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クロミサンザシ白粒葉枯病菌均Icopappusalniの5科の樹木に対する

病原性と侵入部位

高橋由紀子 1.*・松下 範久 1・賓月 岱造 1・原田 幸雄2

ABSTRACT 

TAKAHASHI，Y人MATSUS田TA，N人HOGETSU，T.1 and HARADA， y2 (2008). Pathogenicity of the frosty mildew fungus， Mycopappus 
alni， to tree species in five families and its infection site. ]pn. J. Phytopathol. 74: 140-147. 

Inoculation tests using A今copappusalni isolates， the frosty mildew fungus of Crataegus chlorosarca (Rosaceae)， were performed for 

leaves of 21 tree species in 15 genera of Betulaceae， Rosaceae， Fagaceae， ]uglandaceae and Hamamelidaceae. The M. alni isolate 
caused obvious lesions with propagules on leaves of 14 species in Betulaceae， Rosaceae， ]uglandaceae and Hamamelidaceae， 

suggesting its pathogenicity to those species. In Fagaceae， the isolate caused lesions on leaves of Fagus crenata and Castanea cre仰 ta，
suggesting its pathogenicity to both species. However， the virulence of the isolate to those species is thought to be weak because 

formation of the lesions and propagules was less frequent than species in other families. The isolate caused no lesion on leaves of 

Quercus spp.， suggesting no pathogenicity to Quercus species. Microscopic observations revealed that the fungus invades C. chlorosarca 

leaves through stomata. 

(Received April9， 2007， Accepted November 12， 2007) 
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緒面

近年，A砂copappusalni (Dearn. & Barthol.) Redhead & G. P. 

Whiteによるクロミ サンザシ (Crataeguschlorosarca)の白粒

葉枯病が我が国で初めて発見された (Takahashiet al.， 2006) . 

本菌に侵された葉には淡褐色から褐色，不整形で環紋状の病

斑が形成され，やがて 白色から淡褐色，粒状の繁殖体が形成

される 被害葉は早期落葉し， 落葉上には黒色の菌核が形成

される 本菌は，北米とト ルコで分布が確認されてお り， そ

の宿主としてカバノキ科ノ、ンノキ属のAlnusrubra Bong.， A. 

sinuata (Regel) Rydb.，カバノキ属のBetulapendula Roth， Bet-

ula sp.およびパラ 科ナシ属の Pyrussp.が報告されている

(Braun et al.， 2000; Redhead and White， 1985).クロミサンザ

シから分離された日本産のM.alniも，カバノキ科やパラ科

の樹種に対して病原性を有する可能性が考えられるが，これ

らの樹種に対する 日本産M alniの病原性は不明である.そ

こで，本研究では，日本産M alniの病原性と宿主範囲を明

らかにするために，5科 15属 21種の樹木に対して接種試験

を行った.また， 本菌の葉内への侵入部位を明らかにするた

めに，顕微鏡観察を行った.

材料および方法

供試菌株と接種源 2004年 8月に，白粒葉枯病憶病クロミ

サンザシの同一葉上より分離した異なる繁殖体由来のMalni

菌株(MAFF411024(=FB28)およびMAFF411025(=FB29); 

Takahashi et al.， 2006)を供試した(第 1表).供試菌株をジャ

ガイモ ・ブドウ糖寒天 (PDA)平板上で，200C，暗黒下で 1

週間培養し，菌叢を培地寒天とともに内径 5mmのコルク

ポーラ ーで打ち抜いて接種源に用いた.対照区の接種源は同

様に打ち抜いた無菌 PDAとした.

宿主範囲の調査 M.alniの宿主として報告されているカ

バノキ科およびバラ科 (Braunet al.， 2000; Redhead and White， 

1985; Takahashi et al.， 2006)と，ナラ類白粒葉枯病菌Mquercus 

Y. Suto & M. Kawai (teleomorph Redheadia quercus Y Suto & 
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供試菌株第 1表

標本番号料採集日採集地分離日分離源宿主菌株番号*

TOFO-F26 2004.8.8 北海道苫小牧市2004.8.10 単繁殖体クロミサンザシ
A⑪'copappus alni 
MAFF411024 (FB28) 

Mycopappus alni 
MAFF411025 (FB29) 

TOFO-F26 

* MAFF: The Ministry of Agriculture， Forestry and Fisheries of Japan.括弧内は Takahashiet al. (2006)に記載した菌株番号.

料 TOFO-F:Herbarium of The University Museum， The University of Tokyo， Section of Forest Botany， Fungi. 

2004.8.8 北海道苫小牧市2004.8.10 単繁殖体クロミサンザシ

各種樹種に対する A今copappusalni菌株の病原性第 2表

再分離率c)変色の発生率 a) 繁殖体の

形成率b) 対照区
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学名

Alnus japonica 
A. hirsuta 
Betula platyphylla vat japonica 
Corylus sieboldiana 
Carpinus tschonoskii 
Amelanchier asiatica 
Crataegus chlorosarca 
Sor，仇tScommixta 
S. alnifolia 
Pourthiaea villosa vat laevis 
Chaenomeles sinensis 
Fagus crenata 
Quercus crispula 

Q. acutissima 
Q. dentata 
Q. rubra 
Q. serrata 
白staneacrenata 
Hamamelis japonica v紅 obtusata
Juglans mandshurica v紅 sachalinensis
Pterocmツarhoifolia 

和名

ハンノキ

ケヤマハンノキ

シラカンバ

ツノハシバミ

イヌシデ

ザイフリボク

クロミサンザシ

ナナカマド

アズキナシ

カマツカ

カリン

ブナ

ミズナラ

クヌギ

カシワ

アカガシワ

コナラ

クリ

マノレパマンサク

オニグルミ

サワグノレミ

カバノキ科

科名

ノ〈ラ科

a)接種2日後における変色葉数/接種葉数.

b)接種 3日後における繁殖体形成葉数/変色葉数.再分離に使用した接種葉と，観察前に落葉し繁殖体形成の確認できなかっ

た接種葉は評価から除いた

c) Mycopappus alniが再分離された葉数/再分離に供した葉数

オン交換水を噴霧した その後，苗木全体をポリエチレン袋

で被い，湿室の状態で屋外の寒冷紗 (50%遮光)下に置いた.

接種後2日目にポリエチレン袋をはずし葉の変色の有無を，

接種3日後にはM.alniの繁殖体形成の有無を記録した.さ

らに，接種 1ヶ月後まで， 1-3日毎に，葉の変色と繁殖体の

形成を観察した.なお，接種 3日後に各樹種の接種葉を無作

為に3枚ずつ採集し，菌の再分離を行った.接種部周辺を約

2cm角に切りとり ，表面殺菌 [80%エタノール 1分，次亜塩

素酸ナトリウム水溶液(有効塚素濃度 1%)1-2分，滅菌蒸

留水 1分]後，滅菌癒紙上で風乾したのち， 5mm角の葉小

片に切り，葉小片 4枚を PDA培地に置床した 200C，暗黒

Suyama)の宿主であるブナ科 (Sutoand Kawai， 2000; Suto and 

Suyama， 2005;高橋ら， 2005)， M. querc仰 と形態、的に類似す

る菌による被害が報告されているマンサク科(鳴海 ・原田，

1999) ，および種未同定の Mycopappus属菌の宿主であるクル

ミ科(周藤， 2006)の 5科から選んだ 15属 21種を供試した

(第 2表) • 2006年 6月 12日と 13日に東京大学大学院農学

生命科学研究科附属小石川樹木固において，野外で栽培した

対象樹種のポ ット苗を 1-4本用い，各樹種につき接種区，対

照区それぞれ 15枚の葉(複葉の樹種は 15枚の小葉)に接種

した.接種源 (MAFF411024)を，菌叢が葉裏面に接するよ

うにポリプロピレン製粘着テープで貼り付け，苗木全体にイ
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条件下で 1週間培養し，出現した菌叢の外観 (Takahashiet 

al.，2006)により M alni菌株の有無を評価した.

侵入部位の調査 スチロールケース内に蒸留水で湿らせ

たペーパータオルを敷き，その上にポリエチレン製ネットを

敷いて作製した湿室に，筑波大学菅平高原実験センターの樹

木園より採集したクロミサンザシ葉を裏面を上にして並べ，

その上に接種源 (MAFF411025)を静置して接種した.スチ

ロールケースの蓋をして， 150C， 12時間照明の恒温器内で2

日間培養した後，接種部を含む葉片を切り出し， formalin-

acetic acid-alcohol II (FAAlI ; 6.5 mlホルマリン，2.5ml酢酸，

100ml50%エタノール)あるいはエタノール酢酸 (99.5%エ

タノール:氷酢酸=3:1 v/v)で固定，脱色した.固定した試

料を 0.05%トリパンブルー液に浸潰し，オートクレーブで

1050C， 5分間熱処理して染色した後， ラクトグリセロール

(乳酸:ク、リセリン:蒸留水=1:1:1 v/v)でマウントして光

学顕微鏡 (OLYMPUSBX50)で観察した.また，固定した試

料を蒸留水と O.01Mリン酸ナトリウム緩衝液 (pH7.6) (PB) 

で洗浄した後， 2%ウシ血清アルブミン (BSA)(Sigma-Aldrich) 

を含む PBに30分浸漬， Tween20洗浄液 (0.05%Tween20，

PB)で3回洗浄し， FITC標識小麦匹芽レクチン (F-WGA)

溶液 [0.1mg • mr1 F-WGA (Sigma-Aldrich)， l%BSA， PBJ 

に 1時間漫潰し菌糸を染色した.F-WGA染色した試料は，

Tween20洗浄液で 3回洗浄し， PBでマウントして光学顕微

競および蛍光顕微鏡 (OLYMPUSBH2-RFL-T3)で観察した

蛍光顕微鏡は U-MWU，U-WIB， U-NIBAの各蛍光ミラーユ

ニット (OLYMPUS)を使用した F-WGA染色に用いた試料

は走査型電子顕微鏡でも観察した. F-WGA染色に用いた試

料を，蒸留水で洗浄し，25%， 50%， 75%t-ブタノールでそ

れぞれ 30分， 100%t-ブタノールで 30分， 2回浸漬して脱

水 ・置換し，凍結乾燥機 QEOL]FD-300)により凍結乾燥し

た.乾燥させた試料は試料台に両面テープで固定し，イオン

スパッター (TedPella 108 Auto Sputter Coater)により白金を

蒸着した試料の観察には走査型電子顕微鏡 QEOL]SM-

5410LVおよび HITACHIS-4000)を使用した また，接種葉

を， FAAlIで固定後，エタノール系列 (50%，75%， 95%， 

100%エタノール)で脱水 n-ブタノールに置換した後，パ

ラフィンに置換 ・包埋した佐保 (1974)のセロハンテープ

法に従い，スライディングミクロトーム (y品<1ATOROM-

380)で連続切片を作成した.切片は，Haupt's adhesive (1 g 

ゼラチン， 20mlグリセリン， 2 gフェノール， 100ml蒸留

水)でスライドガラスに密着，乾燥させた後，Histo-Clear 

(National Diagnostics)で脱パラ フィン，エタノール系列で水

置換，最後に蒸留水または PBに置換した後，前述の 2種の

染色法により染色し，顕微鏡観察した.

結果

各樹種に対する M.alniの病原性

接種 2日後，ブナ科コナラ属以外のすべての樹種において

接種部付近が褐変した(第 1図).接種部に変色の見られた

樹種のうち，ブナ科クリ属を除くすべての樹種の変色葉の表

面にM alniの白色粒状の繁殖体の形成が認められた (第2

表，第 2図) 一方，対照区においては，オニグルミの半数

の葉で，少数の微小斑点が認められた以外，他の樹種の葉に

変色は認められず，いずれの樹種においても繁殖体の形成は

認められなかった

カバノキ科樹種のうち，ハンノキ，ケヤマハンノキ，シラ

カンパでは，70%以上の接種葉に変色と繁殖体の形成が見ら

れた.ハンノキでは，接種 2日後の変色域の大きさは直径

1cm前後，不整形で褐色を呈した (第 1図 A).接種 4日後

には変色域は直径 2cm前後の同心円状まで拡大しさらに

その周りを囲むように幅 2-5mm程度の無病徴の部分をおい

て，また変色が現れるという縞状の病斑を形成した.ケヤマ

ハンノキでは，接種2日後の変色域の大きさは直径 1cm前

後，不整形で (第 1図 B)，その後変色が拡大することはな

かった. シラカンバの接種葉では，変色域は直径 2cm前後

で，不整形あるいはほぼ同心円状で，灰褐色を呈し(第 l図

C)，接種 4日後には変色の縁部が暗褐色を呈した ツノハシ

バミでは， 80%以上の葉で変色が見られたが，繁殖体は 30%

しか形成されなかった.接種 2日後の変色域は直径 1cm前

後，不整形で明褐色を呈し (第 1図 D)，接種 4日後には直

径 3cm程度まで変色域が拡大した.イヌシデでは変色と繁

殖体形成の頻度がいずれも 30-40%と低く ，また接種 2日後

の変色の大きさも直径 1cm以下で (第 1図 E)，その後変色

域の拡大も見られなかった.カバノキ科樹種では，変色の見

られなかったイヌシデの接種葉を除き，すべての接種葉から

M alniが再分離された

パラ科樹種のうち，アズキナシ以外の樹種では 90%以上の

葉が変色し，アズキナシでは 65%の葉が変色した.また，す

べての樹種で繁殖体の形成がみられ，ザイフリボクとナナカ

マドでは 100%，クロミサンザシとカリンでは 80%以上，カ

マツカでは 50%以上，アズキナシでは 40%以上の変色葉に

繁殖体が形成されたザイフリボクでは，接種 2日後の病斑

の大きさは直径 2cm前後，同心円状で，灰褐色を呈した (第

1図 F).その後変色域は拡大し，接種 4日後には葉の半分以

上が変色した.クロミサンザシでは，接種 2日後の変色域は

直径が 2cm前後，同心円状，淡褐色の後褐色を呈し (第 1

図 G)，接種 4日後には直径 3cm程度まで拡大した (第 2図

A， B). ナナカマドでは，接種2日後の変色域は直径 1-2cm
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第 1図 A⑪copappusalni (MAFF411024)接種によ って形成された葉の病徴(接種 2日後)

A ハンノキ B ケヤマハンノキ ;C シラカンパ D ツノハシバミ E イヌ シデ ;F ザイフリボク ;G クロミサン

ザシ ;H ナナカマド;1 アズキナシ;] カマツカ(矢印はシミ状の病斑); K カリン(矢印はくもの巣状の病斑); L 

ブナ ;M tlリ ;N "7ノレパマンサク ;0 オニグルミ P サワグノレミ
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第2図 A今copappusalni (MAFF411024)による葉の変色

A，B !Jロミサンザシ接種葉上に形成された病斑と繁殖体(矢印)(接種4日後)(BはAの波線で固まれた部分の拡大図); 

C カリン接種葉上に形成された環紋状の病斑と繁殖体(矢印) (接種 4日後); D ザイフリボク非接種葉上に生じた病斑

(矢印)(接種 11日後); E "7ルパマンサク接種葉上に形成された縞状の病斑と繁殖体(矢印) (接種 12日後).各図の*は

接種部位の表側の位置を示す

で，同心円状，淡褐色を呈した(第 1図 H).接種 4日後に

は変色域は小葉のほぼ全域に拡大し，淡褐色と褐色の変色域

が交互に現れる，同心円状の病斑を形成したアズキナシで

は，接種2日後の変色域は直径が 1-2cm，不整形，淡褐色か

ら暗褐色を呈し(第 1図0，接種4日後には直径が 2-3cm 

まで拡大し，淡褐色と褐色の変色域が交互に現れる不整形の

病斑を形成した.カマツカでは，接種 2日後の変色域は直径

1-2 cmてう同心円状から不整形，淡褐色を呈 し，変色域周縁

部に褐色，シミ状の変色が見られた(第 1図J).接種4日後

には，変色域は直径 3cm程度に拡大し，淡褐色と褐色の変

色域が交互に現れる不整形の病斑を形成した カリンでは，

接種 2日後の変色域は直径 2cm前後，同心円状，淡褐色で，

変色域の周縁部付近は褐色， くもの巣状を呈した(第 1図

K). 接種 4日後には変色域は直径 3cm程度まで拡大し，淡

褐色と褐色の壊死域が交互に現れ，環紋状を呈した(第 2図

C) .パラ科樹種の変色した葉からは，M. al仰 が再分離され

た一方，接種後 10日目以降に，ザイフリボク，クロミサ

ンサeシ，ナナカマド，カマツカ，カリ ンにおいて，繁殖体を

形成した接種葉の下方にある非接種葉の葉縁部にも点状の

褐変が見られた (第 2図 D) さらにザイフリボクとナナカ

マドでは，非接種葉の褐変部付近に繁殖体が形成された こ

れらの 2種の非接種葉の褐変部の組織分離を行ったところ，

M alniが分離された.

ブナ科樹種では，ブナの 4枚とクリの 1枚の接種葉にのみ変

色が見られた (第 1図 L，M). ブナでは接種 2日後の変色は

直径 1cm程度の同心円状で，淡褐色を呈した(第 1図L).そ

の後変色域の拡大は見られず，また 1週間以内に繁殖体の形成

も認められなかったが，接種 2週間後に繁殖体の形成が確認

された.また，変色部からはMalniが再分離されたクリで

は，接種2日後の変色は接種源の大きさと同程度で，淡褐色を

呈し(第 1図M)，変色葉からはMalniが再分離された. コナ

ラ属では，全ての樹種において，変色 ・繁殖体形成とも見られ

なかった.しかし変色の見られなかったコナラとアカガシワ

の一部の葉では，接種部からMalniが再分離された

マンサク科のマルパマンサクでは， 70%以上の接種葉にお

いて変色が認められた.接種 2日後の変色域は直径 1-2cm

で，同心円状，淡褐色を呈し (第 1図 N)，接種 4日後には

褐色となった.接種 12日後には，病斑部は 5cm程度まで拡

大し，変色した部分と変色していない部分からなる縞状の病

斑を形成した (第 2図 E) 変色葉の半数で繁殖体の形成が
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認められ，変色部からはM.αl仰 が再分離された

クルミ科では，オニグルミおよびサワグルミの 70%以上の

接種葉において変色が認められた.オニグルミでは，接種 2

日後の変色域は直径 1cm程度で，同心円状，淡褐色を呈 し

(第 1図0)，接種 4日後には変色域は直径 2cm程度にまで拡

大し，変色域の周縁部は暗褐色を呈した.サワグルミでは接

種 2日後の変色域は 1cm以下で，暗褐色，不整形を呈し(第

1図P)，接種 4日後には変色域は直径 1-2cmに拡大したオ

ニグルミでは 80%以上の接種葉で繁殖体の形成が見られた

が，サワグノレミでは 10%と低かった.両樹種ともに，接種葉

からはM.alniが再分離されたオニグルミでは非接種区でも

葉の微小な変色が見られたが，M. alniは分離されなかった.

侵入部位の観察

M. alni菌株をク ロミサンザシ葉に接種すると， 1-2日後に

第3図 クロミサンザシ接種葉における病斑の形成と A今copappusalni (MAFF411025)の菌糸分布

A， B クロミサンザシの接種葉上に形成された病斑 (A 裏面 B 表面*接種区接種部位，X 対照区接種部位.スケー

ノレは A，B共通); C クロミサンザシ葉裏面の気孔 (矢印)から侵入する M.alniの菌糸の SEM像;D-F 気孔下の葉組織内

に広がる M alniの菌糸(トリパンブルー染色) (D 気孔上部， E 気孔面， F 気孔下部.破線は孔辺細胞の輪郭.スケー

ルは D-F共通); G， H 変色した薬組織内における菌糸の分布 (F-WGA染色) (G 気孔 (矢印)から侵入した菌糸， H 細

胞間隙を伸展する菌糸.黄色は葉肉細胞，黄緑色は菌糸.写真の上側が葉表面).スケーノレ B1 cm;C 15μm;F20μm;G，H50μm. 
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は，接種部およびその周辺で変色が見られた(第3図A，B). 

接種部は明褐色から褐色，同心円状の病斑を形成し，病斑の

周縁部は淡緑色から淡褐色を呈した.対照区では，いずれの

葉においても変色は認められなかった.

接種葉面の観察では，植物体内への菌糸の侵入が接種部か

ら広がった菌叢の縁よりやや内側で見られ，気孔付近を通過

した菌糸から分校した菌糸が気孔へ到達し侵入しているの

が観察された.気孔に侵入している菌糸が気孔近くでさらに

2本に分校しているものや 1つの気孔に複数の菌糸が侵入

しているもの(第 3図 C)も観察されたまた，気孔の入り

口の部分では菌糸が膨らんでいたが，付着器は確認されな

かった.焦点をずらしながら葉の表面から内部まで観察した

ところ， 気孔から侵入した菌糸が気孔付近てe樹枝状に広がっ

ているのが観察された(第3図D-F).

パラフィ ン切片観察において，ト リパンブルー染色した切

片の光学顕微鏡観察では，葉の細胞と接種した菌糸の両方が

染色されたため，菌糸の観察が困難であった.これに対して，

F-WGA染色した切片の蛍光顕微鏡観察では，ほぼ菌糸のみ

が特異的に染色されたため，菌糸の観察が容易であった(第

3図 G，H). F-WGA染色した切片では， U-MWUでは菌糸は

水色に，植物組織は青紫色から赤紫色に見え，植物と菌糸が

はっきりと見分けられ，U-WIBでは植物組織は黄褐色ないし

赤紫色，菌糸は明緑色に見えた.U・NIBAでは菌糸は明緑色

に発光し植物組織は蛍光が弱かった.コ ントラスト等から，

最も植物組織と菌糸を区別しやすかったのは， U-WIBであっ

た.病斑部の観察では，葉組織内部の葉肉細胞が崩壊してい

てほとんど植物組織が識別できない場合が多かったが，気孔

から入り込んだ菌糸が気孔の直下で頻繁に分枝し，葉内に

広がっている様子が確認された(第3図G).また，病斑部の

菌糸が，表皮組織近くや細胞間隙を縫うように広がっている

のも観察された(第 3図 H).

考察

今回の接種試験では， これまでにM alniの宿主として報

告がないハン ノキ，ケヤマハ ンノキ， シラカンパ，ツノハ シ

バミ ，イヌ シデ，ザイフリボク，ナナカマド，アズキナシ，

カマ ツカ，カリン，マルパマ ンサク，オニグルミ ，サワグル

ミに葉の変色と繁殖体の形成が認められた.11⑫copapp附 属菌

の繁殖体は，菌が葉に侵入 ・定着した後に形成されるため，

接種試験によ って繁殖体の形成が認められた樹種は接種菌

の宿主になる可能性が高いと考えられる.したがって，日本

産M alniは，カ バノキ科， パラ科，マ ンサク科， クルミ科

の多くの樹種に病原性を持つものと推測される.

一方， ブナ科樹種においては，属間で変色の有無や程度，

および繁殖体形成の有無に違いが見られた.ブナでは，変色

が見られ，M alniが再分離されたことから，病原性があると

考えられた.しかしながら，繁殖体の形成率も他科の樹種よ

りも低く，かっ繁殖体が形成されるまでに要する時間も長

かったことから，M alniの病原力は他科の樹種よりも弱く，

実際に野外においてブナを宿主としている可能性は低いと

考えられる.クリでは，変色が見られ，M. alniが再分離され

たが，変色の発生頻度は稀であったことから，M alniは病原

性があるものの，病原力は極めて弱く， クリを宿主としてい

る可能性は低いと考えられる.コナラ属樹種では，すべての

樹種において変色や繁殖体の形成は観察されなかったが， コ

ナラとアカガシワにおいてMalniが再分離されたことから，

接種源から伸長した菌糸が葉内に侵入していた可能性が考

えられる.しかし接種源の真下の部分からのみ菌が分離さ

れていることから，接種源の残溢から菌が再分離されたか，

わずかに侵入した菌糸が再分離されたかであって，M alni fま

業内に定着していなかったと推測される.したがって，M

alniは， コナラ属に対しては病原性がないと考えられる

接種葉の顕微鏡観察から，M alniは宿主植物の気孔から葉

内に侵入し，業内の細胞間隙で増殖することが分かつた.周

藤 (1993)は，ナラ類白粒葉枯病の病原菌である M quercus 

を用いたナラ類樹木への接種試験で，葉裏面への接種で・のみ

感染が再現されることを観察し，M quercusが気孔から葉内

に侵入している可能性を指摘している.気孔感染は， 11⑪co仰ー

仲us属による葉枯病に共通した感染様式の可能性が高い.

気孔から侵入する際，孔辺細胞部付近で菌糸はやや肥大す

るが， パラフィン切片の観察では，菌糸は孔辺細胞に密着し

てはおらず，付着器様の構造も観察されなかった.一般に気

孔侵入する菌類として知られるさび病菌やベと病菌などの

絶対寄生菌は，気孔上で付着器を形成し植物体内に侵入する

が，同じ気孔侵入する菌類でも， トマト葉かび病菌A⑫covel-

losiellafulva (Cooke) A皿 (=CladosporiumルlvumCooke)やテ

ンサイ褐斑病菌αrcosporabeticola Sacc.などの寄生菌は，付

着器を形成しないで気孔侵入することが知られている (奥，

1995). 11⑪copappus alniも，後者と同じように付着器を形成

しないで気孔侵入する菌であることがわかった.

野外接種において，パラ科の 5種では二次感染と見られる

病徴が接種葉の下方の葉に観察されたが，これらの病徴の発

生は葉縁部に集中していた. この理由として，接種葉面から

落下し，葉表面に着地した病原菌の繁殖体が菌糸を伸長させ，

葉縁部を経由して葉裏面へ到達し，葉縁部の裏面気孔から感

染したことが考えられる. しかし葉縁には気孔以外にも水

孔があるため， ここが侵入門戸となっている可能性もある.

ハン ノキとマルパマンサクの接種葉では，顕著な輪紋状の
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病斑が見られた'7ルパマンサクにおいて，接種 12日後に

は輪紋状病斑の外側の褐変部にM.alniの繁殖体の形成が認

められた.このような病斑は トチノキ大型輪紋病 (病原菌:

A今'copappusaesculi C. Z. Wei， Y. Harada & Katum.， teleomorph 

A今'codi，のmellaaesculi C. Z. Wei， Y. Harada & Katum.)に類似し

ている (Weietal.， 1998). トチノキ大型輪紋病では，菌糸が

気孔から葉内へ侵入する場所と，菌糸が葉内へ侵入せずに葉

上を伸長するだけの場所が交互に存在し，その結果として，

褐色の壊死部と緑色の健全部が交互に縞状になった病斑を形

成することがわかっている CWeietal.， 1998) したがって，M

alniも，これらの樹種の葉において，気孔から葉内への菌糸

の侵入と，葉上の菌糸伸長を繰り返しているのかもしれない.

摘要

クロミサンザシ白粒葉枯病の病原菌Mycopappusal仰 を，カ

バノキ科，パラ科，ブナ科， マンサク科およびクルミ 科の5

科 15属 21種に接種し，これらの樹種に対する病原性を調査

した.その結果，カバノキ科，パラ科，クルミ 科およびマン

サク科の 14種で，葉に病斑と繁殖体が形成され，M. alniは

これらの樹種に病原性があった.一方，ブナ科では，ブナと

クリで葉に変色が認められたことから，M.alniはこれら 2樹

種にも病原性があると考えられた.しかし，これらの樹種で

は，病斑や繁殖体の形成頻度が他科の樹種より 低 く，これら

樹種へのM alniの病原力は弱いと推察された.また， コナ

ラ属樹種では病斑が形成されず，M αlniはコナラ属に対し病

原性がないと考えられた.本菌をクロミサンザ、ン葉に接種

し病徴発現部位を顕徴鏡観察した結果，M. alniの菌糸が気

孔から植物体内に侵入しているのが観察された.
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本研究を進めるにあたり ，クロミサンザシ供試葉をご提供

いただいた菅平高原実験センタ一徳増征二教授に厚くお礼

申し上げる.
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