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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).
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