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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exp. Stn.) 20: 47～55 (1979) 

ナシ疫病とその病原菌について

梅本清作・故御園生手・長井雄治事

I 緒 言

昭和42年に千葉県下の佐原市，長生郡一宮町，および

船橋市のナシに従来見られなかった枝枯性の病害が発生

した。また，昭和48年には県下各地のナシ栽培地帯で同

様の病容が大発生した。この病害は胴枯病と似ていると

ころがあるが，それとは異なるようであった。

我が国におけるナシの地上部校幹病害としては，胴枯

病 （Phomopsisfukushii），輪紋病 （Physalosporα

pirico Jα），あいかわたけ病 （Lαetipo rus sulphure 

us），灰色こうやく病（Septobαsid日1mbogoriense) 

褐色こうやく病（Septobαsid口1mtanakαe）カミまた本

病と果そう部の症状が類似していると思われる病害とし

て灰星病 （Sclerotiniα fructigenα）5,8）があるが，本

病はそのどれにも該当しない。

本病の擢病部から菌を分離培養し，病原学的および菌

学的研究を行った結果，本病はPhytoph tho rα属菌によ

る我が国では新しい病害であることを確認した。ナシを

侵すPhytoph tho ra属菌は，既にアメリカでCollarrot 

の病原菌としてP.cαctorumが報告されている12）が，

我が国では未報告であったので，本病をナシ疫病と命名

し，さきにその概要を予報した~）その後の研究により，

我が国に発生しているナシ疫病菌もP.cαctorumである

ことが明らかとなった11）ので，ここにその詳細をとりま

とめて報告する。

本研究を行うにあたり，当場前次長，深津量栄氏，お

よび京都府立大学講師，宮田善雄氏には有益な助言をい

ただいた。ここに記して感謝の意を表する。

Il 病徴・発生時期および発病条件

1.病徴

初めは本年新生した葉身・葉柄，幼果，果梗などに発

生し，次いで、前年枝および主幹などに侵入してゆく。果

そう部の発病初期には，果そう葉はしおれ，その後新生

した枝，新葉，幼果に黒色不整形斑を生じる。このよう

な病斑部には，発病7～10日後にはやや黄色を帯びた遊

走子のう塊が形成される。遊走子のうは枝と果そう基部
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に多数形成される。発病した果そう部は，やがて枯死し

て黒化し，基部に固着する。幼果は同様に黒化し，軟弱

とならずミイラ化し，秋まで枝に付着することが多い。

2～3年生枝が侵されると，病原菌の侵入部より徐々

にしわを生じ，このような枝はしばしば枯死する。また

病斑部の木質部は，発病後黒褐変する。

主幹などの古い枝の発病初期には，外部病徴は認めら

れないが，新梢の枯死した基部の幹の表皮をはがすと木

質部は黒褐変している。病斑の進展が停止すると表皮は

やや黒変し，やがて亀裂を生じ，健全部との境が明りよ

うになる。病斑は木質部まで達するが，主幹がおかされ

ても枯死することはなく，健全部との境からカルスが形

成され，病斑部の表皮は隆起し，木質部との間は空間と

なる。ただし，若木では病斑が幹を一周すると枯死する。

2.発生の時期

本病は4月中～下旬に初発生し， 6月下旬ころまで病

勢は進展するが， 7～8月の高温期には停滞する。その

後，気温が低下してからの秋季発生は認められていない。

3.発病条件

洋ナシの疫病では，樹令と発病の多少とは関係がある

といわれる3）が，和ナシでは植付直後などの苗木を除い

ては，樹令と発病とは関係がないようで，若木から成木

にいたるまでほとんど発病程度に差がなく，また発病部

位等の違いも認められなかった。仕立方法と発病との関

係も認められなかった。

発病は雨水が流れ込んな、り，周囲が大樹に囲まれ風通

しが悪く，雨や露などが乾燥するまでに時間のかかる場

所に多かった。従って，全国に発生することはまれであ

る。草生栽培での発病は，一般に裸地栽培よりも少ない。

ただし，降雨時に圏内の下草刈りを行ったところ激発し

た例もあり，そのような作業を行うと危険である。

4～5月の天候，特に降雨と本病の発生とは関係が深

いと思われるが，今のところこの点に関しては，ほとん

ど明らかにされていない。

皿 菌の分離と病原性

1.病原菌の分離

(1) 実験材料および方法
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病原菌の分離を行うために， 1967年 5月15日に，本病

発生園から新薬，新梢，幼果および前年枝の病斑を採取

した。また，同年9月14日には主幹の健病境界部を採取

した。

分離用培地として，ローズベンガル50ppmおよびスト

レプトマイシン硫酸塩lOOppm添加ジャガイモ煎汁寒天

培地（ P SA）を用いた。そして，各病斑組織の表皮を

滅菌ナイフで無菌的にはぎとり，病組織の細片を滅菌せ

ず，そのまま分離用培地に置床し， 25℃で一定時間培養

後，伸長してきた菌糸の先端部を切り取り，分離菌とし

日～。
さらに，病原菌同定のため， 1973年5月，佐原市香取，

同大倉および当場のナシ園で採取した 2年生枝の病斑部

から，先に述べた方法で分離した。ただし，分離用培地

はローズベンガルおよびストレプトマイシン無添加の P

第1表 ナシ各部位からのPhytophthorα属菌の分離

Table 1. Isolation of Phytophthorα sp. from dif-

ferent parts of a Japanese pear plant. 

供試部位
Plant parts Total No of Percentage of 
tested isolates Phytophthorαsp. Phytophthora sp. 

葉

Leaf 25 22 88% 

新橋

Shoot 25 24 96 

幼 果

Green fr u 1t 25 21 84 

1 年生枝

One year old tw唱 25 20 80 

幹

Trunk 12 4 33 

分離月日 1967年5月15日（幹以外の部位）および

Date of isolation : May 15, 1967 (upper four) and 

1967年9月14日（幹）

Sep胞mber14, 1967 (lowest) 

s A培地を用いた。なお，分離菌は病斑を採取した場所

にちなんで，それぞれ香取菌，大倉菌，農試菌とし，以

降の実験に供した。

(2）実験結果

病気の発生部位および分離月日を異にした場合のPhy-

tophthora属菌の分離結果は第 1表に示した。 1967年

5月15日の分離では，供試各発病部位から高率にPhy-

tophthorα属菌が分離された。しかし，同年9月14日の

主幹の健病境界部からの分離で、はPhytophtho rα属菌は

少なかった。

1973年 5月の校病斑からの分離では，高率にPhytoph-

thora属菌が分離された。
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2.分離菌のナシに対する病原性

(1) 実験材料および方法

ナシの病組織から分離されたPhytoph tho rα属菌のナ

シに対する病原性を調べるため，接種実験を行った。接

種には，分離した菌を Ps A培地で， 25℃6日間培養し

た菌そうを，直径 6mmのコルクボーラで打ち抜いて用い

た。接種材料として，切枝を用いた場合には， l接種部

位当り 2枝を用い，あらかじめ水を入れておいた容量

soomeの三角フラスコに立てた。接種は，葉片に行う場

合， l枝当り最上位展開葉も含め，そこから下位の 5葉

に1カ所ずつ，計 1接種部位当り 10カ所，葉柄には最上

位展開葉も含め，下位の 5葉の葉柄に 1カ所ずつ，計10

カ所，新柏、には最上位展開葉と次下位葉との聞に 1カ所，

第2表 ナシ各部位に対する分離菌の病原性

Table 2. Pathogenisity of the isolates to different 

parts of a Japanese pear plant. 

接種部位
Inoculated 

parts 

接種後日数
Days after inoculation 

10 日
(day) 

N-wal wbl N-W w N-W w N-W w 

葉
+cl + Leaf * 4十 t社 ＋件 刊十 刊十

葉柄

Petiole ＋ ＋ * ＋十 廿十 ＋社 ttl ＋社

新梢

Shoot ＋ ＋ * ＋十 ＋社 ＋十十

幼 果

Green fruit + ＋ ＋十 ＋＋ ＋件 ttl ＋時 ＋件

無傷 付傷

a) N -W : Nonwounded b) W w。uncled
平均病斑直径 6mm未満

c) Average lesion diameter -0, ＋・ lessthan 6 mm, 

l白，.未満 l白，.以上

4十ー lessIhan lOmm，掛： morethan lOmm 

同様に下位へ 5カ所で計10カ所に無傷のまま，または滅

菌針で 1点付傷したのち菌そう面が接種部位に接するよ

うに行った。接種後，湿室に保つため，接種直後から 2

日後まではビ、ニール袋をかぶせ， 18～22℃に保った。幼

果への接種も同様に行い，シャーレ内に入れて湿室とし

日～。
(2）実験結果

第2表に示すように，無傷，付傷両接種ともに，分離

したPhytoph tho rα属菌はすべて新梢，葉片，葉柄およ

び幼果に病原性があり，自然発病の病斑とよく似た症状

を呈した。また，接種によって生じた病斑からは，接種

に用いた菌と同様の顕著な乳頭突起を持つ遊走子のうが
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第 3表 ナシ品種に対する分離菌の病原性 第 4表 各種植物に対する分離菌の病原性

Table 3. Pathogenisity of the isolates to Japa-

nese pear cult1vars. 

品種

Cultivar 

感受性
接種；部位 Susceptibility 

Inoculated parts 無傷 付傷
Nonwounded Wounded 

葉
*a) Leaf ＋什

新檎
Shoot ＋ 十件

幼 果
Green fruit ＋社 掛

葉
Leaf * 制H

新梢
Shoot 十 ＋仲

幼 果

Green fruit 柵 ttl 

葉
Lea'! ＋＋ ttl 

新梢
Shoot ＋十 ＋叶

幼 果
Green fruit 十持 ttl 

平均病斑直径 6mm未満

二十股紀
Nijuseiki 

長十郎
Chojuro 

雲 井
Kumoi 

a) Average lesion diameter . 0, + : less than 6 mm, 
lOmm未満 iOmm以上

特： lessthan lOmm，柵： morethan lOmm. 

顕微鏡で確認でき，同ーの菌そうを持った菌が再分離さ

れた。

3.ナシ品種と感受性

(1）実験材料および}j法

接種方法は，分離菌のナシへの病原性を確認した方法

に準じた。また，現地の発病しているナシ園で，品種別

の発病状態も調査した。

(2）実験結果

葉，新梢および幼果を用いた室内人工按種実験では，

第 3表に示すように，品種聞による発病の差は認められ

なかった。しかし，現地ナシ園における品種別自然発病

程度の調査では，二十世紀の発病が最も激しく，次いで、

雲井，幸水，新水，長十郎の順に軽かった。ただし，そ

の差はあまり明りょうではなかった。

4.他植物に対する分離菌の病原性

11）実験材料および方法

ナシに対して病原性のあったPhytophthorα属菌の他

植物に対する病原性を調べるため，リンゴ（葉，新梢，

幼果），モモ（幼果），カラムシ（新葉，新梢），ジャ

ガイモ（塊茎），タノfコ（成茎，肢芽，葉），ピーマン

（幼果）， トウガラシ（茎，新梢）， トマト（幼果），

ナス（幼果），キュウリ（幼果），ニンジン（根部），

カボチャ（幼果），ナツカン（新柏、），ミカン（温＇.！＋！）

（新葉），シソ（新葉），ケイトウ（新葉），イチジク

（新葉）を供試し，ナシに接種した方法に準じて分離菌

Table 4. Pathogenisity of the isolates to some 

plants. 

植物
感 受 性

S uscepbb1hty 

無傷 付傷
Nonwounded Wounded 

Plants 

接種部位

Inoculated parts 

リンゴ
Apple 

葉
Leaf 

新梢
Shoot 

幼果
Green fruit ＋甘

十a) ttl 

4十

モモ
Peach 

幼果
Green fruit 十仲 ＋叶

カラムシ 葉
Boehmeria nivea Leaf 

新梢
Shoot 

塊茎
Tuber 

茎
Stem 

十 ＋ 

＋ ＋ 

ジャガイモ
Potato 

タノ〈コ

Tobacco 

肢芽
Axillary bud 

葉
Blade 

ピーマン 幼果
Green pepper Green fruit ± 
トゥカヲシ
Pepper 

茎
附QJM 

＋ 

トマト

新梢
Shoot 

幼果
Green fruit ttl 

＋ 

Tomato 

ナス
Eggplant 

キュウリ
Cucumber 

ニンンン
Carrot 

幼果
Green fruit 土

幼果
Green fruit 

t良部
Root 

カボチャ 幼果
Pumpkin Green fruit 

ナツカン 新檎
Orange (Natsukan) Shoot 

ミカン 葉
Orange (Unshu) Leaf 

シソ 薬
Perilla frutescens Leaf 

土

＋ 

* 
＋ 

ケイトウ 葉
Cookscomb Leaf 

イチジク 葉
Fig Leaf 

＋什

＋ 

平均病斑直径 6mm未満
a) Average lesion diameter : 0, + : less than 6 mm, 

lOmrn未満 lOmm以上
* less than l白m，掛： morethan l伽m

の接種を行った。

(2）実験結果

f共試各植物に対する分離菌の病原性の有無については

第4表に示すように，付傷接種で発病したものは，リン

ゴ（葉，新梢，幼果），モモ（幼果），カラムシ（新薬

新梢）， トウガラシ（茎，新梢）， トマト（幼果），ナ

ツカン（新梢），ミカン（新葉），シソ（新葉），ケイ

トウ（新葉），イチジク（新薬）であった。また，無傷

接種で発病したものは，リンゴ（葉），モモ（幼果）お

よびカラムシ（新葉，新梢）であった。
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N 病原菌について

1.形態

(1）実験材料および方法

分離菌のうち，接種実験でナシに病原性が確かめられ

たPhytophtho ra属菌の形態について観察，測定した。

本病原菌は，コーンミール，オートミール寒天およびP

s A培地上で， 25℃ l～4週間培養後実験に供した。各

器官の大きさについては，それぞれ20個を測定し，大き

さの範囲と平均とを求めた。蔵精器の蔵卵器に対する付

着位置の確認については150～200個調査した。

(2）実験結果

培地上の菌そうは白色で薄く，浮き気味でわずかに放

射状を呈した。菌糸は，ところどころに膨みを形成した。

遊走子のうは，オートミールおよびコーンミール寒天培

地上で多量に形成された。遊走子のうは広長円形または

洋ナシ形で乳頭突起は非常に顕著であり，突起の先端部

は半円状であった。遊走子のうの大きさは，第5表に示

すように，コーンミール寒天培地上に形成されたものは

39.9 (25～52.5) μ×30. 8 (18～40) μで，ナシ果そう

部病斑上のものは， 34.5～87μ ×22.5～48μ であった。

遊走子のうは，その底部の担子柄接続部のすぐ近くから

容易に脱落した。担子柄は仮軸を成し，分校部において

も膨潤が認められなかった。遊走子の脱出孔は， 5.3 

( 3. 8～6.8) μと狭かった。

厚膜胞子は培養が古くなると認められ，球形でその大

きさは，第 6表に示すように，直径25.6(20～32.5) μ 

であった。

第6表厚膜胞子の大きさ

Table 6. Size of chlamidospore. 

分離菌 厚膜胞子
Isolate Chlamidospore 

Ookura 28. 3 (20-32. 5) μ 

Ka tori 22. 5 ( 20 .. 3 25) 

Noush1 26 (22. 5-32. 5) 

有性器官は，コーンミールまたはオートミール寒天培

地上で速やかに，しかも大量に形成された。蔵卵器は無

色または淡黄色で、周辺組雑な球形で，その大きさは第7

表に示すように直径28.4(25～35) μ，膜壁の厚さは約

2.0μ であった。卵胞子は淡黄色で、直径24.9(22.5～28.8) 

μで， 蔵卵器内にゆるく形成された。蔵精器は球形ま

たは梶棒状で，その大きさは10(7. 5～16. 3) μ×12.8 

(10～17.5）μであり，蔵卵器への付着位置は主として側

者であったが， 3～ 8%の比率で底着であるものもあっ

た。

2，培養ならびに生理的性質

(1）実験材料および方法

ジャガイモ，オートミール，コーンミール，麦芽およ

びインゲン寒天培地上における生育の良否，培養温度と

菌そうの生育，培地の違いによる各器官の形成程度， 35

℃で一定時間保持された後の25℃での菌そうの伸長の有

無について検討した。

培地の遠いによる菌そうの生育程度を調べる実験では，

供試菌を Ps A培地に25℃6日間前培養した菌そうを直

径 6mmのコルクボーラで打ち抜き，供試培地に菌そう面

が接するよう移植し，その後所定の温度で一定時間培養

第5表遊走子のうの大きさ

分離菌
Isolate 

Ookura 

Ka tori 

Noushi 

分離菌
Isolate 

Ookura 

Ka tori 

Noushi 

Table 5. Size of sporangium 

遊走子のう 乳頭突起
Sporan耳ium Apex of sporangium 

42. 6(37. 5 47. 5) μ×33.8(27.5-37.5)μ 5.0(4.5 6.0)μ 

38. 6(25-52. 5）×29. 4(18. 8 40) 4. 8(4. 3-5. 8) 

38. 6(27. 5-50）×29. 1(2C-36. 3) 5. 0 (4. 8 7. 5) 

第7表有性器官の大きさと蔵精器の側着率

脱出孔

邑江旦E

5. 4(3. 8-6. 5) μ 

5. 0(4. 8 5. 3) 

5. 4 (4. 5-6. 8) 

Table 7. Size of sex organs and paragynous rate of antheridium 

蔵卯器 卵胞子 蔵精器 側着率
Oogonium Oospore Antheridium Paragynous rate 

28. 5(25 32. 5) μ 26(22. 5 27. 5) μ 10.3(8.8ー11.3) μ×12. 5(10ー15)μ 92% 

28. 4(26 32. 5) 24. 9(22. 5-28. 8) 9. 9 (7. 5-11. 2）×11. 8 (10. 8-13. 8) 92 

28. 4(25 35) 23. 9(22. 5-27. 5) 9. 9(7. 5 16. 3）×14(10 17. 5) 97 
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後菌そうの直径を測定した。

培養温度と菌そう生育との関係を調べる実験では，オ

ートミール寒天培地に供試菌を前述の方法に従って移植

し， 4～35℃の温度で培養し， 48時間後と96時間後にそ

れぞれ菌そうの直径を測定した。測定値から接種菌そう

の直径 6mmを差し号｜いて表示した。

培地の遠いによる供試菌各器官の形成程度を調べる実

験では，オートミール，コーンミール寒天培地およびP

s A培地を供試して，供試菌を移植し， 2日， 4日， 6

日， 1週間後， 2週間後， 3週間後にそれぞれ顕微鏡で

調査したo

供試菌の35℃で一定時間保持された後の菌そうの伸長

の有無を調べる実験では， Ps A培地を用いて，前述の

方法に従つで移植後， 35℃に一定時間放置し，その後25

℃に保った。その後48時間， 96時間経過後に肉眼で菌そ

うの伸長の有無を判定した。

(2）実験結果

川
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第 l図 各種培地における分離菌の菌糸の伸長

Fig. 1. Average colony diameters of the iso -

late on some agar media incubated at 

25℃ for 96 hours. 

培地の違いによる供試菌の生育の良否については，第

1図に示すように，オートミール寒天培地上における生

育が最も良く，次いでコーンミールおよびインゲン寒天

培地であった。 Ps A培地上での生育は，コーンミール

およびインゲン培地上での生育に比べてやや劣り，麦芽

培地ではさらに劣った。
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第2図 オートミール寒天培地培養96時間後における

培養温度と菌糸の伸長

Fig. 2. Average colony diameters of the isolate 

on oatmeal agar at 4 35℃ for 96hours. 

第8表 35℃に一定時間保持後の分離菌の菌糸生育の有無

Table 8. Mycelial growth of the isolate at 25℃ 
after incubated at 35℃ for 0 to 208 
hours. 

35℃における保持時間

Incubation period at 35℃ 

菌糸生育
Mycelial growth 

48 96 (hour¥ 

lbl23 1 2 3  

ザ）＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋十

＋十＋＋＋＋

_d）一一

。（hour)

72 

96 

120 

144 

168 

190 

208 

培養時間

a) Incubation period 

菌糸 生育 認めた
c ) Mycelial growth : yes 

シャーレ番号
b) Plate number 

菌糸 生育 認めず
d) Mycelial growth . no 

噌目目．

伊
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培養温度と菌の生育との関係については，第2図に示

すように最低生育温度約4℃，最高30℃，最適25～27.5

℃であった。 25℃では24時間に18mm伸長した。

供試菌の各種器官の形成程度については，オートミー

ル寒天培地上で遊走子のうの形成量が多く，有性器官の

形成も速やかであり，量も多かった。コーンミール寒天

培地は，遊走子のうの形成量および有性器官の形成時期

と量は，オートミール培地よりやや劣った。両矯地とも，

厚膜胞子は培養2週間後ころから形成が認められた。 P

s A培地は前両培地と比べると，遊走子のうおよび厚膜

胞子の形成はかなり劣り，有性器官の形成は非常に悪か

った。なお，本病原菌は同株性であった07)

35℃でO～208時間保た後， 25℃に移して培養したと

ころ，第8表に示すように96時間までの処理区ではいず

れも菌そうの伸長が認められたが， 120時間35℃に保っ

た区では， 25℃に96時間培養しでも菌そうの伸長が認め

られなかった。

V 考 察

本病は4月下旬～6月下旬ごろ，葉，新梢，幼果など

の新生部から発病し，古枝へも侵入する。病斑部から分

離された Phytophtho rα属菌はナシへの接種実験の結果，

自然発病に似た病徴を呈し，さらにその発病部から同ー

の菌が分離された。従って，本菌を病原菌と認めた。

Phy toph tho ra属菌に起因するナシの病害は，我が国

では報告がないが，アメリカ12）その他6.15）で， R cα－ 

ctorumに起因する Callarrotが既に報告されている。

また， P.cαctorumによるリンゴの病害は，我が国では

リンゴの疫病として報告があるJl
本病の病斑部から分離された Phytophtho rα属菌の菌

学上の性質を調べ， P cαc to刊明と対比させてまとめた

ところ，第9表のように各項が WαterhouseのR cαc 

torumtこ関する原記載とよく合致したPP. cαctorum 

と形態的，培養的性質が近似している菌として， P.ci-

tr ic o lαがある：）しかし，本病原菌はP citricolatこ比べ

て，乳頭突起が狭い，遊走子のうが担子柄から容易に脱

落する，担子柄の分校部に膨潤が認められない，卵胞子

第9表 ナシから分離された Phytoph tho ra属菌と P cαc to問問との特性比較

Table 9. Comparison between Phytophthorα sp. isolated from Japanese pear and F. coctorum 

形態的及び生理的特性
Morphological and 
physiological character 

生育温度
Growth temperature 

最高
Maximum 

最低
Minimum 

遊走子のう
Sporangium 

最適
Optimum 

形態
Morphology 

乳頭突起
Apex 

大きさ
Size 

蔵卵器
Oogonium 

形態
Morphology 

大きさ
Size 

卵胞子
Oospore 

形態
Morphology 

大きさ
Size 

蔵精器
Antheridium 

形態
Morphology 

大きさ
Size 

蔵精器の付着位置
Antheridium type 

30℃ 

4℃ 

Phytophthorαsp. P. cαctorum 

301む

2℃ 

25-27. 5℃ 

だ円形又は洋ナシ形
Ovoid or obpyri form 

顕著に突出
Markedly papillate 

25℃ 

だ円形又は洋ナシ形
Ovoid or obpyriform 

顕著に突出
Markedly papillate 

37. 5 47. 5μ ×27. 5 37. 5μ 

球形
Spherical 

36-50μ ×28 36μ 

球形
Spherical 

25-35μ 

球形
Spherical 

25-32μ 

球形
Spherical 

22. 5 28. 8μ 

球形又は根棒状
Spherical or club shape 

20 26μ 

球形又は 根棒状
Spherical or club shape 

10(7.5 16.3）μ×12. 8(10-17. 5) μ 

主として側着
Dommantly paragynous 

15 21μ ×13μ 

主として側着
Domman tly paragynous 

。，ム
「
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が蔵卵器内にゆるやかにおさまっているなどの点で相違

があるP以上の結果から本病原菌は， Phytophthora

cαctorum (Lebert et Cohn) Schroterと同定した：1)

また，病名はナシ疫病4）と称することにした。

本病の病斑には，クリ疫病に認められるような黒色の

汁は生じない：0）また，幹，主校および亜主枝上の病斑で

健全部との境部に亀裂が発生した初期は，胴枯病との区

別は非常に困難である。しかし，疫病の病斑は7月以降

は全く拡大を停止し，翌年その病斑が再び拡大すること

はほとんどないが，胴枯病の病斑は徐々に拡大し，同心

円状の輪紋が形成されるので，このころになると容易に

胴枯病との区別ができる。

千葉県では，昭和48年の本病の激発を最後に，その後

ほとんど発生を認めていない。本病原菌は水湿を好む性

質があるので，特に 4～5月の降雨日数および降雨量が

多い年に発生が多いと推察される。しかし，昭和50年の

ように 4～5月は例年に比べて降雨日が多かったにもか

かわらず，ほとんど発生しなかったこともあり，年度聞

による発病の程度に極めて大きな差がある。そのため，

本病の発生には4～ 5月の降雨の多少とその外にも発病

を助長させる重要な要因がある可能性も考えられる。

本病の防除法はまだ確立していない。ただし，現地ナ

シ閣の本病の発生実態の観察結果では，裸地栽培より草

生栽培での発生が少なく，降雨時に草刈りを行うと激発

することが知られている。本病原菌は疫病菌の中では一

般的な菌であるので，各地に広く分布し，各種作物の病

原菌となっている？そのため，作物の種類によっては，

薬剤散布による防除も行われており，ナシについても，

適用農薬の登録の有無を問題にしなければ，黒星病との

同時防除という形で，ダイホルタン水和剤，キャプタン

（オーソサイド）オt手日剤，ダイセンなどのジチオカーノf

メイト系薬剤の樹上散布が効果的と思われる。

VI摘要

1.昭和42年に千葉県佐原市，長生郡一宮町，船橋市

でナシの葉，新梢，幼果，枝などが黒変枯死する病害が

発生した。

2. これらの病斑部から主として Phytophthora属菌

が分離され，ナシに対する接種実験で自然発病の病斑に

類似した病斑を生じ，この病斑からは，接種した菌と同

ーの菌が再分離された。

3.分離菌をオートミールおよびコーンミール寒天培

地上で培養すると，乳頭突起の極めて顕著な遊走子のう

や有性器官が多量に形成された。蔵精器の蔵卵器への付

着位置は主として側着であった。

4.本病原菌は約4～30℃で生育し，最適生育温度は

25～27.5℃であった。 35℃に12佃寺間保ったところ，そ

の後25℃で培養しでも菌そうの伸長が認められなかった。

5.本病原菌はその形態，病原性，生理的性質からみ

てPhytoph tho rαcαctoru明 （Lebertet Cohη） Sch-

raterであると同定した。

53ー

6.本病をナシ疫病と称することにした。
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Phytophtora Rot of Japanese Pear and its Fungus 

Seisaku UMEMOTo, late Tsukasa M1s0Nou 

and Yuji NAGAI 

Summary 

An unknown disease of Japanese pear characterized by blight and rot of leaves, shoots, twigs, trunks 

and green fruits first was observed in Sawara City, Ichinomiya Town and Funabashi City, Chiba 

Prefecture in 1967.百四 same disease ag出ioccurred throughout Chiba Prefecture加 1973.百iispaper 

describes the identification of the pathogen isolated from the diseased plants. 

Phytophthora sp. was mainly isolated from the diseased parts of Japanese pear plants. The same 

symptoms were recovered by artificial inoculation with the Phytophthora sp., and the same fungi were 

reisolated from the lesions. 

Sporangia which were conspirucously papillate and sexual organs were formed abundantly on corn 

meal agar and oatmeal agar. Antheridia were dominantly paraginous. 

The fungus grew between 4°C and 30°C.百四 optimum temperature for mycelial growth at 25°C to 

27.5°C. The fungus which had kept at 35°C for 120 hours did not grow even at 25°C. 

According to WATERHOUSE’s‘Key to the species of Phytophthora de Bary”， the Phytophthora 

Sβisolates were identified to be Phytophthora cactorum (LEBERT et COHN) ScHROTER on the basis 

of its pathogenic, physiological and morphological characteristics. 

百lisdisease was named Phytophthora rot of Japanese pear. 

図版 説明

Explanation of plate 

1. Symptoms of Phytophthora rot of Japanese pear. ナシ疫病の病徴

2. Regularly simpodial sporangiophore.遊走子のうから側生した担子柄

3. Sporangium.遊走子のう

4. Empty sporangium.遊走子放出後の遊走子のう

5. Chlamidospore.厚膜胞子

6. Mature oogonium and antheridiu瓜成熟した蔵卵器と蔵精器

-54ー
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