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カラテア（Calathea G. F. Mey.）は中南米の熱帯地域に
100種以上分布するクズウコン科の多年生植物で、観葉植
物として利用されている。
2008年6月、名古屋港において輸入検査を実施した中国
産カラテア（品種：venus sunshine）苗の葉に水浸状病斑
および葉枯れ症状が観察された。罹病組織からはPythium
属菌が分離された。そこで本菌の病原性を確認し、菌の同
定を行ったところ、本病害は、我が国のカラテアでは未報
告のPythium myriotylum Drechslerによるものであるこ
とが判明したので報告する。
病徴
輸入検査時には、葉縁部に水浸状、褐色で不整形の病斑
が観察された。病斑部から切り出した組織片を生物顕微鏡
で観察したところ、無色で隔壁のない菌糸が観察された。
また、罹病植物を実験室内で栽培し観察を行ったところ、
さらに病勢が進み、罹病葉は乾燥して垂れ下がり枯死した
（Plate 1. a, b）。
病原菌の分離
病斑部の切片を70%アルコールに瞬時に浸し、次いで

1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液で2分間表面消毒した。
滅菌水で洗浄後、2%素寒天培地に置床した。これを暗黒
下、25°Cで培養後、伸長した菌糸先端部をV8ジュース寒
天培地（V8培地）に移植し、単菌糸分離株を得た。得ら
れた菌株を形態観察、生育試験及び病原性試験に供試し
た。

病原菌の形態
分離菌のV8培地上での菌叢は、気中菌糸が旺盛に生

育し、放射状を呈した（Plate 1. f）。菌糸は無色、無隔壁
であった。そこで培養菌叢上に滅菌したアサ（Cannabis 
sativa）種子を置床し、分離菌を2,3日間培養して種子に
付着させた後、滅菌雨水を入れたシャーレに種子を移して
室温で2,3日間培養したところ、胞子のうから伸長した逸
出管の先端に球のうが形成され、遊走子の分化（Plate 1. g）
と放出が観察された。このことから、分離菌はPythium
属菌と考えられた。また、滅菌したシバ（Zoysia sp.）に分
離菌を1,2日間付着させ、菌糸が生育したシバ片を室温
で5,7日間スライド培養したところ、多数の造精器、造
卵器及び卵胞子（Plate 1. h, i）が形成された。
分離菌の胞子のう（Plate 1. j）は膨状、また単一の菌株
で有性器官を形成したことから雌雄同株性（ホモタリッ
ク）であった。造卵器は主に頂生で表面は平滑、大きさは
直径25,32.5μm（平均29.1μm）、造精器は棍棒状あるい
は鉤型状で、先端で造卵器に付着、また造卵器あたり2,6
個付着し、異菌糸性であった（Plate 1. h）。卵胞子は、球
形、非充満性で、大きさは直径20,25μm（平均23.1μm）
であった。さらに分離菌は、ほうき状の特徴的な付着器を
形成した（Plate 1. k）。
以上の形態的特徴はVAN DER PLAATS-NITERINK

（1981）のPythium myriotylum Drechslerの記載と一致し
た（Table 1）。
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生育温度
コーンミール寒天（CMA）平板培地で分離菌を5、10、

15、20、25、30、35、40、45°Cで培養し、3日後の菌叢
半径を測定した。その結果、菌糸は、10,40°Cで生育し、
生育適温は35°C付近で好高温性であった（Fig. 1）。
病原性
病原性の確認は、V8培地で7日間培養した菌叢を径
6 mmのコルクボーラーで寒天ごと打ち抜き、健全なカラ

テア苗の葉及び茎に有傷で貼付け、25°C・多湿下で保管
した。その結果、接種3日後、葉の接種部位に水浸状の病
斑が生じ、やがて褐色で不整形の病斑となり、病勢が進む
と罹病葉は乾燥して垂れ下がり枯死し、輸入検査時に見ら
れた病徴を再現した（Plate 1. c, d, e）。茎では、接種部位
が水浸状に褐変し、やがて病斑が上部へと拡大し、株全体
が枯死した。また、接種植物からは本菌が再分離された。

Plate 1. a‒k: Symptoms of Pythium rot 
of Calathea sp. and morphology of causal 
agent. a, b: Symsp. ptoms on Calathea sp. 
imported from China. c: Water-soaked lesion 
on Calathea leaf after inoculation with Py-
thium isolate. d, e: Leaf blight symptoms on 
Calathea leaves after inoculation with Py-
thium isolate. f: Colony on V8 juice medium. 
g: Zoospore development; scale bar=30μm. 
h: Oogonium with antheridium; scale bar= 
30μm. i: Oogonia and aplerotic oospores; 
scale bar=20μm. j: Sporangia; scale bar= 
30 μm. k: Appressoria; scale bar=30μm.
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rDNA-ITS領域の塩基配列の解析
PD液体培地で、25°C 3日間培養した分離菌の菌糸から
DNeasy Plant Mini Kit（QIAGEN社製）によりDNAを抽
出し、ITS1及びITS4のプライマーセット（WHITE et al., 
1990）を用いPCRを行った。塩基配列の決定は、（株）タ
カラバイオに解析を委託した。その結果、rDNA-ITS領域
の塩基配列は、DNA Data Bank of Japan（DDJB）に登録
されているPythium myriotylum（AB09051、FJ415904、
FJ415905）の配列と100%の相同性があった。
分離菌の同定
形態及び培養的特徴から本分離菌をPythium myrioty-
lum Drechslerと同定した。また、rDNA-ITS領域の塩基
配列からも、同定結果が支持された。本菌は日本、韓国、
中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、デン
マーク、オランダ、アメリカ、メキシコ、ブラジル、南ア
フリカ共和国等世界に広く分布し、サトイモ属、クサント
ソーマ属をはじめとするサトイモ科植物や、ラッカセイ、
パイナップル、キャベツ、キュウリ、トマト等を宿主とす
る多犯性菌である（Crop Protection Compendium, 2007）。
また、近年は、野菜類の水耕栽培で被害が大きく、その
防除法が研究されている（SCHUERGER and HAMMER, 
2009）。一方、我が国では、クワイ（善林ら（1985））、サ
トイモ（長井ら（1988））、クルクマ（鈴木ら（2008））など
で本菌による病害が報告されている。さらに、近年、ネメ

シア（梶谷・景山（2008））、ペチュニア、ナデシコ（岡田
ら（2008））の花苗生産や、水耕栽培において灌水や養液
を通して蔓延する例が報告されており、本菌をはじめとし
た遊走子を形成し伝搬するPythium属菌は植物検疫上で
も重要である。本菌によるカラテアでの病害は我が国未報
告であるため、本病をカラテア腐敗病（Pythium rot）と
呼称することを提案したい。
輸入検査における注意点
自然発病でも接種試験においても本菌に感染した葉は水
浸状病斑をあらわした後、枯れ上がったことから、輸入検
疫に際しては、まず葉縁部の褐色、水浸状病斑に注意し検
査を実施したい。
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Fig. 1.  Mycelial growth of Pythium isolate from Calathea                
sp. at various temperatures on CMA

Table 1.  Morphological comparison of Pythium isolates from Calathea sp. with previously described Pythium myriotylum 
Drechsler

Oogonia Oospores  Number of 
antheridia 
per 

oogonium

Temperatures for growth  
（°C） Morphology of 

appressoria
diam.（μm） protuberance diam.（μm） characteristics range optimum

The present 
fungus

26‒32.5  
（avg. 29.1） no 20‒25  

（avg. 23.1） aplerotic 2‒6 10‒40 35 clavate in cluster

Py. 
myriotylum*

26‒32  
（avg. 29） no 20‒27  

（avg. 24.5） aplerotic 3‒6 4‒40 37 clavate in cluster

*Van der Plaats-Niterink （1981）


