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Peronospora destructor (Berkeley) Caspary ex Berkeleyによる
ニラベと病（新称）

三津 知央＊・佐藤 衛＊＊・安岡員二＊* * .松下陽介＊＊・埋橋志穂美＊＊＊＊

佐藤豊三＊＊＊＊＊・山内智史＊＊＊＊＊＊・白川 隆＊＊＊＊＊＊＊

Downy Mildew of Chinese Chive Caused by Peronospora destructor (Berkeley) 

Caspary ex Berkeley 

Tomoo MISA WA*, Mamoru SA TOU* *, Shinji Y ASUOKA * * *. Yousuke MATSUSHITA**, 

Shihomi UZUHASHI****,Toyozo SATO*****, Norihito YAMAUCHI****** 

and Takashi SHIRAKAWA* * * * * * * 

Severe leaf blight accompanied by frosty molds on lesions were found on Chinese chives in Hokkaido, 

Japan, from September to October, 2009. The gray to pale-green molds were the conidia and conidiophores 

of a fungus. The conidiophores emerging through stomata were 12 -18 μ m in diameter at the base and 

monopodially branched a few times. Conidia were pyriform to fusiform, 34 -69× 22 -32 μ m in size, 

slightly papillate at the proximal end and germinated by germ tubes. Sequence of the rDNA-ITSl region 

of the fungus was identical to that of Peronospora destructor (Berkeley) Caspary ex Berkeley. We identified 

the fungus as P. destructor on the basis of its morphology and results of the BLAST with the sequence. 

After the conidia of the fungus was inoculated on the leaves of potted Chinese chive and Welsh onion, 

the original symptoms appeared on a Welsh onion leaf only. Although we were unable to confirm the 

pathogenicity of the fungus to Chinese chive, we determined that it was the pathogen causing the disease 

on the basis of its obligate parasitism and pathogenicity to Welsh onion. This is the first report of downy 

mildew of Chinese chive caused by P. destructor in Japan. 

Key words: Chinese chive, downy mildew, Peronospora destructor 

2009年 9～10月，北海道北斗市のニラ （Allium

tuberosum Rottier）栽培露地圃場で葉に灰色～淡緑色

霜状のかびを密生する病斑が確認された擢病植物上に

形成したかぴの同定結果および接種試験より本症状が

Peronospora destructor (Berkeley) Caspary ex Berke-

leyによる我が国未報告の病害であることが明らかとな

ったため，試験結果を報告する．

＊北海道立総合研究機構農業研究本部道南農業試験場

材料および方法

1 .発生状況および病徴

2009年 9月下旬～10月下旬に北海道北斗市の道南農

業試験場内露地ニラ（品種：パワフル・グリーンベル

ト）栽培圃場において発生状況を達観で調査するととも

に病徴を調査・観察した

2.曜病葉上の菌の形態調査

ニラ擢病葉上に形成された菌（以下：ニラ菌）を掻き
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取り，顕微鏡下で形態を観察するとともに，各器官の大

きさを 50個ずつ測定したまた，病害発生ニラ圃場か

ら約 50m離れた圃場においてニラと同じ Allium属植物

であるネギ （Allium丘stulosumL.) （品種 ー元蔵）にべ

と病が発生していたため この，寵病葉上に形成した菌に

ついても同様に形態を調査した

3. rDNA-ITS 1令買t或の解析

ニラおよびネギベと病の病斑から菌体をかき取って滅

菌水に懸濁し， PrepManUltra™ (Applied Biosystems. 

Foster City, CA. USA）により DNAを？由出した ITSl 

およびITS2プライマー（9）を用いた PCR法により，

rDNA-ITSl領域を増幅した PCR反応は 95℃.30秒，

55℃ . 30秒， 72℃ ・2分の 35サイクルで行った. PCR 

産物を 1%アガロースゲルでL電気泳動し臭化エチジウ

ムで染色したのちに紫外線を照射して，増幅断片を観察

した. PCR 増幅断片をゲルから切り出し ， GenElute™

PCR Clean Up Kit (SIGMA ALDRICH. St. Louis. MO. 

USA）で精製した． これをテンプレートとし， BigDye

T巴rminatorv3.l Cycle SeQuencing Kit (Applied Biosys-

terns）を用いてシーケンス反応を行い， 3130xLGenetic 

Analyzer (Applied Biosystems）により塩基配列を解読

した

4. 二ラ菌のニラおよびネギに対する病原性

ニラおよびネギベと病の病斑から菌体をかき取って滅

菌水に懸濁し，ガーゼでi慮、過し分生子懸濁液を得た．こ

れを分生子濃度 10×105個／mlに調整し炭化水素界面

活性剤（エアロゾル OT75E，サイテックインダス トリ

ー社）を 0.01% (v/v）となるように加用した この分

生子懸濁液に滅菌した 5mm四方の滅菌ろ紙を浸漬し

これを接種源とした

l/5000aワグネルポット （直径 15.9cm×深さ 19.3

cm）で7ヶ月間栽培したニラ （品種パワフル・グリ

ーンベル ト，Iポットあたり 4個体を栽植）およびネギ

（品種元蔵， lポットあたり l個体を栽植）を検定植

物とした 予めニラおよびネギの葉表面をティッシュペ

ーパーで拭きワックス成分を除去した ニラでは分生子

懸濁液浸漬ろ紙を l葉あたり 1枚， 1ポットあた り15

葉に貼り付けた．ネギでは l葉あたり 2枚， lポットあ

たり 5～6葉に貼り付けた 接種株をピニールで被覆し

湿室状態とし， 20℃.12時間日長の人工気象器内で 24

時間管理したのち，ビニール被覆を除去したーその後，

接種株は 15℃・ 16時間日長の人工気象器内で 15日間栽

培したのちに，再びビニールで被覆し，同一条件下で9

日間管理した 試験は l区2ポットで行い，陰性対照株

には滅菌水浸漬ろ紙を貼り付けた．

結果

1 .発生状況および病徴

2009年 9月30日に約 2aのニラ栽培圃場で葉に灰色

Fig. 1 Downy mildew symptoms in Chinese chive after natural 
infection (a. b, c) and Welsh onion after artificial infection 
(d). ab: Initial lesions found on 30 Sept巴mber2009. 
c: Severe symptom observed on 26 October. 2009. 
d: Fungal masses on Welsh onion l巴af25 days after 
inoculation with conidia obtained from Chinese chive 
lesions 

Fig. 2 Peronospora destructor in Chinese chive. 
a: Conidiophore (Bar= 100 μ m). b: Conidia (Bar= 50 μ m). 
c: Germ tube growing from conidium (Bar= 50 μ m) 

～淡緑色霜状のかぴを密生する病斑が確認された病斑

は葉を取り囲むように表裏の両面に発生し，病斑の長さ

は5～lOcmであった（Fig.la. b). 1株あたり l～5個の

病斑を形成し発病株率は約 95%であった．発病は次

第に拡大し， 10月6日には発病株率 100%に達し， l株

あたり約 40葉のうち半数近くの葉に病斑を形成したー

また，葉身中央部に病斑を形成した葉は病斑部を含む先

端側が枯死した 枯死葉は株あたり 2～5葉程度であっ

た 10月 15日にはほぼ全ての葉に病斑が形成され，枯

死葉は最も多い場合は株あたり 15葉に達した 10月26

日には葉面積の 80%以上に病斑を形成し，株内の 113～

1/2の葉が枯死し消失した （Fig.le). 

2. 擢病葉上の菌の形態

ニラ菌の分生子柄は気孔から抽出し，数回又状に分岐

しその先端に分生子を形成した 分生子柄基部の太さ

は12～18μmであった（Fig.2a）.分生子は， j炎褐色～

灰色，洋梨型～紡錘形，大きさは 34～69× 22～

32μm，基部に乳頭突起状の臓部を有した（Fig.2b). 

分生子は発芽管を出して発芽した（Fig.2c). ニラ圃場

に隣接したネギ圃場から採取したネギベと病菌もほぼ同

様の形態であり，分生子柄基部の太さは 12～19μm,
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Table 1 Morphological comparison of the present fungus in Chinese chive and Welsh onion with Peronospora destructor reported 

previously 

Conidiophores 

Fungus Site of Length 
Branching 

em叫 ence （μ出

D肌 eterat Length Width 

出ebase (μm) (μm) (μm) 

Fungus on Chinese stomata a few times. 12-18 34-69 22 32 

chive leaves a) monopodial 

Fungus on Welsh st口mata a few times, 12-19 34-64 20-28 

omon leaves a) monopodial 

Peronospora stomata 2 -6 times, 122-150 7-18 22-40 18-29 

destructor b) monopodial 

P. destructor c) stomata monopodial 122 820 7 18 29-82 17-34 

Conidia 

Host 
Shape Color Germination 

pyriform to fusiform, slightly pale brown germ tube Chinese chive 

papillate at the proximal end to gray (Alli叩 tuberos凹）

pyriform to fusiform, slightly pale brown germ tube Welsh onion 

papillate at the proximal end to gray 

pyriform to fusiform, slightly 

papillate at the proximal end 

pyriform to broad乱1siform,slightly 

papillate at the proximal end 

(A品umfistu伽um)

germ tube Allium spp. 

germ tube Allium spp. 

P. destructor d) 3-5 times. 140-230 10-25 40 56 21-27.5 obovoidal to pyriform, pale brown 

to brown 

a) This study 

b) Mukerji (1975) 

c) Virおiyi(1981) 

d) Shin and Choi (2006) 

monopodial or 

trichotomous 

分生子の大きさは 34～64 × 20～28μmであった

(Table 1). 以上の形態的特徴は， Mukerji ( 5) , 

Viranyi (8）および Shinand Choi ( 7）による Per-

onospora destructorの記載とほぼ一致した

3. rDNA-ITS1領域の解析

PCR法により増幅された DNA断片の塩基配列を解

析したところ，ニラ菌およびネギベと病菌ともに 261塩

基を解読することができた ニラ菌の配列を DNA

Database of ] apanのデータベースで BLAST検索した

結果， Rdestructorの配列（DQ885385, AB021712）と

100%一致し形態による同定結果が支持された 以上

のことからニラ菌を Rdestructor (Berkeley) Caspary 

ex Berkeleyと同定した また，ネギベと病菌の塩基配

列も P.destructorの配列と 100%一致した

4. ニラ菌のニラおよびネギに対する病原性

ニラ菌を接種したニラでは発病が認められなかった

一方，ニラ菌を接種したネギでは接種25日後に l個体

にl病斑を形成した（Fig.ld）.この病斑はニラに自然

発生した病斑と酷似していた病斑上に形成された菌を

顕微鏡観察したところ，ニラ擢病葉上に形成した菌と同

様の菌が多数確認されたネギベと病菌を接種したニラ

およびネギではいずれも病斑形成が認められなかった．

考察

本研究ではニラ菌のネギに対する病原性を確認できた

ものの，ニラにおける病徴を再現することができなかっ

た接種試験は，接種源の分生子濃度（5.0×1Q3個／ml

～1.0×105個／ml)，接種時の日長条件（12時間日長，

germ tube Allium spp. 

16時間日長，暗黒下），接種後の栽培条件（ガラス温室

内， 15℃.16時間日長），界面活性剤（エアロゾル OT-

75E. Tween-20）および接種方法（分生子懸濁液浸漬ろ

紙貼り付け，噴霧接種）を変更しながら合計8回実施し

た（データ未記載）が，発病が認められたのは，ニラ菌

を接種したネギの l葉l病斑のみであった．

また，ネギベと病菌も 8回すべての接種試験に供試し

たが，いずれもニラおよびネギに病斑を形成しなかっ

た Bulovieneand Survilience (1)はタマネギベと病菌

(P. destructor）のタマネギ （Alliumcepa L.）に対する

感染好適条件を詳細に調査し 接種後48時間を 15℃暗

黒下・湿室条件で、保ったのちの 13日間の温度条件が発

病株率に大きな影響を与えることを明らかにした．同試

験では 15℃で8日ののちに 22℃で5日間管理した区の

発病株率が43%と最も高く， 22℃で 13日間管理した区

の発病株率は 0%であった．本研究では， 20℃で接種を

行ったのちに 15℃で生育させたが，本条件がニラへの

感染にとって不適当であったと考えられる．

道南地域では例年9月中旬～10月下旬にかけてネギ

ベと病（病原菌Rdestructor）が発生する（3）.ニラで

本病が発生した 2009年9～10月にも道南農業試験場を

含め北斗市内の周辺ネギ圃場ではべと病が発生してい

た．このことから，ネギ上で発生したべと病菌の分生子

が飛散しニラに感染し本病が発生したと推察された

北海道におけるニラの栽培は露地圃場で6～10月まで

株養成を行い， 11月下旬に自然枯死した地上部を刈り

取り，ハウスビニールを被覆し，翌春に再萌芽した茎葉

を3回収穫する（2,4). 著者は，病害無発生圃場におい

-70-



てニラの切葉試験を実施し， 9月下旬または 10月下旬

に地上部をすべて刈り取った場合，翌春の収量がそれぞ

れ35%および 14%減少することを明らかにしている

（三津：未発表）．本病の発生時期が9月下旬～10月下

旬であったこと，発病程度が激しかったことおよび切葉

試験の結果から判断して，本病の発生が翌春のニラの収

量に影響を及ぼしたと考えられる．

接種試験ではニラに対する病原性は確認できなかった

が，ニラ菌の形態的特徴およびrDNA-ITSl領域の塩基

配列がP.destructorの配列と一致した．また，絶対寄

生菌である本菌がニラに寄生したことおよびネギに病原

性を示したことから， Allium属植物に特異的に病原性

を示す P.destructor (8）と同定し，ニラに対する病原

性は未確認ながら，本症状を同菌による病害と判断し

た P.destructorによるニラ病害の発生は我が国では未

報告であるため，本病をニラベと病（英名 Downy

mildew of Chinese chive）と呼称することを提案する．

なお，海外では韓国において本病の発生がすでに報告さ

れている（6).

本研究で供試したニラ上の分生子を MAFF241737と

して農業生物資源ジーンパンクに登録・保存した．

本研究を実施するにあたり 三重大学・中島千晴博士に

貴重なご助言を賜った記して感謝申し上げる．
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