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ナルトミカンすそ腐症の発生と時除に関する研究第 1報

発生 実 態 と 病 原菌について

入l[ 和巴・十lllj内 浄・松尾綾男

Studies on Foot Rot of Naruto Orange and its Control 

Kazumi IRIE, Kiyoshi ]INNO and Ayao MATSUO 

1 .錨 議”

ナlレトミカン（Citrusmed ioglobosαHort. ex Tanaka) 

は， 4 ' 5 JJにIi主主名するl役立<flit偽であっ，；長たは多iiで

万台：が者しく~；1·1：＼なため， ib級井！：突として流通している。

生旅の始どは，よりポwilこ｜浪られ， 1'.P名Hl5ti.色lllf, )jリtilllT,

iP:名lllJ, ぅ：：1111rおよび洲本「fjの地械でがJ85ha(I昭和s11r

j交）のjl!j績に絞nされていふ．全！工！のねj揃lj：庄の内ごく

・ffllを，1；めるにすき、ないが，淡路島においては市くから

持政的来実とし γ丞要な地伎にある．

1971年， Wt,mfのーナルトミカン l~＼I において， 1定の ht

化や｝採集をともなってわけ勢が詳しく火当日し十手'G1内側の多

くは抗ljタ七に去るという路大会被：！f泊、発生した．発病位J（ま，

.ti也際の樹幹がjた変lJUEし， m斑l二にtMJI日がii,'t/liするなど

の病微を＇ 1;.-9ることや，またその発1[H、日現も梅雨期に築

q：することから，ヰ＇ iii'（まPhytoph tho rαηicot1αnαe var. 

pαァαsiticα（ Dastur) Waterhouse （以ド P.Pα7αs山cα

とIii／十）を病原l有とするカン当ツすそ鳩病 1）とよく寸土し，

また Phytophthorαcitrophthorα （R. E. Smith et E. 

H. Smith) Leonian （以ト P c itrophtho1αと時）を病

原I宗とするカンキツ褐色腐敗訴l~も類似するものと判断
したが，病JAE吉JIから Phytophthora!ikl穏を1誕祭すること

は出来なかった．

その後， jl~.及所の調布によれば，本航はii子；f,HJJ以外に

も広範［！］に発生していることが判明し， 197211'の大発生

を契機として，発1r.1瓜i坦のづt;Iザ1と幼除方J去のfn！、7：がι1
となつた．

そこで，ノ広告名4 らは，；4:i主が疫病的に必i尽することをiflJ

抜的に絡認し，しかも llJjl徐Hit、の子州、かリをつけるため

に，野菜郊の疫病に有効な薬剤を数柿~）＇（用いて防除試験

をhった．その結果，供試した＊filjはいずれも miおな効

果を刀、した 3）ので，病馬〔Vi¥1のうケ隊は Phytoph tho rαit.詩的

のみに絞った．

日本；における PhytophthoTα 泌演によるカンキツのお？

？怜病害に！史J9る知凡は，凶Ill4l以米多数の資料があるが，

病原閣を分離した幸IH'H列は極めて三しい.P目 pα7αSiticα 

は，力iii！咋ら r；）がHit前の 1'rl木の疫病で分離したのみであり，

P. citr,phthorα も干，＼；己6）がキンカンの十ijJJ¥l'j丙からづ〉離

した A 報告にすぎなし＼ →方，アメリカにおいては，

KLO'l、Zら7)：ま111Jiir'.2f！（繋（OJ［君！の1lli；こも P.hibernαlisや

P. syriηgαeが十JI備の幹を千三すと記述している．

本初｜究では， 4'11:1：からの疫病的の分離とその分類，お

よび発色実態の淵11'，観察を行ったので，その紡よ性につ

いて報7する．なお， Zト；小）｜究の嬰iヨは， ll{j手1153今度 II本

航物的j•Jl学会大会において発表した．

オ；｛！Jfたをすすめるにあたり， iそ乏な実数材料のう〉議行

よぴ静iり~J E千，御協力をrnいた京都府す：大学正f 持j教授

に対し）ソ：く御礼1:1し上げます． また，本!i1'0〕発ι｜二制作や

部剤日式決などてい終始ご協力を［民いた！Lilli'；＂：光氏（ jjt;?',ll!J

生約 十11 ＋前＇.＼＆主i~ I ii ¥:) Iこ対し！日乱調Iします．

2 .材料および方法

1 苦寄金爽慾

4'H1：の発生推移， u場での発生分；｛Jfなどをfl'W11するた

め， 1973＇ド10)]2tlll，’74年 6} J 1711 , 7 JJ 2311 , 8 )J 2 l 

II, 9fJ18Uの 5[111 にわたり， il't,1lllif!名l!IJ'Iミ総の多発

生以（ ilJ II ti>＇光氏絞f；＇；）を＂＇心に発生の尖態調子主を行っ

？こ

2 .病原磁の分離

第 i五三に示すように， 11！（抜tl；およびJr目別法lこより疫病

1WのうHJ11をぷみた．

3 .分離繭の病j京性

(1）；試験場所 農業試験場 Ill淡路分場（洲本市1[1

JIJIぷIll) J[j!:浜）

(2) f!t試洋｜ 疫病的選以前J自によって分縦したl》hyto四

phthorαsp. i羽をジャガイモ片HI ；尽天J；~地で25℃ 4 11 /i¥J 

I；日主し，そのIまi終をmいた．

(3) 十妾はIJ{jjlJJおよひ＇W＜試問やf[（第 2災）

(4) J安tt(}j法 J長Htlま， WICKSら9）がクりの幹lこす支

11AJ1誌をtfi'H＼した庁長に準じた． まず， J虫！奈のllH＇除iこi＊さ

k!J 5 mm, J tき2～ icmO〕V'j<Jf；；のみぞを＊、ilにナイフで

l;lJりこみ，そのけIに（2）の杭主主的議 (f;'i;ttllも合ti') をt'I！め
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こんだ．桜純部位の念、i殺な乾燥を｜坊ぐために， ~'t!.めこみ

部分を抜本；用テープで透き，その1二l’水を〆了「ませた綿を

貼りつけた（plateJV1,2）.抜活か所数は供，，式fMl本につ

き1か所としたが， f共｝試問数J)少ない支十11it, 3か所（

校も含む）按1弔した．

(5) 発約調公 J長持した十Hの発川調査は，’7'7年 6月

1611, 7 )cj 6 Fl, 10)] 7日lこ，！IHI史上の病i/;E形成状況と

樹皮の削りとりによる内部組織への日入状隠を観察した．

また， 7月613には，ナルトミカンl形成人た病J):Eの外

i設音Eをf'lt.'.1.i主半で？？→ 7し， 7 JJ 30 [jとlO}J7 ElにJ内掬

の拡大·HI；~ちも識をした．

(6) 技税保iの：J｝ぅ〉露lt 7 Jj 6日三 lO]j7 II lこ， J長緑

樹全てについて，疫病Hi選択｝~i.tlむ 8）で｝｝；ぃ，分離を試み

た．発病した訟手•HH対J~l古II と健全郊の淡界の主ll織を，発

病しなかった総i土i'!H・下部位に没い＊tiJ主を係，，1又し，分離に

HJいた．

i'.j'¥l炎 ／小；I，~［材＊＇↓および／寸断l}yi/( 

分出PiO也等の料m,Jijよ，条件

rosebcngal iJllllJジャガイモ煎

ii栄火If＼地（Pl〕A上九地と日？？）

van Ticgem c・d 1 法15,25 

℃で府選

疫病1Wi当1尺F;'iJ也s)(PCNB2~5, 
bcnomyl 10, viccilin 500, 

nystatin50, rifampin!O，タ

チ庁レン25ppm 含有 PDAlf~J{IJ)

を!flい25℃でよ庁長

’74ff)2)J PDAJl';)¥IJvan i'iegem cell 

法により25℃で法益

’74irJZJi 1) rosebengal IJ!IHl PDM会；出

をmいvanTicficm ccli i去

によ I)2！）℃てす；~達

2)benomylおよびstrep to-

mycin jJll)jj !'DA c:Hむをm
いvanTic~om cc 11 i'l、に

より 15℃で！主主

’74年 夏.fl↑？ナルトカン， h弘洲ミ
8'10, 12月 カン？ネーブ／レオレンジ 7 レ

モン 1 キコウ IJ の各；~実に＼＇！！

め込み按州L，発病部f立から

の附の分割i

’74ip 催病樹皮を没i.~ した水に＇ ＆正

10' 121J 4甘！レモン， ト／レトミカン？

j品洲ミカンの荘突の成部を接

触きせ， l拘を在日悦

’741ド12月 椴病樹周辺i：需を浸i~t した水

にナルトミカ／の果実を抜削！

させ！点lをlilillf!

f冶2t之 校やIll時 ）~］ および供試樹稀(1977)

61'13日 主幹

6 6月16日 主幹

2cm 2 6il33 主幹

J叩 2 6 ;] 3 1! .t幹

16年主 8叩 I 6月16'I 主幹，主校

ト カン 6～7年生 3】 6cm 2 6}]31 cl：幹

備考）イ照時時的大候 6!'1 3日 当，（ JI 16日，不連続な降ドfj

4 ＇病股菌の i河店主

(1) Ji.j 糸の）［＇；＇／そJil,,U交と l守況の II~状 あらかじめ分断t1お

をジャカイそ Ji'Ul~UU＇；り也て守25°C 4 BI；号上主義した1ii議の

Jff.¥111,)',・ '.;; 5 mrnffjに切り，ジャガイモ旅行；寒天平板ljY;J也に

移主主した．土，・；Jξnよj支iま， 10' 15' 20' 25' 30' 35℃の 5

i党11背に I空定｛，移111'(7 LI fその1ii糸のf市民法をil!IJ定 jると

ともに川護のf惨状を1必然にた．

(2）泣flf のうの形状と ）~ ＼ヲ 述btTのうは，肘

ジャヵーイモH!UIJ；（大上f'iJl11，ハ土｛；きをした分統的のl続糸を25℃

｜どでk'I！め込み持品！｛して発的；ミせたキヱウリ果実をおu別J.k
に2H IMJ波川，（イ）分隊的考ジャガイモ ！l!iil-'.J}f AflJyJ;'i:ltl1, 

てな5°C・4l i li¥Jt;'i1をしたシャーーしに殺はiノkをitぎ， ちら

に25°Cで411経過した後，それぞれ形成したi並走fーのう

の 100fl司休について N：径と知花を il!IJ~ した．

(3）；守主総問 分自！Hi,iの笥；tmilUHをlザlらかにするた

め，第 6表にJJミす野菜，公館内V〕似，茶葉，＊災lニジャ

ヌアイモ煎ii·J};:A,t；＇，地で府議した分離的の前糸をイri~）j （果

実などでは！＇I'めこみ楼H（）あるいは無傷桜橋し， 25℃の

7出来条f'l1fに；在いて，病変の打無を鋭去さした．

(4）イf性君主＇（fの形成 分離i点iを， tr）ジャ力イモだjii 

京大政！i!lおよび才、ートミーノレ寒天民地 ｛イ｝βSilosterol 
IO) 

30ppm 合1iジャガイモil1l,i[寒；えよ；＼＇J'髭 でいずれも20℃ 2

かtJr；＇；義し，卵胞子の形成の有無について税務した．

(5) u完全111*1との対的Yi}J't カンキツすそ総病の病院1

隊｜である P.Pα7αs iticα （オモトより分荷ff・）；（都府立大

'"f:から分＂裳）と分自 If出Ii: [i;J ジャガイモ ！！＇lil梨k、y似J;'i

地で25℃ 4I I lltJf；＇＼義した．

(6) 的休たんI’ば！［の’t低気iノ・k動ノぐ夕日一ン ］＇・Citrophtho-

γαと分向性的のi!t¥i休たんl’i'L＇｛の沼気泳動ノぐター一ンを比較し

た．（京都府、1大学において＇ Jf}jijj)

3 . 忠告

1 発生実施

( 1) 病徴および発生推移 例年 6}jの初jめ可lから，

I也際の鮒幹に！.！，＇，色 1111波状の病~I を形成し，約斑ーi：には，
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発生初期からたびたび樹脂の話Wiや Fusα円匂m sp.の白 (2）発生分布 第 1図に示すように， LIJ口氏i習は階

い淵 2慢がみられる（plateI司 1,2 ）.まん延期は，おもに 段状lニ造成されているが，本症の発生は，油の F1HIJに位E塁

線Ffiリ：切であり， l/£1JljlJJには病勢の進展は劣えるようであ すっ階段郊に多く，しかも危病枯れ土集仁ft的，.，.分布を示した，

る. 8月下旬以降の病JAlの拡大は， 1974年に j'j然発病樹 (3) 発ttffH符Iおよび樹令 U1口氏lぶ！？は，ナルトミ

を制任した結果：では全く認められなかったが， '77＞ドの人 カンの他にii.リiトlミカン，.？HI↑，ハッサク？ど中晩生中lt橋

工発病樹については， 10月上旬に観察した病斑が極めて がilUf1＇（されているが，ナル｜ミカン以外では発生が全く

新館.（あったことから， 9月にも病Jjf形成がなされたも 認められなかった．また，発生したナルト iカンにおいて

のと披どでされる．しかし，翠年度は降， IIなーサ荷主主からの も六木のカラタチi土，み；百Eの病斑形成i立山.d：されていた．

拡大iま認めなかった． 一方，発予l奇f..H令のほとんどが11～14fr1::(19744＇・！＇寺）

Ji'J 三~t郊の樹皮は，秋tj'j から亀裂が入り，水質古IIから浮 の打;,jえであるが，他民でi主将定樹令80～go>rtt：：の必＊lこ

いてはがれ易くなる（plateI -:J, 4）.これは， X↑叫：によ も）｛＇； tj：が観策された．

って付されるのは樹皮や紛管東部の組織であって， ＊1'1 (4) *JI械的特徴 多発生した山口氏 1:(1 は，水 llll~；、換

昔日まで千・；！：入しないことを示している． したI也持EJの上七千Eの許Jい訓;j(司二n~u災である． また，ナ

Ji!.J AElf-o;成の松皮については， k方への折、大l土地際から ルトミカンのほ根を出させ，刷の生存をより促進するた

60cmねIn'今までの主幹にとどまるが，樹Ni］への拡大はー」部 めに，椋木土？仁をかけ， j栄村1え状態にみつた．

分の｛［＇;iJーから幹のお1IJHをとり洛いている状態まで色々な (5) 気象条件 1973年から’76ij'ーの！日］てt;J:, 7 Tl 6日

状態デみられた．ただし，斡の会問i•H まで病斑が形成し に 217 聞の降n~があった‘74年に大発生がみられた．

た桜iま§flど村死した． 2 .病原磁の分離

イドらによる被告は，秋以から然の｝＼＇（変や終業が目立ち 1 9 7 4 "Fに録集した裕＇ Jr'J樹皮，胤辺i)i｛，務ド来突か

ftflめ，樹勢の者しい低下をきたす．発lij針のほとんどは， らは，［！iJJ妾決およびtill±足j去とも疫病的は？？〈分断でミな

制令がす7 い場介， 1由化することが多いが，発病t'tt皮が•I作い かったが， '76Tに疫病的選択l白地を用い fところ，際病

と泉川百した状態で数か年経過した後，川復する倒もある． 樹皮から疫病的とみなされる，糸状，、1·：／＇；＇］’な）！！~隔膜［li\i 糸

なお，樹幹以外では，ナルトミカンの架，来実とも本 (plate II町 1～ 4）を分断した．

品、と IVJ係のある病徽は全く認められなかった．また，カ 3‘分離菌の病原性検定（第 3表）

ンキツすそJl)!;j内Z）で発11.-9るような病刻部分からの敵陣 (1) 樹引と接被時期 ナノレトミカンに対しては， 6

失も全く感知てできなかった． H 3 11 , 16 r iの以後手f(時刻とも全ての供談話jでi’i然発病
r一一一－・

（お）ー 汐世i事f') 'jli•J 
0.  j・,I全樹、 ' ''") 
19 1・17310：人ojiJl勺.1,1;し
由 1ιJ73if'.以内l計約し

、1に 1974 I手＂J,¥jし
＠ υ74iF一新・： 1・ 交討し

第 11当 ナルトミカンi.1,;,'j；の発三分布

(19741F 8 !12111 J.；モノ

と同様の，＇.U色丹111':2~えの病:fkl形成がみられた（plateN-1, 2) 

が， ジャガイモ両日ij寒天上iUtilt主税の対照lメ：は，全く発的

が認められなかった．出州ミカン，カラタチ，まひ11では，

J財•IH'fllf1l:Ji'iJ IL」のj!JJJJLや形成！併がわずかにH＼例色に変色し

たが，｜リj りような病駒形J~iこはヨi らなかった（plate N同 3,4) 

(2) 抜締保！のflf分隊 7月 6flにJ采llY.した日式料にお

いては，ナルトミカンからr¥Jj!Ji[iJ主に必：1fI［（と r<>Jイ棋の11討が

うナ荷主された． ヴj，山小folミカン，カラタチ，夏村！からは

わずかにィ〉；学されたに；必きなかった. 10 Jj 7げのj式料で

は，いずれの樹純においてもう〉脅Itできなかった．

(3) )[';jff,］行if多 サノレトミカ／.f主やFi乏において，緩和E

後13fl :1 と： 201111 に紘I~；をした結果，わずかに病駒形成し

ている状態からかなり病徴が進行している;f'i'皮までづI近玖！

の大ささは様々であったが，いずれも明りょうで新鮮な

病徴が鋭咲きれた．

病lXHJl:、大の五千jfliiについて期IHJ!'JIJにまとめると， 6IJ 16 

日～ 7月 6H : 3/6 （約一二塁拡大樹数／調〆百七•t数）, 7 J1 6 

il～ 7 JJ 30 I i：工／3, 7 ;] 6 El～ 10丹7ll : 4/10であっ

た. 10}] 7 II lこ病Jj村正大が認められた 3Ftの病徴は， .＇i,¥
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色社！1浸状の新館な様相を呈していた．

第 3表 分離簡の病以官I検定結果 (1977if.) 

抜埼i 1古城形成総皮 肉分離
接附封1重 〆 No一一一一一一一一一一一一一一一一一

月／日 %. Xi泌~； ~ゲ Xi川 'J-o;u

ナ／レ｝ミカントil ト 十 十 十 一
2 十 十 一併y

3 → 十 十ト ート

4 土す ／ 

十

＋ 

5 -ti十一帯 昔十 十 , -s 

そ前

6 I 詩 廿

1 

2 

3 十 jfy 十

4 十甘y 十

5 -t 十ト

6 1ト ／ イ

出州ミカン t ; l 土土 士土， s

2 士土 士 土 ＇ -s 

カ ラタ子九 l 土 土 土士

2 土士 士 三

夏 十ti% 1 土士 土土ー， s

ナノレトミカン＇.）：， 1 一 一
（対！！日） 2 

討） Ill キ 翻夜JJ/1-J'..：分離UJ/IJ

(2) 病斑形成れ'J主 。病斑形成なし．土．按阿部｛立！な辺に

変色はみられるが，明りような病斑形成は認められない．

十 少？朴：良好？引十：艇めてllHl

(:l）分離む＇.J主 ・会〈分自主きれない．十 ・I古J頻度i二分離さ

(4) 

(5) 

れる． iTる．

土：分離挺Wtが議めて｛えい．

y : .，，占迩が新鮮なもの. s : h~ ！立i壌からの分離

／：カミキ＇ Iムシによる枯死．

4 .病原菌の問~

(l）附糸および1'fi議 ジャがイモl11iil’栄一k.t;'iJ:tu，で七日

義した場イ'l, lO'CのiJ，／，）支条約下では r'ci色総状， 15～30℃

では 111~11;•irドJな八項l咲きダリア状の-lE＋失械の訴l叢を；jくした

(plate III【 1). また， l潟糸は無断紋で， P pαTαsはるCα の

ようなこぶ：！えん~~大級（ plate Il-5, 6）はなく，＇ F討'I，糸

jえであった（plateIl-1, 2, 3, 4). 

(2) i治糸の発育品，＼｝交 25℃で最も良好な発育を示し

たが， 30℃では20℃と比較するとかなり生有力、抑制され，

35℃になると全く発向にせず，死滅した（第 4表）．

第4迅J iJ，，＼）交5日発fj'：／人j凡

試 的

Phytopht o ra sp. （分隊政）

P. parasiticα 

凶糸jlfl長 ~I；離（ mm)

10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 

8.7 16.7 28.6 36.6 6.5 。
4.6 21.5 23.5 31.9 27.7 17.8 

(3）遊定予のうの形状と大き予 遊走子A のうはJJ!j形

あるいは楕円形を＇（ し（platenr“3, 4），大きさはジャガ

イモ煎n寒天士f!i地 Iて、34町7×27.7μm，キュウリ寝起上て、

'.37. 9×25.811mであった（第 5表）．

第 5N: j佐主［：子のうの大きさ

ti{ 
キェウ •） 翠実上 PDA路地,ol) PDMiH由② PPM両地③

日 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
id王 H径沃径・ JiM iとf王.Ji主任託行・短筏

主主大級（inn)72.5・40ρ・Gl.3・38.8 40.0・35.0 45.0・35.0

!rtiH重（μm) ~：5.0 ・ 17 .5 18.0・13.8 2'.i.4・17.5 27 .. i・21.3

干均値（11m) l'/.9・25.8 36.9・29ι 32.2・25寸7 34. 9・28.0 

1H11径比＊ 1.47: l 1.26・1 l. 25 : 1 l. ~5 ・ 1

（；主） 事.＋活Jill｛のi七ヰrをsrn:した．

(4) 寄与J』i1i1tJJ （ヰ＼ 6表）

1弘

21'• 6表 't)主範陸l

品良物の種類

果実・ 1）ンゴ，ネ ブノレオレンジ，レ

モン，ナノレ iミカン，変キ!I，イチヂク，

ナシ， f？卜，キコウリ，ナス，ピー

マン ：主：；夏村i，タバコ，インゲン

.fl{：ニンジン I地主； .ジャガイ司

来災ハッザク，レモン， iJ,Hトlミカン 9

リンゴ，ナス， トマト，キュウリ

業・ナノレトミカン， トマト

収率i：ジャガイモ

ど～マン

投与iミ・ピ｝ーマン 葉： c－＜？ ン，ニ

ンジン，タノ〈コ，セイヨウ；j•、オズキ

(Physαris floridα？旧），

相！ .ニンジン 鱗菜：タマネギ

(5) 既知1Wiとの刈州市主主 1'. pα7αs iticα とは＇！＇ viii

11"1現象をがした（phte111-2 ). 

(6) j的体たん（J!ifの電気泳動ノマターン 分離的と ！－＇.

C山 ophthorαのたん；H立の電気泳動パ夕、ン（platelI-5)

は)Jij以しているこ、から，倒的めたん1'111[/f.fl成はほぼ等

1:tとみなされる．

(7) 1耐久r；二（およひ：＇;ff•［生者約］の JIラ！戎 J]¥t血＂＇および

Fl物体l：の純々の糸件ドにおいて， W/!Jl見！山fや卵胞子。〕

Jl;11X; IHJ/,J•；さき i LなZ坦った．

4 - 察

:t:ili＇.は，病 ll生ベJ予告生Ii寺；vl，発生環境および薬剤による

発病持続効果な 2η。ら，干支続的のー憾によって発生する
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f内容であ占士役雲寺し t：. そこで，疫病的分離の常法に従

って検々の方法を試みた結果：，正fらが考案した疫病的必

J尺椛J由1で病患部から Phytophthorαsp. をうcl-PHすること

ができた

分離した Phytophthorasp. をナルトミカンの斡ト：機

械したところ，自然必~と全く同様の J!Hi,,iil1花状の病1涯

をMittし，強いがj応Cl'L＼＇： もつ：とが明らかとなった．ざ

らに， f荷i延部全士からす町村にmいた Phytophthorasp. を

F耳びう示緩1できたので，ヰミtU立Phytophthorαsp. を病｝京〔

的とする病害と判断した．

つぎに， Phytophthο川 sp. のi'・J定であふが，本11＼＇.は

対徴的にはカンキッ1ペー協約 ζIll＇；似すゐので，まず，そ

の病以出！とされふ P.Pαγαsiticαとの兵jll］について検，jJ

した. l1f1j ［廷を対111;],J)i殺した結渋，＇I’•.1£!~!9~！現役を示すとと

もに， rdrj；河の的議および戸j糸l土全く黙る状f訟を尽したの

で， Jド病原lおは P.'pαア山I山 cα とは別栂の潟とみなされ

た

本子商j京li交のおもな！｛予；l,¥1ri'JおよびJ;j＼主主的ず'J:！ゴとして，（l)

ジャズfイ H!UI恭一大以上也iーの！？討議が八IT(ll見r1）ヤ；i犬の花

料機である (2) I剥糸の ft育泌j払は25℃で， 35℃では死

滅する ('.l) i佐ょiミfのうは卵lf:i(J出if子比はおおよそ，

l. 25 : l ) で， 手LU!i~1＠は顕？？ (ii) ：好 l:・総Wiii土上七絞びJ

jム〈，ギff})j'j照｛援ともリンゴの栄’夫に病）Jf('i'i:がある Ui) 

!{f,・ttl' l二においてイr'l'Ul品't:'rc>I杉！点がill!,められない，などカず

'J'IJIりjした．これらの性質について， WATERIWUSE に準じ

た討の分類）,J;i¥f¥11）および TUCKER の分対基準12）；こ従って

ノト長持続［ーが［をうHJ'[すると， いずれの±，~時J＼においても P citγ0日

phtho rα の諸ぞl:Vl とほぼ ~jjXする．さらに，洋i休たんじi

伎の’必気jノ・k動ノマタ ンによる同'iiソJ法13）においても，本病

l!l(ft¥i I土問：i¥iq品！として111いた P.c itr、ophtho rαと類似した

級相を!t！したことからも，ヱト；病原l摘は 1-'.citrophtho・1α 

と判定する．

十It揃J'Jiの樹1:i'fに P.c itrophthoraが；Kf'i'し，発病する

という知1よ4については，カリフォルニアにおけるレモン
14、

のtfftJlfi11<Jの ・11f,J11;( r'l¥iであることを FAWCETT '(l号13）が報

公したのが紋初であり，本Illてやは， i・主；c61(1931）がキン

カンのこfム約（gummosis）から P.citr‘ophthorαをう〉脅If

している．また，／！Ull15l (1927）は，台湾における-1111同知

が P向 citrophthorαによる結Jiit!病にはダれど千之されないこ

とや抜険しても病以！のJ広大がみられないことを報汗した．

しかし，その他の資料としては，＊沢らIG）がカンキツ樹

脂病の病原的の 4 っとして体b－＠.腐敗病的をあげているが，

これlまFAWCETT!7) ( 1926）からの引用であり，小1+:18)(1932)

およ Vr~＼ ti'i'.19)(1950 ）もそれぞれの著書のヰI で P. c itr opht-

ho 7、α による誌j•；制f,;j ＇.；＇与について 11己述しているにすぎない．

このように，出くから P.citr‘ophthora Iこよって符f論

の樹幹が侵されることは生｜｜られていたにもかかわらず，

発生を1確認した報告は極めて少ない．この原lλ！のーっと

181 
して，小林ノも抗H1話しているように， U4三においてはP.

c itr oph tho rαによ乙樹幹病者の発11：が少ないのではない

かと推計される．すなわち，日本のi'lttili’j友情のなかて＂ 1¥'/1

極的に大きな刻合を 1'iめるiJ,,U・ト｜ミカンや変柑は，本研究

の！！＜Ht..式殺の給処にえ九づくと， P. citrophthorα に対し

強い抵抗悦をぷ・r，・：みなされl, 1;1然感染による発病も緩

めて少ないものと店、われる．また，すそ腐れ症状の発生

をJ沼、め f としても， P pα？αsiticαとP.citrophthorαの

病is＆はi・DJIJできないはど附似している17）ので， J内)Jj(j司を

分間fしなければ P.Pα7αs iticαによる発生の疑いが残る．

このれj1, 発生報山例グ）少ない ［大！として，病原［'l¥i分機の

If!~継さが考えられる．本研究においても，本ifr＇ を観決し

たIii＼＇はづでに j海辺上1:1土Fusαriumsp. を始めとして複

数の成。寄せが認め htL，疫病1!fi選択J;ffjtlJ以外の }j';lとてや

は， 4；約潟〈｝高をたく分書誌できなかったことからも奈1m

られる．

本症の発＂！： I土y（；とtiifcFtuJワHill に限られ， 11,？，；定期j には病i~l

の£肢はみられない．これは，本病原附が30℃以 i：の；r~；

11 .. lでは内糸の発ヴが紙めて抑制されるとともに， f也の疫

病的による病＇ 8と111H〆L1;:11剤、10によって先生が大きく交門［］

されているものと忠われる．とくに， 1974i＼＇・には 7月6

日の 217酬の降雨の伐に大発生に':Iiった経絡から，多量

の降雨が多）（；.λiミの条｛守と Jjえる．すなわち，多乏の集中

fちなj）年計討は，：Iからの病原郊の飛散やがj採点jの念行を1Ji!.

すばかりでなく， f七良宇l.t也国iiではiーの流仁が jすりことに

よって総木のナルト カンの幹まてや：I：がかかり，感染，

発病を芥坊にするものと術iJllJされる. ill II 氏｜点｜では，樹

勢を活発にするため， J真木古II分を深ftfiにしており， tW木

部分のiーとの接触が多発！トゐをHiいている」I.Klであろう．

また， 4；肢の発生は池のド似ljにも）：ii'i'する多1:11u也に集1j1

したことや，本病原爆il立多川状態において !Cfiが良好で

あることから，；i：よ奈の水分条f'Iーもうで生iこ大きく関与して

いるものと考えられる．

従って， Iドiil'の)E;！主を未然にi功くためには，総本の部

分lこ｜二がかからないようにすることが延安な対策といえ

る．その っとして，被木部の深村lえをjJlliけることは当

然の捕訟であるが，多ilの降雨に1tl過しても i：が流きれ

ないよう I.fl＼めや1!1水ii＃を設：泣することがた本的なんlit

で，かっイ＇fJ-1Jなh/12となろう．

最後に，本誌の病名であるが， “一病名ーサ内）京的”の

l京HIJ；ニ従えは， 4:話ては病！ゑ一点：を P.c itrophthoraとする

ので， •i品色腐敗1i'JJ を巡汚すべきであるし，“光名権”に



102 兵パi県農業総合センター研究報告第32号 (1984) 

従之ば， iii'~元 6）の「コム病（樹脂病）」を iiむ司すべきであ

ろう．しかし，病徴会設視して本症の病名を考店、すれば，

以tニ2つの病名はいずれも不滅確 ！： %；えふ．イ11J放ならば，

l禍色腐敗病J l土利i捕の果実の病f:lkヤ色彩に由来15）して

いるのであり，「樹脂病Jl土木症の発的jj[I伎を泡般に表現

していない．従って， lド症のj誌大のわ微である地際樹幹

部の発病を病名に反i央するならば，「「そ［持病lが段もふ

さわしいと与える．ところが，「すそJ持病（footrot）」の

病原lおは P.PαTαs iticα16）としていうが，日本における

;flt焔類からの分離は加藤ら o）が直木のJ引；ぜてい行った以外

に宇佐1li＇はなく， P.c itrοphthorα に上る付幹病’言:fl二対し

「jそ闘病 j を用いても矛Iiiしないと忠、bれる．

なお， 21'症は疫病iおによる病；与であるので， fすそ！潟病j

より「すそ腐疫病」め方が，病務｛と高守派1/1の守長級が表JJl

されているという芯；m！とから，ょっょ也石竹な寄せ名とも与える．

5 .摘要

ナルトミカンのすぐ腐れ限状の発す！良川を究明し，｜坊

除対策を確立：するために，先生実態＇）制令および病原保 l

のづ〉高lf< JrU定について検討した．

1 ：キ；必lよ，ナルト、カンのJlj際樹＇，＇市日ド !.l.¥f1i1l1i乏状の

約1)1をJ1;1おし，仰l、ru!l!Jに発的，まん411：すふ．脳的fffjl土，

~：しいfJ勢の｛日；Fをミたし， ff！どは十i1i:YEに五ヤ．

2 本主i：は，；来<11r1サな降雨のf去に多常生が［jgめられ，排

水不良地に o;eif：樹がちく分布した．また，桜木部をi栄村：

し犬同lニ多 j告する｛刷、Iii］がみられた．

3 N~l:i，＼古古からう〉離した Phytophthoγαsp. Jよナルトミ

カンの干に •J;j（い病 Ii）（十t：を示し，すそ腐れ杭状を .＇i＇. した．

4 本川）点j!t¥jiま，形態的反ひな；~養 tl'J i治・ltJ'fIなどから，

P c itrophthorα と判主主する．

5 .本ii1＇の病れは，｝そf為病あるいはすそ終疫病が適当
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plate I 

｜究｜）日iii見明
1：ナルトミカンのすそ腐れ症状（地ji[jに石灰散布）

z : I司k拡大限l
3 ' 4：燦病音JI樹皮のはく雛状態
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plate II 

4 

[ZJ；；長覚的

1 - 4 ：分君主：'f-i(Phytophthora ~p. ）の菌糸

ヨ， 6 : P. pαγαS iticαの様｜；キミ



plate Ill 

5 
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物酔掛機場

IX!版説明

l：分離菌の内議（ジャ力イモ

煎itiミ天土；地・ 25℃）

2 ：ぅ〉再生114( Iこ） i:P. Pα？αs iticα 

（下〉の対~1\'l,'i養〈ジャガイ
モ言；！？十寒天J.;J也・ 25℃）

3 , 4：分離的・cl）援定子のう

5：分縦i'i（毛I3 4:）と

P. c itrophthorα（A:.34:) 

の的イ本たんl主賀市気Jノk動ノマ
ターン（京都府立大学原岡）
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plate N 

図版説明

1 .ナルトミカンにおける分離的の接種状：おと病徴の再現

2. 同｜二病患部純一管束組織の催病状~
3. カラタチにおける分離的核検音JI伎の権病状態（樹皮は丸掲変しているが，

内部組織は好；ど変色せず，捗j政［Jf~litl土認められない）

品 以外iミカンにむけるうJ、離筑後隈部伎の縫病状態（カラタチとかj様）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

