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夕、、ッチ＠アイワス蝿化騎撒病の病館蘭 Aphanomycessp.の避ま量子形成とその｛聾λ過程

堀本長一＠小玉孝司

Factors Affecting Zoospore Production by Aphanomyces sp.…Ca us晶1F削穆usof Aphanomyc伺

Basel Rot of Dutch Iris，制dits P居眠trationof Dutch Iris Roots. 

Keiichi HORIMOTO and Takashi KODAMA 

緒 雷

奈良県悶原本町のダッチ＠アイリス生産地域において，

1977年以来ダッチ＠アイリスが腐敗枯死する症状が発生

し，甚大な被害をもたらしている．筆者らは本症状の原

因究明待行った結果， Aphanomycesj議潟によってヲ1き

おとされる約書である ζ とを明らかiζ し，病名を2主化腐
5) 

敗病と呼称する ζ とを提案した．海外において：Aphano-

mycesM閣の研究は，非常lζ多くかっ多方治]ICわたって

いるが，わがrn:1・cはやっと緒lζついたばかりであり・＊

報告では民化腐敗約の発1t1t：態および防除士、＆mの資料と

するため，本病原閣の滋恋F生産と，その侵入jf~~:f＇，！につ

いて調子tした試験結梨そ報学；する．本ジ似合の刊5tt198'.3
' 3) 
'tf：関j.J,l.j州警！l~研究会 Kおいて発表した．

1 .遊綾子形成培地の検索

材料および方法

遊,J~子を形成させる方法として， A>；菌を栄養液体培地

で前培養し，伸長した隊i謬t~二了滅菌水で後培養する方法与を
4) 

用いた．前ti'f援の栄養液体培地として，ジャガイモリ

ークイン、，大根、lfitJ~総｝：＿ り、＇ 1'1カブ勺jサIll、，亦

カブ、スカーレットグ口いヌ＼，ダッチ＠アイリヌ球4段
、アイデアJv，の名々 200fl' 100 fl lζ水安加え30分煮

滅＇，した後ろ j践し， 1.e iζ議事実した後滅菌した波長｛Jl試し

た．あらかじめダイコンJIU汁怒大培地（ダイコン4良部200

g lζ水安加え3（分J授が！；した後ろ過し貫主夫15flを加え t.e
としたもの，以下］｛A培地）で本磁をJOIH；司法慈した後，

菌l援を直径 1cmのコノレクボーテーで打ち打き， i：記の栄

養液体培地25mP( 200 mi ?£f.三角フラスコ）で24°C条件

下48時間前培養した．その後伸長した繭叢安25mPの滅閣

水（直径.9 c加ペトリ阻）で24'C24時間後i日義し，形成さ

れた逃走子数をトーマ氏の血球計でHiJliJした．

結 果
供試した栄養液体培地の中ではアイリス球根 100F培

地（以ドアイリス液体培地〉で，特異的lζ遊走子形成が

多く認められ， 200・ flでは極めて少なくなった．他の培

地素材ではアイリス液体培地lζ比べ形成量は少ないが，

その形成議はダイコン，赤カブ，白カブ，ジャガイモの

頗となった（第l表）．

tfj 1表 培地素材の途いが逃走子形成iζ主主ぽす影響

1 0 0 0. 0 5 

ダイコン 2 0 0 0. 3 4 

1' 0 0 0.6 

白カブ 2 0 () 0.0 5 

l 0 () 0.0 5 

赤カブ 2 0 0 0. 1 

1 0 0 0. 1 

夕、ッチ＠アイリ；み 2 0 0 0.0 7 

1 0 0 2. 3 

I) 3o視野当りの平均~{t,;t子数

2 dニpHの影襲撃

R A培地で木監jを10u nui音養した後，菌業会l直径 1Giil 

のコルク zド…ラーで打ち抜き，アイリス液体培地25mPで

24C, 48f時間前培養した．遊式；子形成tlrU交の検索として，

伸長した歯君主を溺（~j した 0.05%のリン酸緩衝液（PH6.0)

25m£fζ入れ， 5°Cから35cまで8段階の温度条件下で24

時間後培養し，形成された遊走子数をトーマ氏の血球討

で測定した．遊定予形成pHl土，伸長した蘭叢を0.1N 

のNaOH,.HCIでpH3からpH12まで調整した0.05%リ

ン酸緩衝液で， 2cfc, 24時間後培養し，同様の方法で遊

定子数を測定した．
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固定液（ホルマリン l，氷酢ー酸 l，アルコール8）で

回定後，コットンブ、ルーで染色して観察した．電子顕

微鏡用試料は，タンニン酸を含むグルタールアルデヒ

ドと問酸化オスミウムで2重固定し，水洗後エタノ

ルで脱水し，酢酸イソアミ jレiζ置換した．さらに臨界

点乾燥後金蒸著者して観察i乙供した．
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走

結果

緩種15分後lと遊走子はすでに板面lと付着しており，付

近部位は根冠部やや後方lζ多く認められた．接種2時間

後iζ遊走子発芽が認められ〈第3図） . 3時間後iとは組

織内への侵入が認められた（第4区I).侵入昔話｛立は表皮

総胞の縫合ffl）からであった。

遊定子形成iと及iますpHの影響
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i!!1定子の発芽

按積3日校lζは般は関糸でおおわれ，遊走子形成が開

始3れた（浴 5［ヌ：］） .；恨内部組織には卵胞子が観察され

た．長種411後lとは根は淡褐色iと腐敗し，板内宮f¥!Ci;J:l;m

胞子が多数ぷめられた．遊定子生産も感んとなり，また

球根の恨盤上自f)Iζ菌糸の侵入が認められた・接穏6日後

iζは桜盤一上百［） ~ζ卵胞子形成が認められた（第 6 図）

遊走子の侵入

~3 凶

第4図

35 

度（C)

滋走子形成iζ及lます制度の影轡

遊走予の夕、ッチ＠アイリ

よ

あらかじめRA沼地で絡まをした本i岩佐，ダッヲ。ア

イリス液体；J)"ij・自で24°C, 48時間前出jをした後，イ1)1長し

た薩j議長 0.0 5 %リン程変緩衝液（PH6. 0) Iζ入れ，

20°c, 24時間後培獲して遊定子を形成させた。 ζの滋

定子液lζ｛少ぎし発根ぶせたダッチ＠アイリス（線長約

5 cm）を， i求ft!どとれ2潰し20°c条件下においた。浸決

後最長時的にとり出し，光学顕微鏡（Nikon OPTI P 

HOT生物顕微鏡），’母子顕微鏡（明石走査電子顕微

ALPHA-9）で遊走子のダッチ＠アイリス根部

への侵入過程を観察した。接種2時間以降は20°C条件

下の湿室l乙移した。光学顕微鏡用試料は直接検鏡と，

?!iil 
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為
qゑ

寄l5 t泣 君主走子14：沌

ヨl6悶卵胞ずA形成

論 議

わが国において Aphanomyces 民菌研究の歴史は浅

く，緒についたばかりであるが，海外ではその生理・生

態学的に，非常に多くの研究がなされている．遊走子生

産iζ~予する物質として， A. raphaniではRadish-
4) ート十 寸ト

peptorw Jfr地が，また A. euteiches.ではCa, Mg 
十 6)

K が｛経巡するとされている．前線iζ示したように，

本閣は上記の Aphanomyces 凶碕と同様lζ，ベプトン

培地， RA的地， PDA 培地で良好な生命ごを示す． しか

しながら本闘は， ζれらの液体培地では遊走子形成は少

なく，ダッチ・アイリス液体借地で特lζ多く認められた．

したがって本閣の栄幾重雲水性において，繭糸伸長は他の

Aphanomyces 同閣と同様であるが，遊走子形成につ

いてややままなるものと阻われる．ますこ20種類U繍類，ア

ミノ酸等について検索したところ，交浮エキス（ニッス

イ） 2 .%1ζ遊走子形成が認められた．

Aphanomyces 凶菌の発病lζ関与する要因として，

気温，土壌環境（土性，湿度， pH)などが考えられる．

；本鴎・の場合，繭糸伸長は25℃，遊jf.子形成は20℃前後が

最適であった.A. euteiches の発病適滋は24～28°C

と出れており，感染は20°C以下のプiが激しL、とされてい
7) 

る． 主た A. raphaniの前糸｛rHdt28C，逃走予形成
4) 

は20Cが最適とされており， 本舗と同様の結果となっ

ている.Piミ根養成闘において，：本病は3月以降に急速な

病勢の進阪が認められるか，遊定子形成は20°C前後で、必

逃となると乙ろから， ;ci:植il'i後の10)3iこすでに感染が開

始されている＇ iJ能性が考えられた.A>:磁の遊走：子形成絞

逃pH＇ま5で通うったが，三七：肢の＊沼土壌のpHは6泌後

が多い．主7こ現地の盛場lil.k回転換熔でョあるため，土壌

J水分が高く遊ょを子の移•！llJ;b王将易 Z了あり，乙れらが本病の

急速な拡大要因であると行えられノs.
Aphanomyces i議論の遊定子はめ1thium,Phyto -

phthora同菌と同紙l乙，杭物根lζ対し走性を示す．との

現象は一般にき存主， ~I得 uζかかわウず差がないとされ
1) 

ている． A. raphani 0）遊走子はアブラナ科織物の根，

経軸，子廷に対しえた性そがし，との誘引物質も同定され
8) 

ている． 本調のtもおきもよUt之子は夕、、ッチ＠アイリスの線lζ

対して；走性をノ示し，特lζれ冠のやや後方lζ対して多くの

遊走子が集中するのが認められた．本閣の遊定子発芽は

接種2時間後IC認められ， 3時間後にはダッチ・アイリス

根の表皮細胞縫合部からの侵入が認められた．媛種3日

後lζは椴はアメ色lζ潟変し，根内部l乙は卵胞子が認めら

れ，遊走子の符生産が観察当れた.A. •euteiches の遊

走子は接種2時間以内lこエンドウ根の表路間約援を貫通

し， 61時間後には中心柔組織に侵入し，卵胞子形成も始
2) 

まるとされており， 本議もi言討議の結采となった．接種

4日後には遊定子形成が感んとなり，球根内部i乙菌糸の

侵入が認めりれた．球根益戒感は20-30万球／10aの密

績であるため， 2次伝染もきわめて急速に起乙るものと

思われる．持積 6日後iこは球根根盤の上古f)Iζ卵胞子形成

が認められヲ球根皇室成問での軽い発悩の球恨l土保菌球と

して，次代の伝染源となる可能性が行えられfこ．

Aphanomyces属閣の研究において大島な障害となっ

ているのは，選択培地のない点である．本病の防除にお

いても，まず第一iζオ機中の鏑fまのよF価が必愛となる．

したがって今後，土域［tJの卵胞子や逃走予をJ十IJUJする選

択培地の作成が必要ーとなる． また Aphanomyces病回避

策として一般には輪作が行われているが，作付体系は確

立されていない. A. euteichesはマメ科の他，ホウレ

ンソウ，トマト、，キャベツ等l乙卵胞子を形成する ζ とが
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知られている＠りしたがって作付体系の確立には，まず

卵胞子形成のない作物の検索が必要となろう．

摘 饗

ダッチ・アイリスの新情書黄化腐敗病の病原菌Aphan

omyces sp.について，遊走子生産ならびにその侵入過

程の検索をお乙なった．

1. ダッチ・アイリス1求根100Fを7)<1.eで30分煮沸し

た後ろi的滅菌した液で，特主主的lこ多く遊走子生産

が認められた．

2. 遊走子生産温度範囲は15～30°Cで，最適温度は20

。Cであった。

3. 遊走子生産pH範囲は3～11で，最適pHは6で

あった．

4. 遊走予接種3時f習後iζ佼入が認められ， 38後に

は卵胞子，遊走子生産が認められた．
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Summary 

Aphanomyces basal rot, caused by Aphanomyces sp. is one of the most important disease with 

Dutch iris in Nara Prefecture. Herein we discuss the suitable conditions for inducing zoospores and 

their penetration of Dutch iris roots. 

Iris broth culture was effective for zoospore production. The temperature range was from l 5°C 

to 30°C, and the optimum 20°C. The pH range was from 3 to 11, and the opt泊mm6. 

In most cases, zoospores were attracted most strongly to the region behind the rootcap. In less 

than 15 minutes after inoculation, most of the zoospores encysted on the surface of the root, and 

after 2 hours the zoospores germinated by forming one single germ tube. After 3 hours, many germ 

tubes penetrated forward among the epidermal cells. After 3 days, oospore formation was observed in 

the root tissue, and zoospore reproduction began. 
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