
輸入検疫で発見されたさび病類似病害の識別

さび病は標徴(胞 子堆)が 明瞭な色調を呈す

ることや一部の菌群を除き、成熟すると粉状の

胞子塊 を形成することなどから、‘さび病'と

しての診断が比較的容易であるが、べん毛菌類

の中にその標徴がさび病菌のそれに類似してい

るものがあり、ルーペなどの観察では混同しや

すく、外観だけで診断すると同定を誤まること

がある。

そこで最近輸入検疫でヨウサイ及びシカクマ

メから発見された我が国未記録のべん毛菌類2

種を例にさび病との識別点などを解説する。

ヨウサイ白さび病

Albugo ipomoeae-aquaticae

[ヨウサイとは?]ヨ ウサイはエンサイ、空心

菜とも呼ばれ、サツマイモ属の1種 で 、茎葉が

野菜として利用され 、我が国でも中国野菜の一

つとして栽培されている。ただし、ア リモ ドキ

ゾウムシやイモゾウムシの寄主植物であるた

め、これらの害虫が発生しているイン ドから中

国、台湾に至るアジア諸国やアフ リカ、北米 、

オース トラリア、ハワイなどからは輸入が禁止

されている。

[病徴]成 田空港に携帯品として台湾から持ち

込まれたヨウサイ生茎葉を輸入禁止品として処

分するに当たり、病害虫の有無を調査したとこ

ろ 、葉にさび様の病斑が発見された。このため 、

罹病葉を乾燥標本(写 真A)に して一時保存し、

病徴及び病原菌について調査した。

A ヨウサイ白さび病の病徴(罹 病葉の乾燥標本)

罹病葉の葉表には退緑色斑を生じ、葉裏には径

数mm程 度の楕円形～癒合した不整形の白色～

汚白色を呈する発庖が観察される。成熟した発

庖は、植物表皮を破 り、白色粉状の胞子塊(遊

走子のう)を 裸出する。

B Albugo ipomoeae-aquaticaeの 遊 走 子 の う 、遊 走 子

の う形 成 細 胞

[さ び病 との識別 点]本 菌 がさ び病菌 と大 きく

異なる点は 、生活環 に遊走子を有する点である

ため 、成熟 した発庖 か ら胞子塊(遊 走子 のう)

をかき取 り、水中 に置 き、2本 のべん毛 を有 す

る遊走子 が遊出されるか どうか生物 顕微鏡 で確

認 する。また遊走子のうは鎖生するが 、その細

胞壁表面 は平滑で ある。このため 、同様 に鎖生

するさび胞子や錘子堆状夏胞子のいぼ状 の表面

構造 とは明確 に異なる。

[病原菌の所属]本 菌 はべん毛菌亜門 、卵菌鋼 、

ツユカ ビ目、シ ロサ ビキン科 、Albugo属 に所属

する。

[菌 の形態等]遊 走子 のうは大 きさ16.9～24.5×

14.7～21.1μm(平 均21.3×18.2μm)で 、角球

～広楕 円形 、無色 、単胞で 、細胞壁 はほぼ等厚

(約0.8μm)、 内部は顆粒状である。遊走子のう

形 成細 胞 は大 きさ36.2～67.5×16.5～22.1μm

(平 均50.5×19.1μm)、 棍 棒形 で 、無色 で ある

(写真B)。

な お卵胞 子 は当該 標本 か らは 未確認 である

が 、文 献による と 、径39～48μm、 無色 で 、膜

は平滑 、厚さ6～8μmで ある。
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我が国にお ける ヒルガオ科の白さび病 は 、A.

ipomoeae-pandurataeに よるアサガオ白さび病 が

最 近報告 され 、病名 が提案されている(佐 藤 ら 、

2000)。

[分 布]台 湾 、中国

[防 除方法]罹 病 植物の焼却 等の ほ場 衛生管理

や抵抗性品種の利用など。

シカクマメ赤渋病(仮 称)

Synchytrium psophocarpi

[シカクマメとは?]シ カクマメは多年生のマ

メ科植物で、たん白質に富み、可食部も多いこ

とから、我が国でも九州、沖縄地方などで栽培

されている食用作物である。近年 「ウ リズン」

などの新品種も作出されている。

[病徴]タ イ王国から輸入されたシカクマメの

莢に黄色～橙色を呈する小こぶが多数形成され

ているものが発見された(写 真C)。 小こぶは

大きさ1mm未 満 、円形～楕円形で主に莢の翼

部に散在または群生する。成熟すると、粉状を

呈する胞子のうを裸出する。古いこぶでは亜球

形の窪みが残り、クレーター状かカルス状とな

る。感染が激しい場合 、罹病部は奇形となる。

C　 シカクマメ赤渋病の病徴(被 害さや)

[さび病との識別点]本 菌とさび病菌の識別は、

成熟した小 こぶ(胞 子のう堆)か ら胞子状物

(胞子のう)を かき取 り、水中に置き、1本 の

べん毛を有する遊走子が遊出されるかどうか生

物顕微鏡で確認する(写 真D)。 なお 、この胞

子のうは未熟な胞子のう堆では未形成であるた

め、成熟までの間 、絶対寄生菌である本菌を植

物上で ‘培養'す る必要がある。更に、銹子腔

内のさび胞子は下方にある短柄から鎖生される

が、本菌の胞子のうは胞子のう堆中で分裂によ

り生じる点が異なる。

[病原菌の所属]本 菌はべん毛菌亜門 、ツボカ

ビ鋼 、 ツ ボ カ ビ 目 、 サ ビ ツ ボ カ ビ 科 、

Synchytrium属に所属する。

[菌の形態等]本 菌は菌糸を欠く。菌体は成熟

すると平滑で薄い細胞壁を形成する。亜球形～

卵形で 、無隔壁の胞子のう堆を寄主植物の表皮

下に単生する。初期の胞子のう堆は 、初め黄色

で、成熟すると直径150～550μm、 次第に橙色

～赤橙色を呈する。原胞子のう堆や休眠胞子は

形成されない。原形質が直接分裂し、た胞子の

う堆の中に著しく多数の胞子のうを生じる。

D Synchytrium psophocarpiの 胞子のう、

空の胞子のう、遊走子

胞子の うは大 きさ17～35(-45)×15～30μm

(平均28×25μm)、 球形～卵形 、五～六角形 ま

たは不整形 の単胞 で 、鮮橙 色～赤橙色 を呈 し 、

その細胞壁は厚さ0.6～0.8μmで 、平滑である。

遊走子 は後端 に1本 の尾 形鞭毛 を有する。被の

う胞子は球形である。

本菌は海外ではシカクマメの重要病害 とされ

ている。我が国では本属菌 によるマメ科植物の

病害 としてS.minutumに よるクズ赤渋病な どが

知られて いる。

[分 布]タ イ 、マ レーシア 、フ ィ リピン 、パプ

ア ・ニ ューギニア等 の熱帯 アジア 、アフ リカ。

[防 除方 法]発 生 国では抵抗性 品種の利用な ど

が行われている。
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