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サカキに発生した白絹病(新称、)

森田 昭T

Occurrence of southern blight disease on Cleyer，αjαponicαby Sclerotium rolfsii 

Saccardo. Akira Morita t (Omura， Nagasaki 856一0021.J apan) 

Blight-like symptoms on Cleyer，αjα:ponicαThunb. were first found on plants growing on the 

shrine in Omura， Nagasaki， Japan on June 19， 2009. White mycelia and brown， spherical， 

rapeseed-sized scl巴rotiawere observed on the diseased plants. A fungus similar to Sclerotium 

rolfsii Saccardo was isolated from infected plants. The optimum growth temperature of these 

isolates， on potato dextrose agar， was 25
0

C for mycelial growth and 30
0

C for scl巴rotiumformation 

The mycelial tufts were white to grayish brown， and the main hyphal width ranged from 4.5 

7.8μm (avg. = 6.6μm) with clamp connections. These mycological characters are identical to 

those of S. rolfsii reported in other plants. The isolates were found to be pathogenic to C. 

jαponicαin artificial inoculation test， and could be re-isolated from infected tissue. It is 

propos巴dthat the disease should be referred to as southern blight of C. j，α'Ponicαcaused by S. 

rolfsii. 

Keywords : new fungus disease， Broad-leaved tree， Theaceae 

緒 言

サカキ Cleyera}α:ponicαThunb.は関西以西の暖地

に自生または神社境内などに植栽されている常緑亜高

木の樹木である。 2009年6月19日，長崎県大村市鬼橋

町の神社境内で，サカキ 1年生実生に白絹病類似の標

徴を確認した。軟腐症状を呈した植物体上には白色菌

糸塊とナタネ種子大の褐色球形菌核が認められた。同

様の標微を示すサカキ 1年生実生は， 2012年6月29日

に岡市黒丸町の神社境内でも認められた。現在までサ

カキの白絹病は本邦での発生報告はない(日本植物病

理学会， 2012)。

そこで，本病の病徴観察と病原菌の分離を行い，各

分離菌の病原性，培養性状および形成菌核と主軸菌糸

の形態などについて検討した結果，本病がSclerotium

rolfsii Saccardoによる白絹病であることを明らかに

した。

本研究を行うに当たり終始御教示を賜った佐賀大学

名誉教授野中福次博士，実験室および実験器具を貸与

していただいた長崎県農林技術開発センター果樹研究

部門の関係各位に厚く御礼申し上げる。

t akity373@kne.biglobe.ne.j 

材料および方法

1 .サカキ軟腐症状株からの菌の分離

長崎県大村市鬼橋町の神社境内に植生していたサカ

キ1年生実生の軟腐症状株の褐変病患部から菌の分離

を行った。すなわち，軟腐症状株の褐変病患部位から

約3mm四方の細切した組織片を切り取り，次亜塩素

酸ナトリウム溶液(有効塩素濃度3%)に5秒間浸漬

して表面殺菌しさらに滅菌水で3分間水洗した後，

馬鈴薯煎汁寒天培地(馬鈴薯 300g，デキストロース

30g，寒天15g，蒸留水1，000ml，以下 PDA培地)を

流し込んだペトリ皿(直径90mm)の中央部に置床し

た。これを27
0

Cで3-4日間培養後，伸長した菌糸の

先端部を培地ごと切り取り，分離菌株を得た。分離菌

株は試験管内の PDA培地で27
0

C，30日間高層培養し

た後， 5
0

Cで保存した。

2.分離菌の病原性検定

接種試験には，長崎県大村市鬼橋町神社境内に植栽

されていたサカキから種子を採取し，オートクレーブ

で滅菌した土壌(約500g)を充てんした直径9cmの

滅菌ビニルポット (70%エタノール1時間浸漬後風乾

処理)に 1ポット当たり 12粒を播種した。発芽後， 4 

苗残して間引きし， 4葉時の苗を用いた。病原性の検
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第 1表 サカキからの分離菌とツワブキ白絹病菌の来歴ならびにサカキへ

の接種時の病原性と再分離の有無

菌株 採集場所 採集年月日 病原性の有無 再分離の有無

サカキ分離菌

NS-1 大村市鬼橋町 2009.6. 19 + + 

NS-2 大村市黒丸町 2012.6.29 + + 

対照菌株(ツワブキ白絹病菌)，)

NT-1 大村市鬼橋町 2006.6.24 + + 

a)長崎県農林技術開発センタ}果樹研究部門保存株

第2表 サカキ分離菌とツワブキ白絹病菌の PDA培地上における培養性状の比較

菌核
供 試菌菌株数 菌叢色

大きさ (mm) 形状 色

かすがい連結
主軸菌糸幅 (μm)の有無 μ 

サカキ分離菌 2 0.7-2.5 (1.4)') 球形 褐色 白~灰褐色 有 4.5-7.8(6.6)') 

有 4.2-7.8(6.6) ツワブキ白絹病菌叫 1 0.7-2.3 (1.4) 球形 褐色 白~灰褐色

a) ( )内の数字は平均値.b)長崎県農林技術開発センター果樹研究部門保存株目

定には l菌株当たり 3ポットを用いた。供試菌株はサ

カキ分離菌 2菌株 (NS-l， NS-2) と，対照として長

崎県農林技術開発センター果樹研究部門保存のツワブ

キ白絹病菌 1菌株 (NT-1) (森田. 2006)の3菌株を

用いた(第 1表)。各菌株はフスマ培地(フスマ100g.

蒸留水20m!) に移植後. 30
0
Cで14日間培養して接種

源としその培養物0.5gをポット表面に置いて接種し

た。接種植物は240C~30oC のビ、ニルハウス内で栽培し，

接種5日後に発病の有無を. 10日後に菌核形成の状況

を調査した。また，接種10日後の発病植物体から前述

の方法で、接種菌の再分離を行った。

3.分離菌の培養性状

病原性検定に用いた 3菌株を供試し. PDA培地で

3日間平板培養した菌叢周縁部の寒天ブロック(直径

4mm)を接種源とした。最適生育温度の調査では，

PDA培地10mlを入れたペトリ皿(直径90mm)の平

板中央に接種源を置床後. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 

40
0
Cの各温度で培養し，置床24時間後と48時間後の菌

糸伸長量を測定しその差から24時間の菌糸伸長量

(mm) を算出した。各試験とも各温度 1菌株に対し

てペトリ皿3枚を供試した。さらに. 40日間培養後に

形成された菌核数を測定し培養温度と菌核形成数と

の関係を調査した。菌核の大きさ(直径).形状，色

および菌叢の色は. 25
0

Cで40日間培養後に測定，観察

した。主軸菌糸の幅およびかすがい連結の有無は，

27
0

Cで10日間 PDA培地上で培養した菌叢を光学顕微

鏡下で観察した。主軸菌糸幅は各菌株50菌糸を測定し

た。

結果および考察

1 .自然発病株の病徴

本病の病徴は，病徴確認時にはサカキ 1年生実生の

地際茎葉部が褐変していたが，その後地際茎葉部が侵

されることにより，植物体は萎凋枯死し軟腐した。

白色気中菌糸，白色菌糸塊，ナタネ種子大の褐色球形

菌核を形成した(第 1図①，②)。

この様に，権病したサカキは，各種植物の白絹病

(星ら. 2003;森田. 2006. 2009;渡遺・本橋. 2005) 

と類似した病徴(標徴)を呈していた。

2.分離菌の病原性

供試した全ての分離菌株を，サカキに接種した結

果. 5日後には発病が確認され，地際部が褐変枯死し，

接種10日後には白色気中菌糸，白色菌糸塊，ナタネ種

子大の褐色球形菌核を形成した(第 l図③)。さらに，

発病部位からは接種菌が再分離され，コッホの原則が

満たされた(第 1表)。対照のツワブキ白絹病菌株は

サカキに対してサカキ分離菌株接種と同様の症状を起

こし，明瞭に病原性を示したことから，ツワブキ白絹

病菌もサカキに親和性があることが明らかになった

(第1図④)。

3.分離菌の培養性状

PDA培地上に形成された分離菌の菌核の表面は平

滑で光沢があり，褐色球形，大きさは直径0.7~2.5mm

(平均1.4mm)であった。対照のツワブキ白絹病菌は

直径0.7~2.3mm (平均1.4mm)の褐色球形菌核を形

成した(第 2表)。分離菌の PDA培地上での菌叢色
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はいずれも初めは白色で，後には灰褐色を呈した (第

1図⑤左)。対照のツワブキ白絹病菌の菌叢色も初め

は白色で後には灰褐色となった (第 1図⑤右)。 菌糸

のかすがい連結は各サカキ分離菌(第 1図@)および

対照のツワブキ白絹病菌の主軸菌糸で確認された。各

分離菌の主軸菌糸幅は4.5-7.8μm(平均6.6μm)，ツ

第 1図 サカキにみられる標徴 (病徴)，分離菌の PDA培地上での菌叢およびかすがい連結. ①軟腐症状.②

軟腐したサカキ上に形成された標徴 (a 気中菌糸，b 白色菌糸塊，c 褐色球形菌核) ①サカキ分離菌 (NS

1)のサカキへの人工接種によ って再現された病徴 (a:白色菌糸， b:白色菌糸塊， c:褐色球形菌核) ④ツワ

ブキ白絹病菌 (NT-1)のサカキへの人工接種による病徴 (a:白色菌糸，b:白色菌糸塊，c・褐色球形菌核)• 
⑤ PDA培地上での菌叢(左:サカキ分離菌 (NS-1)，右 :ツワブキ白絹病菌).@ PDA培地上でサカキ分離菌

(NS-1)の主軸菌糸に観察されるかすがい連結 (矢印).
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第3表 サカキ分離菌とツワブキ白絹病菌の各培養温度における形成菌核数

形成菌核数，)

供 試菌 菌株数
10"C 15"C 20"C 25"C 30"C 35

0

C 40"C 

サカキ分離菌 2 0 26 77 143 177 85 0 

ツワブキ白絹病菌 b) 1 0 36 91 168 186 97 0 

a) PDA培地で培養40日後に形成された菌核数の平均値 (n=3). b)長崎県農林技術開発センター
果樹研究部門保存株

第4表 サカキ分離菌とツワブキ白絹病菌の各培養温度における菌糸伸長量 a)

菌糸伸長量
供 試菌 菌株数 wc 15"C 20"C 25"C 30

0

C 35
0

C 40"C 

サカキ分離菌 2 0 7 36 46 41 20 0 

ツワブキ白絹病菌凶 1 0 8 30 41 39 19 0 

a) PDA培地における培養24-48時間の平均菌糸伸長 (n=3).b)長崎県農林技術開発センター果

樹研究部門保存株

ワブキ白絹病菌は4.2~7.8μm (平均6.6μm)で、あった。

菌核形成は，いずれの菌株も15
0

Cから35
0

Cの培養温度

で認められ， 30
0

Cが最も良好で、あった(第3表)。各

サカキ分離菌およびツワブキ白絹病菌の培養温度と菌

糸伸長との関係には差がみられず，すべての菌株は

15"Cから35
0

Cの問で生育し，最適生育温度は25
0

C，次

いで'30
oCが良好で、あった(第4表)。

これらの結果は，オトコエシ，キケマン，セイヨウ

ノコギリソウ，キジムシロおよびヒメシロネ(星ら，

2003) ，ピワ(森田， 1995)，ツワブキ(森田， 2006)， 

ギンゴケ(森田， 2009)，チチコグサモドキ(森田，

2010) ，ユキノシタ(森田， 2011)，ヒシ(野中ら，

1990) ，ベニバナインゲン(渡遺・本橋， 2005) など

から分離された白絹病菌の最適生育温度(約30
0

C)， 

菌叢色(白~灰褐色)， PDA培地上での菌核形状(ナ

タネ種子大の褐色球形)および菌核の大きさ(直径0.6

~5.8mm) ，主軸菌糸幅 (4.5~7.8μm) の記載と一致

することから，サカキ分離菌を Sclerotiumrolβu 

Saccardoと同定した。

わが国では S.rolfsiiによるサカキの病害は未報告

であり，病名としてサカキ白絹病 (Southernblight) 

と呼称することを提唱する。
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