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論

コナラとミズナラの竪果に対する Ciboriαbαtschiαnα の病原性

市原 優*，1・升屋勇人2・窪野高徳2

日本の冷温帯の代表稔であるコナラとミズナラの怒果壊死の病原閣を切らかにするために，コナラとミズナラの壊死民主来に

偽鴎核を形成して発生する Ciboriabaおchianaの病原性と発生生態を調ヨました。C.batschianaの閣議をコナラとミズナラの整
条に接種した絡泉，間種ともに竪来は壊死し偽閣核を形成し，接種蔚が誇:分隊されたことから， C. batschianaにはコナラとミ

ズナラの墜果を壊死させる病原性があることが確認された。岩手県のコナラ林では，子幾重量が発生した 9月下旬に竪来が落下
し， 10月には楕円形の一部壊死が認められ，鼠h雪後の4月には感染怒よ誌のほとんどが偽菌核を形成していた。本閣は秋季に
コナラ墜来に感染して病斑を形成し，その後融雪時期までに墜呆全体を壊死させ偽商核を形成すると考えられた。

キーワード:コナラ，ミズナラ，Ciboria batschiana，竪来壊死，病原性

yu Ichlhara，吋 HayatoMasuya，z and宝RkanoriKubono2 (2010) Pathogenici勿 ofGめor，的 batschiαna初役leAcorns of 

也eDeciduous Oaks， Quercus serratα佃 dQ.crお1pula，in Jap加. J. Jpn. For. Soc. 92: 100-105. In order to c1arify the eti由

ology of acorn decay in Quercus serrata and Q. criゆula，we studied仕lepathogenicity of Ciboria baおchianato acorns of these species 
and the incidence of infection in oak forests.ηle acorns of Q. serrata and Q. cristula were inoculated with主mgalcultures of C. batschi-
ana. Lesions on co句rledonsand pseudosclerotia formation were noted in both species after the inocula柱。n.The inoculated fungi were 

re-isolated and it was con宣rmed社latC. baおchianawas pathogenic to acorns of Q. serrata and Q. cristula. In 2 for，巴stsof Q. serrata in 
Iwate Prefec加 'ein northern ]apan， acorns were dispersed in late Septem泌r，when apothecia occurred， and partial decay was mani-

fested as lesions on the surface of cotyl巴donsin acorns in October; most of the infected acorns formed pseudosclerotia in April.百lis

suggests that C. baおchianainfects and induces lesions on社leco匂rledonsof acorns加呂utunmand induces complete decay and pseudφ 

sclerotia formation du市19winter.
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1. はじめに

コナラ (Quercusserrata官mnb.ex Murray) とミズナラ

(Q. crispula Blume) は，日本の冷温帯における里山の代表

的な栃種である。しかし近年コナラやミズナラ林ではナ

ラ類集団枯損や(伊藤・山自， 1998)，カツラマルカイガ

ラムシ (Comstockaspismacropora仰 T北agi)による集間的

葉枯れ被害(斉藤ら， 2007)が拡大しており，干専造林や天

然更新によりナラ類の保全を関る必要性が高まっている。

堅果(殻斗果)を形成するコナラとミズナラでは，更新

初期段階の堅来の消失が天然更新阻害要国として大きく寄

与しており，竪果の大半は落下以前の虫害(前藤， 1993; 

Matsuda， 1985; Ueda， 2002) と落下後の欝歯類の食害

(Kanazawa and Nishikata， 1976; Kikuzawa， 1988) により

消失する。一方で，落下後における菌害による患果の壊死

も大きな死亡要因となっている(削atsuda，1985)。しかし，

既報では堅果の菌害の病原菌が記録されておらず，コナラ

とミズナラの天然更新における堅果消失にどのような菌類

が関与しているのかは明らかにされていなしミ。

このようなナラ類堅果の菌害はヨーロッパでの研究が

多く ，Q. robur 1.と Q.petraea (Matt.) Liebl.の堅果の壊

死病簡として，Ciboria batschianα(Zopf) Buchwald (= 
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Sclerotinia pseudotuberosa Rehm)が知られている (Dela白

tour， 1978; Delatour and Morelet， 1979)。本菌は，堅巣

の落下時期に偽菌核から子嚢擦を形成し，子嚢胞子により

感染した竪呆を壊死させミイラ化した黒色の偽菌核を形

成する (Delatour，1978 ; Delatour and Morelet， 1979)。本

菌による堅果壊死被害は野外だけでなく低温貯蔵中にも

発生するため，薬剤やj昆湯処理などによる壊死閉止処理

(Delatour， 1978; Delatour and Morelet， 1979; Knudsen 

et αl.， 2004)や貯蔵前の検出方法 (Schroderet al.， 2004 ; 

Vettraino et α1.， 2005)が検討されている。日本ではコナラ

とミズナラ襲来のミイラ化した偽菌核から仁 batschia仰

が発生していた報告があり(Iguchi，1991 ; :長尾・吹春，

2002 ;大谷， 1990)，本蕗が日本にも分布していることが確

認されている(図 1a)。しかし，本菌を自本のナラ類堅巣

に対して接種試験を行った報告はないことから，接種試験

によって本留の病原性を確認する必要がある。また，野外

におけるコナラやミズナラの更新過程において本菌がどの

ように関与しているのか，さらに， 日本のどの範囲に分布

しているのかは十分に明らかにされていない。

本研究では，日本のコナラとミズナラの更新過程にお

ける仁 batschia仰の生態的な役割を明らかにすることを

目的として，本菌のコナラとミズナラの堅楽に対する譲

1独立行政法人森林総合研究所東北支所 〒020-0123 IJ豊岡市下際JII学鍋底敷 92-25 (Tohoku Research Center， Forestry and Forest Products 
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2独立行政法人森林総合研究所 〒305-8687 つくば市松の里 1 (Fores廿yand Forest Products Research Institute， 1 Matsunosato， Tsukuba 305-
8687， ] apan) 
(2009年 5月初日受付;2009年 12月2日受理)
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関1.Ciboria baおchia仰によるコナラ竪果の壊死

Acorn decay and pseudosclerotia formation of Quercus serrata caused by Ciboria baおchiana.

a，コナラ堅来の{為Th¥i核から発生したヲ亡き塁数(1i.の子幾盤はリター'*'の偽菌核から発生); b， V討議接穏によって会体壊死し偽磁核化したコナラ~采; c~ 

e，コナラ林における自然発病~采， c，表阪の 50%未満の一部品提死;d，表面の 50%以上の一部君主死， e，全体が壊死し偽l若核形成;f， C. bafsclziana以外

の要因による淡死際来;a~f のスケールパーは lcm を示す。

a， Apothecia of C. baおchianaoccurring from decayed Q. serrat，αacorns (two apothecia on the le立sideoccurred企ompseudosc1erotia in the litter layer); b， 
Pseudosclerotia formation on a completely decayed acorn of Q. serrata induced by an inoculation of C. bafschiana culture; c~e， Q. serrata acorns naturally 
infected by C. bafschiana collected企oman oak forest; c， Partial decay less than 50% of the surface of the cotyledons; d， Partia1 decay more吐1an50% of血e

surface of the co句rledons;e， Complete decay and pseudosclerotia formation; f， Decayed acorns induced by unlmown factor. Scale bar百 ina~f indicate 1 cm 

種による病原性の確認に菌害発生地における発生生態

の観察，さらに，本障の分布を主に関東以北の範闘で探

索した。また，寄主範鴎を検討するために，カシワ (Q.

dentat，ατlmnb. ex Murray) とク 1) (Castanea crenata Sieb. 

et Zucc.) の堅巣を用いて本菌の予備的な接種試験を合わ

せて行った。

11.材料と方法

1. C. bαtschiαnαの堅果に対する接種

接種に用いたC.baおchiana菌株は，岩手県藤岡市玉山

区の好摩試験地と岩手県滝沢村の岩手県立滝沢森林公園の

コナラ樹下，および山形県鶴岡市 (1日朝日村)と青森県五

所川原市のミズナラ樹下で偽商核から発生した子嚢盤を採

取し，単胞子分離した麗株を用いた(表1)。また，子嚢

盤からの落下胞子による接種には，前述の採集地と向じ盛

岡市と滝沢村のコナラ樹下 および鶴岡市のミズナラ樹下

で採取した子嚢盤を用いた。

コナラ， ミズナラ，カシワ，およびクリの堅巣は岩手

県，また青森県の野外の自然落下堅果を採集して実験に用

いた。堅果の採集場所には， C. batschia仰の子議盤や偽商

核がみあたらない場所を選んだ、。

仁 batschianaのナラ鎮の堅果に対する病原性を確認する

ために，蘭叢および胞子による接種試験を行った。菌叢接

樟では，直径 9cmのプラスチックシャーレのジャガイモ

ブドウ糖寒天 (PDA)培地上で，本菌を 20
0

Cで1週間培

養した菌叢を用いた。接種に用いた襲来は， 0.03%ツィー

ンと有効塩素濃度 1%次亜塩素酸ナトリウムでそれぞれ 1

分間ずつ表面殺菌し，滅菌水で 2回洗浄した。コナラおよ

びミズナラは 1シャーレに 4個ずつ，カシワは 1シャーレ

に2偲ずつ，堅果をシャーレ内の菌叢上に置くことにより

接種した。対照には培地のみのシャーレに表面殺菌した堅

果を置いた。接種後これらのシャーレは 4
0

C暗黒下に置い

た。また，胞子接種は，コナラ，ミズナラおよびクリの果

皮を剥皮した堅果をプラスチックシャーレ内の1.5%寒天

上に置き，堅果上方に子嚢盤を 15分間設寵して胞子を自

然落下させることにより接種し， 100Cに置いた。対照には

子議盤を設置しなかった。接種2カ月後，子葉の状態、を，

健全，一部壊死および全体が壊死し偽龍核化したものに分
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表1. コナラとミズナラの堅果に生じた Ciboriabαおchia仰の子実体または偽菌核の採集地

The collection sites of apothecia or pseudosc1erotia of Ciboria batschiana on acorns of Querc.・usserrata and Q. cri.ψula. 
Host Collection prefecture and ci守

Apothecia Q. serrata Iwate， Morioka city (MOR) 

Q. serrat，α Iwate， Takizawa village (1'AK) 

Q. crispula Yamagata， Tsuruoka city (TSU) 

Q. cri:ゆula Aomori， Goshogawara city (GOS) 
Q. serrata G江u，Hidacity 
Q. serrat，α Hokkaido， Nanae city 
Q. serrata Akita， Senboku city 

Pseudoscleroti昌 Q. serrata Miyagi， Osaki ci匂r
Q. serrat，α Tochigi， Nasu city 
Q. serrata Ibaraki， Kitaibaraki city 
Q. serrata Fukushima， Iwaki city 

けて記録した。接種により生じた壊死斑と偽霞核化した病

変部から約 3mm角の切片をとり， 70%エタノールと有効

塩素濃度 1%次亜塩素酸ナトリウムで 1分間ずつ表面殺菌

後，滅菌水で、 2田洗浄し， 1%麦芽寒天培地 (MEA)上で

20
0

C暗黒下で培養し，義種菌の再分離を行った。対照の竪

巣からは菌の分離を行わなかった。

2. C. bαtschiαnαの成長濃度特性

C. batschia仰の成長温度特性を調査した。C.baおchianα

一菌株(岩手県滝沢森林公閣の単臨子分離菌株)を 1%

MEAで2週間培養した閣議の縁から恵径 5mmの円盤を

取り，直径 9cmのプラスチックシャーレ内の l%MEA

培地の中央に置いた。このシャーレを暗黒下で-3，0， 

5， 10， 15， 20， 25， 30および 35tで培養し，培養開始後

4~7 日おきにコロニー直径を 2 方向計測して平均し，コ

ロニー薩径成長速度を算出した。測定は，各温度4シャー

レずつを用い 4反複の平均値を算出した。

3.被害地における C.bαtschianαによる菌害発生生態

C. batscJziana発生地におけるコナラの堅果壊死の発病過

程を明らかにするために，滝沢森林公園と好摩試験地のコ

ナラ樹冠下(約 20m四方)を試験地とした。再試験地に

おいて， C. batschiana子嚢盤の発生状況を観察し，堅果の

壊死状況を明らかにするために，堅来が落下した秋から

翌年春にかけての 2002年 10月日日， 12月3日，および

2003年4月4日に，再試験地に 1mx1mの方形プロット

を2カ所ずつ毎回場所を変えて設け，コナラ堅果をすべて

採取した。なお，間試験地ともに 12月から3丹に積雪があっ

た。採取した堅果は果皮と種皮を剥ぎ，子葉の壊死状態を

3段階(病斑なし，表面の 50%未満の一部壊死，表面の

50%以上の一部壊死，および全体壊死)に分け，虫害が認

められた;場合には食害の状況を一部食害と全体食害の 2段

措に分け，記録した。採取した堅果のうち壊死斑の認めら

れたものと偽菌核化したものから菌の分離を行った。壊死

斑部と偽菌核化した部位から約 3mm角の切片をとり，上

記と開様の方法で表面殺麗し， 1% MEAで20
0
C暗黒下で

培養し，仁 batscJzianaの分離頻度を誠査した。組織分離蕗

叢における仁 bαおchianaの同定は，仁 baおchianα子嚢盤

から採取した単胞子分離菌株の窟叢および精子器との比較

により行った。健全堅来や C.bαtschianaによる壊死とは

Collection site Latitude Longitude 
Koma experimental forest 390 53'N 141010' E 

Takizawa forest park 39048'N 14108'E 

Asahi 38032'N 1390 48'E 

Iizume 400 51' N 1400 32'E 

Furukawa 360 15'N 13T8'E 

Onuma forest p註rk 41059'N 1400 39'E 

Tazaw必w 39Q 43'N 140041'E 

Naruko 38044'N 140041'E 

Nasu-kogen High-way Service Area 3703'N 140
Q

6'E 

τ'he Ogawa Forest Reserve 360 56'N 140Q 35'E 

Mt.Akai 3T5'N 140048' E 

異なるものからは菌の分離は行わなかった。

4. C. bαtschianαの毘本における分布

C.bαtschianαの分布を明らかにするために，主に関東以

北においてコナラおよびミズナラ樹下の子嚢盤および偽龍

核を探索した。採取したサンプルの同定は，子嚢盤はその

形態により，偽菌核は関様の方法により得た組織分離菌株

の菌叢と精子器により行った。

III.結 果

1. 堅果への接種結果

コナラとミズナラの襲来の偽蕗核から発生したC.bats-

chiana子嚢盤の単胞子分離菌株の麗叢を，コナラとミズ

ナラの堅果に接識した結果，いずれの組み合わせにおいて

もコナラとミズナラ竪果に壊死が認められ，子葉表面全体

が壊死した竪来では偽菌核化が認められた(国 1b，2)。

一部壊死の病斑は楕円形であった。この壊死斑と偽菌核の

切片すべてから接種閣が再分離され，接種菌以外の菌は分

離されなかった。子嚢胞子を落下させて接種した場合にお

いても，コナラ堅果上の子嚢盤とミズナラ竪来上の子嚢盤

はともに果皮を剥いだコナラとミズナラの堅果を壊死させ

偽菌核化し(図-3)，接種菌が再分離された。カシワ竪采

に菌叢を接種した場合と，果皮を剥いだクリ竪果に子嚢臨

子を接種した場合も，ともに竪来は壊死し偽龍核化が認め

られ，接種菌が再分離された。いずれの樹種においても，

試験期開中に対照の堅果から糸状菌が培地上に現れたが，

C. batscJzianaは出現しなかった。

2.生育混度の結果

培養条件下におけるC.batschia仰の成長は， 0~250C で

認められた(図-4)。コロニー底桂成長速度は 15~200C で

最大だ、った。 -3t，30tおよび35
0
Cでは成長が認められ

なかったが，培養期間後シャーレを室温に置いたところ，

-3
0
Cではコロニーの成長が認められたのに対して， 30

0
C 

と35
0

Cでは成長が認められなかった。

3.被害地における発生生態

好摩試験地と滝沢森林公匿の間試験地において，胞子

を飛散するC.batscJziana子嚢盤は 2002年9月下旬から 10

月下旬に認められた。一方，コナラ堅果は 9月中旬から下

旬に落下した。両試験地の調査結果は採取した 2プロッ
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Oct-11… Dec向 3守 April-4- Oct-11-Decω3-April-4-
2002 2002 2003 2002 2002 2003 

Date of acorn collection 

。

~窃 Complete death by insect herbivory 

~Part田I death by insect heぬivory

聞踊捌 Completedecay and pseudosclerotia 

formation by Ciboria batschiana 
震繋警警 Partialdecay by Ciboria batschiana 
臨部鵬 Completedecay by an unknown factor 

5ミヨ Partialdecay by an unknown factor 

仁二コ Healthy

仁二]Healthy ~ Partial decay 111鑑 Oompletedecay and 
pseudosclerotia formation 

国 3.Ciboria bαぉchiana胞子によるコナラ，ミズナラお

よびクリ竪果の接種給来

The results of an inoculation test on acorns of Quercus 
serrata， Q. criSjうula，and Castanea crenata with the as∞-
spores from apo色目ねofCiboria bαおchiana.

各~来のよ長æを剥いで子繋皇室から胞子を自然違5下させて接種した。対

照 (CNT)は子霊童豊富を設立ましなかった。接税にmいた子主室長定の採取J1T.

略称、は表ー1に之氏す。各バー上の数字は処滋Iまごとの怒来数を示す。

Acorns without seed coat were inoculated with ascospores dropped 

from apothecia. Abbreviations of the collection site of the apothecia 

used for the inoculation wモ:reshown inτable 1. Control acorns (CNT) 

were not inoculated. The numbers above each bar indic註tethe 

numberofa∞rns usedおreach treatrnent 

間一5. コナラ林における堅来の壊死発生

Seasona1 change of incidence of acorn decay and insect 

herbivory in two Quercus serrata forests. 

各パー上の数字は採取~:l長数を示す。

τbe numbers above each bar indicate註lemunber of collected acorns 

ト関で堅果数や感染率に大きく違いが認められなかった

ため， 2プロットを合わせて集計した。再試験地ともに竪

果散布終了時期の 10月には思果の子葉表面に楕円形の壊

死斑が認められ(盟 1c)，ほとんどは表面の 50%未満の

一部壊死だったが，表面の 50%以上に壊死が拡大した堅
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国一6. コナラの Ciboriabaぬchianα感染襲来の病徴進展

Seasonal change of incidence of disease symptom of 
Quercus serrata acorns infested by Ciboriαbaおchiana.

来(図-ld)も一部に認められた(菌-5，6)0 12月におい

てもほとんどが一部壊死だ、ったが(図-5，6)，子葉全体が

壊死し偽商核化した堅巣も認められた(国-1e)。子葉表面

が全体に偽菌核化した堅巣の断面をみると，表層が壊死

していても中心付近が健全組織であるものがあった。そ

の後冬期間後の 4月には一部壊死堅采の割合が減少し，全

体が偽菌核化した堅果の割合が高くなった(図-5，6)0 c. 
batschia仰によって全体壊死した偽商核は， 4月には好摩

試験地と滝沢森林公鴎でそれぞれ 29.6%，26.0%だった。

積雪下の偽菌核化した感染堅来の閣簡に仁 batschianaと

思われる黒色菌糸が伸長しているのが観察された。壊死部

と偽蕗核から菌の分離を行った結果，全期間を通じです

べての切片から仁 batschianaが分離された。健全堅果は，

好摩試験地で 10月に 33.3%，翌春4月には 41.3%，滝沢

森林公閣ではそれぞれ 50.2%，および38.3%であり，健全

堅果の割合には大きな変動はなかった(図-5)。また，

部壊死と全体壊死を合わせた仁 baおchiana感染竪果の割

合は，女子摩試験地では 10月， 12月および4月にそれぞれ

20.2%， 29.3%および40.7%，滝沢森林公閣ではそれぞれ

31.1 %， 38.1 %および35.1%であり，胞子飛散終了後の 12

月以降には大きな変動は認められなかった。しかし， 12 

月までには認められなかった他の要因によると推察される

壊死堅巣が4月に認められた。その病徴は，表面は黒褐色

で断頭に黄褐色の部分が認められ， C. bαtschianaの病徴と

は異なるものであった。この要因による壊死堅来の個数割

合は，一部壊死と全体壊死を合わせて好燈試験地と滝沢森

林公園でそれぞれ1.6%，6.5%だった。両試験地ともに，

欝歯類による堅巣の食害は確認されなかった。

4. C. bαtschiαnα の日本における分布調査結果

仁batschianaの子嚢盤は，北海道，青森県，岩手県，秋

目黒，山形県，および岐阜県において，コナラまたはミズ

ナラ堅果のミイラ化した偽菌核とともに確認された(表-

1)。また，子嚢盤は確認されなかったが偽商核が認められ

たのは，前出以外に宮城県，福島県，栃木県，および茨城

県のコナラ樹下であった(表-1)。

C. batschiα仰が採集された場所は，林道や歩道の周囲な

どの比較的リタ一層の薄い立地が多い傾向があった。ま

た， ミズナラ樹下に比べコナラ樹下の方が偽菌核をみつけ

られることが多かった。調査した林分の中で，宿主の樹下

であればどこでも偽iii核をみつけられる場合もあれば，一

部の紛でに局在して分布している場合もあった。一方，コ

ナラ， ミズナラのいずれにもかかわらず，調査林分によっ

て偽商核が全くみつからないことや， C. batschianaによる

ものとは異なる黒褐色の堅巣壊死が優占して認められるこ

ともあった。

日T. 考 察

産i糸および胞子の接種試験の結果から，仁 batschianαに

はコナラとミズナラ堅来を壊死させる病原性があること

が明らかになった。本病による発病経過は，被害地にお

ける病害発生調査の結果から以下のように考えられる。 C

batschianaは堅果落下後秋季にコナラ堅果に胞子により感

染し，はじめ黒褐色の小壊死斑を子葉表面に形成させた

後，この壊死斑が拡大し，その後菌糸により子葉全体が覆

われ，子葉の表面全体が壊死するのと開時的に偽圏核化す

る。子葉表面が偽菌核化した時点において子葉の中心部

が壊死していないものがあったことから，病徴進展は子

葉の表掴において先行すると考えられる。このような子

嚢胞子による感染様式は，ヨーロッパの Quercus属竪果に

おけるC.batschia仰の場合と共通している (Delatourand 

Morelet， 1979)。しかし，本研究における胞子接種は果皮

を除去していることや，シャーレ内の寒天培地上では胞子

から菌糸になりやすいので，より正雄に胞子感染を立証す

るには野外環境での接種試験が必要で、あろう。また，菌叢

接種により発病することや，貯蔵堅果では感染堅来から菌

糸により周辺の堅果へと感染が広がることから (Delatour

and Morelet， 1979)，菌糸によっても感染すると考えら

れる。日本のC.batschianaはヨーロッパの菌株と同様に

(Schroder， 2002)， oocでも成長することから(間-4)，本

研究でみられたように壊死斑は冬期間を通じて績雪下でも

拡大し，感染竪果のほとんどが全体壊死し偽菌核化する

と考えられる CI羽 6)。また，積雪下の感染竪果の周囲に

本閣と患われる菌糸が伸長しているのが観察されたことか

ら，積雪下において菌糸により近接堅果へ感染する可能性

があるが，今後この菌糸が本語であるかを確認し積雪下

で感染するかどうかを明らかにする必要がある。

ヨーロッパの Quercus属と Cast，αnea属では， C. bats-

chianαによる壊死発生率が年次変動することが報告され

ており，この変動は子嚢盤形成時期の乾燥と高温によって，

一次伝染源である子饗盤発生量が減少することが影響し
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ていると考えられている(Andersson，1992; Delatour and 

Morelet， 1979; Sieber et al.， 2007; Prochazkova et al.， 

2005)。本研究において野外のC.batschianaによる感染率

は12月と 4丹で大きな差異が認められなかったことから，

積雪下で新たに感染する堅采はほとんどないと考えられ，

感染率は秋の抱子による感染頻度が大きく影響すると考え

られる。そのため， 日本においてもC.batschianaの感染

率が子嚢盤発生最に伴って年次変動する可能性があり，日

本における子議盤形成量に影響する気象要思と感染率の関

係を調査する必要がある。しかし，本研究では採集プロッ

ト数が少なく感染率のばらつきを検討できないことから，

今後多点での調査を行う必要がある。一方，ヨ}ロッパ

における本菌による Quercus属襲来の壊死発生率は林分間

でばらつきがあることが認められている (Prochazkovaet 

al.， 2005)。本研究でもC.batschianaの探索において本閣

が認められない林分があったことや立地により頻度が異な

る傾向があったことから，気象要因以外にも本菌の分布を

制限する要因があると考えられ，今後検討する必要がある。

C.bαtschianaは本研究により東iヨ本に広く分布している

ことが確認された。これまで， C. baおchiana子嚢接は北海

道，群馬県，千葉県，東京都，静岡県，および広島県にお

いてコナラとミズナラ思果の偽菌核上に認められており

(Iguchi， 1991;長尾・吹春， 2002;大谷， 1990)，コナラ

とミズナラの分布域には広く仁 batschia仰が分布してい

る可能性がある。

C. batschianaの指主として，ヨーロッパでは Quercus属

以外にクリ属堅巣が報告されている (Delatour，1978; 

Sieber et al.， 2007)。本研究では，コナラとミズナラ以外

の樹種に対する張種試験の結果，カシワとクリの竪来にお

いても壊死と偽菌核化が認められた(鴎 2，3)。このこと

から，これら 2種も C.bαtschianaの街主となる可能性が

考えられるが，野外における権病竪果が既往の報告で認め

られていないことから，病原性の有無は未解明である。今

後，これらの樹種に加え常緑ナラ類においても野外での感

染と感受性を調べ， C. batschia仰の宿主範関と分布範顕を

明らかにすることによって，本菌が日本のブナ科樟韓の天

然吏新に与える影響を明らかにする必要がある。

一方，冬期間後に他の要因によると思われる壊死堅果が

観察された(悶-lf)o Matsuda (1985) もコナラ堅来の菌

として仁 baおchianαによると，忠われる黒色壊死とそれ

以外の壊死形態を認めている。しかし，これが何らかの病

原菌によるものなのか，または非生物的要因なのかを含め，

その要国の特定には車っていない。この壊死形態は場所に

よって多く認められたことから，堅巣壊死要因として影響

が大きい可能性もあるため，今後この要因についても明ら

かにする必要がある。

本研究の結果， C. batschianaのコナラとミズナラの竪果

を壊死させる病原性が接種試験により確認された。本菌は

コナラ竪来の落下時期から感染し，翌年春までに病徴を進

展させて全体を壊死させ偽菌核を形成することが明らか

となった。本菌は日本のコナラとミズナラの分布域に広く

分布している可能性がある。

本研究の一部は科研費 (19658064)の助成を受けたもの

である。
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