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によって白オクラに発生したオクラ葉枯細菌病菌 (Pseudomonascichorii) 

果実腐敗症状

宏之2陸人1・津田和之1・吉岡寛 1.村本興 h ・鍛治原上井

ABSTRACT 

INOUE， T.h， KAJIHARA， H.l， MURAMOTO， K.l， YOSHIOKA， R.1 and SAWADA， H.2 (2013). Fruit rot， a new symptom of okra bac-
terialleaf blight， caused by Pseudomonas cichorii. Jpn. J. Phytopathol. 79: 99-104. 

Fruit rot of a local variety of okra [Abelmoschus esculentus (L.) Moench]， Shiro Okura， has been observed in Yamaguchi Prefecture， 
Japan since 2008. The causal bacterium was identified as Pseudomonas cichorii， a pathogen causing okra bacterialleafblight， according 
to its phenotypic characteristics and 16S rDNA回basedphylogenetic analysis. When Shiro Okura fruits were inoculated with the iso-
lates， the fruit rot was reproduced， and the bacterium was reisolated from the plants. To our knowledge， this is the first report of fruit 
rot of okra caused by P. cichorii. We propose adding fruit rot as a new symptom of okra bacterialleaf blight. 

(ReceivedJuly 19， 2012; Accepted October 25，2012) 
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対策を確立する端緒を開くために，本症状に対する病原学的

な検討を試みた.すなわち，果実腐敗症状より病原細菌を分

離し，接種試験，生理・生化学的性質の調査，および分子系

統解析を行った.その結果，オクラ葉枯細菌病菌である

Pseudomonas cichoriiが本症状の原因菌であり，白オクラ果実

への感染によって腐敗症状が引き起こされることが確認で

きたので，ここに報告する.なお，本報告の一部は既に口頭

にて発表した(井上ら， 2010， 2011). 

病徴および発生状況本症状は白オクラの果実に発生す

る.発病初期には果実内部に黒変・腐敗症状が発生し (Fig.

1a) ，腐敗の進行とともに果実先端の表皮も艶を失い，やや

黒ずむ (Fig.1b). 腐敗した果実先端から菌泥が溢出するこ

ともあるが，悪臭は認められない.幼果実に発生した場合は

果実先端部から腐敗が急速に拡大し，果実全体が褐変・乾固

する.

果実腐敗症状が発生した栽培ほ場では，葉に不整形の水浸

状病斑や，周縁が濃褐色で中央部が淡褐色の壊死斑が形成さ

白オクラはオクラ [Abelmoschusesculentus (L.) MoenchJの

1系統であり，山口県の地域特産野菜として 50年以上の栽培

の歴史がある.果実の外皮が淡黄緑色であり，硬くなりにく

い，アクが少ないなどの特長がある.そのため，サラダを始

めとする生食用としての需要が高まりつつあり，近年は全国

的にも栽培が広まっている.

2008年 9月，山口県長門市で露地栽培されている白オクラ

において，果実先端部分の艶が失われるとともにやや黒ず

み，内部が黒色に腐敗する症状(以後， I果実腐敗症状」と

表記する)が多発した (Fig.1a， b) .後述する発生状況や病

徴から，本症状は細菌病であることが疑われた.しかしオ

クラの細菌病としてわが国で唯一記載されている葉枯細菌

病(日本植物病理学会・農業生物資源研究所， 2012)は，葉

にのみ発生する病害と考えられており(難波・山本， 1996; 

多賀ら， 1990)，果実で、の被害報告はなかった.

本症状が発生すると収穫物の商品価値がなくなるため，白

オクラ生産において深刻な問題となっている.そこで，防除

1山口県農林総合技術センター(干 753同0214山口県山口市大内御堀 1419) Yamaguchi Prefectural Agriculture & Forestry General 
Technology Center， 1419 Ouchi Mihori， Yamaguchi， Yamaguchi 753-0214， ]apan 

2農業生物資源研究所(干 305-8602茨城県つくば市観音台 2-1-2) National Institute of Agrobiological Sciences， 2-1-2 Kannondai， 
Tsukuba， Ibaraki 305-8602， ]apan 
* Corresponding author (E-mail: inoue.takashi@pref.yamaguchi.lg必)
本研究で明らかになった DNA塩基配列は， DDB]/EMBL!GenBank DNAデータベースにAccessionNo. AB724282-AB724294として
登録した.
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Fig. 1. Symptoms of fruit rot and bacterialleaf blight on okra variety Shiro Okura caused by Pseudomonas cichorii. 
a， b: Fruit rot after natural field infection. 
c: Leaf blight after natural infection. 
d， f: Symptoms reproduced on fruits (d) and leaves (f) after inoculation with strains isolated仕omrotted仕uit.
e， g: Symptoms reproduced on fruits (e) and leaves (g) after inoculation with strains isolated from blighted leaf. 

れる (Fig.1c) .そのような擢病葉が摘葉されることなく放

置されると，徐々に病斑が融合して葉枯症状が認められるよ

うになる.以上のような葉の症状(以後， I葉枯症状」と表

記する)は，葉枯細菌病の記載 (難波・山本， 1996;多賀ら，

1990) にふ引ける葉の病徴と酷似している.

果実腐敗症状が最初に認められたのは 2008年 9月である

が，長門市ではその後も毎年，同様の症状が発生している.

現時点までに白オクラ以外のオクラでは果実腐敗は認めら

れておらず，白オクラに特有の症状であると考えられる.8 ~ 

9月の期聞に降雨が多い年や，葉が風雨によって傷んだり，

果実がオオタバコガなどの害虫の食害を受けた場合に多発

する傾向にある.

病原細菌の分離と病原性の確認 果実腐敗症状の発生し

ている白オクラから， I腐敗症状が認められる果実」と 「葉

枯症状が認められる葉」を採取し，分離に供した.病変部分

と健全部との境界付近から組織片を切り出し， 70%エタノ ー

ルと 1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液で表面殺菌した後，滅

菌水中で摩砕し，普通寒天培地を用いて画線分離を行った.

形成された集落の中から最も優占する形状のものを釣菌し，

単集落分離を 2回繰り返すことによって，純粋培養菌 8株

(果実腐敗症状由来株:1 ~ 4，葉枯症状由来株:A~D) を

得た (τable1) .また，対照としてオクラ葉枯細菌病菌を含

むさまざまな来歴のP.cichorii 12株を供試した (Table2). 

自オクラ分離菌8株とオクラ葉枯細菌病菌P.cichoザiiSUPP 

861 (多賀ら， 1990)を，試験ほ場で育成した白オクラに対

して噴霧接種した供試菌株を酵母エキス・ペプトン寒天培

地において 260Cで 2日間培養後，滅菌水に懸濁して約

108cfu/mlの菌液を調製し，接種源とした.そして，果実の

場合は開花期から開花翌日に無傷のまま，葉の場合は葉脈を

含む葉身部分に多針で付傷した上で，調製した菌液を噴霧し

た.接種後，発病の有無を経時観察した結果，果実腐敗症状

由来株と葉枯症状由来株は，果実と葉のいずれに対しでも同

様な病原性を示すこと，対照とした SUPP861との聞にも病

原性の差異はないことが明らかとなった.すなわち，接種3

日後に果実を収穫して解剖したところ，いずれの菌株を接種

した場合でも内部が腐敗しており， I果実腐敗症状」が再現

されていた (Fig.1d， e) .また，葉においても，すべての接

種区において淡褐色から濃褐色の不整形病斑が形成され，
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Table L Pathogens isolated from rotted fruit or blighted leaves of okra variety Shiro Okura in Yamaguchi Prefecture 

Isolate MAFFno:) Site of collection Year Host source DDBJ accession no.c) 

1 211996 Nagatob) 2008 Fruit AB724282 
2 211997 Nagato 2008 Fruit d) 
3 211998 Nagato 2008 Fruit d) 
4 211999 Nagato 2008 Fruit d) 

A 212000 Nagato 2008 Leaf d) 
B 212001 Nagato 2008 Leaf d) 
C 212002 Nagato 2008 Leaf d) 
D212003  Nagato 2008 Leaf d) 

a) Strain accessio叩 inNIAS Genebank， Japan 
b) City in Yamaguchi Prefecture， Japan 
c) These 16S rDNA sequences were determined in this study and deposited in DDBJ. 
d) Identical to AB724282 (strain 1). 

Table 2. Pseudomonas cichorii strains used as reference strains 
in this study， their source information and 16S rDNA 
sequence access!Ons 

Straina) Host Location 
DDBJ 

accessionb) 

SUPP86F) Okra Chiba AB724283 
MAFF302094 Gerbera Wakayama AB724284 
MAFF211387 Chrysanthemum Okinawa AB724285 
MAFF 302698 Soybean Yamaguchi AB724286 
MAFF302699 Soybean Yamaguchi AB724287 
MAFF301158 Eggplant Tokushima AB724288 
MAFF311430 Carrot Niigata AB724289 

MAFF 730155 Canterbury bell Mie AB724290 
MAFF301368 Lettuce Ibaraki AB724291 
MAFF 301367 Lettuce Kagawa AB724292 
MAFF301180 Lettuce Nagano AB724293 
SUPP 178 Tomato Chiba AB724294 

a) MAFF， NIAS Genebank， Japan; SUPP， Shizuoka University 
Plant Pathology Culture Collection. 

b) Sequences were determined in this study and deposited in 
DDBJ. 

c) Pathogen of okra bacterialleafblight (Taga et al.， 1990). 

「葉枯症状」が再現された (Fig.lf， g) なお，これらの病変

部位からは，それぞれの接種菌と培地上で同様の特徴を示す

菌が再分離で、きた.また， SUPP861以外のP.cichorii対照菌

株 11株 (Table2) についても，同様にして白オクラの葉へ

噴霧接種を行ったところ， 1葉枯症状」が誘導されることが

確認できた.

さらに，白オクラ分離菌8株と P.cichoriiの対照菌株 12株

を， レタス(品種:シスコ)， コマツナ(いつでも小松菜)， 

スイカ(紅大)，キュウリ(四葉胡瓜)，カボチャ(鉄かぶと

南瓜)， トマト(麗夏)，およびNicotianarusticαに対して刺

針付傷処理を行った上で噴霧接種し，病原性の比較を行っ

た.その結果，いずれの組み合わせにおいても，付傷部から

徐々に褐変が拡大し，最終的には葉枯症状を伴う明瞭な病斑

が形成された.また，形成された病斑からは，それぞれの接

種菌と培地上で同様の特徴を示す菌が再分離できた.

病原細菌の同定 標準寒天培地(日水製薬)における白オ

クラ分離菌 8株の集落は，淡黄色，円形，全縁~やや波状，

丘状，やや平滑であり，わずかに湿光を帯びていた.白オク

ラ分離菌とオクラ葉枯細菌病菌 SUPP861との間で，培養性

状や集落の形態に関して差異は認められなかった

白オクラ分離菌8株と SUPP861について， API20NE (シ

スメックス)を用いて 21項目の生理・生化学的性質を検査

した.その結果， SUPP 861のAPIプロフィールは 0647455

となり，西山の簡易同定 96同API(西山ら， 2004)における 2

cichoriiの結果と一致した.一方，白オクラ分離菌は硝酸塩

の還元が陽性となったものの，それ以外の項目では SUPP

861と結果が一致しており APIプロフィールは 1647455と

なった.

さらに，後藤・瀧川 (1984a，b， c) の方法に従って， これ

らの菌株の生理・生化学的性質を 37項目にわたって検査し

た (Table3) その結果，白オクラ分離菌と SUPP861は，硝

酸塩の還元以外の性質に関して結果が一致していた.すなわ

ち，これらはいずれもグラム反応が陰性で，黄緑色蛍光色素

を産生し， 400Cでの生育， レパン産生，ジャガイモ塊茎腐

敗，アルギニンジヒドロラーゼ、活性，ゼラチン液化，および

スクロース・ソルピトール・エリトリトールの利用は陰性，

オキシダーゼ活性，タバコ過敏感反応は陽性であった.

以上より，白オクラの果実腐敗症状由来株と葉枯症状由来

株は，基本的な生理・生化学的性質に関して，オクラ葉枯細

菌病菌 SUPP861の結果やP.cichoriiの記載 (Palleroni，2005) 

とほぼ一致していることが明らかとなった (Table3). 

白オクラ分離菌と，オクラ葉枯細菌病菌をはじめとする 2

cichoriiとの関係をさらに確認するために， 16S rDNAに基づ
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Table 3. Biochemical and physiological characteristics of pathogens isolated from rotted fruit or blighted leaves of okra var. Shiro Okura and 
reference strainsa) 

Characteristic 
Fruit rot isolatesb) 

(n=4) 
E viridijlavad) 

Leaf blight isolatesb) 

(n=4) 
E cichorii SUPP 861 c) 

Gram reaction 

Oxidative-fermentative test 

Fluorescent pigment 

Levan formation仕omsucrose 

Oxidase 

Potato soft rot 

Arginine dihydrolase 

Tob司に氾ohypersensitive reaction 

Nitrate reduction 

Hydrolysis of gelatin 

Hydrolysis of starch 

Hydrolysis of Tween 80 

Growth at 400C 

Catalase 

H2S from peptone 

lndole production 

2-Keto gluconate production 

Voges-Proskauer reaction 

Methyl red test 

a) Symbols: +， positive; -， negative; 0， oxidative reaction. 
b) These isolates are described in Table L 
c) Pathogen of okra bacterialleaf blight (羽田etal. 1990; see Table 2) 
d) Data from Nanb司andYamamoto (1996). 

。
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

。
+ 

。
+ 

。
+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+
+
+
 

+ 

+ + + 

All仕uitrot and leaf blight isolates used in this study utilized D-仕uctose，D-galactose， D-glucose， glycerol， inositol， mannitol， D-mannose， L-
勾 lose，citrate， lactate， malonate; they did not utilize erythritol， lactose， D-maltose， raffinose， sorbitol， sucrose， D-trehalose. 

く分子系統解析を行った そのためにまず，これらの 16S

rDNAの配列を津田ら (2011) の方法に従って決定した.そ

して，白オクラ分離菌8株の配列 (1，470bp) を比較したと

ころ，これら 8つの配列は互いに完全に一致していることが

明らかとなった.

次に，津田ら (2011) と同じ手I1買に従って，これらの配列

を近縁菌種の基準株の配列と共にアラインメントした上で，

近隣結合法 (NJ法)，最大節約法 (MP法)および最尤法

(ML法)を用いた分子系統解析を行った 構築された NJ系

統樹 (Fig.2) には， 70%以上のブートストラップ確率のみ

が表示しである また，ドットは ML法および MP法におい

てもそのトポロジーが支持されたことを示している.

3つの解析法によって得られた系統樹はほぼ一致しており

(Fig. 2)，その中でEcichoriiの対照菌株 12株 (Table2) は，

基準株である LMG2162Tとともに，1つの独立した単系統群

(E cichorii clade) として明確にまとまっていた. また，白オ

クラ分離菌(系統樹上には 1とAの2株が代表として示しで

ある)は，オクラ葉枯細菌病菌 SUPP861とともに， この単

系統群に含まれることが明らかとなった.

以上の生理・生化学的性質および分子系統解析の結果か

ら，白オクラの果実腐敗症状由来株 (1~ 4) と葉枯症状由

来株(A~D) は，いずれも Ecichorii (Swingle 1925) Stapp 1928 

であると同定した

葉枯細菌病における新たな症状 「果実腐敗症状J(Fig.1a， 

b)の発生した白オクラでは，葉枯細菌病に酷似した症状(葉

枯症状)が葉に認められる (Fig.1c).本研究によって，白

オクラにおける「果実腐敗症状の原因菌」と「葉枯症状の原

因菌」は，いずれも Ecichoriiであることが明らかとなった.

また，白オクラに対する接種試験によって， ["果実腐敗症状

の原因菌」は葉に葉枯症状 (Fig.1θ を， ["葉枯症状の原因

菌Jは果実に腐敗症状 (Fig.1e) を引き起こすことが確認で

きた.同様に，オグラ葉枯細菌病菌である Ecichorii SUPP 861 

(多賀ら， 1990) も，白オクラに対して果実腐敗症状と葉枯

症状を引き起こす能力を有していることが認められた.

以上のことから，白オクラにおいて見出された「葉枯症状」

は，オクラ葉枯細菌病における典型的な既知症状(難波・山

本， 1996;多賀ら， 1990) であることが明白である.一方，

それと同時に発生した「果実腐敗症状」は，オクラ葉枯細菌
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Fig. 2. Neighbor-joining (NJ) phylogenetic tree based on 16S rRNA gene sequences showing the relationships among pathogens isolated 

from okra variety Shiro Okura with fruit rot (strains 1 and A were used as representative strains; see Table 1)， pathogen of okra 

bacterial leaf blight (strain SUPP 861; see Table 2)， Pseudo例 onascichorii strains used as references (see Table 2)， and their 

relatives. Phylogenetic trees， constructed using the maximum-parsimony (MP) and maximum-likelihood (ML) methods， had topolo-

gies similar to that of the NJ tree. Filled circles indicate that the corresponding nodes were also recovered in both the MP and ML 

trees. Numbers at nodes are bootstrap values (>70%) based on NJ analysis of 1，000 resampled data sets. Bar， 0.01 substitutions per 

nucleotide position. 

病菌 (Ecichorii)が白オクラの果実へ感染することによって

引き起こされたものであり オクラ葉枯細菌病における今ま

で知られていなかった「新たな症状」であることが本研究に

よって明らかとなった.

なお，われわれは当初，この「果実腐敗症状」を新病害と

して扱うことも選択肢の 1っとして検討していた(井上ら，

2011) . しかし，同ーの病原によって，葉と果実に同時に引

き起こされる症状を，それぞれ別の病害として扱うことは混

乱を招く可能性も考えられた.そこで，最終的には， r果実

腐敗症状」をオクラ葉枯細菌病の 1症状として取り扱うのが

適当であると結論した.

今後の課題 白オクラは山口県のみならず全国的にも栽

培が広まりつつあること，本症状が発生すると生産者は深刻

な経済的被害を受けることから，新たに栽培を始める生産者

に対して，本症状についての注意喚起をすることが喫緊の課

題となっている.すなわち，白オクラを栽培する場合は，果

実腐敗症状を含めた葉枯細菌病対策が求められることを強

調しておきたい.

白オクラ以外の一般のオクラでは，今のところ果実腐敗症

状は認められていない.白オクラは，花殻の脱落性が一般の

オクラより劣っており，入手によって除去されるまで花殻が

果実に固着している場合が多いこと，果実先端部が一般のオ

クラよりもわずかに広く閉口していること，腐敗も果実の先

端部から発生する場合が多いことが明らかとなっている.以
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上のことから，果実腐敗症状が白オクラに特異的に発生して

いるのは，白オクラ果実が細菌の侵入・感染しやすい条件を

備えていることに起因している可能性がある(井上ら，

2011). この点については，今後，より詳細な比較試験を行っ

て検証していきたい.

オクラ葉枯細菌病の発生には，P. cichorii以外にP.viridijlava 

も関与していることが報告されている(難波・山本， 1996). 

しかし， これまで山口県内で調査を行ってきた中で，P. viri戸

dijlavaに相当する菌株は全く検出できなかった.自オクラに

おける果実腐敗症状がP.cichoriiによってのみ引き起こされ

る現象であるかどうかについては，P. viridiヌavaも含めた接

種試験や，より広範な疫学・病原学的な調査を実施すること

によって確認する必要がある

硝酸塩の還元に関して SUPP861は陰性となったが，白オ

クラ分離菌はいずれも陽性であった (Table3). LeIliott et al. 

(1966)や西山ら (1986)も，硝酸塩の還元に関してP.cichorii 

には変異のあることを報告している.硝酸塩の還元は分類・

同定における重要な試験項目であることから，今後は，P.

cichoriiを対象として網羅的な調査を行って変異の程度を把

握するとともに，病原性をはじめとする他の表現型との関連

についても明らかにする必要がある.

本研究で供試したP.cichoriiからは，遺伝型に関しても変

異のあることが認められた.すなわち，供試菌株間で 16S

rDNAの配列に多型が存在しており，その結果，P. cichorii 

cladeが2つのサブクレード (Fig.2における a，b) に分かれ

ることが明らかとなった.今後は来歴の異なる多数の菌株

を供試しながらサブクレード聞で多相的な比較解析を行い，

サブクレードの分化をもたらした要因や，各サブクレードの

特徴を明らかにした上でサブクレードを分類上いかに取り

扱うべきかについて検討していきたいと考えている.

謝辞本研究を行うにあたり，貴重な菌株を分譲していた

だき，種々ご、教示いただいた静岡大学瀧川雄一教授に篤く

お礼申し上げます.
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