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北日本病虫研報 65: 72-75 (2014) 

Ann. Rept. Plant Prot. North japan 

Stemphylium vesicariumによるリーキ葉枯病

三津知央＊・富沢ゆい子＊＊．植野玲一郎＊．菅原章人＊＊

Leaf Blight of Leek Caused by Stemphylium vesicarium 

Tomoo MISAWA*. Yuiko TOMIZAWA**. Reiichiro UENO* and Akito SUGAWARA** 

Leaf blight of leek was found in Hokkaido, Japan, in September 2011. An isolate was obtained from a 

diseased leaf. Conidiophores of the isolate were 36.8 -145.0 μ m × 4.7 -6.3 μ m in size, mononematous 

without branches, and swollen at distal ends，叩dthey proliferate percurrently. Conidia were formed at 

the apices of conidiophores, not chained. The conidia were oblong to oval. 30.2 66.3 μ m × 16.8 -27.5 μ m 

in size, and constricted at 1 -3 major transverse septa, and had a length/width ratio of 2.09. The isolate 

was identified as Stemphylium vesicarium on the basis of its morphology. The perfect state of the isolate 

was also obtained, and this isolate was identified as Pleospora sp. on the basis of the shape and size of its 

pseudothecia, asci and ascospores. We confirmed pathogenicity of the isolate to leek and Welsh onion in 

inoculation tests. Leaf blight of leek caused by S. vesicarium has not been reported in Japan; therefore, we 

hereby propose to include it as one of the pathogens of the disease. 
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リーキ （Alliumampeloprasum var. porrum）は，地

中海沿岸原産の野菜でにネギ （A.βstulosum）と近縁で

ある．我が国で消費されているリーキのほとんどがヨー

ロッパおよびオセアニア産であり，日本での生産量は非

常に少ない。道総研・道南農業試験場では 2011年から

北海道におけるリーキ栽培法の確立を目指して栽培試験

を実施している

2011年9月，道南農業試験場（北海道北斗市）のリー

キ栽培露地圃場で葉身に褐色紡錘形の病斑を形成する病

害が発生した擢病葉から菌の分離・同定および病原性

試験の結果，本症状がStemphyliumvesicariumによっ

て引き起こされる病害であることが明らかとなった．我

が国では Stemphyliumbotryosumによるリーキ葉枯病

が報告されているが（1,2), S. vesicariumによる病害

は未報告であるため，試験結果を報告する．

材料および方法

1 .発生状況および病徴

2011年9月下旬に北海道北斗市の道南農業試験場の

吋じ海道立総合研究機構農業研究本部道南農業試験場

リーキ栽培露地圃場（品種：ポトフ）において発生状況

および病徴を調査・観察した

2.病原菌の分離

病斑部に形成した分生子を 9mlの滅菌水に懸濁し，

この懸濁液の 10倍希釈液をグルコース加用ジャガイモ

煎汁寒天（PDA）平板培地（クロラムフェニコール約

300ppm添加）上に 500μ1滴下後，コンラージ棒で培地

全体に広げ， 25℃で7日間培養し，単胞子由来の菌株

(LSl株）を得た．

3.分離菌の形態

分離菌を V-8ジュース寒天培地上に移植し， 15℃－

BLBライト照射下， 3週間培養後に不完全世代と完全世

代で形成される各器官を観察しそれぞれ50個の大き

さを測定し，種を同定した

4. 分離菌のリーキおよびネギに対する病原性

分離菌を前述の方法で培養し形成させた分生子を滅菌

水に懸濁し，ガーゼで櫨過し分生子懸濁液を得たこれ

を1.0×1Q5個／mlに調製し（0.1 % Tween20加用），接種

源とした．ガラス温室内において l/5000aワグネルポッ

Donan Agricultural Experiment Station, Agricultural Research Department, Hokkaido Research Organization, Hokuto, 

Hokkaido, 041-1201 Japan 

＊＊北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場

-72-



ト（直径 15.9cm x深さ 19.3cm ）で 4ヶ月間栽培し

たリーキ （品種 ポトフ）および6ヶ月間栽培したネギ

（品種元蔵）を検定植物として供試した

検定植物 1株あたり 3葉について，葉に針で傷を付

け，幅 l.5cmのガーゼを葉に二重に巻き付け，接種j原を

滴下した．ガーゼの上からパラフィルムで被覆し，さら

に株全体をビニールで被覆し， 15℃.16時間日長の人

工気象器内で管理した接種3日後に被覆を除去し，接

種株を平均気温23.6℃のガラス温室内に移動し接種9

日後に病徴を観察した．検定にはリーキ 2株およびネギ

l株を供試した 対照菌株としてネギ葉枯病菌 Svesi-

carium DBl株 （4,5）を，陰性対照区には滅菌水を供

試した また，発病個体から菌の再分離を試みた．

結果

1 .発生状況および病徴

外葉中央部に長径3～lOcmで、中央が褐色～黒褐色，周

辺が淡褐色の紡錘形病斑を形成した （Fig.la）.複数の

Fig. 1 Symptoms, pathogenicity and morphological characteristics 
of the le巴kleaf blight pathogen, Stemphylium vesicaiium. 
a: Fusiform lesions on leek leaves. b: Leaf tip death caused 
by formation of several lesions. c: Fusiform lesion formed 
on inoculated leek leaf 9 days after inoculation. d: Conidia 
formed at the apices of conidiophores. Distal ends of 
conidiophores are swollen and brown (Bar=20 μ m). e: 
Percurrent proliferation (B紅＝20μ m). f: Conidium with 
three m勾orconstrictions (Arrows indicat巴出esepta. 
Bar=20 μ m). g Pseudothecium of Plec叩 orastate of the 
isolate (Bar= 100 μ m). h: Ascus enclosing eight ascospores 
(Bar=50μm) 

病斑が融合し葉幅全体に達すると病斑部より先が枯死し

た（Fig.lb）.発病は 5aの圃場の 100%の株で認められた

2. 病原菌の分離

懸濁液を培養した培地上には菌叢が灰色で基底部が赤

褐色～オレンジ色を呈する糸状菌が高率に分離され，分

離菌 LSl株を以降の試験に供試した

3. 分離菌の形態

分離菌の不完全世代は，分生子柄が半透明で先端は褐

色で、膨潤し，貫生（パーカレント）により再伸長した

(Fig. ld, e）.分生子柄の長さは 36.8～145.0（平均 69.3)

μm，幅は 4.7～6.3（平均 5.6) μ m，膨潤部は 7.6～10.0

（平均 8.7)μ m であった 分生子柄先端には分生子が

単生した （Fig.ld). 

分生子は，長方形～楕円形，縦 l～3，横2～7の隔壁

を有し， l～3の横隔壁でくびれた （Fig.lf). 大きさは

30.2～66.3 （平均 46.1）× 16.8～27.5（平均 22.0) μ m. 

縦横比 (lib）は2.09であった （Table1). 以上の形態

的特徴は， Svesicarium DBl株およびSimmons(1969) 

のSvesicariumの記載とほぼ一致したことから， LSl

株の不完全世代を Svesicariumと同定した （Table1) 

分離菌の完全世代は，黒色 ・球形でくちばしを有し，

大きさは平均 245.4x 225.0 μ mの偽子のう殻を形成し

た （Fig.lg）.偽子のう殻内には根棒状，二重壁，無色，

大きさは 135.2～268.8（平均 179.2）×23.0～39.3（平均

32.9) μ mの子のうを形成し （Fig.lh），その内部には

8個の子のう胞子を内包した 子のう胞子は，長楕円形

～スリ ッパ形，黄褐色で縦l～3，横5～7個の隔壁を有

し，大きさは 31.5～46.4（平均 39.1) ×11.4～19.5（平均

16.2) μ mであった 以上の形態的特徴は， 5.vesicar-

ium DBl株の完全世代と一致し，Simmons(1969）が

5. vesicariumの完全世代として記載した日eosporasp. 

と比較して，偽子のう殻がやや小さい点を除いてほぼ一

致したため，分離菌の完全世代を Pleosporasp.と同定

した （Table1). 

4.分離菌のリーキおよびネギに対する病原性

リーキ由来の 5.vesicarium LSl菌を接種したリーキ

では，原病徴が再現され （Fig.le），ネギにも同様の病

斑を形成した 対照として供試したネギ葉枯病菌 DB1 

株を接種したリーキおよびネギも同様の病斑を形成した

(Table 2). 病斑部からは接種菌が再分離された

考察

我が国では Stemphylium属菌によるリーキ病害とし

て，Sbotryosum （完全世代 Pleospora tarda）による

葉枯病の発生が報告されている Cl.2). 同病と本報告で

示した 5.vesicariumによる病害は，病徴が酷似してお

り識別できないため，同一病害と見なし本症状をリー

キ葉枯病と同定した リーキ葉枯病の病原として丘

vesicariumは未報告であるため，本種を病原として追
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Table 1 Morphological comparison of the present isolate with Stemphylium vesicarium reported previously 

Imperfect state 

Conidia 
Isolate 

Size (μm) 

Conidiophor官S

Size (μ m) No. of sept 
I/be) 

L d) Te) triction Length Width Swelling Length Width 

Present isolate LSl 30.2-66.3 (46.l)f) 16.8-27.5 (22.0) 

S町 sicariumDBl心 27.2-54.6(40.1) 14.5-27.0 (21.0) 

2.09 1-3 2-7 1-3 36.8 145.0 (69.3) 4.7 6.3 (5.6) 7.6-10.0 (8.7) 

1.91 1 -3 3-6 1-3 18.3-91.5 (51.9) 4.3 7.1 (5.5) 6.8 9.9 (8.2) 

S四 sicariumb) 25-42 12-22 1.5-2.7 1-3 1-5 1-3 33-47 5-8 7-9 

Perfect state 

Pseudothecia Ascus As co spores 

Size (μm) 
Isolate 

Siz巴 （μm) Size (μm) No.of septa 

L T 

1-3 5-7 

1-2 6-7 

0-3 7 

Height Width Length Width Length Width 

Present isolate LSl 

S.vesicarium DBl a) 

Pleospora sp. b) 

102.9 -348.7 (245.4) 108.5 -29日（225β）135.2-268.8 (179.2) 23.0-39.3 (32.9) 

191.4-454.5 (313.1) 239.2一関1.4(437.7) 132.8-21印（167.1) 25.4-35.6 (29.8) 

31.5-46.4 (39.1) 11.4-19.5 (16.2) 

28.7 -45.7 (34β） 12.0 -19.2 (15.5) 

500 1080 

a) Misawa (2012) 
b) Simmons (1969) 
c) Length/breadth 
d) Longitude 
e) Transverse 。Minimum-Maximum(Average) 

Table 2 Pathogenicity comparison of the present isolate 

obtained from leek with leaf blight symptom 

(isolate LSl) with Welsh onion leaf blight pathogen 

(isolate DBl) to leek and Welsh onion 

Leek a) Welsh onion a) 
Isolate 

Plant 1 Plant 2 Plant 1 

S. vesicarium isolate LSl 3;3b) 313 313 

S. vesicarium isolate DBl 313 313 313 

Control 013 013 013 

a) Virulence was determined 9 days after inoculation 
b) Number of diseased leaves/number of leaves t巴st巴d

加することを提案する．

Simmons (1969）は， Svesicariumの完全世代として

Pleospora alliは有力な候補としながらも，種名を特定

していない. S. vesicariumはヨーロツノTにおいては，

セイヨウナシの重要病原であり，多くの研究者が本種の

完全世代として Ralliiを採用している（3）.しかし，

著者の知る限り両種の同根関係について検討した研究事

例はないため，本研究では Pleosporasp.を採用する．

5. vesicariumは北海道におけるネギ葉枯病の主要な

病原菌である（4）.同病は 7～10月に発生し病斑部か

らは多量の分生子が飛散する（6）.ネギ葉枯病菌DBl

株およびリーキ葉枯病菌 LSl株はともにリーキおよび

ネギに病原性を示した．また，本病発生リーキ圃場から

170 35 37 18 

約 lOm離れた圃場にはネギが栽培されており，葉枯病

が発生していた以上のことから，本病はネギ葉枯病の

病斑上に形成した 5.vesicariumの分生子がリーキ圃場

に飛散し，リーキに感染し発生したと推察された．

ネギ葉枯病は，外葉に褐色楕円形病斑，出荷葉である

中心葉に黄色斑紋病斑を形成する．褐色楕円形病斑は出

荷葉にまで発生するほど多発することはなく，同病斑の

発生によりネギが減収することもない（5). 一方，黄色

斑紋病斑の発生により出荷物の外観品質が著しく低下す

る．リーキで発生が確認されたのはいずれも褐色楕円形

病斑であり，黄色斑紋病斑の発生は認められなかった．

リーキでは，ネギとは異なり褐色楕円形病斑より先端が

枯死する症状が認められたことから，減収程度はネギよ

り大きい可能性が示唆され，今後発病と収量の関係の解

明が必要で、ある．

分離菌株 LSl株は，農業生物資源ジーンパンクに

MAFF 243796として寄託・登録した
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