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（成果情報名）スベリヒユおよびホトケノザ炭疽病（新称）の発生と分離菌のコマツ

ナに対する病原性確認

[要約] 2010年 10月に県内のコマツナ炭疽病甚発生ほ場周辺のスベリヒユおよびホト
ケノザに発生した褐斑症状の原因は、スベリヒユ炭疽病、ホトケノザ炭疽病（新称）

である。病原菌はコマツナにも病原性を有する。

（実施機関・部所名）神奈川県農業技術センター・農業環境研究部 連絡先 0463-58-0333

[背景・ねらい]

2010年 10月に県内のコマツナ炭疽病甚発生ほ場の周辺雑草から分離した炭疽病菌のコ

マツナに対する病原性について検討する。

[成果の内容・特徴]

１ 2010年 10月に茅ヶ崎市内のコマツナほ場において炭疽病が甚発生した際、周辺雑草

のスベリヒユ、ホトケノザに認められた褐斑症状の分離菌をいずれも Colletotrichum

higginsianum Saccardoと同定した（図 1、表 1、表 2および表 3）。

２ スベリヒユ、ホトケノザには未記録の病害であることから、病名をスベリヒユ炭疽病、

ホトケノザ炭疽病（英名：Anthracnose)（新称）とする（平成 24年度植物病理学会大会に

おいて提案）。

３ 病徴は、スベリヒユにおいては初め水浸状でのちにややくぼむ淡褐色の小斑点を

形成し、古いものはやや白みを帯びた褐斑となる。ホトケノザにおいては初期褐色の

小斑点で、幾分くぼみ、中心が白みがかった褐色の小円斑となる(以上、図１)。

４ コマツナ炭疽病菌、スベリヒユ炭疽病菌、ホトケノザ炭疽病菌を分離源３植物に相互

接種するといずれの菌とも３植物に対する病原性が認められる（表１)。アブラナ科炭疽

病菌は、アブラナ科植物以外にも病原性を有する。

[成果の活用面・留意点]

１ これまで不明であったコマツナ炭疽病の一次伝染源のひとつが雑草である可能性が示

唆された。コマツナ炭疽病が発生した際には、コマツナ罹病残渣の除去とともに雑草の管

理にも気を配る。
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[資料名] 平成 23年度試験研究成績書(農業環境)
[研究課題名] 病害虫の診断・同定及び防除技術の確立
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表２　分離菌株の形態

堀江ら

(1988)
Sutton
(1980)

大きさ(μm)
12.1-21.4 ×3.4-5.2
(ave. 17.6 × 4.2)

14.0-19.1 × 4.1-5.3
(ave. 15.8 × 4.7)

12.9-17.9 × 3.5-5.1
(ave. 16.0 × 4.6) 9-17.9 × 2.6-5.8 16.5 -19 × 4

形態

無色，単胞，
真直かやや湾曲，
長紡錘形～
長米粒形

無色，単胞，
真直かやや湾曲，
長紡錘形～
長米粒形

無色，単胞，
真直かやや湾曲，
長紡錘形～
長米粒形

無色，単胞，
真直～やや湾曲，

紡錘状，
長円状～米粒状

straight or slightly
curved, fusiform

分生子塊 salmon pink salmon pink orange 鮭肉色 -

大きさ(μm) 6.5-15.0 × 4.5-9.9
(ave. 10.2 × 6.0)

4.6-22.7 × 3.9-9.0
(ave. 10.3 × 5.8)

4.1-14.1 × 4.2-10.1
(ave. 8.5 × 5.7)

4.1-9 × 3.1-6.4 -

形態
淡褐色，

亜球形, 棍棒状，
グローブ状

淡褐色，
亜球形, 棍棒状

淡褐色，
亜球形, 棍棒状

淡褐色，
主に円状～長円状

-

大きさ(μm)
40.6-153.0 ×
2.4-6.8(base)

(ave. 100.0 × 4.7)

49.4-147.8 ×
3.2-6.7(base)

(ave. 103.0 × 4.5)

31.0-67.5 ×
3.5-7.7(base)

(ave. 47.7 × 4.9)
42 - 89.5 -

形態
暗褐色，先細，

1-4隔壁
暗褐色，先細，

1-4隔壁
暗褐色，先細，

1-2隔壁
黒褐色，先細，

2-3隔壁
present,

but very sparse
*：分離植物

Colletotrichum higginsianum

分生子

付着器

剛毛

CK2-1
(コマツナ)*

CO5-3
(ホトケノザ)*

CSH13-1
(スベリヒユ)*

図1　症状

　a：コマツナ炭疽病

　b：スベリヒユ葉における褐斑症状

　c：ホトケノザ葉における褐斑症状
表１　分離菌株の病原性

CSH4-1b) CSH13-1b) CO3-1b) CO5-3b) ISK2-1a) ISK9-1a) CK2-1b) CK6-2b) ABr1-5c)

コマツナ
(‘あゆみ’) + + + + + + + + 未試験

ホトケノザ
* + + + + + + + + +

スベリヒユ
* ±～＋ ±～＋ ±～＋ ±～＋ ±～＋ ±～＋ ±～＋ ±～＋ ±～＋

－：病徴なし，  ±：わずかに病徴あり，  ＋：病徴あり
1.0×106spores/ml 分生子懸濁液を接種
* 神奈川県農業技術センター温室内に自生の株を供試（ホトケノザ：2011年4月、
スベリヒユ：2011年9月に試験）
a)伊勢原市ほ場から分離，　b)茅ヶ崎市ほ場から分離 ,　c)東京都で1980年に分離（法政大学より分譲）

スベリヒユ ホトケノザ コマツナ接種植物

分離源  ／  分離菌

AB455253* AB042302** AB042303** HQ674658 EU070911

CK2-1 コマツナ 100% 100% 100% 100% 100%

CO5-3 ホトケノザ 100% 100% 100% 100% 100%

CSH13-1 スベリヒユ 98% 98% 98% 98% 98%
a) DDBJ/EMBL/Genbank 登録番号
* 竹内ら（2008），**Moriwaki et al.（2002）

表3　　コマツナ，ホトケノザ，スベリヒユ分離菌株と既報のC.higginsianum，
C.destructivumのrDNA-ITS 領域の相同性

C. higginsianum C. destructivum
相  同  性  (Accession　No.a))

分離菌株 分離源


