
緒　　　言

　キャッサバ（Manihot esculenta Crantz）は、中央アメリカ
あるいは南アメリカ北部が原産地のトウダイグサ科イモノキ属
の低木である。日本では沖縄県など暖地の一部のみで栽培さ
れるが、世界では、アフリカ、熱帯アジア、南米を中心に広く
栽培される重要な基幹食用作物であり、熱帯ではイネ、トウ
モロコシに次ぐ3番目のカロリー源作物として、8億以上の人々に
利用される（FAOSTAT, 2009）。
　ダリア根に似たイモが加熱加工後、食用とされたり、タピ
オカ澱粉が飲料や菓子材料として利用される。最近では食用
以外の用途としてバイオ燃料として注目されたり、斑入り品種
が観葉植物としても利用されている。
　2012年6月、川崎港での輸入検疫で、ブラジル産キャッサ
バ穂において表面に黒色突起状物（菌体）を密生して乾腐・枯
死しているものが発見された。その原因を調査するため、病
原菌を分離し、接種試験及び遺伝子データの解析を行った。
その結果、本症状は、病原菌Lasiodiplodia parva Phillips, 

Alves & Crousによる茎枯れ性病害であり、接種試験により

温帯果実、熱帯果実並びに根菜類に病原性を有することが確
認されたので、ここに報告する。なお、本菌によるキャッサバ
の病害は我が国はもとより世界でも未報告であるため、キャッ
サバの「Lasiodiplodia（ラシオディプロディア）茎腐病」（英名
Lasiodiplodia stem rot）を提案する。

材料及び方法

1.病徴及び形態観察
　2012年6月、川崎港の国際郵便物の輸入検疫において発
見された乾腐、枯死症状を有するブラジル産キャッサバ穂
(Fig.1a)表面の一部を検鏡し、分生子殻内外の未熟、成熟
分生子の形状等からLasiodiplodia属菌を推定し（小林ら, 

1992）、以後の調査を進めた。
　まず、実体顕微鏡下で直接または表皮を剥いで、罹病部下
の木質部表面を観察した。さらに罹病部表皮から小切片を切
り出し、薄い徒手切片とし、また、罹病表皮や黒色菌体（分生
子殻）上に散在する黒色粉状物（成熟分生子）をピンセットでか
き取り、スライドガラス上で蒸留水、ラクトフェノール溶液また
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は酸性フクシン液を封入液とし、スライド標本を作製、生物
顕微鏡（Olympus BX51: Olympus製）で内部構造及び分生子
形態を観察した。培養基質上(下述)で形成された菌組織（分
生子殻、側糸、分生子等）も上記同様に観察した。計測は菌
の各形態毎、n=30以上で行った。

2.分離、培養性状等
　組織から小切片を切り出し、常法により表面殺菌を行い、
水分を濾紙にて十分吸湿し、1mg/mlのstreptomycin加溶2%

素寒天培地（WA）に置床した。25℃、暗黒下、24 ～48時間培
養後、伸長してきた菌の菌糸先端を寒天ごと切り出し、滅菌マ
ツ葉切葉添加の2%WA（PNWA）に移植し、25℃、BLB下で14
～30日間培養した。培養後、形成された分生子殻から裸出す
る分生子塊の成熟（着色）を見ながら、成熟分生子の単胞子分
離をWAにて行い、最終的にポテトデキストロース培地（PDA

培地：和光純薬製）にて菌株を保存した。代表菌株はBC-1及
びBC-2とした。
　菌の培養性状と生育温度調査については、PDA培地を用
いた。生育温度調査では、BC-1及びBC-2菌株をあらかじめ、
PDA培地、25℃、13日間培養後、直径4mmのコルクボーラー
で打ち抜き、得られた菌叢を直径9ｃｍの平板培地に移植し、
5℃間隔で5℃～40℃に設定した恒温器内にて48時間後の生育
直径平均を比較し、生育適温、生育限界温度を得た。10℃以
下と40℃では、生育限界の調査のため14日間観察を続けた。
培養性状は生育適温または25℃にて観察し、その他の温度に
おける知見があれば、併せて観察した。形態観察用培地には
PNWAを用い、25℃、BLB下で8 ～36日目まで行った。

3. 接種試験
（1） キャッサバ穂への接種
　接種は、BC-1及びBC-2菌株をPDA培地にて35℃、暗黒下、
6日間培養し寒天に十分菌糸が生育した菌叢を用いて、キャッ
サバ穂（国産、大きさ約25cm×2.5cm）に有傷で行った。キャッ
サバ穂の表面を軽く70%アルコールで消毒し、穂の基部（滅菌
した剪定ばさみでの切り口）及び節間の3点（計4点）に滅菌メ
スにて約5×2mmの傷を付け、その部分に約5mm角に切り出
した含菌寒天を置床した。試験は4反復で実施した。対照区
のキャッサバ穂には、同様に傷を付し（節間は4点で計5点）、
PDA培地のみを置床した。置床部は、滅菌水に浸したキムワ
イプ（S-200: クレシア製）とテープ（スコッチメンディングテープ: 

住友スリーエム製）を巻き、保湿にしたプラスチック容器内に
入れ、暗黒下、25℃でバイオトロン（PCMH特殊型;小糸工業製）
内で管理した。4日後にはキムワイプとテープを除去し、経過を
観察した。結果は、各処理穂の全置床部の病徴を楕円面積（π
×長径/2×短径/2 cm２）として合計し、これらの4反復での平
均値（平均罹病楕円面積）を外観の病徴（表皮、皮層の病徴）
及び内部病徴（剥皮後の木質部表面の病徴）並びに対照区と
比較した。外観の病徴は接種6日目、内部病徴は13日目に観
察した。各接種穂の病徴からは再分離を試みた。

（2） 温帯・熱帯果実、塊根への接種
　接種に用いた植物（温帯果実、熱帯果実及び塊根）はTable 

1のとおりである。
　接種源、接種方法、管理方法は、穂への接種とほぼ同様と
した。テープ等の除去は接種3日目に行った。BC-1及びBC-2
菌株を供し、接種果実への置床部は菌株当たり2 ～４点、塊

 Table 1.  Plants used in the inoculation trials for several fruit and a root crop and the results. 

 Results

Common name Botanical name Cultivars Origin Inoculation trials Control

Navel orange Citrus sinensis (L.) Osbeck unkown Australia          + 1)          － 2)

Satsuma Citrus unshiu Marc. ‘Hinoakari’ Domestic          + + +          － 

Grapefruit Citrus × paradisi ‘Ruby marsh’ USA          + + +          － 

Papaya Carica papaya L. ‘Solo’ Philippines          +          － 

Papaya Carica papaya L. unkown/ (immature) Domestic          +  +          － 

(Fuzzy) Kiwifruit Actinidia deliciosa Liang &
Ferguson. var. deliciosa ‘Hayward’ New zealand          +          － 

Mango Mangifera indica L. ‘Kate’ USA          +          － 

Banana Musa spp. ‘Cavendish’ Philippines          + + +          － 

Sand pear Pyrus pyrifolia var. culta ‘Nijisseiki ’ Domestic          + + +          － 

Sweet potato Ipomoea batatas (L.) Lam. ‘Beni-azuma’ Domestic          + + +          － 

1) Mean area of lesion (cm2): + means 0 cm2 < 20 cm2, ++ means  20 cm2 <  40 cm2, +++ means <  40 cm2.
2) － means 0 cm2 (no lesion).
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根で6点とした。対照区にはメスにて傷を付け、PDA培地片の
みを置床した。接種5日目に接種果実または塊根に対する菌
株の平均罹病楕円面積（cm2）を算出し、接種果実、塊根並
びに対照区で比較した。
　なお、果実等での罹病程度については、罹病部の拡大
が顕著であることから、平均罹病楕円面積が0cm2、0cm2＜
20cm2、20cm2＜40 cm2、40 cm2＜をそれぞれ－、＋、＋＋、＋
＋＋の凡例で表示した。

4. 遺伝子データ解析
（DNA抽出、PCR増幅、塩基配列シークエンシング）
　種間や種内間の分類に利用される核内リボソームDNA

（rDNA）の Internally Transcribed Spacers(ITS) 領 域 及
び ITS領域のみでは分子分類が困難な場合に利用される
Translation elongation factor 1-alpha 領 域（EF1- α）の 両
データを用い、GenBank/EMBL/DDBJに登録されている近
縁種とのホモロジー検索を行った。
　DNAはPD液体培地で48時間振とう培養後、ニッポンジー
ン社のISOPLANTⅡ kitを用いて核酸を抽出後、RNase A

によりRNAを分解し、PCI処理によって精製されたDNAを鋳
型に用いた。ITS領域の増幅に対してはITS5とITS4プライ
マー (White et al., 1990)を用い、また、EF1-α領域について
は EF1-688FとEF1-1251R (Alves et al., 2008)を用い、PCR

を行った。PCR条件はITSでは、DNA変性94℃30秒、アニー
リング54℃30秒、伸長反応72℃1分を1サイクルとして、30サイク
ル行った。 EF1-α領域ではDNA変性94℃30秒、アニーリン
グ55℃45秒、伸長反応72℃90秒を1サイクルとして、30サイクル
行った。

　塩基配列の決定には、3130/3130xl Genetic Analyzer（ア
プライドバイオシステムズ社）を用い、先のPCRで得た増幅
産物を2％アガロースゲルで電気泳 動後、QIAquick Gel 

Extraction kit(キアゲン社)により精製後、サイクルシークエ
ンスに供試した。解析手順の詳細は3130/3130xl Genetic 

Analyzerのマニュアルに従った。得られた各塩基配列デー
タはプライマー部分の塩基配列情報を除去後、GENETYX

（GENETYX社）にてアセンブル処理を行い塩基配列を決定
した。各領域の塩基配列データは、NCBIのnucleotide blast

を用いホモロジー検索を行い、近似種との相同性を比較した。

結　　　  果

1. 輸入されたキャッサバ穂の病徴及び菌の形態観察
　ブラジル産キャッサバ穂のほぼ全体が淡褐色に変色し、皺
のある乾腐・枯死症状を呈し、その表面に黒色の突起状物を
有する分生子殻が密生し、黒色粉状物（分生子）が付着する
(Fig.1a)。これらの穂の一部を剥皮し、症状部下の木質部表
面を観察すると、黒変部も認められる。表皮上の黒色菌体は、
表皮下に生じ、後に表皮から一部が露出し、口腔部が伸長
した分生子殻である。群生した場合には1-数mm程度になる。
特に上方に口腔が伸長またはその途中に新たな分生子殻が形
成され、そこからさらに口腔が伸長すると外観上、黒色トゲ
状構造物の菌体を呈する。PNWA上では、子座はなく、分生
子殻は松葉表皮上または表皮内に単生または群生で埋生～
外生し、黒色、球形～フラスコ状で（Fig.1b）、特に表皮上の
ものは殻外が毛状に多数の菌糸に被われ、大きさ350 – 618 

× 250 - 520μm（平均500×402μm）であった（Fig. 1c)。

Table 2.   　Morphological comparison of conidia and paraphyses of Lasiodiplodia spp.

Conidia Paraphyses(μm) References

Identity conidial size(ave.μm) L/w ratio Number of Septa Length Width Septation

BC-1 12.4－21.1×6.0－10.5
 (Ave . 16.6×8.9) 1.9 1 108 3-4 Septate This study

BC-2 14.0－22.5×7.0－11.0
 (Ave . 17.7×9.3) 1.9 1 100 3-4 Septate This study

L. citricola 24.5×15.4 1.6 1 125 3-4 Septate Abdollahzadeh et al.  (2010) 

L. crassispora 28.8×16 1.8 1 45.7 2.7 Septate Burgess et al . (2006) 

L. egyptiacae 22×12 1.8 1 57 2-3 Aseptate Ismail et al . (2012)

L. gilanensis 31×16.6 1.9 1 95 2-4 Septate Abdollahzadeh et al . (2010) 

L. gonubiensis 33.8×17.3 1.9 1-3 70 4 Aseptate Pavlic et al . (2004) 

L. hormozganensis 21.5×12.5 1.7 1 83 2-4 Septate Abdollahzadeh et al . (2010) 

L. iraniensis 20.7×13 1.6 1 127 2-4 Septate Abdollahzadeh et al . (2010) 

L. mahajangana 17.5×11.5 1.4 1 43 3 Aseptate Begoude et al . (2009) 

L. margaritacea 15.3×11.4 1.3 1 37.1 2.2 Septate Pavlic et al . (2008) 

L. missouriana 18.5×9.8 1.9 1 55 2-3 Aseptate Úrbez-Torres et al .(2012)

L. parva 20.2×11.5 1.8 1 105 3-4 Septate Alves et al.  (2008) 

L. plurivora 29.6×15.6 1.9 1 130 2-5 Septate Damm et al. (2007) 

L. pseudotheobromae 28×16 1.7 1 58 3-4 Aseptate Alves et al . (2008) 

L. rubropurpurea 28.2×14.6 1.9 1 42.4 2.6 Aseptate Burgess et al . (2006) 

L. theobromae 26.2×14.2 1.9 1 55 3-4 Septate Alves et al.  (2008) 

L. venezuelensis 28.4×13.5 2.1 1 28.3 3.5 Septate Burgess et al. (2006) 

L. viticola 19.5×9.5 2.0 1 60 2-3 Aseptate Úrbez-Torres et al .(2012)
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　殻室内層には分生子柄が並び、先端は全出芽型で、時に
2,3個のアネロ(環紋)を有する分生子形成細胞から分生子を
放出する(Fig.1d)。分生子柄の層には側糸が混在する。側糸
は、単条または途中で分岐し、無色、長円筒形で、先端は円
く、有隔壁（3 - 4個）、大きさ60.0 - 104μｍ × 3 - 4μｍであ
る(Fig.1e)。また分生子殻は殻室内部に、放出された無色、
単胞、楕円形、壁厚約1 - 2μmの平滑な未熟分生子と成熟分
生子を内包し又はその口腔から一部を逸出する。PNWA上で
形成された分生子殻由来の成熟分生子の形態は淡黒色、２
細胞、楕円形で、大きさ12.4μm - 22.5μm × 6.0 - 11.0μm 

(平均17.2 × 9.1μm)であり、成熟後に縦に条線が混じる特徴
がある(Fig.1f)。しかしながら、分生子の大きさが、比較的小
さい（20μｍ未満）ものが多く見られる点で他の輸入検疫にお
いて度々発見されるL. theobromae（広義）の特徴とは異なる印
象があるため、最近報告のあるLasiodiplodia属菌で主に用
いられる形質での形態比較を行った（Abdollahzadeh et al. ，
2010, Alves et al., 2008 ）（Table 2.）。
　結果は、分生子の大きさ、L/W比、側糸の大きさと隔壁の
ある点が総合的にL. parvaと近似した。 

 

2. 培養性状等の調査
　BC-1及びBC-2菌株を用い、寒天片置床後48時間後の生育
を各温度区分毎に平板4枚の平均にて調査した結果はFig. 2
のとおりである。
　分離菌は10℃～40℃まで生育可能で、最適生育温度は
30℃付近であった。30℃では48時間で8cmの伸長があり、9cm

シャーレの底面周辺の近くにまで達するほど早い生育がみられ
た。10℃では、6日目までに0.5cmで、14日目までには1.6cmとわ
ずかながら生育は見られた。一方、40℃では、7日目までに0.7cm

の伸長があったが、その後はその伸長のままで維持された。
よって、生育限界温度は最低が10℃未満、最高が40℃より高
いと推定した。
　PDA培養中における培地内の色素沈着に関し、35℃では両
菌株の一部で48時間目までには淡桃色の色調が培地内に観
察され始め、4日目までには、その色調がより濃く明確になった

（Fig. 3a）。　　
　さらに、40℃での培養では、菌叢の伸長は乏しいが、淡桃
色の色素沈着は、いずれの菌株にも観察された。なお、その
他の温度区分では淡桃色の色調は観察されなかった。
　最適生育温度30℃における培養性状、特にPDA培地での
生育は極めて早い。30℃または25℃におけるPDA培地での菌
叢は初め白色、やがて灰白色～灰黒色の菌叢となり、培地を
黒色に着色する（Fig. 3b）。なお、本試験では完全世代の形
成はいずれも確認されなかった。
    

3. 遺伝子データ解析
　確定したITS及びEF1-α領域の両塩基配列データを用い
て、DNAデータベース（DDBJ/EMBL/GenBank）に保存され
ているL. parvaを含む複数の同属菌株の配列データとBC-1、
BC-2両菌株との照合を行った。その結果、BC-1、BC-2両菌

株は、両領域で100％の相同性を示した。また、それら菌株
は既報のL. parvaと100％近い相同性であり、最上位の2菌株
はCBS356.59のL. parva（99.8％）、CMW28333のL. parva

（99.7%）であ った 。また、L. parva 以 外 の Lasiodiplodia

属 で は、胞 子 長 の 短さ 等 で 類 似 する L. margaritacea 

(CMW26162) が 96.6% 、L. mahajangana (CMW27820) が
96.8% 、L. missouriana (CBS128311)が97.3% 、L. viticola 

(CBS128313)が97.2%であった。さらにEF1-α 領域のみでは、
これら種との相同性で92 ～94％を示した。
　なお、今回決定した塩基配列データはDDBJにBC-1株の
ITS＝AB897484、そのEF1-α=AB897486及びBC-2株のITS

＝AB897485 、そのEF1-α=AB897487 のとおり、Accession 

numberとして登録した。

4. 接種結果
（1） キャッサバ穂への接種結果
　BC-1及びBC-2菌株を用いてキャッサバ穂への病原性を調
査したところ、2菌株とも有傷接種下にて、キャッサバ穂への
病原性を確認した(Fig. 3c-d)。
　病斑は、初め、淡褐色、水浸状の腐敗で、接種部表皮・
皮層上に縦長の楕円斑(大きさ縦1 ～4cm) として現れ(Fig. 

3c) 、次第に穂全体へ拡大、癒合した。
　剥皮した接種部下の木質部表面では黒色の縦長楕円斑を呈
し、次第に褐色～黒色の条線、条斑を伴い、これらが穂全
体へ伸長した(Fig. 3d)。さらに穂を縦割りにして観察すると、
穂基部の接種部では、スポンジ状の髄部に灰色～淡灰黒色
の変色部が見られ、上部に伸長しており、髄部からの病徴の
拡大も観察された。また、皮層下の木質部と髄部の間隙に、
黒色菌糸体の伸長が見られた。接種8日目には、一部の罹病
部表皮上に原病徴と同様の分生子殻を生じた。また、罹病部
から再分離を行った結果、いずれも分離菌と同一の菌が分離
された。一方、対照区では病徴は確認されなかった。

（2） 生果実、塊根への接種結果
　9種類の温帯果実または熱帯果実及び１根菜への接種試験

Fig. 2  Radial growth on PDA (48 hrs. after) of cassava isolates.
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結果はTable 1及び Fig. 3e – f. のとおりである。
　病原性の強弱については接種部の罹病楕円面積での比較
により判定した。供試菌は接種したすべての植物に病原性を
有したが、なかでも、グレープフルーツ（Citrus × paradisi）、
温 州 ミカン（Citrus unshiu Marc.）、ニ ホ ン ナ シ（Pyrus 

pyrifolia var. culta）、バナナ（Musa spp.）に罹病楕円面積
が40cm2を超える強い病原性（＋＋＋）があり、次いで未熟パ
パイヤ（Carica papaya L.）、成熟パパイヤ（Carica papaya 

L.）、オレンジ（Citrus sinensis (L.) Osbeck）、さらにマン
ゴー （Mangifera indica L.）、キ ウ イ フ ルー ツ（Actinidia 

deliciosa Liang & Ferguson. var. deliciosa）の順となった。
　これらの植物の病徴は、初め、淡褐色～褐色の水浸状の
腐敗が接種部周辺に生じ、次第に拡大した。カンキツ類の果
実では、いわゆるフィンガー・ロット（手の指状の病斑）を呈す
るものが多かった。また保湿条件下では、各接種果実の病斑
上に白色又は灰白色の菌糸が旺盛に繁茂し、菌糸成長の早さ
が観察された。
　根菜のサツマイモ（Ipomoea batatas (L.) Lam.）では、ニ
ホンナシやバナナに次ぐ罹病程度であった。接種部では、径
約2ｃｍの灰黒色腐敗斑とその周辺の表面ではさらに淡色で水
浸状の腐敗が拡大した。また接種部直下では灰黒色、半球
状病斑を呈した。その周辺には淡黒緑色の変色腐敗が広がり、
縦方向に伸長した。接種12日目までには病斑上に分生子殻も
確認された。
　対照区では、いずれも病徴は観察されなかった。罹病果実
等からは再分離を行い、いずれも供試菌と同一の菌が分離さ
れた。

考　　　　　　察

　供試したキャッサバ穂の輸出国であるブラジルではキャッ
サバの茎や地下部（いも）を腐敗させる原因菌として、L. 

theobromae (広義)やDiplodia manihotis (=D.manihoti) が
知られ る（Farr et al.,2013, Mendes.et al.,1998）。し かし、
CABIは、D. manihotisをL. theobromae (広義)のシノニムと
している。（CABI, 2013）。またSaccardoが、D. 'maniothi'と
して記載したD. manihotiは、括れた１隔壁を有し、胞子長
23-26 ×11-14μm 、側糸長40-60×2-4μmを有すとされており、
これらの点でも本菌とは異なる（Saccardo,1914）。
　従来、L. theobromaeは、L. theobromae（広義）1種が知ら
れてきた。
　しかしながら、2004年以降、形態、培養性状に加え、遺伝
子データ解析により、L. gonubiensis (Pavlic et al., 2004) 、 

L. crassispora 、 L. venezuelensis 、 L. rubropurpurea 

(Burgess et al., 2006) 、 L. plurivora (Damm et al., 2007) 、 

L. parva 、 L. pseudotheobromae (Alves et al., 2008) 、 

L. margaritacea (Pavlic et al., 2008) 、 L. mahajangana 

(Begoude et al., 2010) 、 L. citricola 、 L. gilanensis 、 L. 

hormozganensis 、 L. iraniensis (Abdollahzadeh et al., 

2010) 、L. egyptiacae（Ismail et al., 2012）、L. missouriana

及 び L. viticola（Úrbez-Torres et al.,2012) と い った 多 く
の新 種 が 報 告されている。特に、言及されていないL. 

missouriana 、L. viticola を 除 き、L. gonubiensis (Pavlic 

et al., 2004) 、 L. crassispora 、 L. venezuelensis 、 L. 

rubropurpurea (Burgess et al., 2006) 、L. margaritacea 

(Pavlic et al., 2008) 以 外 の 最 近 報 告された 上 記 種は L. 

theobromae complex内の新種とされる（Ismail et al.,2012）。
L. theobromaeの原記載に関連するepi-typeやex-type 菌株
の欠如等による分類上の混乱があり、Alves et al. (2008 )が、
その遺伝子データを付して再記載したL. theobromae (狭義)

を併せると、現在17種が公式に記載されたLasiodiplodia属
菌である。
　 これ らの 菌と本 菌の 形 態 比 較 の 結 果 (Table 2) 、L. 

citricola 、L. crassispora 、L. gilanensis 、L. gonubiensis 、
L. plurivora 、L. pseudotheobromae 、L. rubropurpurea 、
L. theobromae(狭義) 、L. venezuelensisは胞子長が24.5 ～
33.8μｍと本菌より明らかに長い。また、L. crassispora は壁
厚が約2 - 3μｍであり、L. gonubiensisは胞子の隔壁数も多
い。L. egyptiacae 、L. hormozganensisは本菌より胞子長が
わずかに長く、側糸が短い。一方、L. iraniensisは本菌より
わずかに胞子長が長く、側糸も長い。さらに、L. egyptiacae

の側糸は、隔壁を欠く。L.mahajangana 、L.margaritacea

は、胞子長が、ほぼ本菌と同様であるが、L/W比が1.3-1.4
である点、側糸長が37-43μmと短い点で本菌と明らかに異な
る。L.missouriana 、L.viticolaは米国の1、2州のみに知られ、
L.missourianaがミズーリー州のみのブドウに、L.viticolaが
アーカンサス州とミズーリー州のブドウに知られる。これらは、
本菌より胞子長がごくわずかに長いが、側糸の幅は2-3μｍと
細く、無隔壁で分岐しない点、側糸長がそれぞれ55μｍ以下、
60μｍ以下と明らかに短い点で区別できる。
　本菌は、胞子長が20μｍ以下と比較的短い点の他、L/W比、
側糸の形態を総合するとL. parvaの特徴とよく一致した。
　形態上の同定を確認するため実施した遺伝子解析による
ITS, EF1-α両領域のデータによる塩基配列比較でも同定結
果と符合した。
　すなわち、BC-1及びBC-2菌株はともにITS, EF1-α両領域
で100％の相同性であったが、これらは、またスリランカ産カ
カオからのL. parvaと両領域にて99.8％、カメルーン産のリン
バ（Terminalia superba）からのL. parvaと99.7%と高い相同
性を示した。一方、胞子長等の類似する他のLasiodiplodia

属菌とも明確に区別された。特にEF1-α領域のみを比較した
場合に、相同性の差がより明確になる傾向であった。
　これら形態的特徴及び遺伝子解析の結果から、本菌を
Alves et al. (2008)が記載したL. parvaと同定した。
　培養性状の比較は、これまでLasioiplodia属の一部の
識別に用いられてきた。Alves et al. (2008)は、PDA培地
35℃での培養による桃色色素の生成（＋）でL. parva 、 L. 

pseudotheobromaeを L.theobromaeから識別した。一方、
Abdollahzadeh et al.(2010) は、L. theobromae の 他、L. 

hormozganensisを除くその他のLasiodiplodia属種が、同条
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件で桃色色素を生成することを報告した。
　本菌でも同条件で桃色色素を生成したことから、Alves et 

al. (2008) 、Abdollahzadeh et al.(2010)の報告と符号した。
しかしながら、Ismail et al.(2012)は、L. theobromae のみが
同条件で桃色色素を生成したと報告した。
　これらのことからLasiodiplodia属種の識別に、桃色色素
の生成を用いる場合は、菌株により、その生成に不確定な面
もあるため注意を要すると思われた。
　また、本菌ではPDA培養35℃より、40℃で培養した場合、
菌の生育は乏しいにも関わらず、より多くの菌株で桃色色素の
生成が見られた。PDA培養40℃でのLasiodiplodia属菌によ
る桃色色素の生成の違いは、この温度での生育の可否と併せ、
今後、Lasiodiplodia属菌の現場識別（スクリーニング等）への
利用の可能性を含め、さらに検討が必要であろう。
　生育温度も、これまでLasiodiplodia属菌の識別に利用さ
れ て い る 。（Abdollahzadeh et al.,2010, Alves et al.,2008, 

Ismail et al.,2012)

　本菌の生育（2週間までの観察）は、10℃～40℃で生育が可能
であり、また適温は30度付近であった。この生育温度範囲や
適温は、他のLasiodiplodia属菌と比較すると、生育最低温
度が、最も低い種の部類であり、生育最高温度及び生育適温
が最も高い種の部類に入ると考えられた。（Abdollahzadeh et 

al.,2010, Alves et al.,2008, Begoude et al.,2010, Ismail et 

al.,2012, 澤岻ら,2013, Úrbez-Torres et al.,2012）
　キャッサバ穂への接種では、穂のすべての組織で、罹病と
その拡大がみられたことから、キャッサバ穂の表皮、皮層、
木質部、髄やそれらの間隙といった全ての部位が感染部位に
なり得ると考えられた。
　L. theobromae （広義）においては、500程度の植物に関連
する植物病原菌であることが知られている（Punithalingam, 

1980）。
　Lasiodiplodia属菌である本菌が、果樹等の樹幹や枝の枯
損に加え、果実腐敗や根菜での腐敗を引き起こす傷痍病原菌
並びに土壌病原菌の性格を有していると考えられたことから、
生果実や根菜への接種試験も行った。

　結果は、全ての供試植物で顕著な病原性を確認した（Table 1）。
　接種試験結果及び生育温度範囲の広さから、今回発見され
た郵便物等の経路を含め、潜在的な宿主植物に対し植物検
疫上のさらなる注意が必要と思われる。
　我が国のLasiodiplodia属菌に関する研究は、これまでも
精力的に行われてきた。佐藤（1990）、矢口・中村（1992）、
矢 口ら（1999）、小 野・中 島（2005）、井 上・那 須（2008）、
Sato et al.(2008)などで熱帯果実や温帯果実、野菜における
L.theobromae（広義）の形態に基づく同定の報告がある。また、
福田ら（2008）はrDNA ITS領域に基づく分子系統解析により
カカオのL.theobromae（広義）を同定した。さらに最近、澤岻
ら（2013）は、形態及びEF-1領域の塩基配列に基づき、狭義
のL.theobromaeによるマンゴー軸腐病を報告した。
　しかしながら、我が国ではL. parvaによる病害報告は初め
てである（農業生物資源ジーンバンク, 2013）。
　一方、ブラジルでは、最近、L. parvaによるブドウ樹で
の衰弱やマンゴスチンの衰弱に関する報告がなされている
(Correia et al.,2013, Paim et al.,2012) 。しかし、キャッサ
バでは、ブラジルを含む海外でもこれまでL. parvaによる
被害報告がない。このことから初報告と考えられ、キャッ
サバの「Lasiodiplodia（ラシオディプロディア）茎腐病」（英名
Lasiodiplodia stem rot）と呼称することを提案したい。
　さらに、接種試験にて生果実や根菜に示された本菌の顕著
な病原性は、Alves et al.（2008）の記載したL. parvaの宿主
植物が彼らの報告上のカカオのみに限定されず、より広範囲
の潜在的宿主を有する可能性を示唆するものと考える。本試
験におけるすべての植物上、すなわち、グレープフルーツ、温
州ミカン、バナナ、ニホンナシ、パパイヤ（未熟、成熟）、オレ
ンジ（ネーブル種）、マンゴー、キウイフルーツ及びサツマイモ
並びに上記のキャッサバでは本菌による病原性の初確認記載
と考えられる。我が国でも広く栽培される一部果樹、畑作物
でも、強い病原性を示したので付記しておきたい。
　 な お、菌 株 BC-1 及 び BC-2 は オ ランダ CBS に CBS 

Accession number　として  BC-1＝CBS 136925及びBC-2＝
CBS 136926のとおり寄託した。
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Fig. 1 a. Symptoms of cassava cuttings imported from Brazil. Note the black fungal structure on the 
dried, shriveled bark of cassava cuttings.

 b. A uniloculate, dark brown conidiomata formed in pine needles in culture. Bar=10μm.
 c. The conidiomata formed on pine needle in culture at 25℃under BLB for 8 days.
  Notes the hairy mycelium on the surface of conidiomata.
 d. Conidium, conidiogenous cell showing annelations (arrow). Bar=10μm.
 e. Paraphysis and immature conidia. Arrows show septa. Bar=10μm.
 f.  Mature conidia. Notes one septa and longitudinal striations (arrow).Bar=10μm.
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Fig. 3 a. BC-1 isolate. A culture on PDA at 35 ℃ in the dark for 4 days. Notes the pink pigmentation on 
PDA.

 b. BC-1 isolate. Cultural characteristics on PDA at 25℃in the dark for 11 days.
  (Bottom side) 
 c. The enlargement of the 6 day- old- inoculation trial results of cassava stems for BC-2.
 d. Symptoms on the cambium after barked (the 13- day- old- inoculation trial results of cassava 

stems for BC-1). Note the elliptical lesions and the elongation of brown or black streaks from the 
lesions.

        (e – f. The 5- day- old- inoculation trial results of a temperate fruit and a root crop for BC-1 and BC-
2.)

 e. Symptoms on grapefruit. Note the most part of the fruit is covered by the rot at BC-2.
 f.  Symptoms on sweet potato roots. Note the lesions show double layers (One is the round, darker 

lesion, and another is the larger, light-colored lesions).
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摘　　　要

　2012年6月、川崎港での輸入検疫（郵便物検査）においてブ
ラジル産キャッサバ穂に激しい茎腐れ症状が発見された。形態
的特徴、接種試験、遺伝子解析から原因菌はLasiodiplodia 

parvaと同定された。9種類の果実（オレンジ、温州ミカン、グレー
プフルーツ、キウイフルーツ、日本ナシ、パパイヤ（成熟、未
熟）、マンゴー、バナナ）、1種類の根菜（サツマイモ）への接種
試験では、すべての植物で顕著な病原性を確認した。本報告
は、日本の輸入検疫で発見されたL. parvaによるキャッサバ
のLasiodiplodia茎腐病（新称）の初報告であり、また、著者
らが知る限り、キャッサバを含むすべての上記植物での本菌
による病原性の初確認である。
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