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沖縄県農業研究センター研究報告 8: 25～29, 2013 

顕著論文

施設マンゴーにおける鼠謹構麗 Colletotrichumgloeosporioidesの
感染に及iます付審器形成と葉濡れ時閣との関保

i翠主主哲士包

沖縄県農業研究センター病虫管理技術開発車!I

〒901心336 沖縄県糸満市真壁 820番地

要旨

施設マンゴーにおける炭疫病の発生生態在切らかにするために，隠場における1炎症病菌の付肴器形成と梁綴れ時間と

の関連性について検討した.2008年の 5～8月にかけて雨よけ栽培中のマンゴー総菜に築濡れセンサーをど設註して菜濡

れ時間を計j刻するとともに， 3史上では仁 gloeosporioidesの分主主テ懸濁淡を 10～ 11日間隙で後穏して付表器の形成数を

務まました．その結果，降雨の多い6月初勾には湿度の上昇とともに薬務れが生じ，連続した最炎の菜濡れH寺打者は22.8時

間で＝あった．また，菜j擦れ時間の増加とともに付去を擦の形成数も科迫力日し， !l~r需れII寺間と付者器形成数との間に廷の紹際

関係（r口 0.84,pく 0.01)が認められた．このことから，雨よけ条約A下においても降雨の多いときは温度の上昇とともに

葉濡れが発生し，病原菌の感染が成立することが示された．

キーワード：炭疫病，付諸君ま， Col/etotrichumgloeosporioid，民業濡れ，マンゴー

諸冨

近年，沖縄県の出荷マンゴー果実において炭疫病

の発生が深刻な問題となっている．炭疫病は輸送過

で果皮に黒色円状の病斑が発症，進行するため，

経済的損失だけでなく市場や消費者への信頼，さら

には産地ブランドの評価にも大きく影響を与える．

また，果実以外に若い米硬化葉や着来校である

で感染，発病し，まれに萎調や枯死を引き起こす．

そのため，生育期からの防除対策が急務となってい

る．マンゴー炭症病は， Colletotrichumgloeoψorioide』

( Penzig) Penzig & Saccardo （中村ら， 1979）および

C. acutatum J. H. Simmonds （閉場ら， 2004）の 2穣の

糸状繭によって引き起こされるが，本病の主たる原

器諮は仁 gloeosporioidesであると考えられている（

低ら， 2012）.本病は収穫時の果実や成熟した硬化

葉では外観上健全であっても，その後の追熟や落葉

lこともない発病する潜在感染の特性が知られており

(Arauz, 2000），その感染形態は，病原菌の分生子発

芽後に形成される付着器とその付着器の感染糸

(infection peg）からクチクラ層に侵入する角皮下菌糸

( subcuticular hypha）によって成立することが解剖

的研究によって報告されている（Simmonds, 1941 ) 

また，露地栽培における炭疫病弱の感染は，一般に

開花から着来期の降隔に伴い擦痛葉や穣病詑農の病

斑部から飛散，伝搬する分生子と植物表街の濡れ時

間および温度が重姿な要臨とされており，この時期

に雨よけを行うことで炭痕病の発病を抑制できるこ

とが報告されている（Fitzell and Peak, 1984) . 

沖縄県の一般的なマンゴー栽培では，出器期の 1月

以降から収穫期の 7flまで，どニーノレ被覆による雨

よけ栽培が行われているため， 1会I体の漏れや分生子

の的瀦伝搬が起こる可能性は低く，病原磁の感染は

成立しにくい条件と考えられる．それにもかかわら

ず，収穫後の果実で本病が多発しており（諜μ抵ら，

2012），雨よけ条件下での病原菌の発生生態について

はいまだ不明な点が多い．これまでに Fitzcllet al. ( 1984) 

は，マンゴー炭疫病菌 C.gloeosporioidesを用いた家

内試験において， 25℃条件下ではマンゴ一葉上の

濡れ時間が長ーくなるにつれ，分主主子の付者器形成

が高まることを線認し，菜上での病i京協の感染に

は，葉濡れ時間が重要な要爵になることを報告し

た．しかし，実際の罰よけ栽培額場における降雨，

瓶湿震の変遷にともなう築濡れ発生の有無や葉濡れ

時間および炭疫病閣の感染過程における分生子の発

芽や付着器形成の有無との関係については明らかで

はない．こうした翻場における発生生態，とくに病

原菌の感染と環境条件との関連性を明らかにするこ

とは，本病の効果的な防除法を確立する上で極めて

重要である．そこで，本研究では雨よけ条件下にお

けるマンゴ一葉上での炭痘病菌 Cgloeosporioidesの

染に及ぼす付着器形成と葉濡れ持関との関連性に

ついて調査を行ったので報告する．

材料および方法

沖縄県農業研究センタ一向の 12m × 8mのパイ

プ施設内において， 100Lポットに定植したマン
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ゴー 10年生 （品種 ：アー ウィン）の 10樹を試験に

用いた．施設中央に配置した l樹の樹冠中央部（樹

高約 Im）の葉上に葉濡れセンサー （LWS,Decagon 

Di vices）を設置した（図 I) また，施設中央の天井

マa

図1 7 ンゴ一樹上の葉濡れセンサー（A）および炭症病菌 C.gloeosporioidesの葉上接種後のコットンブルー染色による分

生子と付着器（B).a：付着器（appressorium), c：分生子（conidium），パーは 20μmを示す

部にはデータ 回収用のロガー（Em50,Decagon 

Devices）を設置した．回収したデータは付属ソフト

ウェア（ECH20 Utility 1.11, Decagon Di vices）を用いて

10～ 1 1日間隔の累積の葉濡れ時間の解析を行った．

病原菌の接種は樹高約 Imの成熟した硬化葉上に，

C. gloeosporioides S754 (MAFF243421）の分生子懸濁液

( 1.2×JQ5個／ml）を l葉につき 3カ所に 15μL滴下し

た．なお，接種は 2008年 5月 7日～ 8月 7日にかけ

て AMll:OOに 10～ 11日間隔で行い，l樹あたり l

葉の計 6葉に接種した．接種 10～ li日後に葉を回

収し，葉上接種部位の切片をラクトフェノールコッ

トンブルーで染色し，光学顕微鏡で分生子 20個あ

たりの発芽後に形成される付着器数（図 I）を計測

した．また，施設内の温湿度はおんどとり（TR-

20 

付 ｜ベト付着器数 4・一葉濡れ時間

着 15

若奇

数 IO

72U, T&D corporation）を用いて測定した．露点温度

は施設内の温湿度データを基に Tetens ( 1930）の式

により算出した（国立天文台， 2013).接種期間のエ

チレン酢酸ビニル（農サクビ）による施設天井の被

覆（雨よけ）は 2008年 l月 15日～ 8月 4日まで行

い，8月 5日以降はエチレン酢酸ピニノレ（農サクビ）

を取り除いて露地 とした．その他一般管理について

は沖縄県果樹栽培要領（沖縄県農林水産部園芸振興

課編，2003）にしたがった．

結果および考察

調査期間における葉濡れ時間，炭症病菌の付着器

数，施設内温湿度および降雨量の推移を図 2に示し
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図2 雨よけ条件下における葉濡れ時間，施設内温湿度，野外降雨量および炭痘病菌Cgloeosporioidesの付着器数の推移．

付着器数は平均値土標準偏差で表す．仁コは雨よけの期間（8月4日まで）を示す．
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設内淑度との問にはJEの相調関係（r= 0.94, pく

0.01）が認められ，これと同様に葉濡れ時期と

器数との間にも 1%水準で、有意なJEの相関関係（r

0.84）が示された（図 3）.雨よけ条件下では 5

月 29日～ 6月 7日の調まま期間lこ最も多い付

た．雨よけ条件下においても降隔盆が多い時期に

は施設内湿度のとJf~ とともに， §Ii克では線認でき

ない微締な葉濡れが発生すること，さらに葉上で

は炭痘病菌の分生子は正常に発芽して付若器を形

成することが確認された．また，莱：i諮れ時間と施
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9:00)' 6 JI 7日（AM3:00～ PM12:00), 6月 10

日～ 6JI 1 ！日（AM9:00～ AM  8:00）の計 5出

amされた．これまでに，イチゴ炭症病では案内試

験において株の濡れ時間が長いほど葉上の斑点病

斑数は増加し，連続した濡れ時間が 1～ 10時間lで

は接穏 7日後から， 24時間以上では接種 4日後か

ら発病が始まることが確認されている（石川ら，

2005) . また， Fitzellet al. ( 1984）はそデ、ノレ式を照

いた室内試験の結果から，仁 gloeosporioidesの

器形成による感染には 25℃で連続した濡れ時間

が 6ll寺間以上であれば最適な条件であることを示

している．このことから，上記 5月下旬～ 6月中

旬のように降雨量が多く湿度の高い時期の留場で

は，罰よけによって直接降雨で葉が揺れていなく

ても，マンゴー葉上では長時間の漏れが頻繁に生

ることによって炭痕病菌の感染条件が成立する

ことが暁らかになった．

6月2阿～6月4I=!までの時間別における

時間，施設内滋度および露点温度の推移を阻 4で

示した．葉i需れは夜間から翌朝にかけて発生しゃ

( 14.2倒）が観関され，そのときの累捺の葉濡れ時

間は 14時間I，施設内の平均温度および湿度はそれ

ぞれ 27℃， 83.5%，降雨量は 119 mmであった. 5月

17日～ 28日にかけては葉濡れが発生しないi時期

でも低率ながら付務器形成が認められており，こ

れは樹の位置によって接種葉上では若子の

が生じたためではないかと考えられた． ヅゴ， 7

月 81::1～ 7 ）~ 28日にかけては付ー務総形成およ

ともに認められず，降雨最は 4～ 33mm, 

内湿度は 71.3～ 73.8%，施設内滋皮は 31.3～

33.2℃の範囲でそれぞれ推移した．この持j演では

少王将による施設内の滋）支の低下ならびに高甑条件

とあわせて：！＇.！~濡れが生じていないことが病原菌の

分5伝子発芽に適怠なかったためと考えられる．

前よけ条件ドにおける 1I=!あたりの連続最長の

れ時間は 6fa] 10 !=I～ 6 JI 1 1日（AM9:00～ 

AM 8:00）にかけて 22.8時間が寵測され， 6時間以

上の連続した葉揺れ持聞は， 5月 29日～ 5J=J 30 

(PM 10:00～AM  9:00), 6月 3日（AM1:00～ 

AM 10:00), 6）ヲ3I=!～6月 4日（PM7・：00～AM

よび葉濡れ時！認との関係．C. gloeosporioides ｜認 3マンゴー葉上における

日
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すく，施設内温度が露点温度より高い場合には菜

れは発生しないが，露点温度と同等かそれ以下の場

合に葉濡れが発生する額｜向が認められた． 日中に暖

められた葉阪が夜温で冷却されることによって濡れ

が生じるものと考えられるが，闘場ではこうした夜

間から朝方に生じる葉を含めた樹体の濡れが病原陛！

の感染を劫長している可能性が示唆された．寺本ら

(2010）は，水分試験紙を用いた手法で 6月中旬のマ

ンゴー加温栽培において果阪の温度が露点以下と

なった早朝に結蕗が発生することを篠認し，収穫果

実では結露発生程度が高い泉街で炭症病の病斑数も

多い傾向にあることを示した この結果は自然発生

条件下での調査のため，来商における病原l~密度の

分布が均一ではなく，結露顕で病原、l器密疫が偏って

いた可能性も考えられたが，本研究の結果から，

面上ではあるが接種による均ーな病原菌密茂下にお

ける付着器形成と葉濡れ時間に祁関関係が認められ

たことから，果簡での結蕗と病斑数｜前でも同様な関

係が成立していたものと推察された．

オーストラリアの露地マンゴーでは， um場におけ

る雨よけの実施は炭疫病の防除手段として有効であ

ることが報告されている（Fitzell and Peak, 1984) .し

かし，前よけは降雨による病泌音IIからの分生子の飛

散 ~Jj止には有効であるが，飛散した分生子がいった

ん樹体に付者した後では， 3さや樹体の濡れが生じる

ことによって，その後の分生子4 の発芽，感染を完全

には阻止できない．そのため，沖縄県の一般的な出

苦（ I月）から収穫（7月）までの雨よけのみでは

顕著な防除効果は期待できないものと考えられる．

j率低ら（2013）は， l'lfJよけ条件下における i:Jj~l'i 期（ I

月）以降の生育ステージでみられる外観」二鰭全な

，花芽，花序および幼来：で炭症病菌が既に潜在感

染していることを確認しているが，これらの部位に

病原菌の分生子が到達するまでの伝搬経路や伝闘方

法については，いまだ明らかではない．イチゴ炭症

病では発病していないお、在感染nミからも降雨と潅水

によって分生子が飛敬することが確認されており

（稲田・古田， 2011），マンゴーにおいても，雨よけ

が実施されていない期間（8月～ 12月）の降雨によっ

て，病原菌の潜在感染葉および権病残泣から出昔時

に形成される頭芽へ分生子が飛散，感染し，その組

織内で熊原菌が無病徴のまま長期的に潜在しなが

ら，収穫後の発病を引き起こしている可能性も考え

られる．今後，この点については本病の生態解明に

おける研究課題として検討が必要である．

以上のことから，沖縄県の施設マンゴーにおける

炭痕病対策では，薬斉Jj紡除とあわせて前よけを行わ

ない期院における擢病葉や催病残j査などの信染源、除

去による病涼箇の飛散防止および雨よけ期間中の湿

（濡れ）対策を含めた環境制街lによる総合的な防

28 

除技術の確立が重要であると考えられる．

韻辞

本研究の遂行にあたり，調交協力をいただいた沖

縄県農業研究センター病虫管恕技術開発班 永山敦

士氏に厚く御礼を申し上げる．
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Relationship between leaf wetness duration and appressoriu削 formationfor infection of the 
anthracnose pathogen Colletotrichum gloeo再porioides

on臨 angoesgrown under rainout shelters 

Tetsuya TAKUSHI 

Okinawa Prefectural Agricultural Research Center, 820, Makabe, ltoman-city, Okinawa 901-0336ラ Japan

Abstract 

To elucidate the epidemiology of anthracnose on mangoes grown羽nderrainout shelters, we examined the relationship 

between leaf '-'etness duration and appressorium formation of the pathogen at a farm. We set leaf wetness sensors on the leaves 

of mango trees cultivated under a rainout shelter between May and August 2008 and measured the leaf wetness duration, and 

investigated the number of appressor ia formed aft巴rinoculating the top of leaves with a suspension of Co/letot1 ichum 

gloeosporioides conidia at 10・toI 1・dayintervals. During the initial month of June, when th巴r巴 isa large amount of rainfall, 

leaf wetness occurred with the increase in humidity, and the longest continuous leaf wetn巴ssduration was 22.8 hours. 

Moreov巴r,the number of appressoria that formed increased with increasing leaf wetness duration, showing a positive con-elation 

(r口 0.84,pく 0.0I). These results demonstrated that, even under rainout shelter conditions, leaf wetness occurs with the 

increase in humidity when there is a large amount of rainfall、creatingan environment in which pathogen infection can take 

place. 

Keywords: epidemiology, Okinawa, post叩harvestdisease 
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