低かった．ピシウム属菌種間では発病度の違いは明瞭ではなく，

いずれの菌種もキク品種に対して強い病原性を示した．いずれの菌種を接種した試験区でも接種し

た植物の中位から上位葉の黄化を引き起こすと共に，根量を大きく減少させた．いずれの菌種でも

定法により発病した根および地際部から接種菌が再分離された．対照区の植物は発病せず，接種菌

は分離されなかった． 
 
4. 考察 

ピシウム属菌によるキクの立枯症状については，これまで報告がなかったことから，本症状をP. 
dissotocum，P. helicoides，P. oedochilum，P. sylvaticum およびP. ultimum var. ultimum による

ピシウム立枯病として報告した（Tsukiboshi et al., 2007）．P. dissotocum はトマトの根腐病および

チューリップのピシウム葉枯病，P. oedochilum はシャクナゲ類の苗立枯病およびヤーコンの根腐

病，P. sylvaticum はオオムギの黄枯病などイネ科植物の立枯性の病害，チューリップのピシウム葉

枯病およびヤマノイモのピシウム腐敗病などの病原菌として知られる．P. ultimum var. ultimum
は，ハクサイのピシウム腐敗病およびカトレアの苗黒腐病など多種類の作物に寄生する多犯性病原

菌である．また，高温性ピシウム属菌であるP. helicoidesは最近特にバラ，イチゴ，カランコエな

どの養液栽培で多発しており，根腐病を引き起こして大きな問題となっている（Kageyama et al., 
2002）．これらのピシウム病菌はいずれも土壌中に普通に生息する菌種であり，温暖多湿な条件下

で栽培キクにも大きな被害を与えていると考えられる． 
キクにピシウム立枯病を引き起こす各菌種の採集地域を見ると，茨城県では生育最適温度が 25℃

であるP. ultimum var. ultimumだけが分離されたのに対し，香川県からは生育最適温度が30℃で，

35℃でも生育可能な P. helicoides だけが分離された．富山県では生育最適温度が 30˚C の P. 
dissotocum, P. oedochilum およびP. sylvaticum が分離された．また，鹿児島県からはP. helicoides
に加えて，同じく高温性菌であるP. aphanidermatum (Edson) Fitzpatrickも本病菌として分離さ

れている（築尾ら，2008）．このように本病を引き起こすピシウム属菌として，関東地方では中温

性菌種であるP. ultimum var. ultimum が，九州および四国地方など温暖な地域では高温性菌種で

あるP. helicoides およびP. aphanidermatum が分離されるなど，地域によってその温度条件に適

した菌種が本病を引き起こしているように見える．しかし，NIAS Genebankの Web カタログを検
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Summary 
 

Pythium species were isolated from diseased materials of cultivated chrysanthemum 
(Chrysanthemum morifolium Ramat.) that showed root and stem rot with wilt of upper-ground 
parts collected in Ibaraki and Toyama Prefectures in 2002 and Kagawa Prefecture in 2003. 
They were identified as P. ultimum var. ultimum from the materials in Ibaraki, P. dissotocum, P. 
oedochilum, P. sylvaticum in Toyama and asexual strains of P. helicoides in Kagawa based on 
their morphologies and molecular phylogenies based on rDNA-ITS sequences. The five species 
were well distinguished by PCR-RFLP analyses. All the 5 Pythium species were strongly 
pathogenic to chrysanthemums under pot conditions and reisolated from the inoculated plants. 
Ten isolates of Pythium spp. examined in this study were deposited in NIAS Genebank 
(MAFF). 
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1. 目的   

1990 年代以降，我が国ではキャベツ栽培においてセル成型育苗法が広く導入され，これにより，

各地の産地では育苗施設における集中育苗が行われている．しかし，その育苗過程で，これまで

Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wirtshire による黒すす病が多発してきた（窪田ら，1998，
1999b，2000，2006；黒田ら，1998）．黒すす病では，最初，子葉に灰～黒色の小病斑が形成され，

それが円形の病斑へと拡大する．病斑上には分生胞子が大量に形成され，それが潅水等によって流

れ，茎にも病斑を形成して株全体が立ち枯れに至る場合もある．また，分生胞子は，苗同志の接触

により周囲の株に伝染するほか，頭上潅水によってできる飛沫によっても二次伝染する．第一伝染

源は汚染種子であるため（窪田ら，2003；黒田ら，1998），1984～2002 年産に本国内で市販され

たキャベツ種子ロットについて，同菌の汚染状況を調査した（Kubota ら，2006）．この中で各ロッ

トから分離した同菌の代表菌株と，既に農業生物資源研究所（NIAS）ジーンバンクに登録されて

いる同種菌株について，4 種のアブラナ科作物に対する病原性の調査を行った．  
 
2. 菌の分離と同定 

1984～2002 年産のキャベツ市販種子合計 124 ロットの種子各 100 粒を 1.5%素寒天上（WA）に

置き，25℃で 6 日間培養する間に種子より生じた菌叢をショ糖加用ジャガイモ煎汁寒天（PSA，20%
ジャガイモ煎汁，2%ショ糖，1.5%寒天）に植え継いだ．各種子ロットの代表菌叢について，PSA
上で形成させた分生胞子をWAに画線し，25℃で一晩培養した後，発芽した単胞子をPSAに植え 
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表1．キャベツ種子から分離したAlternaria brassicicola菌株

菌株名 MAFF番号 MAFF登録年 種子産地 種子生産年 菌株名 MAFF番号 MAFF登録年 種子産地 種子生産年

ヒット84 726687 2007 長崎 1984 みさき 未登録 香川 1989
中早生富士 726688 2007 奈良 1985 YR早春 未登録 香川 1989
黄葉サクセション 726689 2007 福島 1989 豊峰2号 未登録 （九州） 1989
夏越 726690 2007 新潟 1989 ヒット89 未登録 長崎 1989
SE 726691 2007 長野 1989 天光 未登録 （九州） 1989
銀山 726692 2007 長野 1989 マイティ 未登録 1989
秋島 726693 2007 長野 1989 YR青春 未登録 宮城 1994
豊春 726694 2007 埼玉 1989 YRあおば 未登録 千葉 1994
デライトボール 未登録 千葉 1989 YR錦秋 未登録 静岡 1994
玉盃 726695 2007 千葉 1989 松波97 未登録 静岡 1997
早取り錦秋 729996 2007 静岡 1989 松波98 未登録 静岡 1998
ｽｲｰﾄﾎﾞｰﾙ 726697 2007 静岡 1989 おきな94 未登録 京都 1994
天竜 726698 2007 静岡 1989 セッター 未登録 京都 1994
さんすい 726699 2007 静岡 1989 秋徳94 未登録 京都 1994
あまだま 726701 2007 静岡 1989 初秋 未登録 京都 1998
しおさい 726702 2007 静岡 1989 彩ひかり 未登録 京都 1994
YR伊良子 726703 2007 静岡 1989 青空 未登録 香川 1994
寒取3号 726704 2007 愛知 1989 YR安寿1号 未登録 香川 1994
いしずえ 726700 2007 愛知 1989 サボイキング 未登録 香川 1994
涼風 726705 2008 愛知 1989 グリーンボール 未登録 香川 1994
初雁 726706 2008 愛知 1989 レッドボール 未登録 アメリカ 1994
四季取 726707 2008 奈良 1989 SE 未登録 長野 2001
金力 726708 2008 奈良 1989 ＹＲ錦秋強力152号 未登録 静岡 2001
三取 726709 2008 京都 1989 YR泰山 未登録 静岡 2001
夏玉 未登録 京都 1989 秋蒔き中早生 未登録 静岡 2001
YR晴徳 未登録 京都 1989 松波01-1 未登録 静岡 2001
エムスリー 未登録 京都 1989 松波01-2 未登録 静岡 2001
冬玉2号 未登録 京都 1989 味春 未登録 鳥取 2001
やよい 未登録 兵庫 1989 来陽 未登録 香川 2001
ふれあい 未登録 兵庫 1989 YCR多恵 未登録 香川 2001
大黒301号 未登録 兵庫 1989 金系201号01 未登録 香川 2001
早生秋宝 未登録 兵庫 1989 金春 未登録 香川 2001
幸徳 未登録 兵庫 1989 秋徳01 未登録 アメリカ 2001
E味 未登録 香川 1989 おきな01 未登録 イタリア 2001
中早生３号 未登録 香川 1989 松波02 未登録 静岡 2002
金系201号89 未登録 香川 1989
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継いで供試菌株とした．この単胞子分離菌株の分生胞子形成の形態について，Ellis（1971）の記載

と比較して，A. brassicicola の同定を行った．その結果，124 種子ロット中，71 ロットより同種と

同定される代表菌株が得られた（表 1）．この 71 菌株と併せて，NIAS ジーンバンクに既登録であ

った同種の 5 菌株も以下の接種試験に用いた（表 2）．キャベツの種子から分離された 23 菌株は

NIAS ジーンバンクに登録した．他の菌株も，今後当ジーンバンクに登録予定である．  
 

 
図 1．キャベツ種子から生育した黒すす病菌菌叢（左；窪田（2010）原図），MAFF 237450 のPDA

菌叢（中）と分生胞子（右） 

 
表 2．NIAS ジーンバンク既登録Alternaria brassicicola 菌株 

MAFF番号 MAFF登録年 分離地 分離年 

305011 1988 （九州） 不明 

237450 1996 滋賀 1990 

 712079＊ 1990 三重 不明 

 712096＊ 1990 三重 1986 

726527 1998 三重 1997 
＊A. alternataに修正済み 

 
3. 病原性の確認 

キャベツ（Brassica oleracea L.，品種：松波），カブ（B. campestris L.，品種：金町小蕪），カ

ラシナ（B. juncea (L.) Czern.，品種：葉からしな），ダイコン（Raphanus sativus L.，品種：夏み

の早生 3 号）種子を，セル成型育苗用培養土（ナプラ培土，ヤンマー）を詰めた 128 穴セルトレイ

（長 60 cm×幅 30 cm×深 4 cm）に播種し，第 1 本葉期まで約 2 週間，ガラス温室内で育苗して接

種試験に供試した．これらの植物の第 1，2 葉に，PSA，25℃，4 日間培養で得た各菌株の菌叢片

（2 ～3 mm 角）を 2 個置き，25℃の湿室に4 日間保った後に病斑形成を観察した． 
その結果，MAFF 712079，MAFF 712096 を除いたいずれの菌株においても，4 種のアブラナ科
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作物の葉に水浸状で灰または茶～黒色の拡大する病斑を形成した．ダイコンでは病斑の拡大が小さ

い場合もあったが，病斑サイズに菌株間での特段の差は認められなかった．MAFF 712079，MAFF 
712096 については，いずれの作物においても拡大しない黒色小斑点をときに形成するのみであっ

た． 
 

 

図 2．黒すす病菌接種によるキャベツ（左上），カブ（右上），カラシナ（左下），ダイコン（右下）

における本葉の病徴 

 
4. MAFF 712079 と MAFF 712096 

病原性が弱かったMAFF 712079とMAFF 712096について，2%ブドウ糖で培養した菌叢から，

Villa ら（2006）に従って全 DNA を抽出し，さらに，White ら（1990）に従って同菌株の核リボ

ゾーム 5.8S 遺伝子を含む Internal Transcribed Spacers（ITS）領域をPCRによって増幅し，そ

の増幅断片を，マルチスクリーン PCR フィルタープレート（日本ミリポア）を用いて精製した．

その精製断片を鋳型とした，BigDye Terminater v3.1 Cycle Sequencing Kit（Applied Biosystems）
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によるPCR産物の塩基配列を，3730 DNA Analyzer（Applied Biosystems）を用いて決定した．

両菌株の同塩基配列は互いに一致し，National Center of Biotechnology Informationに既登録の塩

基配列とBLAST 検索した結果，A. alternata (Fr.) Keissl.のものと一致した．また，分生胞子の形

態でも，ビークがA. brassicicola のものよりもやや細身であり，端細胞の丸みも弱く，A. alternata
と同定するのが適当であった．本結果により，NIAS ジーンバンクにおける両菌株の種は A. 
brassicicola から，A. alternata に修正された． 

 
図 3．MAFF 712096（左）と MAFF 712079（右）の菌叢（上）と分生胞子（下） 

 
5. キャベツ種子から分離した他の糸状菌病原菌 

同時に種子から分離された糸状菌株のうちの 2 菌株について，WA上に置いたカーネーション葉

（プロピレンオキシドでくん蒸殺菌済み）で 25℃で培養したときに形成される大型分生胞子形成の

形態や，PSAに分泌される色素の色等を，Booth（1971）の記載と比較してFusarium avenaceum 
(Corda: Fries) Saccardo と同定した．同種菌は，キャベツ先枯病菌として既報である（窪田ら，

1999a）．これらの菌株についても，同様の方法でキャベツ本葉に接種したところ，茶褐色で葉裏ま
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で達する病斑が形成され，病原性が確認された．この 2 菌株もMAFF 726730，MAFF 726731 と

して NIAS ジーンバンクに登録した． 
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Summary 

 
Plug trays are widely used for cultivation of cabbage seedlings in Japan. In the cultivation 

using the trays, black spot caused by seed-borne Alternaria brassicicola have occurred 
frequently. Situation of infestation of commercial cabbage seeds with the pathogen was 
investigated, and the pathogen was isolated from each seed lot. When four cruciferous crops 
(cabbage; Brassica oleracea, turnip; B. campestris, leaf mustard; B. juncea and Japanese 
radish; Raphanus sativus) were inoculated with 71 isolates from cabbage seeds, all of the 
isolates made water-soaked and black stains on leaves of their crops. MAFF 305011, MAFF 
237450, MAFF 712079, MAFF 712096 and MAFF 726527 of A. brassicicola, registered to the 
NIAS Genebank, were also inoculated to leaves of the crops as well. MAFF 712079 and MAFF 
712096 did not make stains, but small black dots sometimes. The other isolates, MAFF 305011, 
MAFF 237450 and MAFF 726527, produced stains as like as the isolates from cabbage seeds. 
Finally, MAFF 712079 and MAFF 712096 were identified to A. alternata with the morphology 
and the sequences of internal transcribed spacers, including 5.8S gene of the nuclear ribosomes, 
and their information on the NIAS Genebank was renewed.    
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1. 目的 

グラス類はイネ科全体を指す総称であり，イネ科牧草，芝草および野草を含み，その多くは家畜

飼料として広く利用されている．中でもライグラス類（Lolium spp.）は飼料用イネ科牧草として最

も重要な草種であり，特にイタリアンライグラス（L. multiflorum Lam.）は生産量，品質および

家畜嗜好性の高さから，2006 年には栽培面積が日本全体で 6 万ha を超え，特に中国，四国および

九州など西南暖地で広く栽培されている（西見ら，2009）． 
多くのグラス類にはいもち病が発生するが，ライグラス類ではイネと同様に紡錘形から楕円形，

内部灰白色，周縁部褐色，長さ 2-5mm，幅 1-3mm 程度の病斑を葉身および葉鞘に形成する（図 1）．
その他，わが国でいもち病の発生が報告されているグラス類として，エンバク，ハトムギ，シコク

ビエ，オオムギ，キビ，アワ，コムギ，トウモロコシ，ベントグラス，スイートバーナルグラス，

ブロムグラス，ラブグラス，センチピードグラス，

フェスク，ベルベットグラス，パニカム，キクユ

グラス，リードカナリーグラス，チモシー，セン

トオーガスチングラス，メヒシバ類，オヒシバ類，

ナルコビエ類，サヤヌカグサ類，キビ類，スズメ

ノヒエ類，エノコログサ類およびマコモ類がある

（日本植物病理学会，2000；2010）．本報告では

イタリアンライグラスを初めとしてグラス類のい

もち病菌を広く各地から収集し，その分子系統と

病原性を明らかにすることを目的とした． 
図 1．イタリアンライグラスいもち病の病徴
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MAFF番号 分離源 菌種 採集場所 採集年月日

306640 ローズグラス Pyricularia sp. 沖縄県石垣市 2002/2
306662 ギニアグラス Pyricularia sp. LS-group 沖縄県八重山郡竹富町 2002/2
306671 ギニアグラス Pyricularia sp. LS-group 沖縄県八重山郡竹富町 2002/2
306672 ギニアグラス Pyricularia sp. LS-group 沖縄県石垣市 2002/2
511486 イタリアンライグラス Pyricularia oryzae 石川県かほく市 2008/10/6
511487 イタリアンライグラス Pyricularia oryzae 富山県富山市 2008/10/7
511488 イタリアンライグラス Pyricularia oryzae 新潟県三条市 2008/10/8
511489 イタリアンライグラス Pyricularia oryzae 福島県白河市 2008/9/24
511490 イタリアンライグラス Pyricularia oryzae 栃木県那須塩原市 2007/9
511491 イタリアンライグラス Pyricularia oryzae 栃木県那須塩原市 2007/9
511492 オーチャードグラス Pyricularia oryzae 栃木県那須塩原市 2007/7
511493 オーチャードグラス Pyricularia oryzae 栃木県那須塩原市 2007/7
511494 オオムギ Pyricularia oryzae 宮崎県都城市 2007/10/29
511495 オオムギ Pyricularia oryzae 宮崎県都城市 2007/10/29
511496 ライムギ Pyricularia oryzae 栃木県那須塩原市 2008/7

表１．採集したグラス類いもち病菌

なお，本成果の一部はすでに論文および研究成果などで発表している（Tsukiboshi et al., 2009；
月星ら，2010）． 
 
2. 材料および方法 

1）病原菌の採集および分離 

2002 年から 2008 年にかけて沖縄県，宮崎県，石川県，富山県，新潟県，栃木県および福島県の

各県で，イタリアンライグラス，オーチャードグラス（Dactylis glomerata L.），ライムギ（Secale 
cereale L.），エンバク（Avena sativa L.），オオムギ（Hordeum vulgare L.），ギニアグラス（Panicum 
maximum Jacq.），ローズグラス（Chloris gayana Kunth），ネピアグラス（Pennisetum purpureum 
Schumach.）およびトウモロコシ（Zea mays L.）のいもち病罹病サンプルをイネ圃場と隣接しな

い圃場および牧草地から収集した（表 1）．オーチャードグラスおよびライムギの罹病葉は，栃木県

那須塩原市畜産草地研究所内の温室で栽培されていた植物体から採集した．分離法は，病斑周縁部

を切り取り，70%エタノールに30秒，次いで1%次亜塩素酸ナトリウム溶液に2分間浸漬した後に，

滅菌蒸留水で 2 回洗浄し，1.5%素寒天平板上に置いた．これを 25℃，12 時間光周期のBLB（ブラ

ック・ライト）照射下に 3-5 日間保ち，形成された分生子のうちの 1 個を実体顕微鏡下でガラス針

を用いて拾い，V8 ジュース寒天培地（V8 ジュース，Campbell社，200ml，CaCO3 3g，寒天 15g 
/L）上で培養した．培養菌株は使用するまで，V8 培地の試験管斜面培養として 22℃，暗黒下で保

存した． 

 
 

2）分子系統解析 

 分子系統解析にはMAFF 306672，MAFF 511490～511496（表 1），T-1（栃木県那須塩原市産

イタリアンライグラス），Corn1-3（栃木県那須塩原市産トウモロコシ），D2-1（宮崎県都城市産エ

ンバク），O-19（沖縄県浦添市産ネピアグラス）の 12 菌株（由来）を供試した．供試菌株をV8 ジ

ュース寒天培地上，25℃，暗黒下で培養し，形成された分生子および気中菌糸をかき取り，既報の

方法によりDNAの抽出を行った（Tsukiboshi et al., 2005）．得られたDNAについて，Bt1a およ
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びBt1b プライマー（Hirata et al., 2007）を用いてPCR法により β-チューブリン遺伝子領域の一

部を増幅し，ダイレクトシークエンス法により塩基配列を決定した．得られた塩基配列を基に近隣

結合法によりClustal Wプログラムを用いて系統樹を作成した． 
 
3）病原菌の接種 

9cm シャーレ内の素寒天平板上に，滅菌したイタリアンライグラス葉（品種：ヒタチヒカリ）を

並べ，この上に供試菌株の菌培養片を 8 個程度置いた．これを BLB 照射下，25℃で 5-7 日間培養

して分生子を形成させた．これに少量の滅菌水（0.1% Tween20 添加）を加え，絵筆で分生子を掻

き取った後，脱脂綿で濾過した．分生子懸濁液は最終的に約 105 spores/ml に調製し，接種に用い

た．供試菌株は上記のMAFF 511490，511492，511494，511496，306672 および O-19 に加え，

MAFF 306640（分離源：ローズグラス），MAFF 306671（ギニアグラス）およびMAFF 305470
（イネ）を用いた．接種は，22-30℃の温室でイタリアンライグラス（品種：タチムシャ，ミナミ

アオバ），オーチャードグラス（フロンティア，キタミドリ），ライムギ（春一番），エンバク（早刈

一番.），ギニアグラス（ナツカゼ），ローズグラス（カロイド，カタンボラ）およびイネ（コシヒカ

リ）を，園芸培土（クレハ化学）を詰めた 1 万分の 1a ワグネルポットを用いて 3-4 葉期まで栽培

し，これらに上記の分生子懸濁液を葉面が十分に濡れるまで噴霧し，これを暗黒下，25℃，相対湿

度 100%の恒温器に 24 時間保った後に，25℃恒温室（光周期 12 時間）に移し，7 日後に発病調査

を行った．発病評点は，0: 無病徴, 1: 褐点型病斑, 2: 中型病斑を少数, 3: 大型病斑を多数形成の 4
段階とした． 

 
3. 結果   

1) 分離菌株と分子系統解析 

2002 年から 2009 年にかけて，グラス類いもち病菌の採集を行った結果，ローズグラスから 1 菌

株，ギニアグラスから 3 菌株，イタリアンライグラスから 6 菌株，オーチャードグラスから 2 菌株，

オオムギから 2 菌株，ライムギから 1 菌株の計 15 菌株のMAFF 登録株を得た（表 1）．このうち 8
菌株とイタリアンライグラス，トウモロコシ，エンバクおよびネピアグラスから分離した4 菌株に

ついて，β-チューブリン遺伝子領域の塩基配列に基づく分子系統解析を行った結果，イタリアンラ

イグラス，オーチャードグラス，オオムギおよびライムギからの菌株は，DDBJ accession 上のペ

レニアルライグラス，シコクビエ，イネおよびコムギ菌と共に，すべて既報の Pyricularia oryzae
栽培植物寄生菌群に類別された（図 2）．これに対し，ギニアグラスからの菌株はPyricularia sp. LS 
(Leersia-Setaria)群に，ネピアグラスからの菌株はPyricularia sp. CE (Cenchrus echinatus)群に

類別された．また，トウモロコシおよびエンバクからの菌株はPyricularia grisea と同一のグルー

プとなった． 
 

2) 病原性 

接種試験の結果，イタリアンライグラス菌，オーチャードグラス菌，ライムギ菌およびオオムギ
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菌は概ね同様の寄生性を示し，いずれの菌株もイタリアンライグラスに強い病原性を，オーチャー

ドグラス，ライムギおよびエンバクに弱い病原性を示し，イネおよびギニアグラスにはほとんど病

原性を示さなかった（表 2）．これに対して，エンバク菌はイタリアンライグラス，オーチャードグ

ラス，ライムギ，エンバクおよびギニアグラスにごく弱い病原性を示し，イネには病原性を示さな

かった．また，ネピアグラス菌はイタリアンライグラス，オーチャードグラスおよびライムギにご

く弱い病原性を示し，イネおよびギニアグラスには病原性を示さなかった．ギニアグラス，ローズ

グラスおよびイネに接種した結果，ギニアグラス菌はギニアグラスにのみ，イネ菌はイネにのみ病

原性を示し，ローズグラス菌はいずれの植物にも病原性を示さなかった． 

 
 

4. 考察 

イネを除くグラス類のいもち病については，ライグラスについて比較的古くから研究されており，

わが国ではイタリアンライグラスにイネいもち病菌を接種すれば，あるいは発病好適環境条件下で

は感染するという報告があった（成田ら，1956）．自然条件下での発生は 1970 年静岡県で初めて報

告されたが（牧野・久永，1972），この事例はイネいもち病菌を接種して激しく発病した水田イネ

に隣接するイタリアンライグラスのもので，病原としてイネいもち病菌（N2 型）が分離されてい

 

近隣結合法により作成した． OTU 名として農業生物資源ジーンバンクの MAFF 登録番号あるいは DDBJ 

accession 番号および分離源宿主を示した．分岐点の数字はブートストラップ確率（70％以上），最下線は遺伝距

離を表す． 

図 2．β -チューブリン遺伝子領域の塩基配列に基づくグラス類いもち病菌の分子系統樹 



- 39 - 
 

る．しかし，1977 年宮崎で発生した事例は，水田から離れた畑作地帯のイタリアンライグラスであ

り，病原菌もイネには全く病原性を示さなかった（岡田・後藤，1979）．このためライグラスには

イネいもち病菌とライグラスにのみ病原性を示す菌系統が発生していると考えられている．本報告

で採集分離したイタリアンライグラス由来の

菌株はイタリアンライグラスに強い病原性を

示し，イネには示さなかったことから後者で

あると推定できる．これは 1999 年に主に山

口県および宮崎県のイタリアンライグラスか

ら収集された 89 菌株がすべてイタリアンラ

イグラスに強い病原性を示し，イネには示さ

なかったとした報告とも一致する（Kusaba 
et al., 2006；西見ら，2009）．また，今回の

採集調査の結果，石川県かほく市，富山県富

山市，新潟県三条市および福島県白河市など
図 3．オーチャードグラスいもち病の病徴 
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MAFF 511491
（イタリアンライグラス）

2.8* 3.0 1.6 1.4 1.4 1.6 0.0 0.0 － －

MAFF 511492
（オーチャードグラス）

2.8 2.8 1.6 2.2 1.2 2.2 0.0 0.0 － －

MAFF 511496
（ライムギ）

2.8 3.0 1.2 1.4 2.4 1.2 0.0 0.2 － －

MAFF 511494
（オオムギ）

1.6 2.6 1.2 1.2 1.4 1.0 0.0 0.0 － －

D2-1
（エンバク）

0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.0 0.7 － －

MAFF 306671
（ギニアグラス）

－ － － － － － 0.0 2.8 0.1 0.1

MAFF 306672
（ギニアグラス）

－ － － － － － 0.0 2.6 0.1 0.1

MAFF 306640
（ローズグラス）

－ － － － － － 0.0 0.0 0.0 0.0

O-19
（ネピアグラス）

－ 0.8 0.6 － 0.2 － 0.0 0.0 － －

MAFF 305470
（イネ）

－ － － － － － 2.0 0.0 0.0 0.0

被接種植物（品種）

* 発病評点: 0, 無病徴; 1, 褐点型病斑; 2, 中型病斑を少数; 3,  大型病斑を多数形成; －, 未試験.

表２．グラス類いもち病菌の病原性
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これまでライグラスいもち病の発生報告がなかった地域からも本菌が採集された．1970 年代には本

病の発生は宮崎，高知，岐阜，静岡および栃木県に限られており（農林水産技術会議事務局，1981），
発生地域が北上してきた可能性がある．接種試験ではイタリアンライグラス，オーチャードグラス，

ライムギおよびオオムギからの菌がほぼ同様の宿主範囲を示したことから，これらは同一の菌系で

あると考えられる．特にオーチャードグラスとライムギの菌は温室内という特殊環境下で発生した

ものであり（図 3），ライグラス等の菌がこれらの植物に感染したものと考えられる．オーチャード

グラスとライムギのいもち病についてはわが国での発生報告はないが，圃場での発生状況を今後観

察していく必要がある． 
 β-チューブリン遺伝子領域に基づく分子系統解析の結果，イタリアンライグラス，オーチャード

グラス，オオムギおよびライムギからの菌株は，既報のペレニアルライグラス，シコクビエ，イネ

およびコムギ菌と共に，すべてPy. oryzae 栽培植物寄生菌群 (CC-group: C3 crop isolate group )
に類別された．これはTosa et al. (2004)がわが国で採集したペレニアルライグラス由来の菌株を，

イネ菌，コムギ菌およびシコクビエ菌などと共にこのグループに類別したことに一致する．このグ

ループは，Couch and Kohn (2002)が Magnaporthe grisea (Hebert) Barr から分割した

Magnaporthe oryzae B. Couch（有性世代）（=無性世代 Py. oryzae Cavara)と一致する．M. grisea 
(= Py. grisea (Cooke) Sacc.)は，メヒシバ寄生菌群として残されたが，今回採集したエンバク菌およ

びトウモロコシ菌も本種に類別された．エンバク菌は接種試験の結果，分離源であるエンバクに対

してもごく弱い病原性しか示さず，エンバク上に偶発的に着生したメヒシバいもち病菌が分離され

たと推測される．トウモロコシ菌については，接種試験は行っていないが，メヒシバ菌がトウモロ

コシに病原性を示すとされていることから（西原，1987），本菌株もメヒシバいもち病菌であると

推測される． 

 
5. 謝辞 

病原菌の採集を行うに当たり多大なご協力を賜った石川県畜産総合センター，富山県農林水産総

 一方，ギニアグラス菌およびネピアグラス菌は，Hirata et al. (2007)が提唱したPyricularia sp. 
LS 群および CE 群にそれぞれ分類された．接種試験の結果，ギニアグラス菌のギニアグラスへの

病原性は明瞭であったが，同じ LS 群に属するエゾノサヤヌカグサおよびフシネキンエノコロに対

する本菌の病原性は現状では不明である．この結果，ギニアグラスいもち病の病原を既知の菌種と

は異なるPyricularia sp. LS-groupと同定して (Tsukiboshi et al., 2009)，日本植物病名目録に登録

した．ネピアグラス菌については，分離源であるネピアグラスおよび同じグループに属するシンク

リノイガへの病原性は不明であり，今後の検討を要する．また，ローズグラス菌は接種試験の結果，

分離源であるローズグラスに病原性を示さず，異なる植物への寄生菌がローズグラス上に偶発的に

着生して分離された可能性がある．分類群はまだ不明であるが，rDNA-ITS 領域の解析の結果では

Py. grisea と近縁だが，別種であると推定される（データ未公表）．以上のように，いもち病菌，特

に暖地型のグラス類から分離される菌の多くは，既存の菌種とは別種である可能性がある．今後は

これらの菌を新種として記載発表する予定である． 
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Summary 

 
Blast fungi, Pyricularia spp. were collected from grasses including Italian ryegrass (Lolium 

multiflorum), orchard grass (Dactylis glomerata), rye (Secale cereale), barley (Hordeum 
vulgare), oat (Avena sativa), guinea grass (Panicum maximum), rhodes grass (Chloris gayana), 
napier grass (Pennisetum purpureum) and corn (Zea mays) and analyzed for their molecular 
phylogeny and pathogenicity. From 2002 to 2008, 19 isolates of Pyricularia spp. were obtained 
from the diseased samples collected in seven prefectures in Japan. The isolates from C3 crop 
grasses including Italian ryegrass, orchard grass, rye and barley were grouped into Py. oryzae 
CC-group (C3 crop isolate group) proposed by Tosa et al. (2004) in results of the molecular 
phylogenetic analysis based on the DNA sequences of the β-tubulin gene. They were strongly 
pathogenic to Italian ryegrass and weekly pathogenic to orchard grass, rye and oat in 
regardless of their original hosts. The isolates from guinea grass were classified as Pyricularia 
sp. LS-group proposed by Hirata et al. (2007) and strongly pathogenic only to guinea grass. The 
isolates from oat and corn were classified as Py. grisea based on their phylogenies. The isolate 
from napier grass was classified as Pyricularia sp. CE-group proposed by Hirata et al. (2007). In 
this study, 15 isolates of Pyricularia spp. from grasses were registered in the NIAS Genebank 
(MAFF). 
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1. 目的   

乳酸菌は我々にとって非常に身近な微生物である．自家製の漬け物，天然酵母，自家製味噌など

には自然に混入した乳酸菌が含まれる．ヨーグルト，チーズなどの発酵乳製品，漬け物，味噌，ワ

イン醸造には安定した品質が得られる市販のスターターを用いていることが多い．乳酸菌が用いら

れる目的は生産する乳酸などによって腐敗を防ぐことの他，発酵によって得られる酸味，香味成分

が好まれてきたからに他ならない．乳酸菌は，糖から乳酸を作る特性をもつ細菌の総称であり，最

近の分類ではグラム陽性（低 GC グループ）の桿菌または球菌で，胞子を形成せず，通性嫌気性，

カタラーゼ陰性の特徴をもつと表示されている(Ludwig et al.，2009)．一方，ヒトの腸内には一人

当たり 100 種類以上，100 兆個以上の細菌が住んでいる．腸内における細菌同士の相互作用，ある

いは菌と腸管上皮との相互作用についてその重要性が認識されるようになり，近年，健康への関心

の高まりから，乳酸菌の健康効果については高い関心が寄せられている．プロバイオティクスは「適

量摂取したときに宿主に有益な効果をもたらす生きた微生物」と定義されており，整腸作用だけで

なく免疫賦活，アレルギーや高血圧予防等，さまざまな効果が動物実験やヒト試験によって明らか

にされつつある．プロバイオティクスの条件として，「安全性が十分保証されていること」「腸内フ

ローラの一員であること」「胃酸，胆汁酸に耐えて腸内に到達できること」等の条件が挙げられる（細

野，2004）．したがって，ヒトに有用なプロバイオティクス探索のためにはヒト由来株を収集する

必要があり，ジーンバンク事業の一環として乳児糞便からの乳酸菌の収集を行った． 
 
2. 材料および方法 

1）糞便の採取 

生後約 1 か月から 1 才8 か月までの健康な乳幼児（日本人）5 名の糞便の供与について，母親に
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研究の主旨，実験方法を説明して協力の依頼を行った．糞便は自宅にておむつごと氷冷してもらい，

そのまま研究室に持ち帰ってただちに乳酸菌の分離を行った．リン酸緩衝液に懸濁，希釈後，炭酸

カルシウムを含むMRS 平板培地（1.6%寒天含有Lactobacilli MRS broth, Difco）に塗布して，37℃
にて嫌気培養を行った．周囲に炭酸カルシウムのクリアゾーンをみとめたコロニーを分離し，以下

の実験に供した． 
 
2）菌種の同定 

（1）グラム染色 

 MRS培地で24時間培養した菌懸濁液をスライドガラスに伸ばし，風乾後，火炎固定した．フェ

イバー・GセットF（ニッスイ）により，グラム染色を行った後，顕微鏡により観察した． 
（2）カタラーゼ試験 

 MRS 培地で一晩培養した菌体を集菌し，菌体に 3%過酸化水素水を注いで発泡を観察した． 
（3）16S リボソームRNA 遺伝子（16S rDNA）およびRNA ポリメラーゼαサブユニット遺伝子

（rpoA）配列解析 

 菌体からDNAを抽出し，16S rDNAをプライマー27F (5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’) 
およびプライマー1406R (5’-ACG GGC GGT GTG TAC-3’)，rpoAを rpoA-2F (5’-ATG ATY GAR 
TTT GAA AAC C-3’) および rpoA-22R (5’-ACY TTV ATC ATN TCW GVY TC-3’) を用いてPCR
で増幅した後，得られた PCR産物の配列分析により菌種同定を行った（鈴木, 2008）． 
（4）種特異的PCR 

 Enterococcus faecalis とEnterococcus faecium を識別するため２対のプライマーddlE.faecalis E1 
(5’-ATC AAG TAC AGT TAG TCT-3’), E2 (5’-ACG ATT CAA AGC TAA CTG-3’) および ddlE.faeciuim 
F1 (5’- TAG AGA CAT TGA ATA TGC C-3’), F2 (5’-TCG AAT GTG CTA CAA TC-3’) を用いた

PCR を行い，E. faecalis は 941bp のバンド，E. faecium は 550bp のバンドの生成で判定した 
(Dutka-Malen et al, 1995)． 
 
3）特性解析 

（1）生育特性 

 前培養は MRS 培地で 37℃一晩行い，以下のように調製した培地にそれぞれ 1%（アルカリ性培

地は 0.1%）となるように植菌した．アルカリ性（pH9.6）における生育は， pH9.6 に調整したElliker 
broth (Difco)を用い 37℃，48 時間後の生育を観察した．ガス生成はダーラム管入りのMRS 培地を

用い，37℃，24 時間培養後，ダーラム管中のガスの捕捉を観察した．食塩耐性は，それぞれ 0，3，
6，9，12%の NaClを加えた MRS 培地を用い，37℃，48 時間培養後の生育を観察した．胆汁酸耐

性は，それぞれ 0，0.3，0.6，1%の胆汁酸(Oxgall, Difco)を加えたMRS 培地を用い，37℃，48 時

間培養後の生育を観察した．メチレンブルー耐性は 0.02％メチレンブルー含有(MBA)平板培地（1%
ペプトン，1%トリプトン，1%グルコース，0.4%K2HPO4，0.15%KH2PO3，0.5%NaCl，0.25%グ

リセロール，0.02%メチレンブルー，1.5%寒天）(Smith and Bodily, 1967)に前培養した乳酸菌液を
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スポットし，37℃，48 時間培養後の生育を観察した． 
（2）抗生物質耐性 

 各エリスロマイシン (20μg/ml)，テトラサイクリン (3μg/ml)を含む MRS 平板培地に各菌株をス

ポットし，37℃にて嫌気培養を行った後の生育を調べた． 
（3）抗菌活性クロステスト 

 分離した各菌株を一晩培養後，MRS 平板培地に塗布し，その表面に菌株を 2.5μlずつスポットし

た．37℃にて一晩嫌気培養を行った後，スポットした菌の周囲において塗布した菌の生育が阻害さ

れるかどうかを観察した． 
 
3. 結果  

1）乳酸菌の分離 

生後約 1 か月から１才8 か月までの健康な乳幼児5名からそれぞれ乳酸菌を分離した（表 1）．炭
酸カルシウムの溶解によりクリアゾーンを形成したコロニーを釣菌し，グラム染色陽性，カタラー

ゼ反応陰性を示したものを乳酸菌株として保存した． 

2）菌種の同定 

 乳酸菌の同定は主に 16S rDNAおよび rpoAの配列解析により行った．乳児Aから分離した 22
株はすべてStreptococcus lutetiensisに属していた（表2）．S. lutetiensisは2002年にStreptococcus 
bovis等の性質を整理して分類し直された菌種である(Poyart, 2002)（MAFF 400441 はジーンバン

ク登録時にStreptococcus bovisとして登録したが，現在はS. lutetiensisに属する）．乳児A，幼児

B，乳児Eからは 20 株前後のコロニーを分離したが，乳児Aおよび乳児Eから分離した菌すべて

が優先菌種に属していた．幼児Bからは優先菌種のE. faecium の他，他のEnterococcus属の菌株

や Weissella confusa が分離された．幼児B，乳児D，乳児Eの糞便から分離したジーンバンク寄

託株について同定結果を示した（表 3）． E. faecium と E. faecalisに関しては 16S rDNAの配列

では判別がつきにくいため， rpoAおよびフェニルアラニン tRNA合成酵素 αサブユニット遺伝子

（pheS）の配列解析および種特異的PCRやその他の特性から最終的な同定を行った．本課題を通

して 9 株をジーンバンクに移管した． 

採取対象 採取年度 月齢 分離株数 優先菌種

乳児A 2004 11 22 Streptococcus  lutetiensis
幼児B 2006 20 18 Enterococcus  sp.
乳児C 2006 7 5 Streptococcus  sp.
乳児D 2006 3 3 Enterococcus  sp.
乳児E 2009 1 24 Enterococcus faecalis

表１．乳幼児糞便からの乳酸菌の分離
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3）特性解析 

（1）生育特性 

生育試験としては pH9.6 のアルカリ性培地での生育，グルコースからのガス生成，45℃における

高温耐性，食塩耐性，胆汁酸耐性等を調べた（表 2，表 3）．これらは分類上の指標になる．プロバ

イオティクスとして利用するには胆汁酸耐性であることが望ましいが，糞便から分離された菌株は

高い胆汁酸耐性を有していた． MBA平板培地上でE. faecalisに属する菌株は濃青色のコロニーを

生じたが， E. faecium に属する菌株はほとんど生育しなかった．  

（2）抗生物質耐性 

 同一分離源から分離された同一種の菌株であってもエリスロマイシン(Em)耐性およびテトラサ

イクリン(Tet)耐性の違いにより菌株の分類が可能であった．表 2 の S. lutetiensis の菌株の中では

Em とTet 双方に強い耐性をもつ菌株と双方に感受性の菌株および弱い耐性をもつ菌株の 3 グルー

プに類別できた．一方，同じE. faecalisであってもMAFF 400507 は Em 耐性でTet に弱い耐性

を示し，MAFF 400505 と MAFF 400508 はEm とTet の双方に耐性，MAFF 400506 はどちらに

も感受性という違いがあった．乳児Eから分離した24 菌株（E. faecalis）はEm，Tet に対して菌

株による耐性の有無があったが，カナマイシンに対してはすべてが耐性，リファンピシン，ストレ

Strains Species Gram
stain Catalase 45℃ pH9.6 NaCl

6.5%
Oxgall

1%
Erythromycin

20mg/ml
Tetracyclin

3mg/ml
MAFF 400441 Streptococcus  lutetiensis + － r r s r nt nt

S1 Streptococcus  lutetiensis + nt r r s nt r r
S2 Streptococcus  lutetiensis + nt r s s nt s s
S3 Streptococcus  lutetiensis + nt r r s nt r r
S4 Streptococcus  lutetiensis + nt r r s nt r r
S5 Streptococcus  lutetiensis + nt r r s nt +/－ +/－
S6 Streptococcus  lutetiensis + nt r r s nt +/－ +/－
S7 Streptococcus  lutetiensis + nt r r s nt +/－ +/－
S8 Streptococcus  lutetiensis + nt r s s nt +/－ +/－
S9 Streptococcus  lutetiensis + nt r s s nt r r
S11 Streptococcus  lutetiensis nt nt nt nt nt nt nt nt
S12 Streptococcus  lutetiensis nt nt nt nt nt nt +/－ +/－
S13 Streptococcus  lutetiensis nt nt nt nt nt nt +/－ s
S14 Streptococcus  lutetiensis nt nt nt nt nt nt +/－ － s
S15 Streptococcus  lutetiensis nt nt nt + nt nt +/－ +/－
S17 Streptococcus  lutetiensis nt nt nt nt nt nt +/－ +/－
S18 Streptococcus  lutetiensis nt nt nt nt nt nt r r
M7 Streptococcus  lutetiensis + － r r s r s s
M8 Streptococcus  lutetiensis + － r r s r s s
MO2 Streptococcus  lutetiensis + － r r s r s s
MO8 Streptococcus  lutetiensis + － r r s r +/－ +/－
MO9 Streptococcus  lutetiensis + － r r s r +/－ +/－

表２．乳児 A から分離された乳酸菌の同定と特性

－ : 陰性, + : 陽性, r : 耐性, s : 感受性, +/－ : 弱い耐性,  nt : 試験せず.
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プトマイシン，ペニシリン，クロラムフェニコールに対してはすべてが感受性であった．これら抗

生物質耐性の原因遺伝子は特定していないが，プラスミドにコードされていることも多く，遺伝資

源として有用であると考えられる． 
（3）抗菌活性クロステスト 

 表 2，表 3 の菌株についてお互いの菌株に対する抗菌活性を調べた．1 菌株を塗布した MRS 平

板培地にその他の菌株をスポットして周囲に塗布した菌の生育を抑制するクリアゾーンの有無を判

別した(表 4)．クリアゾーンができる理由はバクテリオシンなどの抗菌物質の産生の他，酸生成が多

ければ周囲の菌の生育を抑制する．今回のクロステストではそれらの活性物質については調べてい

ない．相互の抗菌スペクトルからS1，S3，S4，S9 はエリスロマイシン耐性，テトラサイクリン耐

性の性質も含めて類似の特性を有すると考えられる．S18 はエリスロマイシン耐性，テトラサイク

Strains 分離源 Species Gram
stain Catalase Gas 45℃ pH9.6 NaCl

6.5%
Oxgall

1%
Methylene
blue 0.02%

Erythromycin
20mg/ml

Tetracyclin
3mg/ml

MAFF 400507 乳児D Enterococcus faecalis + － － r r r r r r +/－
MAFF 400506 乳児E Enterococcus faecalis + － － r r r r r s s
MAFF 400505 乳児E Enterococcus faecalis + － － r r r r r r r
MAFF 400508 乳児E Enterococcus faecalis + － － r r r r r r r
MAFF 400606 幼児B Enterococcus faecium + － － r r r r s s s
MAFF 400609 幼児B Enterococcus faecium + － － r r r r s s s
MAFF 400610 幼児B Enterococcus faecium + － － r r r r s s s
MAFF 401805 幼児B Weissella confusa + － + r s r r s s r

表 3．ジーンバンク寄託株の特性

－ : 陰性, + : 陽性, r : 耐性, s : 感受性, +/－ : 弱い耐性．

テスト株/標的菌 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S11 S12 S13 S14 S15 S17 S18 M7 M8 MO2 MO8 MO9
S1(EmR, TetR) － +/－ － x +/－ +/－ － + x + +/－ + － + － +/－ － + － + －

S2 x － － x x +/－ － － x +/－ x － － +/－ － +/－ － － － － －

S3(EmR, TetR) － + － x +/－ + +/－ +/－ x + +/－ + +/－ + +/－ +/－ － +/－ +/－ + +/－
S4(EmR, TetR) +/－ + － － + + + + x + +/－ + +/－ + +/－ +/－ － + +/－ + +/－
S5 x x － x － +/－ － +/－ x +/－ +/－ +/－ － +/－ － +/－ － +/－ +/－ － －

S6 x x － x － － － － x － － － － － － － － － － +/－ －

S7 x x － x － － － － － － － +/－ － +/－ － － x － － － －

S8 x x － x x － － － － － － +/－ － － － － x － － － －

S9(EmR, TetR) +/－ + － x + + + + － + + +/－ +/－ +/－ +/－ +/－ x + + + +/－
S11 － x － x x － +/－ x － － － x x － x － x x x +/－ x
S12 － x － x x － － － － － － x x － x － x x x － x
S13 － x － x x － － － － － － － x － x － x x x － x
S14 x x － x x +/－ x － － － － － － +/－ x x x － x x x
S15 x x － x x － x x － － x － x － x x x x x x x
S17 x x － x x + x x － － x － x x － x x x x x x
S18(EmR, TetR) x x － x x + x x － － x x x x x － x x x x x
M7 x x － x x + x x － － x x x x x x － － x x x
M8 x x － x x － x － － － － x x － x x x － x x x
MO2 x － － x － － － － － － － － x － x x x － － － x
MO8 x － － x x x － x － － － － x － x x x － x － x
MO9 x － － x x x － x x － － － x － x x x － x － －

MAFF 400507 x + x － + + + + x + + + + +/－ + +/－ + +/－ + +/－ +/－
MAFF 401805 － + － － + + + + － + + + + + + + + + + + +
MAFF 400609 － + － － + + + + － + + + + + + + + + + + +
MAFF 400610 － + － － + + + + － + + + + + + + + + + + +

+ ： 標的菌に対し生育阻止円形成,  +/－ : 弱い阻止円形成,   － : 阻止円形成なし,   x : テスト菌が生育阻害．

表 4．抗菌活性クロステスト
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リン耐性を有するが，抗菌スペクトルではS17，M7 と類似の性質を有している．MAFF 400507，
MAFF 401805，MAFF 400609 およびMAFF 400610 はS. lutetiensisのS1，S3，S4，S9 以外

に対して抗菌性を示し，このことからもS1，S3，S4，S9 が他と異なる特性をもつことが明らかに

なった．この抗菌活性クロステストは標的菌を塗布してテスト菌をスポットするだけの簡単なアッ

セイであるが同一菌種内の異なる特性をもつ株を判別するのに有効な方法と考えられる． 
 
4. 考察 

乳児の腸内細菌叢はアレルギーとの関連性から非常に多くの研究がなされており，最近はDGGE
法，定量 PCR 法，ランダムシーケンス法など分子生物学的手法を取り入れた多くの腸内細菌叢解

析法が利用されている．いずれも難培養性細菌を含む菌叢をいかに正確に解析できるかでその一長

一短があるが，実際に菌株の利用を行う場合はコロニーとして単離することが必要となる．乳児A，
幼児 B，乳児 E からは MRS 平板培地を用いて 20 株以上のコロニーを分離したが，その大部分は

優先菌種であり，Lactobacillus 属の菌やビフィズス菌は全く分離されなかった．平板培地上 100
～200 のコロニーの大部分が同じ菌種であるため，1/100 以下の存在比の菌種を得るためには，何

らかの選択的手法をとる必要があることが示唆された．実際，乳児Aの場合，糞便由来の粘液画分

を精製し，これに付着する菌株を分離した（詳細省略，表 2 のM番号株）．しかしながら，これら

も優先種と同じS. lutetiensisに同定された．したがって，大幅に成分の異なる培地や異なる温度な

ど優先種の生育を抑える条件で分離しない限り少ない菌数の菌種を得るのはむずかしいと思われる． 
乳児の腸内菌叢は時間とともにダイナミックに変化し，また個体間の差も激しいことが知られて

いるため（中山ら, 2007），月齢や離乳の程度の異なる乳幼児 3 名の優先菌種が異なっていることは

不思議ではない．幼児Bは糞便採取の時点で抗生物質の飲用経験はなく，砂糖を含む菓子類も摂取

していない食経験であり，その腸内細菌には興味がもたれ，今後免疫賦活活性など調べていく予定

である． 
細菌類の同定はいくつかのハウスキーピング遺伝子の配列を比較して決めるのが一般的となって

いる．本研究で分離した株も 16S rDNA の配列解析のみでは同定がむずかしい．rpoA と pheS の

配列解析を行った．また種特異的 PCR も行ったが，条件によりバンドの出現が安定せず，同定の

参考とした．MBA平板培地上E. faecalisに属する菌株は濃青色のコロニーを生じたが， E. faecium
に属する菌株はほとんど生育しなかった．この選択性はE. faecalisの簡易同定に有効であった．  
 抗生物質耐性は多くの場合，プラスミド上の遺伝子にコードされており，接合伝達により同種あ

るいは異種の菌に伝達される．乳幼児であってもEm やTet に耐性菌が検出されており，どのよう

な種類の耐性遺伝子によるものか興味がもたれる． 
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Summary 

 
To explore probiotics valuable for human health, it is necessary to collect strains from human, 

as a part of the activities of exploratory collections of The NIAS (National Institute of 
Agrobiological Sciences) Genebank, strains of lactic acid bacteria from the feces of infants were 
collected. Among isolated colonies from feces, strains that were Gram-positive and 
catalase-negative and acid-production-positive were judged as lactic acid bacteria. The strains 
were identified by analysis of bacterial 16S ribosomal RNA gene sequences. Growth in an 
alkaline medium (pH9.6), growth at 45 ℃, resistance against NaCl and bile and production of 
gas from glucose were examined. Resistance against various antibiotics enabled the strains 
belonging to the same species to be categorized into several groups. Mutual antibacterial 
activity also enabled the strains to be categorized in to several groups. Through this study, 9 
strains were registered in NIAS Genebank. 
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1. 目的   

酵母は古くから発酵食品の製造に利用され，酒やパンなどを中心に高い発酵能を有する酵母が選

抜されてきた．我々の研究室では，パン生地発酵に必須なパン酵母を対象として研究を行ってきた．

パン酵母製品の生産や製パンの過程において，パン酵母は乾燥や冷凍，高濃度ショ糖等といった様々

なストレスに曝されることから，パン酵母には優れたストレス耐性が必要とされる．そこで，本研

究では優れたストレス耐性を有するパン酵母株の取得を目的として，酵母菌株の収集および育種を

行い，得られた株の発酵特性を評価した． 
また，酵母によるアルコール発酵を利用して，工業的に糖蜜等からのエタノール生産も行われて

いる．近年，環境保護の観点からバイオエタノールのような化石燃料の代換燃料が注目されている．

バイオエタノールは農作物の未利用部分や廃木材などのバイオマスから製造されるエタノールで，

環境負荷の少ないエネルギーとして重要である．稲わらのようなリグノセルロース系バイオマスに

はグルコースのような六炭糖の他にキシロースのような五炭糖も含まれている．リグノセルロース

系バイオマスからのエタノール生産においては，すべての糖からエタノールを生産することが高効

率化，低コスト化に重要である．しかしながら，五炭糖からエタノールを生産できる酵母はごく僅

かな種のみが知られている現状である．そこで既存株よりも五炭糖発酵性の高い酵母の分離を目的

として本研究を行った． 
 
2. 材料および方法 

1）パン酵母の分離と特性解析 

（1）パン酵母株の分離 

 発酵食品等の分離源を生理食塩水に懸濁後，100 µg/mlクロラムフェニコールを含むYPD 寒天培
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地（1%イーストエキス，2%ペプトン，2%グルコース，2%寒天）上に接種した．30℃で 2 日間培

養した後，酵母様のコロニーを YPD 寒天培地に植継ぎ保存菌株とした．コロニーの生育が観察

されない場合には，分離源試料を 100 µg/ml クロラムフェニコールを含む YPD 液体培地に懸

濁し，30℃で 2～7 日間培養した後，100 µg/ml クロラムフェニコールを含む YPD 寒天培地に

接種した． 
（2）種の同定 

 Nardiらの報告（2006）に基づき，PCRを用いてSaccharomyces sensu stricto か否かの判別を

行った．PCRには，Saccharomyces sensu stricto を特異的に認識するオリゴヌクレオチドプライ

マ ー SAC26F （ 5 ’ -GAGAGGGCAACTTTGGGRCCGT-3 ’ ） お よ び  SAC26R
（5’-ACCATTATGCCAGCATCCTTGACTTAC-3’）に加え，広範な酵母を認識するオリゴヌ

クレオチドプライマーSAC18F（5’-CTGCGAATGGCTCATTAAATCAG-3’）および SAC18R
（5’-CCCTAACTTTCGTTCTTGATTAATG-3’）を用いた．酵母コロニーよりDNAを抽出

し，これを鋳型として上記プライマーを用いた多重 PCR を行った．両方のプライマー対に由来す

る増幅が認められた株をSaccharomyces sensu stricto と同定した． 
 さらに，Martorellら（2005）の報告に基づくSaccharomyces cerevisiae 特異的プライマー

SC1d （ 5 ’ -ACATATGAAGTATGTTTCTATATAACGGGTG-3 ’ ） お よ び SC1r
（5’-TGGTGCTGGTGCGGATCTA-3’）を用いてPCR増幅を行った．Saccharomyces sensu 
strictoと同定された株の内，これらプライマー対での増幅が見られる株をS. cerevisiaeと同定した． 
（3）発酵特性解析 

 実用パン酵母由来株MAFF 113347を対照菌株として，等量のYPD培地を用いて培養した菌体を

用い，製パン関連の各種発酵能を比較した．発酵開始180分後における対照菌株の総ガス発生量に

対する供試菌株の総ガス発生量の比を発酵力とした．低糖，高糖生地として，各々5%，50%のショ

糖を含有する液発酵培地（Tanaka et al., 2006）を用い，ファーモグラフＳＳ（アトー社）を用い

て発酵過程におけるガス発生量を測定した．冷凍耐性の比較には低糖生地を用いた．120分間の前

発酵の後，-25℃で3日間冷凍保存後，30℃で15分間解凍してガス発生量を測定した．発酵開始180
分後における対照菌株の総ガス発生量に対する供試菌株の総ガス発生量の比を冷凍耐性とした． 
 
2）キシロース発酵性酵母の分離と特性解析 

（1）キシロース発酵性酵母の分離 

茨城県内で採取した土壌サンプルをキシロース培地（クロラムフェニコール含有）に懸濁し，25℃
で 2 日間培養した．培養後，適宜希釈を行いキシロース寒天培地（2%キシロース，0.67%イースト

ニトロゲンベースを含有）に塗布した．キシロース発酵性は 2%キシロースを含む培地で培養し，

24 時間後にエタノール濃度を測定することで判定した． 
（2）キシロースからのエタノール生産性 

7%キシロースを含む培地 45 mlに前培養液 5 mlを添加して 30℃で培養し，24 時間後および 48
時間後にエタノール濃度および残存するキシロース濃度を測定した． 
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（3）同定 

2 mlのYPD で一晩培養し，Genとるくん（酵母用）（TaKaRa）を用いてゲノムDNAの抽出を

行った．得られたDNAについて，NL1 およびNL4 プライマー（Kurtzman & Robnett, 1998）を

用いてPCR法により 26S rDNA の部分配列（D1/D2 領域）を増幅し，ダイレクトシークエンス法

により塩基配列を決定した．得られた塩基配列を基に種の同定を行った． 
 
3. 結果 

1）パン酵母の分離と特性解析 

（1）パン酵母株の分離および同定 

 約 30 種類の発酵食品等を分離源として，60 以上の酵母様菌株を取得した．これらの内，YPD 寒

天培地上および YPD 液体培地中での生育が旺盛で，優れた発酵能を有することが予想される株に

ついて，PCRに基づく種の同定を試みた．その結果，表 1 に記した 5 株がS. cerevisiae であるこ

とが明らかとなった．優れた発酵特性を有するパン酵母はS. cerevisiaeに分類されることが知られ

ていることから，S. cerevisiae と同定された 5 株を解析対象として，以降の詳細な解析を行った． 
（2）発酵特性解析 

 実用パン酵母由来株MAFF 113347 を対照菌株として，上記 5 株の分離株における製パン関連の

各種発酵特性を解析した．表1にMAFF 113347に対する相対的な発酵力および冷凍耐性を示した．

大根の糠漬けおよび乾燥ナシより分離された 2 株は，無糖生地の発酵力を有しなかったが，優れた

高糖生地発酵力および冷凍耐性を示していた． 
 一方，パン生地の発酵種であるサワー種から分離された 3 株は，いずれも同一のサワー種から分

離されたものである．いずれも，実用パン酵母由来株と比べて優れた発酵特性を示さなかった．特

に無糖生地発酵力については，著しく低い値を示した．MAFF 113868 および 113869 の 2 株につ

いては，全ての発酵特性が極めて類似していたことから，同一の株に由来するものである可能性が

ある． 

 
2）キシロース発酵性酵母の分離と特性解析 

（1）キシロース発酵性酵母の分離 

茨城県内で採取した土壌サンプル 20 点からキシロース資化株を 40 株分離した．分離した株を

表 1. 分離株の発酵特性 

MAFF 番号
無糖生地
発酵力

低糖生地
発酵力

高糖生地
発酵力

冷凍耐性 分離源

113866 0.00 0.33 1.32 2.33 大根糠漬け

113867 0.24 0.62 0.78 0.96 サワー種

113868 0.02 0.59 0.75 0.71 サワー種

113869 0.01 0.35 0.61 0.67 サワー種

113870 0.00 0.60 2.18 1.97 乾燥食品（ナシ）
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用いてキシロース発酵試験を行った結果，16 株がキシロースからエタノールを生産することが明ら

かとなった．キシロース発酵性酵母のうち，エタノール生産性が比較的高い 3 株（JXF7（MAFF 
113879）,  JXF8（MAFF 113880）,  JXF11（MAFF 113881））について，詳細に解析を行った． 
（2）キシロースからのエタノール生産性 

比較的高いキシロース発酵性を有する3 株および比較対象としてのPichia stipitis NBRC 1687
株を用いてキシロースからのエタノール生産を経時的に調べた（図 1）．分離した 3 株はいずれも

NBRC 1687 株よりもキシロースの利用やエタノール生産に優れていることが明らかとなった． 

（3）同定  

キシロース発酵性株 3 株の種を同定するためにゲノムDNA を抽出し，得られたDNA を鋳型と

してPCRを行い，26S rDNAのD1/D2 領域を増幅・塩基配列の決定を行った．ホモロジー検索の

結果，3 株ともP. stipitisに属することが明らかとなった． 
 
4. 考察 

1）パン酵母の分離と特性解析 

 大根の糠漬けおよび乾燥ナシより分離された2株は，無糖生地の発酵力を有しなかったことから，

マルトース発酵能を欠いていると考えられる．しかしながら，両株は優れた高糖生地発酵力を示し

たことから，ショ糖による高浸透圧ストレスに対する高い耐性を有していると考えられる．分離源

である糠漬けおよび乾燥果実には，それぞれ，高濃度の食塩および糖質が含まれることから，この

ような高浸透圧耐性酵母が分布していたものと思われる．また，両株は実用パン酵母由来株の約 2
倍の冷凍耐性を示していたが，これと高浸透圧耐性との関連性についてさらに解析を進めたい． 
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図 1. 新規分離株のキシロース消費とエタノール生産 

A：培地中に残存するキシロース濃度, 

B：培地中のエタノール濃度. 
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2）キシロース発酵性酵母の分離と特性解析 

キシロースからのエタノール生産に優れた新規酵母株の分離を試みた結果，新種の酵母株を分離

することはできなかったものの，同種であるP. stipitis NBRC 1687 株よりもエタノール生産に優

れた株を分離することができた．しかし，発酵能は産業利用には十分とは言えず，さらに発酵能の

高い酵母株が必要である．既存の株や新たに分離した株を用いて変異育種等により発酵能やストレ

ス耐性を強化することも視野に入れ，今後の課題としたい． 
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Summary 

Yeasts were isolated from fermented foods and soils, and screened for ability to bread-dough 
fermentation and to xylose fermentation. Yeasts for dough fermentation, which were identified 
to be Saccharomyces cerevisiae by PCR using species-specific primers, were evaluated for 
fermentation ability in non-sugared dough, high-sugared dough, and after freeze-thaw. Yeasts 
for xylose fermentation were identified to be Pichia stipitis by 26S rDNA sequencing, and were 
evaluated for ethanol productivity using xylose as sole carbon source. 
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1. 目的   

伝統的黒酢は，長期間（通常は 1~3 年）の発酵・熟成を経て製造される（柳田，1990）．酢酸発

酵を促すために酢酸菌Acetobacter pasteurianusが添加される場合が多い．天日下，壺中で醸造さ

れるため，米麹などの原材料に含まれる微生物の他，壺表面や周辺環境に由来する微生物が発酵中

の黒酢には混在する．これらは風味や色，香気など伝統的黒酢の特性形成に関わっていると考えら

れる．膜状堆積物は熟成後期に生成されるコンニャクのような肉厚の物質であり，混在菌が生産す

るバクテリアルセルロースによって形成される．黒酢特有の性質と堆積物蓄積の関係は不明である

が，膜状堆積物の生成とその形態は壺毎に異なっており，生成に関与する微生物の違いを反映して

いる可能性がある．堆積物生成菌の多様性および黒酢特有の性質との関連を解明する端緒とするた

めに，堆積物生成菌の探索・収集を行い，分離した細菌の堆積物生成能を検証した． 
 

2. 材料および方法 

1）膜状堆積物に含まれる微生物の分離と同定 

 鹿児島県内で生産された伝統米黒酢から膜状堆積物を採取した．採取は，同じ壺畑内の異なる壺

5 つ（AからE）から独立に行った．滅菌したピンセットで試料約 0.1 グラムを分取し，GYP 寒天

培地（グルコース 1%，ポリペプトン 0.5%，酵母エキス 0.3%，麦芽エキス 0.3%，寒天 1.5%）上

に画線して 30℃で培養した． 
 画線培養後，単コロニーをGYP 液体培地（2 ml）で振とう培養し，定法にしたがってゲノムDNA
を精製した．16S リボソームDNAを，バクテリア共通のプライマー27f，1492r，787f，63f，1387r
（藤本・福井，2005）と市販のPCRキット（KOD-plus，TOYOBO）を使って増幅し，増幅断片
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をアガロースゲル電気泳動で分離・精製後，DNAシークエンサー（Applied Biosystem, ABI310）
を用いた塩基配列解析に供した． 
 
2）試験管内での堆積物生成 

 分離・同定した菌株を寒天培地より釣菌し，2ml（径 18mm 試験管使用）および 100ml（100ml
三角フラスコ使用）のGYP 液体培地に植菌し，30℃で 1~4 週間，静置培養した．培地表面の膜状

堆積物の形成は目視で観察した．6%酢酸を加えたGYP 培地でも同様に試験した． 
 
3. 結果  

1）微生物の分離と同定 

 伝統黒酢の膜状堆積物（図１）に含まれる微

生物を GYP 寒天培地に画線培養した（図２）．

培養後に現れたコロニー形態はほぼ均一であっ

たので，膜状堆積物中に優占種が存在すると考

えられた． 
 16S リボソーム DNA を増幅し，その塩基配

列の相同性解析を行った．分離した 5 つの優占

種中，4つはGluconacetobacter diazotrophicus
と最も高い相同性を示し，１つは Bacillus 
amyloliquefaciensと最も高い相同性を示した．

解析した範囲の塩基配列の相同性はいずれも

98%以上であった． 

Gluconacetobacter diazotrophicus 4 株とBacillus amyloliquefaciens 1 株は全てGYP 寒天培地

上で粘性のあるコロニー（mucoid colony）を形成した．3 株のGluconacetobacter diazotrophicus
のコロニーは固く，スパーテル等で押しても崩れなかったが，MAFF 117458 は柔らかい水飴状の

コロニーを形成した（図 2A，表 1）．Bacillus amyloliquefaciensと同定されたMAFF 117462 の

コロニーは，それより更に柔らかい水飴状で，培地を傾けると容易に流れた． 

図 1．伝統黒酢中に生成する堆積物の1 例 

（写真提供：鹿児島県工業技術センター松永一彦氏 ）

図 2．堆積物から分離された微生物のコロニー形態（GYP寒天培地上で30℃，3日間培養した） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
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表1．分離された優占種の堆積物生成能

壺 優占種 コロニー性状
a) MAFF 番号

2 ml 100 ml
A G. diazotrophicus 水飴状 ○ ○ 117458

B G. diazotrophicus 固い ○ × 117459

C G. diazotrophicus 固い ○ × 117460

D B. amyloliquefaciens 水飴状 × ○ 117462

E G. diazotrophicus 固い ○ × 117461

堆積物生成能

培養スケール

a) GYP寒天培地で生育.

2）試験管内での堆積物生成 

 同定された優占種の膜状堆積物生成能を試験管培養で検討した（表１）．培養は，伝統黒酢の発酵・

熟成状態を模すために静置培養とし，経時観察を行った．対照として伝統黒酢に添加されることが

多いAcetobacter pasteurianusも同様に試験した． 
Gluconacetobacter diazotrophicusと同定された4株はいずれも2 ml培養では膜状堆積物を生成

したが，100 ml培養ではMAFF 117458 のみが堆

積物を生成した．このMAFF 117458 は水飴状のコ

ロニーを示すA壺由来株であり，最も顕著な堆積物

生成能を示した．すなわち，生成された膜状堆積物

が一定の大きさになると沈降し，新たな膜状堆積物

が何層にも重なるように形成された（図3）．Bacillus 
amyloliquefaciens と同定された MAFF 117462 は

100 ml 培養では膜状堆積物を生成できたが，2 ml
培 養 で は 生 成 で き な か っ た ． Acetobacter 
pasteurianus はいずれの条件下でも堆積物を生成

することはなかった． 
伝統黒酢は麹菌，乳酸菌，酵母，酢酸菌による複

合発酵で作られる．発酵初期には乳酸菌が生産する

乳酸の蓄積が見られ，pH の低下と雑菌の増殖抑制

に働いている．発酵後期には乳酸は消費されて微量

となり，代わりに酢酸による酸度の上昇（pH の低

下）が起こる．膜状堆積物は伝統黒酢醸造の熟成後

期に生成される．この背景を探るため，酢酸培地で

の膜状堆積物の形成を検討した．熟成期には酢酸濃

図 3．壺A から単離したG. diazotrophicus 

MAFF 117458 による膜状堆積物の生成 
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度が 7%程度まで上昇する．そこで，GYP 培地に酢酸を 6%加えた条件下でも試験を行ったが，酢

酸存在下では堆積物の生成は認められなかった． 
 発酵初期に膜状堆積物が生成しないのは，生産菌に乳酸資化能がない（あるいは低い）ためであ

る可能性を考え，Acetobacter psteurianusと表１の分離株を，乳酸を唯一の炭素源とした培地（LN
培地；1% (w/v) 乳酸ナトリウム，0.2% (w/v) Yeast nitrogen base，0.5 x MT mix*, S7 base**）で

振騰培養した．乳酸培地では Acetobacter pasteurianus と D 壺から分離された Bacillus 
amyloliquefacience は増殖したが，他は増殖しなかった（グルコースを炭素源とすると増殖した）． 

* 100 x MT mix: for 1 L, 1 M HCl 2.0 ml, Mg26H2O 40.6 g, CaCl22H2O 10.29 g, MnCl24H2O 
0.99 g, ZnCl2 13. 6 mg, FeCl36H2O 135 mg  
** S7 base: for 1 L, K2HPO4 0.85 g, KH2PO4 0.65 g, (NH4)2SO4 1.35 g 

 
4. 考察 

 同一の壺畑から採取した膜状堆積物中に生息する優占種として，解析したサンプル数が少ないに

も関わらず，属レベルで異なるGluconacetobacter diazotrophicusと Bacillus amyloliquefaciens
の 2 つが同定された．分離された株は，試験管内で膜状堆積物を生成したので，これらが伝統黒酢

中でも膜状堆積物の形成に関与していると考えられた．ただし，分離の際に嫌気培養を行っていな

いので，乳酸菌など嫌気性の微生物が堆積物中にさらに混在している可能性は否定できない．  
 分離された菌株の違いは，壺に住み着いている菌種の違い，あるいは発酵・熟成条件の微細な違

い（原料ロットや攪拌，周辺環境，温度など）を反映していると考えられる．Gluconacetobacter 
diazotruphicusと同定された 4 株には，堆積物生成条件に違いが見られた（表 1）．また，好気性菌

のBacillus amyloliquefaciensと同定されたMAFF 117462 は 100 ml培養時にのみ堆積物を生成

した．100 mlの培養は 2 ml試験管培養よりも表面積が広くエアレーションが良いと考えられる．

酸素供給量の微妙な違いが，優占株の選択に影響するのかも知れない． 
 熟成後期での膜状堆積物生成の背景を探るため，酢酸存在下で試験を行った．しかし，予想に反

して堆積物は生成されず，むしろ菌の増殖そのものも抑えられた．この結果は，酸度の緩やかな上

昇が増殖（馴化）と膜状堆積物生産の両方に必要であるという可能性を示唆している．また，

Gluconacetobacter diazotruphicus に分類された 4 株に乳酸資化能はなく，それが発酵後期に膜状

堆積物が発生する一因であることも考えられる． 
 Gluconacetobacter 属のバクテリアルセルロース生産に関する先行研究例は多い（Römling, 
2002）．本報では，膜状堆積物の生成は目視で観察しただけであり，壺内および試験管内で生成さ

れた堆積物の化学分析を行っていないが，伝統黒酢の膜状堆積物からGluconacetobacter属が分離

されることは想定していた．しかし，バクテリアルセルロースを生産するBacillus属細菌は未報告

である．分離した MAFF 117462 が試験管内で生成した堆積物は，Gluconacetobacter 
diazotrophicus が生成した堆積物よりも柔らかく，厚みは同等であったが崩壊し易かった．今後，

化学組成を詳しく分析し，両者を比較したいと考えている． 
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Summary 
 
    Ceramic tanks that are placed in an open field are used for the traditional rice vinegar 
(black vinegar) fermentation. During the fermentation, thick layers formed by bacterial 
cellulose appeared on the surface of tanks. We examined microbes involved in the cellulose 
layer formation. Bacteria were isolated from five independent cellulose layers sampled from 
different ceramic tanks. Dominant species flourished in each of the sample. By determining 16S 
rDNA nucleotide sequences, it was revealed that four isolates belonged to Gluconacetobacter 
diazotrophicus and one belonged to Bacillus amyloliquefaciens. Production of the thick cellulose 
layer by isolated bacteria was confirmed in vitro. These bacteria produced the thick layer in 
different conditions, which suggests that a variety of bacterial strains are involved in the 
cellulose layer formation during the black vinegar fermentation. 
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1. 目的 

我が国においてダイズシストセンチュウはマメ類栽培の重要害虫であり，世界的にも本線虫はダ

イズの安定生産を阻害する最も大きな要因の一つとなっている．我が国では古くから本線虫による

被害が報告されていたが，近年, 転作ダイズや枝豆の栽培面積の増加に伴って, その被害は拡大し

ており，早急な対策が求められている． 
しかし，本線虫の防除は極めて難しく，最も有効な防除対策である化学農薬の使用はコストの関

係からダイズ栽培ではあまり普及していない．今のところ耕種的防除法が中心で，特に抵抗性品種

が盛んに利用されている．しかし，本線虫には異なる寄生性を有するレースの存在が知られており

(Dropkin, 1988)，レースによって有効な抵抗性品種の種類が異なるため，圃場に分布している個体

群のレースを把握することが抵抗性品種を有効利用するには必要不可欠となっている．また，有効

な抵抗性品種であっても，連作によりその抵抗性を打破するレースが出現する事例も報告されてお

り(Triantaphyllou, 1975)，抵抗性品種の導入によって本線虫を安定的に防除するには, 線虫の発生

状況とその寄生性を把握しておくことは極めて重要である． 
しかし，本線虫に関してはこれまで北海道以外の地域では総合的な発生調査が行われた例は少な

く, 北海道での調査も 20 年以上前のものしか存在しない(清水・三井, 1985)．そこで, 筆者らは関

東・中部地域でのダイズシストセンチュウ探索調査(相場ら, 2004)に引き続き，国産ダイズの主要な

産地である北日本地域における探索・収集を行うとともに，一部の個体群について寄生性の調査を

行った． 

*（現所属）北海道農業研究センター National Agricultural Research Center for Hokkaido Region 
 [〒062-8555  北海道札幌市豊平区羊ヶ丘１番地] 
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2. 探索概要 

探索は福島県，山形県，宮城県，秋田県，青森県，岩手県の東北 6 県と北海道のダイズ栽培圃場

で行った． 
福島県では平成 18 年 10月 5 日から6 日にかけ, 福島県中通りの福島市 3，白沢村，泉崎町各 2，

二本松市，郡山市，須賀川市，鏡石町，矢吹町各 1 の，計 12 地点で探索のため土壌を採取した．

山形県では平成 19 年 10月 24 日から 26 日にかけ，鶴岡市 15，酒田市 11，遊佐町 4，三川町 3の

計 33 地点，宮城県では平成 19 年 10 月 31 日から 11 月 2 日にかけ，大崎市 6，仙台市，美里町各

4，名取市 2，岩沼市，登米市，栗原市，涌谷町，富谷町，大和町，大郷町各1 の計 23 地点で探索

を行った．秋田県では平成 20 年 11 月 11 日から 14日に大仙市 15，大潟村，美郷町各 5，仙北市 4，
秋田市，潟上市，三種町各 3，男鹿市 2，横手市，八郎潟町各 1 の計 42 地点で探索した．青森県で

は平成 22 年 10 月 25 日から 28 日に十和田市 9，つがる市 5，藤崎町 4，五所川原市 3，板柳町，

鶴田町各 2，青森市，弘前市，六戸町各 1 の計 28 地点，岩手県では平成 22 年 11 月 3 日から 3 日

に奥州市 9，花巻市 7，北上市 5，盛岡市，矢巾町各4，八幡平市，金ヶ崎町各 2，岩手町，紫波町

各 1 の計 35 地点からそれぞれ土壌を採取した． 
北海道では平成 20 年 10 月７日から 10 日に南西部の厚真町７，今金町，むかわ町，当別町各 5，

厚沢部町 4，北斗市，森町，八雲町，安平町各 3，江別市 1，平成 21 年 10 月 29 日から 31 日に十

勝地方の帯広市 9，音更町 7，清水町 6，芽室町，更別町各 5，士幌町 3，鹿追町 2，新得町，中札

内村各 1 の計 78 地点について探索を行った． 
土壌の採集は，1 圃場から 6 地点合計約 2kg の土壌を収集し，それを混和してポリエチレン袋に

入れて行い, これらを中央農研に持ち帰った． 
 

3. 収集の成果  

1）方法 

（1）線虫密度の計測 

 採集した土壌は室内で 1 週間風乾した後，乾土 50 g を 2 リットルのプラスチックビーカーに入

れ，水道水を注いで浮遊したシストを残渣と共に篩で集めてろ紙に取り，それを実体顕微鏡下で直

接観察してシストを選り分けた．その後，シストを磨砕して内部の卵を取り出して計数し，密度を

算出した．以上の計数を 1 サンプルにつき 3 反復行った． 
（2）寄生性の調査 

採集した個体群のうち，調査に十分な個体数が得られるまでに増殖した山形県酒田市，福島県郡

山市，福島県泉崎村（MAFF 108293），北海道当別町，北海道安平町(MAFF 108304)の 5 個体群

について寄生性の調査を行った．レースの検定は国際判別法(Golden et al., 1975)に基づいて行った．

感受性品種「Lee68」と 4 種類の抵抗性品種，すなわち「Pickett」，「Peking」，「PI88788」およ

び「PI90763」を温室内の直径 9 cm のポリエチレンポットで栽培し，それぞれにダイズシストセ

ンチュウを卵幼虫懸濁液で接種した．接種 60 日後にポット内の全シストを分離・計数した．計数

したシスト数は感受性品種を 100 とした指数に換算した上で，10 未満を－，10 以上を＋と判定
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し，レース判別表よりレースを求めた．また，国産の主要な抵抗性品種である下田不知系抵抗性品

種「トヨコマチ」と感受性品種「エンレイ」に対する寄生性も合わせて調査した． 
 

2）結果 

（1）各地におけるダイズシストセンチュウの発生状況 

調査結果は福島県を表 1 に，山形県を表2 に，宮城県を表 3 に，秋田県を表 4 に，青森県を表 5
に，岩手県を表 6 に，北海道を表７にそれぞれ示した． 
福島県は 12 地点中 5 地点，山形県は 33 地点中 12 地点，宮城県は 23 地点中 9 地点，秋田県は

42 地点中 30 地点，青森県は 28 地点中 14 地点，岩手県は 35 地点中 15 地点，北海道は 78 地点中

55 地点から本線虫が検出された．また，要防除水準とされる乾土 1g あたりの卵密度が 10 卵を越

える高密度圃場の数は，福島 3，山形 1，宮城 0，秋田 1，青森 1，岩手 3，北海道 10 であった． 
 

 
 

表 2．山形県のダイズシストセンチュウ発生状況 

採取地 密度 採取地 密度 採取地 密度 

鶴岡市中清水  － 鶴岡市羽黒町仙道  0.1 酒田市宮内  － 
鶴岡市栃屋  － 鶴岡市黒川  － 酒田市福山  － 
鶴岡市井岡 １ － 鶴岡市東荒屋  － 酒田市寺田  － 
鶴岡市井岡 ２ － 鶴岡市橋本  － 酒田市横代  0.1 
鶴岡市小京田  0.1 酒田市広岡新田  － 遊佐町庄泉  － 
鶴岡市荒井京田  － 酒田市広野  17.5 遊佐町白井新田  － 
鶴岡市辻興屋  － 酒田市黒森  － 遊佐町吉出  0.1 
鶴岡市藤岡  0.1 酒田市板戸  0.1 遊佐町小原田  0.1 
鶴岡市宝徳  0.6 酒田市木川  － 三川町猪子  － 
鶴岡市上中野目  0.1 酒田市小牧新田  － 三川町余目  0.1 
鶴岡市羽黒町玉川  0.3 酒田市豊里  － 三川町常万  － 

＊卵数／乾土１ｇ      

表 1．福島県のダイズシストセンチュウ発生状況 

採取地 密度 採取地 密度 採取地 密度 

福島市北沢又 － 白沢村糠沢 １ － 郡山市田村町 39.2 
福島市二子塚 － 白沢村糠沢 ２ － 須賀川市仁井田 1.3  
福島市中谷地 － 泉崎村泉崎 1.0 鏡石町羽鳥 －  
二本松市渋川 － 泉崎村踏背 26.4 矢吹町神田西 19.9 
＊卵数／乾土１ｇ      

 (MAFF 108293)
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表 3．宮城県のダイズシストセンチュウ発生状況 

採取地 密度 採取地 密度 採取地 密度 

大崎市古川上埣  0.1 仙台市若林区荒井 － 岩沼市早股    0.1 
大崎市松山千石  0.1 仙台市若林区二木  － 登米市米山町西野 － 
大崎市三本木新沼 － 美里町二郷  － 栗原市瀬峰  － 
大崎市鹿島台大迫  0.1 美里町木間塚  － 涌谷町小里  － 
大崎市鹿島台深谷 0.1 美里町練牛  0.1 富谷町志戸田  － 
大崎市小里 － 美里町和多田沼  0.1 大和町落合桧和田  0.2 
仙台市宮城野区岡田  － 名取市杉ヶ袋 － 大郷町粕川  0.3 
仙台市宮城野区蒲生  － 名取市愛島笠島 －     
＊卵数／乾土１ｇ      
 
 
 

表 4．秋田県のダイズシストセンチュウ発生状況 

採取地  密度  採取地  密度 採取地  密度 

大仙市豊岡  0.2  大仙市木原田  － 仙北市角館町園田  － 
大仙市太田町斉内  － 大潟村西野  1.8  秋田市外旭川  1.1  
大仙市清水  0.8  大潟村方上１  14.8 秋田市下新城岩城  0.1  
大仙市払田  4.0  大潟村方上２  8.8  秋田市下新城長岡  3.9  
大仙市橋本  － 大潟村中野  0.2  潟上市天王１  － 
大仙市大曲  0.1  大潟村方口  0.3  潟上市天王２  0.1  
大仙市小貫高畑１  － 美郷町本堂城回  0.5  潟上市天王３  1.1  
大仙市小貫高畑２  0.2  美郷町千屋  0.3  三種町富岡新田  0.2  
大仙市内小友  0.2  美郷町土崎  4.9  三種町久米岡新田  0.1  
大仙市下袋  － 美郷町畑屋  － 三種町鹿渡  － 
大仙市花館  0.1  美郷町野中  0.1  男鹿市払戸１  0.3  
大仙市神宮寺１  0.4  仙北市田沢湖神代  － 男鹿市払戸２  0.2  
大仙市神宮寺２  0.7  仙北市田沢湖卒田  － 横手市大森町板井田  0.2  
大仙市北楢岡  － 仙北市角館町広久内 0.1  八郎潟町真坂  0.6  
＊卵数／乾土１ｇ      
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表 5．青森県のダイズシストセンチュウ発生状況 

採取地 密度 採取地 密度 採取地 密度 

十和田市深持 － つがる市柏玉水 － 五所川原市鶴ヶ丘 0.1 
十和田市深持 － つがる市木造兼館 － 五所川原市毘沙門 0.1 
十和田市下山 － つがる市木造 0.1 板柳町夕顔関 － 
十和田市赤沼 13.9 つがる市木造豊田 0.1 板柳町深味 0.1 
十和田市藤島 － 藤崎町下俵舛 0.2 鶴田町鶴泊 0.1 
十和田市相坂 － 藤崎町俵舛 － 鶴田町大巻 0.2 
十和田市長塚 － 藤崎町水木 0.1 青森市高田 1.1 
十和田市深持 － 藤崎町水沼 0.1 弘前市泉田 － 
十和田市下羽立 4.3 五所川原市高野 － 六戸町折茂 0.1 
つがる市柏上古川 －         
＊卵数／乾土１ｇ      

 
 
 

表 6．岩手県のダイズシストセンチュウ発生状況 

採取地 密度 採取地 密度 採取地 密度 
奥州市江刺区稲瀬 １ 0.1 花巻市上根子 － 盛岡市上厨川 26.0 
奥州市江刺区稲瀬 ２ 0.1 花巻市石鳥谷町北寺林 － 矢巾町北伝法寺 0.1 
奥州市胆沢区南都田 １ － 花巻市石鳥谷町中寺林 － 矢巾町北郡山 0.1 
奥州市胆沢区南都田 ２ － 花巻市狼沢 0.2 矢巾町間野  々 － 
奥州市胆沢区小山 － 北上市和賀町後藤 － 矢巾町下矢次 － 
奥州市前沢区古城 １ － 北上市和賀町横川目 0.1 八幡平市大更 － 
奥州市前沢区古城 ２ － 北上市和賀町藤根 0.1 八幡平市平舘 － 
奥州市前沢区生母 1.4 北上市和賀町煤孫 － 金ヶ崎町六原 １ － 
奥州市江刺区愛宕 0.2 北上市和賀町岩崎新田 0.2 金ヶ崎町六原 ２ － 
花巻市太田 16.4 盛岡市平賀新田 0.1 岩手町土川 － 
花巻市横志田 １ 0.8 盛岡市玉山区下田 １ － 紫波町片寄 － 
花巻市横志田 ２ － 盛岡市玉山区下田 ２ 21.2  

＊卵数／乾土１ｇ      
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表 7．北海道のダイズシストセンチュウ発生状況 

採取地 密度 採取地 密度 採取地 密度 

厚真町 豊丘  －  北斗市 細入  －   音更町東士幌1 0.6  
厚真町 桜丘  13.7  北斗市 白川  0.1 音更町東士幌2 － 
厚真町 美里  0.3  北斗市 東前  －   音更町北柏  2.7  
厚真町 富野  0.1  森町 白川  －   清水町元旭山  7.2  
厚真町 富野  118.5  森町 姫川  －   清水町中野  0.3  
厚真町 上厚真  6.4  森町 富士見町  0.1 清水町人舞1 1.0  
厚真町 富川  －  八雲町 落部  3.6 清水町人舞2 － 
今金町 日進  0.6 八雲町 落部  21.5 清水町人舞3 0.3  
今金町 八束  2.0 八雲町 わらびの  0.8 清水町協心  0.1  
今金町 鈴金  11.0 安平町 栄町  3.4  芽室町上伏古  － 

今金町 田代  －   
安平町 源武 (MAFF 
108304) 

557.6 芽室町中美生  0.2  

今金町 稲穂  0.3 安平町 新栄 －  芽室町美生１  0.1  
むかわ町 青葉町  0.2  江別市 中島  －   芽室町美生２  0.3  
むかわ町 青葉町  6.5  帯広市上清川町  － 芽室町報徳  － 
むかわ町 豊城  －  帯広市太平町１  0.2  更別村１  1.0  
むかわ町 田浦  0.1  帯広市太平町２  0.1  更別村２  7.3  
むかわ町 二宮  －  帯広市広野町  0.2  更別村上更別  － 
当別町 蕨岱  0.1 帯広市愛国町  33.6  更別村弘和１  2.3  
当別町 蕨岱  －   帯広市大正町  0.7  更別村弘和２  － 
当別町 川下  －   帯広市桜木町  0.1  士幌町中士幌  0.1  
当別町 下川町  －   帯広市以平町1 0.7  士幌町共成  － 
当別町 春日町  223.4 帯広市以平町2 3.3  士幌町協進  0.2  
厚沢部町 木間内 1 1.7 音更町桜田  0.4  鹿追町東瓜幕  0.3  
厚沢部町 木間内 2 29.2 音更町下士幌  195.6  鹿追町瓜幕  0.3  
厚沢部町 鶉  0.1 音更町北進  0.5  新得町  0.1  
厚沢部町 稲見  －   音更町東和  0.1  中札内村東戸蔦  14.4  
＊卵数／乾土１ｇ      
 
（2）ダイズシストセンチュウの寄生性調査 

調査を行った5個体群の国際判別法によるレース検定結果と国産抵抗性品種に対する寄生程度を

表8に示す．いずれの個体群も4種類の抵抗性判別品種に寄生は見られず－と判別され，国際判別法

によるレースは3であった．また，国産抵抗性品種に対しては，酒田市，泉崎村（MAFF 108293），
当別町，安平町(MAFF 108304)の各個体群が高い寄生性を示した． 



- 69 - 
 

 
4. 考察 

今回の探索では調査を行った全ての道県において本線虫の発生が確認され，ダイズシストセンチ

ュウが北日本地域（東北・北海道地方）に広範に分布している事が明らかとなった．ただし，東北

地方では高密度圃場は比較的少なく，被害の発生は限定的であると思われた．これに対して北海道

では高密度圃場が多く，より大きな被害が発生している可能性が考えられた． 
この原因として，北海道では以前からダイズシストセンチュウの被害が問題となっていたため，

早くから抵抗性品種の導入が進み，それによって従来は国産抵抗性品種に寄生できないと考えられ

ていたレース 3 個体群の中に抵抗性を打破する系統が発生したため，現在も被害をもたらしている

と考えられている (清水・三井, 1985) ．一方，東北地方では比較的近年になってから線虫抵抗性品

種の栽培が進み，現在はそれによって線虫密度の上昇が抑えられているため被害が顕在化していな

いと考えられる．ただし，今回の探索でこれまで北海道でしか確認されていなかった国産抵抗性品

種に寄生するレース 3 個体群が既に東北地方でも発生していることから，今後は本線虫の被害が拡

大していく可能性が示唆された．今後は抵抗性品種の導入地域であっても本線虫の発生やその寄生

性に注意を払う必要があり，より詳細な調査を行う必要があると思われる． 
 
5. 参考文献 
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145-161. 
Golden, A.M., Epps, J.M., Riggs, R.D., Duclos, L.A., Fox, J.A. and Bernardet, R.L. (1970). 

Terminology and indentity of infraspecfic forms of the soybean cyst nematode (Heterodera 
glycines). Plant Dis. Reptr. 54：544-546. 

清水 啓・三井 康 (1985)．十勝地方におけるダイズシストセンチュウのレースと分布．北海道農

試研報 141：65-72. 

表 8．各地のダイズシストセンチュウ個体群の寄生性 

  Pickett Peking PI88788 PI90763 トヨコマチ

山形酒田市 0.0  0.0  0.0  0.0  55.3  
福島県郡山市 0.0  0.0  0.0  0.0  12.3  
福島県泉崎村（MAFF 108293） 0.0  0.0  0.0  0.0  78.7  
北海道当別町 0.0  0.0  0.0  0.0  60.3  
北海道安平町（MAFF 108304） 0.0  0.0  0.0  0.0  78.3  
＊ レース検定用のPickett，Peking，PI88788，PI90763は検定用感受性品種「Lee68」, 
  トヨコマチは国産感受性品種「エンレイ」への寄生シスト数を 100として換算した指数． 
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Triantaphyllou, A. C. (1975). Genetic structure of race of Heterodera glycines and Inheritance of 
ability to reporoduce on resistant soybeans. J. Nematol. 7：356-363. 

 
 
 

Summary 

 
Soybean cyst nematode (Heterodera glycines) was detected from 5 fields among 12 fields 

investigated in Fukushima Prefecture, from 12 fields among 33 fields in Yamagata Prefecture, 
from 9 fields among 23 fields in Miyagi Prefecture, from 30 fields among 42 fields in Akita 
Prefecture, from 14 fields among 28 fields in Aomori Prefecture, from 15 fields among 35 fields 
in Iwate Prefecture and from 55 fields among 78 fields in Hokkaido Prefecture. The numbers of 
high density fields, where numbers of eggs were over 10 per one gram dry soil were 1 field in 
Yamagata, Akita and Aomori, 3 fields in Fukushima and Iwate and 10 fields in Hokkaido, 
respectively. 

Five populations that successfully established, namely, Sakata in Yamagata, Koriyama in 
Fukushima, Izumizaki in Fukushima, Tobetsu in Hokkaido and Abira in Hokkaido were 
proved to be race 3 according to the international race differentiation method for soybean cyst 
nematode. Populations of Sakata, Izumizaki, Tobetsu and Abira were parasitic on a Japanese 
resistant soybean cultivar "Toyokomachi". 
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Penicillium oxalicum による日本新発生のトマト青かび病 
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Blue mold of tomato caused by Penicillium oxalicum in Japan 
 

Motoo KOITABASHI  
National Institute for Agro-Environmental Sciences 

 
1. 目的   

トマト（Solanum lycopersicum L.）は，農林水産省の平成 21 年産野菜生産出荷統計

（http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/）によると，全国の収穫量が約 72 万トンと，

最も収穫量の多い果菜類となっており，非常に重要な作目である．2006 年 8 月に，千葉県長生郡

長生村で栽培中のトマト（品種：ハウス桃太郎）において，茎が激しく腐敗する病害が発生した（図

１a）．病斑には高頻度に青緑色のかびが表生し，病斑部に近い葉の葉脈間がしばしば黄白色にかす

れたような症状を呈した（図 1b）． 
病斑上の青緑色のかびは，ペニシリに分生子を連鎖形成する Penicillium 属菌であることが判明

し，分離菌株の接種試験により原病徴が再現された．Penicillium 属菌によるトマトの病害は日本

では記載が無いことから，日本新発生病害と判断し，菌種の同定と類似菌の収集を行った．なお，

本成果の一部はすでに原著論文で発表している（Umemoto et al., 2009）．  
 

2. 材料および方法 

1）病原菌の分離・同定 

 罹病植物の病斑部から定法により単胞子分離菌株 060801，060802 および 060803 を得た．各菌

株をジャガイモ蔗糖寒天培地（PSA）上，28℃の定温器中で 7 日間培養して形成された分生子や分

生子柄等を光学顕微鏡により観察し，デジタル顕微鏡撮影装置により撮影するとともに，装置に付

属する 2 点間距離計測機能を利用して 50 個ずつ各器官の大きさを測定した．また，Pitt（1979）
が提唱した Penicillium 属菌の判別培地である Czapek yeast agar (CYA)と malt extract agar 
(MEA) の 2 種の培地にて各菌株を 25℃，7 日間培養し（各培地につき 5 ペトリ皿），形成された菌

叢の形態を調査した． 
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2) ITS 領域の塩基配列解析 

 PSA培養菌体から，Genomic DNA Purification Kit (Promega, Fitchburg, WI, USA)を用いて全

DNAを抽出し，ITS1 および ITS4 プライマー（White et al., 1990）を用いて 5.8S rDNA を含む

ITS 領域をPCR増幅し，ダイレクトシークエンス法により塩基配列を決定した．  
 
3）接種試験 

 各菌株につき 4 個体のトマト（品種：ハウス桃太郎，7 葉期）を供試し，無傷の茎にPSA培養菌

叢片（25 mm2）を付着させ，19～30℃の温室内で 14 日間加湿条件で維持した．無菌のPSA菌叢

図1．トマト青かび病の病徴と

原因菌Penicillium oxalicum

（MAFF 306723）の形態 

 

a  トマト茎の青緑色の分生子

が形成された標徴と腐敗を伴

った病徴,  
b  トマト葉のクロロシスの斑

点, 
c   Czapek yeast agarで25℃，

7日間培養した菌叢, 
d malt extract agarで25℃，7

日間培養した菌叢,  
e ジャガイモ蔗糖寒天培地上に

形成された分生子柄と分生子

（バー：40μm）, 
f   ジャガイモ蔗糖寒天培地上

に連鎖して形成された分生子

（バー：40μm）, 
g 接種後10日後のトマト茎の

病徴, 
h 接種後14日後に形成された

クロロシス斑点. 



- 73 - 
 

片（25 mm2）を同様に処理した植物を対照とした．  
 
3. 結果  

1）病原菌の同定 

 分離菌はCYA培地で暗緑色から灰色がかった青緑色の菌叢（直径 44～46mm，平均：44.6mm）

となり，コロニー表面がビロード状で中央部が綿毛状になって所々に水滴を生じた．コロニーの縁

が 2～4mm の白くてやや低い菌叢になった（図 1c）．MEA培地で灰緑色の菌叢（直径 27～30mm，

平均：28.4mm）となり，コロニーの表面が綿毛状で平面に生育した（図 1d）． 
 分離菌はPSA培地上で，分生子柄の先端に二輪生で非対称体のペニシリを形成した（図 1e）．メ

トレは 18.4～21.1×3.1～4.0 (平均：19.9×3.6) μm，フィアライドは 10.6～14.5×3.0～3.7 (平均：

12.2×3.4) μm，分生子は 4.3～5.0×2.3～3.1（平均：4.7×2.8) μm で，だ円で表面は平滑であり長く

連鎖した（図 1f）． 
  以上の形態・培養特性は，既報のPenicillium oxalicum Currie et Thom (Currie and Thom 1915; 
Pitt 1979; Tzeah et al. 1994)の記載と一致したため，分離菌をP. oxalicum と同定した． 
 
2) ITS 領域の塩基配列解析 

DDBJ/EMBL/GenBankのBLAST で各菌株の ITS 領域の配列（060801(accession AB378505), 
060802 (AB485602), 060803 (AB485603)）を解析したところ，いずれの菌株も，P. oxalicum と
して登録された菌株の同領域配列データ（AF034455 およびDQ123663）と 100%の相同性を示し

た． 
 
3）分離菌の病原性 

 分離菌を接種した全てのトマトの茎には，原病徴と同様な暗褐色の病斑が形成され，青緑色の分

生子の形成が認められた（図 1g）．また，各菌株で葉にクロロシスの斑点が観察された（図 1h）．
各菌株を接種した発病部から病原菌の分離を行ったところ，接種菌が再分離された．対照では病徴

は認められず，接種菌は再分離されなかった．以上のことからP. oxalicum のトマトに対する病原

性が立証された．  
 
4. 考察 

  今回認めたP. oxalicum によるトマトの病害は，これまで日本では未報告である．そこで，我々

は，本病の病名として青かび病（Blue mold）を提案した（Umemoto et al., 2009）．本病は 2008
年に韓国でも発生が報告されており（Kwon et al., 2008），日本と地理的に近い同国で，ほぼ同時

にP. oxalicum による病害が発生したことになる．韓国では果実のみの発生である点など，今回の

病害とは様相が異なっており大変興味深い．病原菌はKorean Agricultural Culture Collection に
KACC No. 42460 として登録されているので，入手が可能であれば，今後の診断・防除対策の構築

のために比較試験を計画したい．今回収集した菌株のうち，060801 をMAFF 306723 としてNIAS



- 74 - 
 

ジーンバンクに登録した．本病害は，現在は千葉県以外での発生の報告はないが，今後は全国での

発生に注意を払いたい． 
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Summary 
   
  Rotting of stems was found on tomato in Chiba Prefecture, Japan, in August 2006. Bluish 
green mold appeared on the lesions. The mold was conidiophores and conidia of Penicillium 
oxalicum that was the causal fungus. The pathogenic isolates reproduced the natural 
symptoms after artificial inoculation of tomato plants, and were reisolated from symptomatic 
plant tissues. Penicillium oxalicum is the pathogen causing blue mold on tomato, new to  
Japan.  
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1. 目的  

サトウキビ白すじ病は，サトウキビの葉身や葉鞘の退緑あるいは白化を呈する病害であり（図 1），
アメリカをはじめ各国で報告されている（Comstock and Shine, 1992; Grisham et al., 1993; Hoy 
and Grisham, 1994; Ovalle et al., 1995; Diaz et al., 2000）．我が国では，本病は種苗管理上対策を

要する重要病害の 1 つと位置付けられており，特に沖縄本島では近年の品種の変遷等に伴い発生が

増加しているため（對馬，2008），早急な防除法の開発が求められている． 
本病の病原菌はXanthomonas albilineansであり，本病菌の生態，防除，検出技術に関する知見

は海外では多いものの（Ricaud and Ryan, 1989），国内では極めて少ない．その中で，病原細菌の

移動経路や地理的分布等の生態的特徴を明らかにすることは，発病の拡大防止技術や発生予察等を

開発する上で重要である．そのためには，国外を含め様々な場所から分離された各病原細菌株の複

数の保存性の高い遺伝子の比較に基づく系統（遺伝子タイプ）を明らかにした上で，系統ごとに解

析することが有効である． 
本研究は，国外の菌株とともに沖縄県で分離された白すじ病菌の分子系統解析を行い，沖縄に分

布する遺伝子タイプを明らかにすることを目的として行った．すなわち，各菌株の 16S rRNA 遺伝

子（16S rDNA），染色体の複製に関与するDNAジャイレース遺伝子（gyrB），およびプロモータ

ー特異的転写開始に関与するシグマ因子の一つである σ70 ファクター遺伝子（rpoD）の 3 つの遺

伝子のDNA塩基配列情報を解析し，その結果を基に各菌株の遺伝子タイプを明らかにした．なお，

本成果の一部はすでに原著論文や解説などで発表している（Tsushima et al.，2006；對馬，2008）． 
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2. 材料および方法 

1）供試菌株 

 試験に供試したX. albilineansの菌株は，

外国産の 10 菌株および沖縄県の東村の罹

病サトウキビから分離された 21 菌株の計

31 菌株である（表 1）．なお，沖縄県から

分離された 21 菌株は NIAS ジーンバンク

に登録されており，それぞれ表 2 に示す

MAAFF 番号が与えられている． 
 
2）DNA の抽出およびPCRによる増幅 

各菌株のゲノムDNAは，Isoplant II kit 
（ニッポンジーン社製）によって抽出した．各菌株の 16S rDNA，gyrBおよび rpoD 領域を増幅す

るためのプライマーとして，16S rDNA では 63f  (5’- CAGGCCTAACACATGCAAGTC -3’) 
と 1 3 8 7 r  (5 ’ -  
GGGCGGWGTGT
ACAAGGC -3’)，
gyrBではUP-1 (5’- 
GAAGTCATCATG
ACCGTTCTGCAY
GCNGGNGGNAA
R T T Y G A -3 ’ )  
と U P -2 r   (5 ’ -  
AGCAGGGTACG
GATGTGCGAGCC
RTCNACRTCNGC
RTCNGTCAT -3’)，
rpoD では 70F (5’- 
ACGACTGACCCG
GTACGCATGTAY
ATGMGNGARAT
GGGNACNGT -3’)
と 7 0 R  ( 5 ’ -  
ATAGAAATAACC
AGACGTAAGTTN
GCYTCNACCATY

図 1.  Xanthomonas albilineans によるサトウキビ

白すじ病の病徴 
赤の矢印は病原細菌の分離部位を示す． 

菌株番号 宿主植物学名 採集場所 分離者名,分離年

LMG479 a) Paspalum dilatatum Mauritius G. Orian, 1947
LMG481 Saccharum officinarum St Lucia J. Spence, 1957
LMG482 Saccharum officinarum Mauritius A. Hayward, 1960
LMG483 Saccharum officinarum Madagascar P. Baudin, 1960
LMG487 Saccharum officinarum Guyana S. Bisessar, 1961
LMG488 Saccharum officinarum Sri Lanka A. Hayward, 1962
LMG489 Saccharum officinarum Zimbabwe R. Lelliott, 1965
LMG490 Saccharum officinarum Malawi J. Bradbury, 1967
LMG491 Saccharum officinarum Barbados J. Bradbury, 1968
LMG494 T Saccharum officinarum Fiji D. Dye, 1961
T161-T164 b) Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T166-T168 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T169-T171 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T174, T175 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T179 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T181, T182 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T186 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T187 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T189, T190 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T257 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
T258 Saccharum officinarum Okinawa, Japan S. Tsushima, 2002
a) LMG : ベルギーのLaboratorium voor Microbiologie Culture Collectionの保存菌株.
b) 同一行にまとめられた菌株は, 同一のサトウキビから分離されたことを表す.
上付きのTは基準株を示す.

表１．試験に供したXanthomonas albilineans菌株
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TCYTTYTT -3’)を用い，PCR 反応を行った（Tsushima et al., 
2006）． 
 
3）DNA シークエンスおよび系統解析 

各PCR産物をQIAquick PCR Purification Kit（Qiagen社）

またはExoSAP-IT (USB社)で精製し，BigDye Terminator Cycle 
Sequencing Kit ver. 3.1 (Applied Biosystems社)でシークエンス

反応後，DNA シークエンサーにより塩基配列を決定し，系統解

析を行った．アウトグループとして，Xanthomonas oryzae pv. 
oryzae (KACC10331; GI: 58424217) を用いた．塩基配列のアラ

イメントをClustal W（ver. 1.8）で行った後，NJ 法により系統

樹を作成した． 
 
3. 結果 

各遺伝子の系統解析に基づく供試菌株の遺伝子タイプの類別結

果を表 3 に示す．16S rDNAの塩基配列に基づいた類別では 2 つ

のグループ（I, II）に分かれただけであったが，gyrBおよび rpoD
ではそれぞれ 5（I～V），4（I～IV）グループに分けられた．rpoD
と gyrBのグルーピングのパターンを比較すると，rpoD における

グループ III が gyrB でさらに 2 グループに分けられる以外は同

じであった．これら 3 つの遺伝子のグルーピング結果を総合的に判断して，供試した 31 菌株は 5
つの遺伝子タイプ（A～E）に分けられた．その中で，沖縄県由来の 21 菌株は，St. Lucia，Guyana，

菌株番号 16S rDNA gyrB rpoD 遺伝子タイプ

LMG479  I (AB248365) I (AB248376) I (AB248387) A
LMG481 II (AB248366) II (AB248377) II (AB248388) B
LMG487 II (AB248369) II (AB248380) II (AB248391) B
LMG488 II (AB248370) II (AB248381) II (AB248392) B
LMG491 II (AB248373) II (AB248384) II (AB248395) B

沖縄分離21菌株 II (AB248364) II (AB248375) II (AB248386) B
LMG482 II (AB248367) III (AB248378) III (AB248389) C
LMG483 II (AB248368) III (AB248379) III (AB248390) C
LMG489 II (AB248371) IV (AB248382) III (AB248393) D
LMG490 II (AB248372) IV (AB248383) III (AB248394) D

LMG494T II (AB248374) V (AB248385) IV (AB248396) E

a) ローマ数字はNJ法による系統解析により分けられたグループを表す．DDBJ/EMBL/GenBankの
accession numberを括弧内に示した．

表3．供試菌株の16S rDNA, gyrBおよびrpoDに基づくグルーピングおよび遺伝子タイプ

菌株番号 MAFF番号

T166 311353
T169 311354
T174 311355
T181 311356
T187 311357
T161 311420
T162 311421
T167 311422
T168 311423
T170 311424
T171 311425
T175 311426
T179 311427
T182 311428
T189 311429
T163 311439
T164 311440
T186 311441
T190 311442
T257 311443
T258 311444

表2. 供試菌株とジーンバンク
     登録番号との対応

a)
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Sri Lanka,  Barbadosから分離された菌株とともに，いずれも遺伝子タイプBに該当した．これ

らの各遺伝子タイプ間の系統関係を gyrB および rpoD の配列に基づく系統樹により調べた結果，

タイプ A は他のタイプと系統的位置づけが明確に異なっていた（図 2）．また，これらのタイプの

類別に関わる両遺伝子の塩基置換には，非同義置換が複数個含まれていることも明らかとなった

（Tsushima et al., 2006）． 
 

4. 考察 
 今回の研究により，上述した3 つの遺伝子の塩基配列に基づく本病原細菌の遺伝子タイプは，世

界で少なくとも 5 タイプ（A～E）存在することが明らかとなった．各遺伝子タイプの分布を世界

規模でみると，A, C, D の菌株はアフリカ，Bはアジア，カリブ諸島，Eはフィジーに由来し，そ

れぞれ地理的に離れた場所に分布していた．このことは，各タイプがそれぞれの地域で独自に分化

した可能性が考えられる．その中で，沖縄県から分離された 21 菌株はいずれもタイプ B であるこ

とが明らかとなった．このことから，沖縄県では過去に 1 つの遺伝子タイプが浸入し，それが広が

って現在に至っていることが示唆される．しかし，今回用いた菌株は国頭郡東村のサンプルのみで，

菌株数もまだ少ないことから，今後は，沖縄本島の別な地域や他の島嶼の菌株についても収集し，

さらに多くの菌株を供試して，上述の仮説を検証する必要がある．さらに，タイプBはスリランカ

やカリブ海諸国由来の菌株も含まれていたことから，タイプ Bは何らかの要因で伝搬され，世界の

複数地域に分布している可能性がある．今後，沖縄に存在するタイプBの伝搬経路や起源の解明を

行うことにより，起源地域のサトウキビの中から，タイプBに親和性／抵抗性を示すサトウキビ品

図 2．供試菌株の gyrB および rpoD遺伝子の塩基配列に基づく遺伝子タイプ間の系統関係 
(a) gyrB遺伝子の塩基配列に基づく系統樹,  (b) rpoD 遺伝子の塩基配列に基づく系統樹. 
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種（系統）および抵抗性遺伝子の特定が可能となり，抵抗性品種の育成等に役立つことが期待でき

る． 
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Summary 

The phylogenetic analyses of Xanthomonas albilineans, the causal bacterial pathogen of 
sugarcane leaf scald disease, were carried out using 31 geographically distinct strains, 
including 21 strains obtained in Okinawa, Japan.  Partial nucleotide sequences of their gyrB 
and rpoD genes were determined, and neighbor-joining trees based on the sequences were 
constructed to clarify their phylogenetic relationships. The level of sequence diversity in each 
gyrB and rpoD genes depended on the geographic origin of the strains.  All the strains 
obtained in Okinawa formed a homogenous group (genetic group B) with strains derived from 
the Caribbean islands (St Lucia and Barbados), Guyana and Sri Lanka.  Thus, the sequence 
analyses of these genes can be useful for differentiating genetic variants within the X. 
albilineans species.  The genetic group B including Okinawa strains might be once broadly 
transferred and localized in several regions in the world.  
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1. はじめに 

農業生物資源ジーンバンク事業における微生物遺伝資源の充実と高度化を図る一環として，生

産・試験栽培現場で原因が不明確とされていた植物病害を調査し，病原の収集と特性評価を行った．

本稿では，菌類病であることが判明したGibberella zeae (Schwein.) Petch によるヒアシンスのフ

ザリウム腐敗病，Colletotrichum dematium (Pers.) Grove によるナルコユリの炭疽病および

Botrytis cinerea Pers.によるマダラハウチワマメの灰色かび病の調査結果を報告する． 
 

2. 各病害の詳細 

1）ヒアシンスのフザリウム腐敗病  ［病原菌株: MAFF 239499 文献: Tomioka et al., 2008a］ 

2001年1月，香川県下の温室で鉢植栽培中のヒアシンス [Hyacinthus orientalis L., ユリ科] に，

花柄や葉に現れた水浸状病斑が拡大し地上部が腐敗する病害を認めた (Plate 1a, b)．Potato 
dextrose agar (PDA) 上で気中菌糸に富み淡紅～暗赤色の菌叢となる糸状菌が病斑から高率に分離

された (Plate 1c)．分離菌株 (代表株: MAFF 239499) は，Synthetic low nutrient agar (SNA)，
25ºC，近紫外線 (BLB: Toshiba FL20SBLB, peak emission 352 nm) 下で子のう殻，厚壁胞子，分

生子柄および分生子を生じた (Plate 1d–i)．子のう殻は暗紫～黒色，孔口のある類球形，高さ 180
～280 µm，幅 160～240 µm．子のうは無色，棍棒形，長さ 60～86 µm，幅 10～12 µm，8 個の子

のう胞子を内生した．子のう胞子は無色，両端が丸い紡錘～ソーセージ形，2～4 細胞，大きさ 18
～26 × 2～4 µm．分生子柄は無色，長さ 4～8 µm，幅 2～3 µm，分岐する場合があり，先端のモノ

フィアライドから生じた分生子は無色，脚胞のある鎌形，4～7 細胞，大きさ 28～48 × 3～5 µm．
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以上より，本菌を Gibberella zeae (Schwein.) Petch [anamorph: Fusarium graminearum 
Schwabe]と同定した．本同定結果は分離菌株のHistone H3 塩基配列 (AB366161) 解析からも裏

付けられた．分離菌株の PDA 菌叢片を健全ヒアシンスに貼付接種した結果，原病徴が再現され，

罹病部から接種菌が再分離されたことから，分離菌株のヒアシンスに対する病原性が立証された 
(Plate 1j, k)．本病を新病害としてヒアシンスのフザリウム腐敗病と名付けた．宿主上で病原の完全

世代は認められないので，英病名はFusarium rot とした． 
 

2）ナルコユリの炭疽病  ［病原菌株: MAFF 239500 文献: Tomioka et al., 2008b］ 

2001 年 5 月，香川県下で露地栽培中のナルコユリ [Polygonatum falcatum Asa Gray, ユリ科] 
に斑点・葉枯性病害を認めた (Plate 2a)．初め，葉に直径 1 mm 以下の退緑斑点が現れる．病斑は

葉脈に沿って拡大し紡錘～筋状となり，やがて罹病組織が乾燥し葉枯・落葉に至る．多湿条件で病

斑には黒褐色の剛毛を有する分生子層が現れ，オリーブ色を帯びた淡橙色の分生子粘塊が生じた 
(Plate 2b, c)．分離菌株 (代表株: MAFF 239500) は，PDA，25ºC，BLB下で緑色を帯びる灰～暗

灰色の菌叢を形成し，病斑上と同様の分生子層を形成した (Plate 2d)．分生子は分生子形成細胞の

先端のモノフィアライドから生じ，無色単細胞，表面平滑，鎌形，大きさ 16～22 × 3～4 µm (Plate 
2e)．Potato carrot agar (PCA)，25ºC，BLB下で生じた付着器は暗灰褐色，楕円～不整形，大きさ

10～16 × 6～9 µm (Plate 2f)．以上より，本菌をColletotrichum dematium (Pers.) Grove と同定し

た．分離菌株の rDNA ITS1 塩基配列 (AB334523) 解析からも本同定結果が裏付けられた．分離菌

株の分生子懸濁液を健全なナルコユリの有傷葉表面に滴下接種した結果，原病徴が再現され，罹病

部から接種菌が再分離されたことから，分離菌株のナルコユリに対する病原性が立証された (Plate 
2g–i)．本病を新病害としてナルコユリの炭疽病 (anthracnose) と名付けた． 

 
3）マダラハウチワマメの灰色かび病  ［病原菌株: MAFF 238557 文献: Tomioka et al., 2008c］ 

1996～2001 年の 3～6 月，香川県下の施設や露地畑で栽培中のマダラハウチワマメ [Lupinus 
mutabilis Sweet, マメ科]に，初め水浸状病斑が地際茎に生じ，やがて上位茎葉や鞘が褐変・腐敗

して乾枯する病害を認めた (Plate 3a–d)．病斑から分生子柄と分生子が汚灰色ビロード状に現れた

(Plate 3e)．分離菌株 (代表株: MAFF 238557) はPDA，20ºC，BLB下で灰～灰褐色の菌叢を形成

し (Plate 3f)，病斑上と同様の分生子柄と分生子を生じた．分生子柄は単生，褐色，表面平滑，幅

10～20 µm，長さ 0.2～1 mm，上部で 2～4 分枝し，やや膨らんだ分生子形成細胞から全出芽型分

生子を房状に形成した(Plate 3g, h)．分生子は単細胞，基端に分離痕のある卵形～楕円形，淡褐色，

表面霜降り状粗面，大きさ 7～13 × 5～10 µm (Plate 3i)．分離菌株は長径 5 mm 以下の暗灰褐色菌

核も形成した (Plate 3j)．以上より，本菌をBotrytis cinerea Pers.と同定した．分離菌株の分生子

懸濁液を健全なマダラハウチワマメに噴霧接種した結果，原病徴が再現され，罹病部から接種菌が

再分離されたことから，分離菌株のマダラハウチワマメに対する病原性が立証された (Plate 
3k–m)．本病を新病害としてマダラハウチワマメの灰色かび病 (gray mold) と名付けた． 
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3. おわりに 

農作物の品目が増加し，栽培される地域，規模，時期，様式等も多様化している．ヒアシンス，

ナルコユリ，マダラハウチワマメといった植物はマイナーではあるが，栽培・生産される場面は増

えている．今回の 3 病害の診断にあたっては，それぞれの病徴ならびに病斑から分離される菌類の

形態がポイントになる．当該病原菌株を比較に用いることで，より的確に診断できる．ヒアシンス

においては他にも多くの菌類病があり，Fusarium 属菌を病原とする病害としては，Fusarium 
bulbigenum Cooke et Massee，Fusarium solani var. minus Wollenw.およびFusarium sp.による

ものが記録されている (Shaw, 1973; Mulenko et al., 2008; Anonymous, 1960)．我が国ではこれら

の Fusarium 病害の発生は認められていない．ナルコユリにおいて他に記録されている菌類病は，

我が国で認められた Puccinia sessilis Schneider によるもののみである (Kakishima and Sato, 
1988)．マダラハウチワマメにおいても多くの菌類病が報告されているが，Botrytis 属菌を病原と

する病害は他になく，我が国で他に記録されている菌類病は Macrophomina phaseolina (Tassi) 
Goid.によるもののみである (佐藤ら, 1999)．今回の各病害の診断にあたっては，以上のような他の

病害情報も踏まえると良い．各病害の症状，病原の諸特性などの情報は，生きた病原菌株とともに，

農業生物資源ジーンバンク事業における微生物遺伝資源の充実と高度化に寄与し，同事業を通じて

公開される予定である (http://www.gene.affrc.go.jp/index_j.php)．病原菌株は，同菌種による他の

宿主での病害の診断や防除法開発にも有用である．微生物の多様性評価などの基礎研究への活用も

期待される．試験研究等に携わる方々の取り組みの一助となれば幸いである． 
 
本稿のTomioka et al. (2008a–c) に係る内容，写真等は，日本植物病理学会とSpringer Verlag 社

の許可を得て転載した (http://www.ppsj.org/journal-reprint.html)． 
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Summary 

The following three fungal plant-diseases, 1) to 3), found in Japan were clarified and 
concluded as new diseases. 1) Fusarium rot of hyacinth (Hyacinthus orientalis L.), a liliaceous 
ornamental, caused by Gibberella zeae (Schwein.) Petch [anamorph: Fusarium graminearum 
Schwabe], 2) Anthracnose of polygonatum (Polygonatum falcatum Asa Gray), a liliaceous 
ornamental, caused by Colletotrichum dematium (Pers.) Grove, and 3) Gray mold of pearl 
lupine (Lupinus mutabilis Sweet), a legume crop, caused by Botrytis cinerea Pers. The 
pathogenic isolates of the three diseases were registered in the Genebank, National Institute of 
Agrobiological Sciences with accessions MAFF 239499, MAFF 239500 and MAFF 238557, 
respectively. 
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Plate 1  Symptoms and pathogen morphology of Fusarium rot of hyacinth caused by Gibberella zeae. 

a, b  Natural symptoms and signs. 
a  Rot of leaves, peduncles and flowers. 
b  Mycelia of the pathogen on the diseased flowers. 

c    Colony of MAFF 239499 grown on PDA at 25ºC in the dark for 10 days. 
d–i  Morphology of the pathogen (MAFF 239499) cultured on SNA at 25ºC under BLB for 2–3 weeks. 

d, e  A black perithecium with ascospores emerging from the ostiolum (bar: 100 µm). 
f  Asci containing immature ascospores (bar: 20 µm). 
g  Three-septate ascospores (bar: 10 µm). 
h  A monophialide bearing conidia (bar: 10 µm). 
i  Chlamydospores (bar: 10 µm). 

j, k   Reproduction of the natural symptoms by inoculation with MAFF 239499. 
j  Symptoms on red-flowered cv. Woodstock 3 weeks after inoculation (left: control). 
k  Symptoms on blue-flowered cv. Delft blue 3 weeks after inoculation (left: control). 
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Plate 2 Symptoms and pathogen morphology of anthracnose of Polygonatum falcatum caused by 
Colletotrichum dematium. 

a–c  Natural symptoms and signs. 
a  Leaf spot to leaf blight. 
b, c  Acervuli with dark brown setae and mucilaginous conidial masses appeared on a foliar 

lesion under moist conditions (bar: 100 µm). 
d–f  Morphology of the pathogen (MAFF 239500) on artificial media. 

d  Colony grown on PDA at 25ºC in the dark for 10 days (upper: surface side; lower: reverse side). 
e  Conidia formed on the colony (d) (bar: 10 µm). 
f  Appressoria formed through slide culture on PCA at 25ºC under BLB for 7 days (bar: 20 µm). 

g–i  Symptoms reproduced 2 weeks after inoculation on needle-picked leaves with MAFF 239500. 
g  A plant inoculated (left leaves: control). 
h  Foliar lesions (left: surface side of a control leaf; center: surface side of an inoculated leaf; right: 

reverse side of an inoculated leaf). 
i  Acervuli appeared on a foliar lesion under a moist condition. 
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Plate 3  Symptoms and pathogen morphology of gray mold of pearl lupine caused by Botrytis cinerea. 
a–e  Natural symptoms and signs. 

a  Stem and leaf blight. 
b  Grayish brown, velvety molds on a stem lesion. 
c  Foliar lesion.    d Gray, velvety molds on lesions of pods. 
e  Conidiophores and conidia formed on stem lesion (bar: 200 µm). 

f–j   Morphology of the pathogen (MAFF 238557) cultured on PDA at 20ºC in the dark for a week. 
f  Colony.         g  Branching of conidiophores (bar: 20 µm). 
h  Conidiogenous cells on distal end of conidiophore (bar: 10 µm). 
i  Conidia (bar: 10 µm).    j  Sclerotia (bar: 1 mm). 

k–m  Symptoms on pearl lupine after inoculation with MAFF 238557. 
k, l  Stem blight (k) and leaf blight (l) 1 week after inoculation. 
m  Blight of entire plant 2 weeks after inoculation (right: control). 

a b c d

e f g

h i

j

k l m



- 89 - 
 

〔微探収報24: 89–98, 2011〕 

アサガオ類白さび病菌の分子系統と宿主特異性 
  

佐藤 豊三 
農業生物資源研究所 

［〒305-8602 つくば市観音台 2-1-2］ 
 

Molecular phylogeny of white rusts on Ipomoea spp. in Japan  
and their host specificity 

 
Toyozo SATO 

National Institute of Agrobiological Sciences 
 
1. 目的 

アサガオ（Ipomoea nil (L.) Roth，ヒルガオ科サツマイモ属）は古くから鑑賞用花きとして盛ん

に栽培され，多種多様な品種･系統が作出されてきた（堀田ら，1989）．1999 年 9 月，国内では未

報告のアサガオ白さび病が大分県の採種圃場で発生し，当時の大分県温泉熱花き研究指導センター

から筆者に罹病サンプルが送られてきた．翌年，接種試験による病徴再現と形態による同定を実施

し，その概要を口頭発表した（佐藤ら，2000）．一方，2007 年 11 月には神奈川県立生命の星・地

球博物館から，同県内の数種帰化アサガオに発生した白さび病について問い合わせが入った（出川

ら，2008）．これらの白さび病菌が栽培アサガオにも感染し発病させるのであれば，本病の伝染源

の一部が明らかになると考え，神奈川県とその他の数県から収集しジーンバンクに登録保存した菌

系を用いて交互接種試験および宿主範囲の調査を実施することにした．その結果と各種アサガオ類

白さび病菌の分布などから，栽培アサガオ白さび病の伝染源を推測し防除の参考に供したい．また，

分子系統解析の結果などを基に，アサガオ類白さび病菌の寄生性分化と種の関係について明らかに

し，同定・診断技術の確立を目指したい．なお，本成果の一部はすでに原著論文や解説などで発表

している（出川ら，2008；Sato et al., 2009；佐藤・埋橋，2010；佐藤ら，2011）． 
 
2. 材料および方法 

1）接種試験 

（1）栽培アサガオ白さび病菌の宿主範囲 

大分県産採種用アサガオ（I. nil (L.) Roth; 桔梗咲系品種）上の白さび病菌MAFF 240546 の遊走

子のうをろ紙法（佐藤ら，1983）により健全なアサガオ 6 品種，マルバアサガオ（Ipomoea purpurea 
(L.) Roth.），ソライロアサガオ（Ipomoea tricolor Cav.），ヨルガオ（Ipomoea alba L.），サツマイ

モ（Ipomoea batatas L.）4 品種，ルコウソウ（Quamoclit coccinea (L.) Moench.），コヒルガオ
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（Calystegia hederacea Wall. ex Roxb.）に接種した（表 1）．対照区として遊走子のうの付いてい

ないろ紙片を接種源として用いた．アサガオ類は発芽 1～2 週間後の鉢植え実生苗を被接種植物と

して用い，サツマイモ 4 品種は水盤中で塊根から催芽させた茎を鉢植えにし，活着後に用いた．ル

コウソウは市販の苗を用い，コヒルガオは農業生物資源研究所敷地内で自生株を採集し，ガラス室

内で展開した新葉に接種した． 
（2）アサガオ類白さび病菌間の交互接種 

被接種植物として白さび病の宿主植物である大分県産アサガオ（I. nil (L.) Roth；桔梗咲系品種），

神奈川県平塚市産ホシアサガオ（Ipomoea triloba L.）およびマメアサガオ（Ipomoea lacunosa L.），
千葉県市原市産アメリカアサガオ（Ipomoea hederacea (L.) Jacq.），神奈川県小田原市産マルバア

メリカアサガオ（Ipomoea hederacea (L.) Jacq. var. integriuscula A. Gray.）の 4 種 1 変種を用い

た．なお，これ以降アメリカアサガオとその変種であるマルバアメリカアサガオを合わせて両アメ

リカアサガオと呼ぶこととする．表 2 に挙げた宿主上の遊走子のうを接種源として，自家用栽培ア

サガオ以外の同じ宿主植物およびサツマイモ（I. batatas L.，品種‘ベニアズマ’）に対し，一部の菌

株を除いてろ紙法（佐藤ら，1983）により総当たり接種を行った．1 回の接種で 1 菌株につき 3 個

体以上の実生苗（発芽 1～2 週間後）を供試し，

最低 2 回反復接種した．また，対照区として遊

走子のうの付いていないろ紙片を接種源として

用いた． 
 
2）同定および分子系統解析 

（1）形態観察 

 各宿主アサガオ類上に形成された遊走子のう

および遊走子のう柄の形態を光学顕微鏡により

観察し，デジタル顕微鏡撮影装置により撮影す

るとともに，装置に付属する 2 点間距離計測機

能を利用して 50 個ずつ各器官の大きさを測定

した．なお，マメアサガオおよびホシアサガオ

の発病個体上では有性器官が観察されたので，

同様に記録・測定した． 
（2）分子系統解析 

 分子系統解析には以下の 8 菌株（由来）を供

試した．MAFF 241089（日出町産自家用アサ

ガオ），MAFF 241090（小田原市産マルバアメ

リカアサガオ），MAFF 241092（平塚市産ホシ

アサガオ）， MAFF 241098（松戸市産アメリ

カアサガオ）， MAFF 241738，（市原市産マル

表 1. 大分産採種用アサガオ白さび病菌の 

接種試験結果 

被接種植物（学名）

　　　　品　種

発病株数

／接種株数

アサガオ （Ipomoea nil）
　大分県産（桔梗咲系）  17／18
　大輪系  5／  5
　暁の光  2／  2
　桔梗咲  2／  2
　スカーレット・オハラ  1／  1
　アーリーコール  1／  2

マルバアサガオ （I. purpurea）  1／  2

ソライロアサガオ　（I. tricolor）
　ヘブンリーブルー 0／  6

ヨルガオ（白花夕顔） （I. alba） 0／  2

サツマイモ （I. batatas ）
　ベニアズマ 0／  6
　筑波小町 0／  3
　関東14号 0／  3
　テラスライム 0／  2

コヒルガオ （Calystegia hederacea ） 0／  5
ルコウソウ （Quamoclit pinnata） 0／  2
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バアメリカアサガオ），MAFF 241827（市原市産アメリカアサガオ），MAFF 241875（さいたま市

産マメアサガオ），MAFF 241736（高松市産ヨウサイ (Ipomoea aquatica Forsk)）．罹病植物上に

生じた遊走子のうをかき取り，既報の方法によりDNAの抽出を行った（Uzuhashi et al., 2009）．
得られたDNAについて，ITS4 および ITS5 プライマー（White et al., 1990）を用いてPCR法に

より 5.8S rDNA を含む ITS 領域を増幅し，ダイレクトシークエンス法により塩基配列を決定した．

得られた塩基配列を基に近隣結合法により系統樹を作成した． 
 
3. 結果 

1）接種試験 

（1）栽培アサガオ白さび病菌

の宿主範囲 

接種したアサガオ6品種およ

びマルバアサガオにのみ病徴が

現われ，同様の遊走子のう堆が

形成された（表１）．対照無接種

区の植物体には全く病徴が現れ

なかった． 
（2）アサガオ類白さび病菌間

の交互接種 

各接種源は寄生していた宿主

と同一種に対してのみ感染して

白さび病を発生させた．なお，

互いに変種の関係にあるアメリ

カアサガオとマルバアメリカア

サガオ由来の分離源はお互いの

宿主植物に病原性を示した．い

ずれの接種源もサツマイモには

病原性を示さなかった（表２）．

対照無接種区の植物体には全く

発病しなかった． 
 
2）同定 

（1）形態観察 

図1．白さび病菌の形態 

1. アサガオ白さび病菌の遊走子のう堆基部（P：遊走子のう柄，バー：10µm）; 

2．アサガオ白さび病菌の遊走子のう柄（バー：10µm）; 3．アサガオ白さび

病菌の遊走子のう間の連結部（バー：10µm）; 4．アサガオ白さび病菌の被

のう胞子（バー：5µm）; 5．マルバアメリカアサガオ白さび病菌の遊走子の

う・遊走子のう柄（P，バー：10µm）; 6．マメアサガオ白さび病菌の遊走子

のう柄（バー：10µm）; 7．マメアサガオ白さび病菌の遊走子のう（バー：

10µm）; 8．マメアサガオ白さび病菌の造卵器表面（出川洋介原図，バー：

10µm）; 9．マメアサガオ白さび病菌の造精器（A）・受精管（ｆ）・造卵器（Og）・

卵球（Os）（出川洋介原図，バー：10µm）; 10．マメアサガオ白さび病菌の

卵胞子（出川洋介原図，バー：10µm）. 

2 3
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8 9 10

7

1
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MAFF番号 原宿主植物（品種，採集地）
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240546 栽培アサガオ（桔梗咲，国東市） ○ ○

241874 栽培アサガオ（大輪系，国東市） ○ ○ nt nt
241089 栽培アサガオ（大輪系，日出町） ○ ○

241092 ホシアサガオ（平塚市） ○ nt
241875 マメアサガオ（さいたま市） ○ nt
241098 アメリカアサガオ（松戸市） ○ ○

241827 アメリカアサガオ（市原市） ○ ○

241738 マルバアメリカアサガオ（市原市） ○ ○

241090 マルバアメリカアサガオ（小田原市） ○ ○

○：遊走子のうの接種により発病， nt：未接種， 空欄：無発病.

被　接　種　植　物接　種　源

表 2．アサガオ類白さび病菌の接種試験結果 

栽培アサガオ：罹病葉上の腫斑を切片にして観察した結果，連鎖状の遊走子のうと基部の遊走子

のう柄（形成細胞）からなる遊走子のう堆が確認された（図 1-1）．遊走子のう柄は無色，中央付近

が膨れた紡錘状棍棒形で真直かやや湾曲し，長さ 22～40 µm 幅 11～18µm，壁厚は 0.5～1µm で

遊走子のうを内生的に連続形成する（図 1-2）．遊走子のうは短円筒形～亜球形，無色で，表面は

平滑，大きさは 13～21 × 12～18（平均：17.2 × 14.7）µm，壁厚は 0.5µm で赤道部が厚くなる場

合が多く，遊走子のう間に連結部を伴う（図 1-3）．スライドグラス上の滅菌水にこの遊走子のうを

浮かべ，暗黒下で 20 ºC付近に保つと，不等毛の 2 鞭毛を持った直径 8～11µm，球形～扁平楕円形

の遊走子が遊走子のうから 6～8 個ずつが塊となって放出された．散開した遊走子は遊泳後スライ

ドグラスの表面に定着して被のう化し，発芽管を伸ばした（図 1-4）．変形，肥大した茎や葉柄の罹

病部を切片にして観察しても造卵器などの有性世代は確認できなかった． 
帰化アサガオ類： ①両アメリカアサガオ上白さび病菌－ 遊走子のう柄および遊走子のうの形

態は栽培アサガオ，ホシアサガオおよびマメアサガオ上のものとほぼ同じで（図1-5），前者の大き

さは 27～50 × 14～21µm．後者は 16～25 × 13～21（平均：19.3 × 17.2）µm．両宿主上では菌え

いの形成は観察されず，有性世代は確認できなかった．② ホシアサガオ，マメアサガオ上白さび病

菌－ 遊走子のう柄は先端部が膨れた典型的な棍棒形で（図 1-6），大きさは 23～40 × 11～18µm．

遊走子のうの形態は栽培アサガオ上のものとほぼ同じで，大きさは 13～21 × 12～19（平均：16.0 × 
14.4）µm（図 1-7）．卵胞子はこれら両宿主上の菌えい組織内に形成される．造卵器は球形～長球

形，直径 21～34µm，表面は当初平滑だが，次第にジグゾーパズル様の不規則な網模様を生じる（図

1-8）．造精器は扁平もしくは亜球形で直径 10µm に達し，造卵器の側面に接着し受精管を伸長した

後，造卵器内に卵球を生じる（図 1-9）．卵胞子は成熟時，球形で直径 20µm に達し，表面はほぼ平

滑，胞子壁は肥厚して約 3µm に達し，透明～成熟時にはわずかに褐色に着色，胞子中央に球形の

油滴様物質が見られる（図 1-10；出川ら，2008）． 



- 93 - 
 

 

～72

宿主（Ipomoea）
[ Albugo spp. ] [文献]

MAFF番号

（採集地）
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[ A. ipomoeae-
hardwick ii ]

[澤田，

1927等]

[ A. ipomoeae-
aquaticae ]

[澤田，

1922等]

ヨウサイ
（I. aquatica）

241736
(高松市)

アメリカアサガオ
（I. hederacea）

マルバアメリカ
アサガオ

（I. hederacea  var.
integriuscula）

乾燥標本
（佐伯市）

241089
（日出町）

241098
(松戸市)

241827
(市原市)

241738
(市原市)

241090
（小田原市）

乾燥標本
（国東市）

アサガオ
（I. nil）

[ A. ipomoeae-
panduratae or
A. ipomoeae-
hardwick ii ?]

241874
（国東市）

■遊走子のうの長径（■平均）

■遊走子のうの短径（■平均）

■遊走子のう柄の長さ

■遊走子のう柄の幅

240546
（国東市）

241875
(さいたま市)

241732
(松戸市)

241091
(小田原市)

ホシアサガオ

（I. triloba）
241092
(平塚市)

[ A. ipomoeae-
panduratae ]

[伊藤，

1936等]

マメアサガオ
（I. lacunosa）

図2．Ipomoea 属植物白さび病菌の遊走子のうおよび遊走子のう柄のサイズ
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4. 考察 

1）宿主特異性と宿主範囲および伝染源 

宿主範囲の実証および交互接種の結果より，栽培アサガオの白さび病菌は帰化アサガオやサツマ

 
 241098

 241738

 241090

 241827

 241089

 Ensai

 241092

 241100

99

91

0.1

241098 (松戸市アメリカアサガオ)

241738 (市原市マルバアメリカアサガオ)
241090 (小田原市マルバアメリカアサガオ)

241827 (市原市アメリカアサガオ)

241736 (香川県高松市ヨウサイ)
241089 (日出町自家用アサガオ)

241092 (平塚市ホシアサガオ)
241875 (さいたま市マメアサガオ)

Ⅰ

Ⅱ
Ⅱa

Ⅱb

Ⅲ 

図 3．rDNA ITS 領域の塩基配列に基づく 3 種 1 変種アサガオ

（Ipomoea 属）上白さび病菌の分子系統樹 

（近隣結合法により作成，数字は農業生物資源ジーンバンクの MAFF 登録番号，

括弧内は採集地と宿主，時計数字は塩基配列タイプ） 

各供試菌株および標本の無性世代の大きさについて変異幅と平均値を図 2 に示した．なお，比較の

ために他の Ipomoea 属植物であるヨウサイの白さび病菌菌株の測定値（佐藤ら，2010）も図 2 に

含めた． 
（2）分子系統解析 

得られた配列データを菌株間で比較した結果，以下のことが明らかとなった． 
a) 採集場所を問わずアメリカアサガオ（MAFF 241098  [松戸市]，MAFF 241827  [市原

市]）およびマルバアメリカアサガオ（MAFF 241090  [小田原市]，MAFF 241738  [市
原市]）由来の菌株は，ITS領域の塩基配列が一致した． 

b)  MAFF 241089（日出町自家用アサガオ）は上記4菌株の配列と8塩基の塩基置換が認めら

れたが，高い類似性（99%）を示した．1)および2)を配列タイプⅠとした． 
c)  MAFF 241875（さいたま市マメアサガオ），MAFF 241092（平塚市ホシアサガオ）の塩

基配列はいずれも上記配列タイプⅠとは大きく異なっていた．これらを配列タイプⅡとし

た．また，両菌株の配列には41塩基の違いが認められ，その類似性は95%であった．前者

を配列タイプⅡb，後者をⅡaとした． 
d) ヨウサイ白さび病菌 Albugo ipomoeae-aquaticae Sawada の香川県産菌株 MAFF 

241736 の塩基配列は上記タイプⅠ・Ⅱのいずれとも異なり，タイプⅢとした（佐藤・埋

橋，2010；佐藤ら，2011）． 
各菌株の塩基配列に基づき近隣結合法による分子系統樹を作成した（図 3）． 
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イモおよびその他のヒルガオ科植物を宿主としておらず，栽培品種間およびマルバアサガオを互い

に伝染源としている可能性が明らかになった． 
ホシアサガオおよびマメアサガオでは白さび病発病個体上に顕著な菌えいが生じ，その内部に卵

胞子が形成される（出川ら，2008）．一般に，生育適期には遊走子のうによる無性的繁殖を繰り返

し，不適期を休眠状態で過ごすために菌えいを形成し，その内部に卵胞子を形成するものと推定さ

れる．菌えいは土壌中で腐敗し，散逸した卵胞子が翌シーズンの発生源になると思われる．上記の

通り栽培アサガオおよび両アメリカアサガオでは有性世代が確認されていないため，このような生

活環は予断できない．一方，それらの宿主上では，がくの内側など種子に隣接する組織に遊走子の

う堆がしばしば観察されることから，種子伝染の可能性も否定できない．これら白さび病の第一次

伝染源の解明には宿主の生活環とともに野外における同菌の越冬と初発生を詳細に調査する必要が

ある． 
 
2）同定 

（1）形態による同定 

アサガオ類（Ipomoea 属）を含むヒルガオ科植物に寄生するAlbugo 属菌としては，アジアでは

Albugo ipomoeae-panduratae (Schwein.) Swingle ，A. ipomoeae-hardwickii Sawada ，A. 
ipomoeae-aquaticae Sawada の 3 種が（澤田，1919，1922，1927；伊藤，1936），また，ヨーロ

ッパではA. ipomoeae-panduratae の他にグンバイヒルガオ（Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet）に

のみ寄生する A. ipomoeae-pes-caprae Ciferri が報告されている（Ciferri, 1928; Mukerji and 
Critchett, 1975）．上記のホシアサガオおよびマメアサガオ上の有性・無性世代は，そのうち A. 
ipomoeae-panduratae の記載（澤田，1919；伊藤，1936；Mukerji and Critchett, 1975）にほぼ

一致したため，本種と同定した（出川ら，2008；Sato et al., 2009）．また，栽培アサガオ上の白さ

び病菌では有性世代は確認できなかったが，その無性世代の大きさがA. ipomoeae-panduratae の

記載およびホシアサガオ・マメアサガオ上のものと類似していたため（図 2），当初暫定的に同種と

判断された（Sato et al., 2009）．さらに，両アメリカアサガオ上の白さび病菌も有性世代が観察で

きなかったが，その遊走子のう柄と遊走子のうが前2 者より概して大きく，特に遊走子のうはホシ

アサガオ・マメアサガオ上のものより大きかった（図 2）．A. ipomoeae-hardwickii （澤田，1927；
伊藤，1936）およびA. ipomoeae-aquaticae（澤田，1922；伊藤，1936；Ho and Edie, 1969）は

A. ipomoeae-panduratae およびA. pes-caprae より大きな遊走子のうを持つが，両アメリカアサガ

オ上の白さび病菌は，A. ipomoeae-hardwickiiの記載に近似していることから，暫定的にこの種に

同定した（図 2； Sato et al., 2009）． 
（2）分子系統解析よる同定の検証と再同定 
 供試菌株が少ないためまだ推測の域を出ないが，分子系統解析の結果および形態による同定結果

から次のような仮説が立てられた．(1) 無性世代の形態によりA. ipomoeae-hardwickiiと仮同定さ

れた両アメリカアサガオ由来菌株（配列タイプⅠ）と，有性・無性両世代の形態により A. 
ipomoeae-panduratae と同定されたホシアサガオ・マメアサガオ由来菌株（配列タイプⅡa，Ⅱb）



- 96 - 
 

は分子系統学的にも明らかに異なる分類群である．(2) 同一種に同定されたホシアサガオ由来菌株

（配列タイプⅡa）とマメアサガオ由来菌株（配列タイプⅡb）とは，種以下での分類学的差異があ

る．(3) 無性世代の形態によりA. ipomoeae-pandurataeと仮同定された栽培アサガオ由来菌株は，

ITS 領域の塩基配列では，A. ipomoeae-panduratae よりもはるかに両アメリカアサガオ上の白さ

び病菌に近縁である．(4) ヨウサイ由来菌株は上記 2 種とは遺伝的にも異なり， A. ipomoeae- 
hardwickiiと仮同定された両アメリカアサガオ由来菌株と同じ祖先から分化した． 
この仮説に立って形態データを見直してみると，無性世代のサイズに関して明らかに両アメリカ

アサガオ由来菌株の方がホシアサガオ・マメアサガオ由来菌株より大きい傾向が認められ，別種で

ある可能性が支持される．一方，栽培アサガオ由来菌株の無性世代はホシアサガオ・マメアサガオ

由来菌株の大きさに近いものの，それらと両アメリカアサガオ由来菌株との中間的な大きさを示す

菌株もあり，サイズではどちらの種であるか一概に判断できない．また，両アメリカアサガオ由来

菌株には他のアサガオ由来菌株と平均測定値に差のないものもあり（図 2），これらアサガオ類白さ

び病菌の無性世代の大きさは連続的と言える．したがって，遊走子のう柄．遊走子のうのサイズに

基づいてA. ipomoeae-panduratae とA. ipomoeae-hardwickii を判別することはできない． 
ところで，遊走子のう柄の形態に関してA. ipomoeae-panduratae は単なる「棍棒形」と記述さ

れているのに対し（澤田，1919；伊藤，1936；Mukerji and Critchett, 1975），A. ipomoeae-hardwickii
の原記載では「紡錘状棍棒形」と明記されている（澤田，1927）．この点に注目して観察し直した

結果，ホシアサガオ・マメアサガオ白さび病菌の遊走子のう柄は先端が膨らんだ棍棒形がほとんど

であり（図 1-6），栽培アサガオおよび両アメリカアサガオ白さび病菌のそれは，明らかに中央付近

が膨らんだ紡錘状ないし楕円状棍棒形が多かった（図 1-2, 1-5）．以上の質的な形態の差異および分

子系統解析の結果より，栽培アサガオ白さび病菌は A. ipomoeae-panduratae ではなく A. 
ipomoeae- hardwickii と再同定すべきと判断した．なお，両アメリカアサガオと栽培アサガオの白

さび病菌では，いずれもまだ有性世代が確認されていない．今後，これらアサガオ類白さび病菌の

有性世代を探索し，決定的な形態的差異とされている造卵器の表面構造（澤田，1927; 伊藤，1936; 
Mukerji and Critchett, 1975）を確認するとともに，さらに多くの菌株について分子系統解析を行

い，それらの分類学的所属を確定したい． 
 

3）分化型の提案 

交互接種の結果から，各アサガオ類上の白さび病菌は互いに異なる宿主特異的系統と判断された．

また，分子系統解析の結果は，各菌株の寄生性と良く一致した．すなわち，塩基配列タイプⅠのう

ち完全に配列の一致した 4 菌株はすべてアメリカアサガオ（I. hederacea）とその変種にのみ寄生

する系統または種であり，8 塩基の置換が見られた1 菌株は栽培アサガオ（I. nil）にのみ病原性を

示した．他方，配列タイプⅡa を持つ菌株はホシアサガオ（I. triloba）にのみ寄生し，Ⅱb タイプ

の菌株はマメアサガオに特異的寄生性を示した．以上の接種試験および分子系統解析などの結果に

基づき，以下の 4 分化型（forma speciales）を提案する． 

ホシアサガオ寄生系統：Albugo ipomoeae-panduratae f. sp. trilobae Toy. Sato & Y. Degawa 
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マメアサガオ寄生系統：A. ipomoeae-panduratae f. sp. lacunosae Toy. Sato & Y. Degawa
（Sato et al., 2009） 

栽培アサガオ寄生系統：A. ipomoeae-hardwickii f. sp. nile Toy. Sato, J. Okamoto & Uzuhashi， 
アメリカアサガオ寄生系統：A. ipomoeae-hardwickii f. sp. hederaceae Toy. Sato, Y. Degawa & 

Uzuhashi 
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Summary 
 

In some areas of Japan, yellow spots with white pustules on leaves, stems, petioles, peduncles 
and calyces were found on Ipomoea nil, I. triloba, I. lacunosa , I. hederacea and I. hederacea var. 
integriuscula. We demonstrated that the diseases on I. nil and I. hederacea including I. 
hederacea var. integriuscula. were caused by host-specific strains of Albugo ipomoeae- 
hardwickii based on inoculations, molecular phylogeny and morphological studies. Two forma 
speciales of the fungus were defined, respectively, for the two Ipomoea species: ‘‘f. sp. nile’’ and ‘‘f. 
sp. hederaceae’’. We also showed that the disease on I. triloba and I. lacunose was caused by 
host -specific strains of A. ipomoeae-panduratae. Therefore, we proposed two forma speciales of 
the fungus, respectively, for the two Ipomoea species: ‘‘f. sp. trilobae’’ and ‘‘f. sp. lacunosae’’. In 
this studies, various strains the white rusts with host-specific pathogenicity to Ipomoea spp. 
was first registered in MAFF Genebank. 
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Typing and characterization of Bacillus subtilis (natto) bacteriophages  
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1. 目的 

製造した納豆が糸を引いていない，または徐々に引かなくなることがある．1960 年代に糸を引か

ない納豆からバクテリオファージが分離され，糸引きの消失の原因がそのファージの混入によるこ

とが解明された（藤井ら, 1969）．その後，日本各地の納豆工場でファージの汚染調査が行われた．

その結果，多くの工場からファージが検出され，ファージ汚染が深刻であることが報告された（吉

本ら, 1970）．当時の納豆工場は家内制が多く，そのような納豆工場では醗酵室の壁が土塀で作られ

ており，効果的な施設の洗浄が行いにくかったことが汚染の原因と考えられた．しかしながら納豆

工場の近代化に伴い醗酵室の壁も土塀からステンレス製に替わり，衛生的環境が整備されるにつれ，

糸引きに関わるトラブルも減少していった．それでも工場によっては床や排水溝からファージが検

出されることもあり，ファージ根絶は今も難しい問題である（田部井, 1985b; 滝口ら, 1999; 古口, 
2008）． 

NIAS ジーンバンクには（故）田部井英夫氏（当時食品総合研究所）のファージコレクション（田

部井,1985a）が登録されているが，これらファージについてタイピングと特性調査を行った．また，

藤井ら（藤井ら, 1975）が分離したファージとの比較も行い，日本産の納豆菌ファージは2 種類に

大別できることを明らかにした．なお，本成果の一部は発表済みである（Nagai and Yamasaki，
2009）． 
 
2. 材料および方法 

1）増殖・宿主域・電子顕微鏡観察 

使用したバクテリオファージを表 1 に示した（グループについては後述する）．ファージと宿主

（納豆菌HM株）を 0.6%アガロースに混ぜ，それを10 mM硫酸マグネシウム入りのLB（1% ト
リプトン，0.5% 酵母エキス，1% NaCl）寒天培地に重層した．一晩 37℃に置いた後，SM バッ
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表 1. ジーンバンク保存の納豆菌ファージ 

MAFF番号 株名 分離源・年月 グループ

270101 P-1 醗酵異常納豆, 1980.1 II
270102 DMP 納豆, 1980.5 II
270103 MIP 納豆, 1980.5 II
270104 JN厨P 納豆, 1980.10 I
270105 JNDMP 納豆, 1981.2 I
270106 JNHMP 納豆, 1981.2 I
270107 MOP 醗酵異常納豆, 1981.7 II
270108 THP 醗酵異常納豆, 1981.7 II
270109 THAP 醗酵異常納豆, 1981.12 II
270110 SUP 醗酵異常納豆, 1981.12 II
270111 KKP 醗酵異常納豆, 1982.3 II
270112 KKP下 工場下水, 1982.3 II
270113 SS1P 醗酵異常納豆, 1983.12 II
270114 SS2P 醗酵異常納豆, 1983.12 II
270115 ONPA 醗酵異常納豆, 1984.8 II
270116 ONPB 醗酵異常納豆, 1984.8 II
270117 ONPC 醗酵異常納豆, 1985.9 II
270118 副将軍P 醗酵異常納豆, 1985.10 II
270119 ONPD 醗酵異常納豆, 1986.9 II
270120 SUP-SS1P 記載無し II

ファ（Sambrook et al. 1989）を寒天表層に加えてファージ粒子を懸濁液として回収した． 
ファージの宿主域はスポット法により調べた．0.6%アガロースに指示菌であるB. subtilis株（主

に NIAS ジーンバンクのB. subtilis株を使用した）の一晩培養液を混合したものを下層寒天培地に

重層した．それにファージ懸濁液を滴下し，37℃で一晩培養後，溶菌斑（プラーク）が生じるかど

うかを観察した． 
電子顕微鏡による形態観察は，ファージ粒子をネガティブ染色した後に 25000 倍の倍率で行った． 

 

2）サザンハイブリダイゼーション 

ファージ懸濁液にポリエチレングリコールおよびNaCl を加え，ファージ粒子を沈澱させた．バ

ッファに懸濁後，DNase，RNase ついでプロテネース K で消化し，DNA を調製した．HindIII
でDNAを分解し，1%アガロースゲル電気泳動により切断片を分離した後，ナイロン膜に転写した．

プローブとしてMAFF 270105とMAFF 270115のDNAを用いてサザンハイブリダイゼーション

を行った．シグナルはECL direct nucleic acid labeling and detection system（GEヘルスケア・

ジャパン）を用い，X線フィルム上で検出した． 
 
 

 
3. 結果 

1）宿主域 

MAFF 保存のB. subtilis（一部ATCC, IFO からの分譲菌を含む）を用いて納豆菌ファージの宿

主域を調べ（表 2），クラスター解析により大きく 2つのグループに分けることができた（次項のサ 
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グループ ファージ

118079～118098,
118101～118103,
118105, 118106,
118108, 118110～

118117, 118119,
118121～118130,
118143, 118145,
118173, 118201,
301002

118180 118100,
118156

118109 118181 118164 118179 118146,
118147

302081 118209 118118 118132 118133 118182 118107, 118120, 118131,
118134～118141, 118149,
118151～118154, 118158～

118163, 118165, 118166,
118168, 118170, 118172,
118175～118177, 118183～

118196, 118200, 118202～

118205, 118207, 118208,
118215～118218, 118228,
118255, 301702～301704,
302070～302080, 302082～
302085, 520025, IFO14144,
ATCC9945, ATCC9945A

270104 + +- - - - - +- + - - - - - - -
270105 + +- - - - - +- + - - - - - - -
270106 + +- - - - - +- + - - - - - - -
270101 + + + + + + + - - + - - - - -
270102 + + + + + + + +- - - - - - - -
270103 + + + +- + - - + - - - - - - -
270107 + - + + - + - - + + - - - - -
270108 + + + + + + - - + - - - - - -
270109 + + + + + + - - + - - - - - -
270110 + + + + + + - - + - - - - - -
270111 + + + + + + - - + - - - - - -
270112 + + + + + + - - + + + - - - -
270113 + + + + + + + - + - +- +- - - -
270114 + + + + + + + - + - +- +- +- - -
270115 + + + + + + + + + - - - - + -
270116 + + + + + + + + + +- - +- - + -
270117 + + + + + + - - + +- + + +- + -
270118 + + + +- + + - - + + - - - + -
270119 + + + + + + - - + +- + + +- + -
270120 + + + + + + - - + - + - - - -

+, 溶菌斑形成; -, 溶菌斑非形成; +-, 本文参照

I

II

宿　　　　主　　　（アクロニムのないものはNIASジーンバンク保存菌株）

表 2. 納豆菌ファージの宿主域 



- 102 - 
 

ザンハイブリダイゼーションの結果も参照）．

納豆菌ファージは，納豆や醗酵物から分離さ

れた菌株（食品産業的な意味での納豆菌）に

感染するが，土壌から分離されたB. subtilis
（枯草菌）には感染しない傾向にあった．こ

のことは，納豆菌ファージを用いると納豆菌

と枯草菌を区別できる可能性を示している．

なお，表中「+-」は「2. 材料および方法」で

示した簡易的な方法ではプラーク形成の判断

が付きにくかったことを意味する．その理由

は現在調査中であるが，培養液中に含まれる

抗菌性物質もしくは欠損ファージによる生育

阻害とファージ増殖によるプラーク形成が区

別できなかったためと考えている（Seaman 
et al., 1964; Tsutsumi et al., 1990）． 
 
2）基本的性質 

 ファージ DNA のサザンハイブリダイゼー

ションの結果（図 1）より，ファージは互い

に独立した 2 つのグループ I および II から

なることが明らかとなった．グループ間では

DNA の切断パターンも異なっていた．それ

ぞれのグループの代表株（MAFF 270105 お

よび 270115）を電子顕微鏡で観察したとこ

ろ，MAFF 270105 （グループ I）は幅 60nm
の頭部とフレキシブルな尾部（幅 7 nm × 長
さ 200 nm）を有していた（図 2）．尾部の先

端には根状の構造物が見られた．MAFF 
270115（グループ II）は幅 79nm の頭部と

有鞘（幅 23 nm）の尾部（幅 9 nm × 長さ

200 nm）を有していた．鞘の末端に微細な構

造物が認められた．それぞれのゲノム DNA
の大きさは，MAFF 270105 が 42 kb，MAFF 
270115 が 91 kb であった．指示菌の培地と

して LB のみを使用する場合，グループ I の
ファージのプラーク形成にはマグネシウムイ  

図1. 納豆菌ファージDNAのサザンハイブリダ

イゼーション 
JNDMP （MAFF 270105）と ONPA （MAFF 
270115）のDNAをプローブとしてサザンハイブリ

ダイゼーションを行った．ここにはその結果の一部

を掲載した． 
〔日本食品科学工学会の許可を得て転載（Nagai 
and Yamasaki, 2009）〕 
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オン（10 mM）の添加が必要だが，グループ II では必要としなかった． 
 

4. 考察 
藤井らの研究では納豆菌ファージは血清学的に 4

つのグループ，宿主域で3 つのグループに分けられ

ることを示した（藤井ら, 1975）．また，吉本ら（1970）
のグループは日本全国から収集した納豆菌ファージ

を，プラークの形態から 4 つ，ファージの形態から

2 つのグループに分けた．田部井（1985a）も自ら

収集したファージを諸性質（大きさ，潜伏期，放出

数など）をもとに 4 グループに分けた．本研究では

同じ田部井のファージを用いて DNA 相同性をもと

に全く独立の２つのグループに大別できることを示

した．さらに，藤井らが提唱した 4 つの血清グルー

プに属する代表株を取り寄せてサザンハイブリダイ

ゼーションにより解析したところ，それらはグルー

プ Iまたはグループ IIのいずれかと相同性があるこ

とが分かった（Nagai and Yamasaki, 2000）． 
以上の結果を総合すると，これまでに分離された日本産納豆菌ファージはゲノム DNA および形

態が全く異なる 2 つのグループ（グループ I および II）に分けられると結論づけられた． 
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（Nagai and Yamasaki, 2009）〕 
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Summary 

Contamination of bacteriophages in natto, Japanese fermented soybeans, results in loss of 
“strings of natto” (polyglutamate) on the beans. Twenty Bacillus subtilis (natto) phages, some of 
which were isolated from natto without “strings of natto”, are deposited at NIAS Genebank. 
Host ranges and Sothern hybridization analysis of the phages indicated that the phages were 
classified into 2 groups, Groups I and II. Bacillus subtilis (natto) phage, MAFF 270105 (Group 
I) had a head (dia., 60 nm) and a flexible tail (width, 7 nm × length, 200 nm) and required 
magnesium ion for formation of plaques. Bacillus subtilis (natto) phage, MAFF 270115 (Group 
II) had a head (dia., 79 nm) and a tail (width, 9 nm × length, 200 nm) with a sheath (width, 23 
nm). Genomic DNAs of Bacillus subtilis (natto) phages MAFF 270105 and MAFF 270115 were 
42 kb and 91 kb in size, respectively.    
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掲載巻
(発行年月) 実施年度 調　査　課　題 対象微生物 担　当　機　関 担　当　者 派　遣　先 期　　間

第1巻 昭62 害虫防除に利用する微生物の探索および特性解明 昆虫寄生菌 果樹試験場 柳　沼　勝　彦 長野県 S62.07.27～S62.07.29
(1989.3) (1987) 岩手県・青森県 S62.10.22～S62.10.24

静岡県 S62.12.07～S62.12.08
香川県および愛媛県における魚類病原菌およびウイルスの 魚類病原細菌 養殖研究所 反　町　　　稔 香川県・愛媛県 S62.11.07～S62.10.13
探索収集 魚類病原ウイルス 佐　古　　　浩

前　野　幸　男

多糖類分解酵素の生産菌の探索および特性解明 多糖類分解菌 食品総合研究所 原　口　和　朋 千葉県 S62.10.13～S62.10.24
北海道の各種飼料に着生する有用微生物の収集 飼料微生物 畜産試験場 原　　　慎一郎 北海道 S62.09.24～S62.09.29
窒素固定菌の探索収集とその有効利用 窒素固定菌 農業生物資源研究所 蒲　生　卓　磨 タイ S62.09.01～S62.09.22
反芻家畜寄生性住血吸虫の探索および収集 家畜寄生性原虫 家畜衛生試験場 南　　　哲　郎 インドネシア S62.11.29～S62.12.19

第2巻 昭63 小笠原諸島の亜熱帯農業環境における菌類遺伝資源の収集 植物病原菌 農業環境技術研究所 佐　藤　豊　三 小笠原諸島 S63.07.01～S63.07.06
(1990.3) (1988) および特性解明 木材腐朽菌 (父島　母島)

果樹の根頭がんしゅ病菌およびブドウウイルス病様症状の 植物病原ウイルス 果樹試験場 今　田　　　準 岩手県・青森県 S63.06.20～S63.06.23
探索収集および特性解明 植物病原細菌 澤　田　宏　之 山形県・秋田県

亜熱帯地域に生息する食品関連の特殊糸状菌の収集 カビ毒生産菌 食品総合研究所 鶴　田　　　理 沖縄県 S63.11.05～S63.11.10
北海道における大型褐藻分解細菌の探索収集 大型褐藻分解細菌 中央水産研究所 中　山　昭　彦 北海道 S63.07.04～S63.07.06

内　田　基　晴

ネパール国における伝統的な発酵食品の調査および食品微 発酵微生物 食品総合研究所 新　国　佐　幸 ネパール S63.10.11～S63.11.01
生物の調査

第3巻 平元 沖縄における食用きのこ遺伝資源の探索収集および特性解明 食用きのこ 森林総合研究所 根　田　　　仁 沖縄県 H01.10.13～H01.11.19
(1991.3) (1989) 都城市周辺圃場におけるアフラトキシン生産菌の探索収集 糸状菌 食品総合研究所 岡　崎　　　博 宮崎県 H01.08.23～H01.08.25

タイにおけるさび病菌の重複寄生菌の調査・収集 拮抗微生物 農業環境技術研究所 佐　藤　豊　三 タイ H01.10.02～H01.10.21
第4巻 平2 キオビエダシャクの病原糸状菌の探索収集 糸状菌 森林総合研究所 島　津　光　明 沖縄県 H02.12.18～H02.12.21

(1992.3) (1990) ソルガム紫斑点病菌の交配用菌株等の探索 糸状菌 草地試験場 月　星　隆　雄 九州 H02.09.09～H02.09.12
特殊環境微生物の探索と利用 特殊環境微生物 食品総合研究所 川　澄　俊　之 九州 H02.10.15～H02.10.18
ニュージーランドにおけるきのこ類の探索収集 食用きのこ 森林総合研究所 根　田　　　仁 ニュージーランド H03.03.13～H03.03.27

沖縄県林業試験場 宮　城　　　健

第5巻 平3 高知県における木材腐朽菌遺伝資源の探索収集 木材腐朽菌 森林総合研究所 服　部　　　力 高知県 H03.11.12～H03.11.15
(1993.3) (1991) セルロース合成および分解真菌の探索収集および特性解明 鞭毛菌類･子嚢菌類 農業環境技術研究所 大久保　博　人 北海道 H03.09.24～H03.09.28

北海道におけるコムギ植物体上微小菌類の収集 微小菌類 農業生物資源研究所 青　木　孝　之 北海道 H03.07.08～H03.07.12
米粒の品質劣化に影響する病原菌類相と侵害機作の解明 糸状菌 農業研究センター 内　藤　秀　樹 山口県 H03.09.23～H03.09.25
タイにおける特殊環境微生物（好塩菌）の探索収集 特殊微生物 食品総合研究所 川　澄　俊　之 タイ H03.07.25～H03.08.20

第6巻 平4 ナシ黒星病菌のDMI剤感受性のモニタリング 糸状菌 果樹試験場 石　井　英　夫 佐賀県 H04.07.18～H04.07.20
(1994.3) (1992) 九州における樹木寄生糸状菌類の調査と収集 糸状菌 森林総合研究所 金　子　　　繁 大分県・熊本県 H04.09.22～H04.09.27

中華人民共和国雲南省におけるイネいもち病菌の探索収集 糸状菌 農業研究センター 内　藤　秀　樹 中国 H04.09.19～H04.09.29

外部委託による探索収集調査実績（ジーンバンクのウェブサイトにおいて，報告書各巻のPDFを公開している）
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掲載巻
(発行年月) 実施年度 調　査　課　題 対象微生物 担　当　機　関 担　当　者 派　遣　先 期　　間

第7巻 平5 小笠原諸島におけるさび病菌の重複寄生菌の調査・収集 糸状菌 四国農業試験場 佐　藤　豊　三 小笠原諸島 H05.12.08～H05.12.15
(1995.3) (1993) 九州地域におけるイネ白葉枯病菌各種レースの探索・収集 植物病原細菌 農業生物資源研究所 加　来　久　敏 長崎県・熊本県 H05.09.25～H05.09.28

宮崎県

タイ国におけるサイレージ用高温性乳酸菌の探索・収集 乳酸菌 草地試験場 大　桃　定　洋 タイ H05.08.25～H05.09.13
静岡県畜産試験場 片　山　信　也

第8巻 平6 北海道に発生する植物病原MLOの探索と収集 植物病原微生物 農業研究センター 塩　見　敏　樹 北海道 H06.08.30～H06.09.03
(1996.3) (1994) 東北地方におけるナラタケ属菌の生態と分類学的検討 担子菌類 森林総合研究所 長谷川　絵　里 青森県・岩手県 H06.09.12～H06.09.13

山形県・宮城県 H06.10.06～H06.10.07
福島県 H06.10.11～H06.10.12

H06.10.20～H06.10.21
H06.10.24～H06.10.25

オーストラリアにおけるAgrobacterium 属細菌の探索・収集 植物病原細菌 農業環境技術研究所 澤　田　宏　之 オーストラリア H07.03.08～H07.03.22
静岡県農業試験場 牧　野　孝　宏

スリランカ国におけるイネ病原微生物の探索収集 植物病原細菌 農業生物資源研究所 落　合　弘　和 スリランカ H07.02.25～H07.03.08
京都府立大学 堀　野　　　修

北海道十勝農業試験場 宮　島　邦　之

第9巻 平7 沖縄における放線菌根菌（フランキア菌）の探査と収集 窒素固定微生物 森林総合研究所 山　中　高　史 沖縄県 H07.09.18～H07.09.21
(1997.3) (1995) 南西諸島における拮抗性シュードモナス属細菌の探索と収集 拮抗細菌 農業生物資源研究所 土　屋　健　一 沖縄県 H07.11.25～H07.12.04

中国におけるダイズ根粒菌等有用微生物の探索・収集に関 共生微生物 農業生物資源研究所 横　山　　　正 中国 H07.07.15～H07.08.01
する共同調査 長野県中信農業試験場 村　上　敏　文

第10巻 平8 北海道における発酵食品微生物の収集 食品微生物 食品総合研究所 森　　　勝　美 北海道 H08.11.26～H08.11.30
(1998.3) (1996) 山田(伊豫)知枝

中　島　博　文

島　　　　　純

九州地方におけるカメムシ類共生微生物の探索と収集 共生微生物 果樹試験場 三　代　浩　二 福岡県・熊本県 H08.10.14～H08.10.19
大分県

ネパールにおける新規拮抗微生物の探索収集 拮抗微生物 農業生物資源研究所 堀　田　光　生 ネパール H08.09.24～H08.10.08
兵庫県中央農業技術センター 相　野　公　孝

第11巻 平9 長崎県福江島、壱岐及び対馬におけるカンキツかいよう病 細菌 果樹試験場 塩　谷　　　浩 対馬・壱岐 H09.08.21～H09.08.22
(1999.3) (1997) 菌の収集 尾　崎　克　己 福江島 H09.09.25～H09.09.26

H09.10.23～H09.10.24
タイ国でのカンキツトリステザウイルス弱毒、強毒系統の ウイルス 果樹試験場 家　城　洋　之 タイ H09.08.27～H09.09.11
探索・収集

沖縄県での暖地型イネ科植物ミイラ穂病菌の探索・収集 糸状菌 草地試験場 月　星　隆　雄 沖縄本島 H10.02.26～H10.03.02
石垣島

第12巻 平10 離島及び西日本地域のブナ帯における主要栽培きのこの野 担子菌 森林総合研究所 馬場崎　勝　彦 南九州・佐渡島 H10.10.26～H10.11.20
(2000.3) (1998) 生菌株の収集と特性評価 宮　崎　安　将 紀伊半島

奄美大島におけるサトウキビ上生息糸状菌類の収集と特性 糸状菌 農業生物資源研究所 青　木　孝　之 奄美大島 H10.11.30～H10.12.06
評価

台湾におけるVA菌根菌の探索と収集 共生微生物 草地試験場 斉　藤　雅　典 台湾 H11.01.16～H11.01.24



- 107 - 

掲載巻
(発行年月) 実施年度 調　査　課　題 対象微生物 担　当　機　関 担　当　者 派　遣　先 期　　間

第13巻 平11 沖縄における乳酸菌の収集と特性評価 乳酸菌 畜産試験場 木　元　広　実 沖縄県 H11.08.25～H11.09.01
(2001.3) (1999) 東北地域におけるイチゴうどんこ病に対する拮抗微生物の 拮抗微生物 野菜・茶業試験場 小板橋　基　夫 栃木県・福島県 H12.01.18～H12.01.21

収集と特性評価 青森県・岩手県

宮城県

ロシア極東地域におけるSteinernema 属・Heterorhabditis属 線虫 農業環境技術研究所 吉　田　睦　浩 ロシア H11.09.05～H11.10.07
昆虫病原性線虫およびそれらの共生細菌の収集と特性評価 共生細菌

第14巻 平12 沖縄におけるいもち病菌の収集と特性評価 糸状菌 中央農業総合研究センター 宮　坂　　　篤 沖縄県 H12.10.17～H12.10.20
(2002.3) (2000) 園　田　亮　一

東北地方北部地域及び長野県におけるナメコ等食用きのこの 担子菌 森林総合研究所 馬場崎　勝　彦 長野県・青森県 H12.10.17～H12.10.19
収集と特性評価 岩手県林業技術センター 宮　崎　安　将 秋田県 H12.10.30～H12.11.02

青森県林業試験場 上　部　明　広

坂　本　尚　美

インドネシアにおける植物病原および共生シュードモナスの 細菌 農業環境技術研究所 土　屋　健　一 インドネシア H12.11.19～H12.12.03
収集と特性評価

第15巻 平13 沖縄県における園芸作物病原菌等の収集と特性評価 糸状菌 農業生物資源研究所 佐　藤　豊　三 沖縄県 H13.11.01～H13.11.07
(2003.3) (2001) 沖縄県でのイネ科植物寄生性Bipolaris , Curvularia , 糸状菌 農業環境技術研究所 月　星　隆　雄 沖縄県 H14.02.18～H14.02.22

Exserohilum属菌の収集

沖縄県におけるサトウキビから分離される細菌の収集と特性 細菌 農業環境技術研究所 篠　原　弘　亮 沖縄県 H13.11.25～H13.12.01
解明

南西諸島における植物病原細菌の探索収集 細菌 農業生物資源研究所 堀　田　光　生 南西諸島 H14.01.23～H14.01.30
第16巻 平14 南九州におけるイネ科植物内生性窒素固定細菌の収集と評価 窒素固定細菌 国際農林水産業研究センター 安　藤　康　雄 宮崎県 H14.09.01～H14.09.05

(2004.3) (2002) 鹿児島県

長野、群馬、新潟県におけるダイズシストセンチュウ並びに 線虫 中央農業総合研究センター 相　場　　　聡 長野県・群馬県 H14.10.21～H14.10.25
ネコブセンチュウの収集 水久保　隆　之 新潟県 H14.11.12～H14.11.13

伊　藤　賢　治

富山県におけるキク立枯れ性病害の収集と特性評価 糸状菌 花き研究所 築　尾　嘉　章 富山県 H14.11.25～H14.11.26
サトウキビ白すじ病菌の探索・収集 細菌 農業環境技術研究所 對　馬　誠　也 沖縄県 H14.12.09～H14.12.13
北東北地域における発酵関連糸状菌の探索収集 発酵関連糸状菌 食品総合研究所 柏　木　　　豊 青森県 H14.12.18～H14.12.20
冬期ベトナム北部における野菜発酵食品由来微生物の収集 発酵関連微生物 食品総合研究所 稲　津　康　弘 ベトナム H14.03.03～H14.03.16
と特性評価

第17巻 平15 北海道でのイネ科植物寄生性Bipolaris , Drechslera , 糸状菌 農業環境技術研究所 月　星　隆　雄 北海道 H15.08.25～H15.08.29
(2005.1) (2003) Exserohilum属菌の収集

キク立枯れ性病害の病原菌の探索・収集 糸状菌 花き研究所 伊　藤　陽　子 香川県 H15.09.04～H15.09.05
築　尾　嘉　章

富山県および新潟県におけるダイズシストセンチュウの収集 線虫 中央農業総合研究センター 相　場　　　聡 富山県 H15.11.04～H15.11.05
新潟県 H15.11.06～H15.11.07

アメリカ合衆国の微生物遺伝資源保存機関の視察 卵菌類等 農業生物資源研究所 竹　内　香　純 アメリカ合衆国 H15.10.07～H15.10.09
飯　田　元　子
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第18巻 平16 特異な分布をとる新規アフラトキシン産生菌の探索 糸状菌 信州大学 後　藤　哲　久 長野県 H16.07.16～H16.08.06
(2005.11) (2004) （信越地方）

屋久島、奄美大島における昆虫病原糸状菌の探索・収集 糸状菌 果樹研究所 栁　沼　勝　彦 鹿児島県 H16.10.18～H16.10.23
中国における飼料作物・家畜腸内由来乳酸菌の収集と評価 乳酸菌 畜産草地研究所 蔡　　　義　民 中国 H16.09.17～H16.10.24

第19巻 平17 植物内生酵母の探索と特性解析 酵母 北海道農業研究センター 斎　藤　勝　一 北海道 H17.06   ～H17.09
(2006.12) (2005) 実用栽培品種ダイズ根粒菌の探索収集 根粒菌 青森県農林総合研究センター 桑　田　博　隆 青森県 H17.03.15

近　藤　伸　子

岩　谷　香緒里

台湾・マレーシアにおけるチャもち病菌の探索収集 糸状菌 農業生物資源研究所 長　尾　英　幸 台湾 H17.04.25～H17.05.10
マレーシア H18.01.24～H18.02.09

第20巻 平18 キャベツ黒腐病菌及びファージの探索収集 植物病原細菌 中央農業総合研究センター 井　上　康　宏 長野県・茨城県 H18.07.26～H18.12.05
(2007.12) (2006) ファージ 松　浦　貴　之 群馬県・東京都

畔　上　耕　児 三重県・静岡県

岐阜県

ニンジンこぶ病菌の探索収集 植物病原細菌 青森県農林総合研究センター 桑　田　博　隆 青森県 H18.09.16～H18.10.10
岩　谷　香緒里

島根大田と熊本阿蘇の草地における 菌根菌 畜産草地研究所 小　島　知　子 島根県・熊本県 H18.05.21～H18.05.24
アーバスキュラー菌根菌の探索収集 H18.11.05～H18.11.08
東京都の園芸作物に発生した本邦初産属種を含む 植物病原糸状菌 東京都農林総合研究センター 竹　内　　　純

植物病原菌類の特性評価 堀　江　博　道

東京農業大学 廣　岡　裕　吏

夏　秋　啓　子

第21巻 平19 西南暖地におけるDark-septate endophytic fungi (DSE) 糸状菌 茨城大学 成　澤　才　彦 茨城県・沖縄県 H19.08.23～H19.08.25
(2008.12) (2007) の採集とその生態解明 鹿児島県

西南暖地の未知の植物病原性分生子果不完全菌の収集 植物病原糸状菌 三重大学 中　島　千　晴 鹿児島県 H19.05.28～H19.05.31
沖縄県 H19.11.17～H19.11.20

キクわい化ウイロイドの探索収集 ウイロイド 花き研究所 松　下　陽　介 鹿児島県 H19.07.23～H19.07.26
中国チベットにおける伝統発酵飼料・食品由来乳酸菌の 乳酸菌 畜産草地研究所 蔡　　　義　民 中国 H19.09.06～H19.09.28
収集と分類

ミャンマー連邦におけるいもち病菌の探索収集 植物病原糸状菌 農業生物資源研究所 林　　　長　生 ミャンマー H19.09.22～H19.10.03
東京農業大学 入　江　憲　治

トマト青枯病菌Ralstonia solanacearumに感染する ファージ 名古屋大学 浅　川　　　晋

ファージの特性評価

第22巻 平20 南西諸島の主要作物に発生する細菌性病害の 植物病原細菌 九州大学 土　屋　健　一 沖縄県 H20.12.20～H20.12.24
(2009.12) (2008) 探索と病原細菌の収集

国内産Pestalotiopsis属菌の系統分類と 植物病原糸状菌 玉川大学 渡　辺　京　子 宮城県 H20.09.19
拮抗性微生物としての可能性 茨城県 H20.09.20

神奈川県 H20.10.11
静岡県 H20.10.26

各種園芸作物の病原菌の収集と 植物病原糸状菌 首都大学東京 古　川　聡　子 東京都・埼玉県 H20.05以降、複数回

それらの胞子形成能を維持した簡易保存法の検討 茨城県など

Phylotype決定に基づいた青枯病菌 Ralstonia solanacearum 植物病原細菌 高知大学 曵　地　康　史

国内菌株の系統再分類による青枯病菌インベントリーの作成

西南暖地において収集した落葉漂白菌類の 糸状菌 京都大学 大　園　享　司

リグニン分解特性の評価

（特性調査）

（特性調査）

（特性調査）

（特性調査）
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第23巻 平21 トマト葉かび病菌の新たな病原性系統の収集 糸状菌 野菜茶業研究所 飯  田　祐 一 郎 北海道など H21.04.01以降、複数回

(2010.12) (2009) きのこ栽培の害菌，Trichoderma 属菌の探索，分子系統解析と 糸状菌 玉川大学 奥  田  徹 沖縄県 H21.06.17～H21.06.22
代謝産物パターン解析 富山県立大学 五 十 嵐  康  弘 岩手県 H21.10.09～H21.10.12
細胞性粘菌の作物病害微生物に対する抑制作用 粘菌 筑波大学 川  上　新  一 鹿児島県 H21.07.24～H21.07.27

北海道 H21.09.10～H21.09.13
新潟県 H21.11.02～H21.11.03

国内産Corynespora cassiicola 菌株の寄生性と系統進化の解析 糸状菌 高知県農業技術センター 下  元  祥  史

第24巻 平18～22
(2011.12) (2006～ （第2期中期計画期間中の各サブバンクにおける代表的課題の紹介）

2010)

（特性調査）
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