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Ⅰ 緒
く16）

昭和27年10月内藤は香川県三木町でαrの虚orαに因る茨軽質の一滴寄を採集した．中田等は朝 （7〉 鮮で茨該笹褐舞病を報じ病原菌ほ（おr￠0申0γα．〃αge〃娩グ血ゐに腰似する旨を述べ，河合はCとγ紗
（1（り

紳助空p・による茨毅草軌点病を挙げ病後其幣威き簡単に記している・・叉茨稜草の病啓と・して木場
はC∴望痴髄融通βに．よる褐麹；病を．病賓虫名鑑はC∂β才わoJαによる褐麹；病を夫々記載しているが，
之．等の本邦に於ける扱者に関する論拠は不明の様に思う．我国でe．∂βgゐ0ねによる甜菜及び赤来褐
班病の被薯が著しい事ほ周知の事実であり多くの報告があるが，本歯は可成り多犯性の様でVestal
（6）

は12科26種の柏物に発病させており，香月は即わ7αCグα高植物で報告されたe．．ご診ダガαCグαβ，C坤古称

acicola，CJ7agとIlifbY misi・C beticolaのSynOnymとしている．筆者等の採集した荻改質の病
後ほ甜菜及び黄葉褐舞病の病徴と梢異っているが，渡稜翠ほ牒直物分類学上甜菜，兼業と．南は異にする
が同じく Chenopodiaceaeの作物であり，．上．述の諸報告とも併せ考える時雨病寄の異同にL興味を感
じたので本研究に潜草した．庇って本研究は茨後輩の本病啓と未来褐踵病との異同を明らかにする事
を主目的とし，雨作物から分離した病原菌に．よる相互接種並2，3の形態学的i生理学紛比較研究を
行った．

Ⅱ 病徴並発生時顛
主に葉片殊に葉柄に．発生する．．葉でほ針頭大の衣褐色舞点を生じ病勢の伸展と共に漸次拡大して
約2〜3mmの淡褐色病理となる（Pll．Fig・．．1二）一．健全部との境ほ明晩で病肇周縁部ほ梢隆起し，中央部
は梢凹み黒色小粒点として分生胞子禰及び分生胞子を形成する正室る≠病状が進むと中心部が薄くな
り破れ易く，又隣按の病舜が融合し不正形と．なる．昭和27年以降も当地方で毎年秋季に発生してい
る．10月上旬より発生し始め11月下旬〜12月中旬頃最盛に達するが，薫菜褐産病に．比較すると鼓攻撃
の故事は梢軽微である．
Ⅱ 病原菌の分離
落後草擢病葉の病舞部を表面殺菌裸馬鈴薯煎汁寒天に移し，伸長して来た菌そうより分離薗を得
たい赤茶褐斑病蘭も昭和27年11月20日香川凰三木町で探集した茶菓牒病菓より同様に．分離した．両菌
とも分離落後ほ馬鈴薯煎汁寒天上に多数の胞子せ形成したので，単胞子分節法で両歯の純粋培養を得

（こ13■、
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た．前者の歯を滋改革歯，後者を一＝菜歯と．称する寄とする．．倫単胞子イこよる分離を行う迄ほ培養申
（1S＼

SeCtOr或ほisland type
（S7）

C．beli．colaに菌そうの色が異る系統を，又山田ほC．d4〝itsa七筆者等の観象と類似のSaltation
を報告している．．然し達胞子檻よる分離後は此の現象を見なかったので，筆者等の場合は2系統以上
の菌が混在していた雷であろう．之等の事実ほ．Cβグ■cO密0グ■αに1於ても多くの変異の存在する事を物
語るものであろう．

肌液覆草菌及び恭菜蘭の形態的比駁
1．菌糸 両歯共寄主の細胞内を縦横に恩遇壁延し，無色で幅ほ3−5〃あり表層近・くの歯糸は暗褐
色である小属鈴著煎汁寒天上の菌糸ほ無色であるか，老成すれば多数の隔膜を生じて淡次黒色念珠状
となる．胡症萄，鼓改革案煎汁寒天上では淡褐色で幅3〜6〃あり，多数の隔膜を有し梢念珠状である
が，後にほ肥大して結節状を呈し厚膜となる．
2．分生維子 輝病英及び培地上の胞子ほ両薗とも分生胞子柄上に形成され，無色で直線状又ほ．・一
方に・轡曲し，基部が太く・先端に・向って細まり稀に隔膜のないものもある．．牒柄葉上の胞子でほ（第1
表）長さ，幅，隔膜数共に．売薬薗の方が梢々大であるが培地では両薗略々等しい．．元来C♂γC頑0γα
蘭は環境，寄主の相異等により胞子や分生胞子禰の形状，‥大きさは琴化し易いので，病葉上笹於ける
胞子の大きさの粒程度の差を以て雨菌種別の根鱒とする事ほ適当でなかろう．
3．分生雅子柄 病某上の分生胞子柄ほ分放する番なく3〜10本革生し，幅3．．8〜7．5一日の円柱状で
直立叉ほ幾分屈曲し，上端部ほ淡色で基部に向って膨大し，暗褐色で0−6ケの隔膜が有る．培地上の
ものも幅3．8−7．．5／上であるが精々太いものが多い．両歯の病葉上に於ける分生胞子柄の長さほ大差が
ない．

以上を要約するに両菌の問に．形態上種別の榛徴となる様な大差を見出し難いと言え．よう．

第1衷 茨萩葦蘭及び落葉薗の形態的比較

備考：分生胞子の帽は基部を測窯したもの，培地は胡羅葡葉熊汁寒天
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Ⅴ 渡瑳草菌及び黄葉菌の生理学的比戟
1．各種堵地上の性質
培養上の性痩を比較する薦14稜の培地を約30cc宛分注した三角フラスコに両菌を130〜280Cの室温

で30日間培養した．各区3ケ宛のフランスコを‡凱、培地の
液体培地：（n馬鈴薯煎汁（馬鈴薯200g・，庶糖加g，蒸溜水1L）（勿稀薄醤油（醤油50cc，葱頭煎汁
100cc，漂糖50g，蒸溜水850cc）籾葡萄糖加ブイヨン（ペl 7．r・ン10g，肉エキス10g，食塩5g，葡萄糖
15g・，蒸溜水1L）㈲胡薙葡菓煎汁（胡雇萄生茎葉750g，庶糖15g，蒸溜水1L）（5）汲殻草葉煎汁（法談
草生茎葉750g・，庶糖15g・，蒸溜水1L）（6）ペプトン加用合成（ペプトン5g，NH4NO80．25g，K2HPO4
Q．．25g，MgSO4：・7H包00．．1g，FeC182％溶液数滴，薦糖12．5g■，蒸溜水500cC）C7）ア不パラギン加用
合成（アスパラギン5g，K2HPO4＝5g，FeCl82％溶液数滴，MgSO4・7H202．5g，庶糖50g，蒸潜水1L）
寒天培地：上記7種の液体培地に・1け7％の寒天を加用し
第2表 茨蒙草薗及び譜菜園の寒天培地に於ける発育状騒比較

備考；A故秋草から分離した薗

B 恭菜褐難病歯
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一俄に寒天培地の方が発育良好であるが，濁体，寒天培地とも伺「・培地でほ両歯の発育状態に殆ん
ど差がない．今寒天培地に於ける諸性質を示せば第2表の如くである．．ブイヨγ．で暗面菌其最ヰ発育
蒔く薗そうも薄く，爽でほアスパラギン加増合成が掛、が，他の培地で楼概しで良好で殆ん夏差がな
煎汁の冬寒天培地で鱒両

い・菌そうは・尚歯共何れの培地でも硬い・ブ孟孟否3．羞攣葡或は茨教草葉

帝の基中歯劉ま・共に結節多く念珠状を示す・中田等，其他 ほ潮来褐斑病菌で擬歯核菌拳（SCler（坤al

body）二Qhlamydospore−1ikebodyの存在或ほ之による越冬を言及しているが，筆者等も此様な菌
糸を古い培養に．見ているので第1次発生源をなすものと推定する．両薗の間で特に差異が見られたぁ ぐ

は席鈴署煎汁寒天で，即発葉蘭では履薗そう周辺の培地が淡紅色に着色し且歯そう中心部に液滴が多 （14．15）、（1＄）
数形成されたが，茨硬質菌では潜色なく液滞も少い．此様な発色に就て鱒中田等，Plotho も観察し
ている．然し既述の如く両歯共種々の系統の存在が推定されるみで，着色の有無のみで両菌種別の嘩
徴とする専ほ妥当でないと考える
αγCO頭0γ・α蘭む享従来培養で輝子骨形成ぎせ維持す料番が比較的困粒祝されている．．然し甜菜褐斑
凪1細15●紺32◆乳36）

病菌では培地上の形成に就き多くの報普があ

筆者等も分離初野旦両単琴周鈴署

煎汁寒天で多数の形成を認めたが，分離後白を経るにつれ新たに移植しても形成しなくなつ転然し
此様な菌糸でも胡葡萄葉煎恥茨春草薬煎汁並に夫々り寒天嶺楓ブイヨン寒天に移植すれば再び多
数形成した．胡綻萄葉煎升やブイざン寒天ほ他のC抄加増血相 菌の胞子形成にも適する事が知られ
8111

てい

528）

栃内

子形成を促進する物質が存在するものと思われる〃胞子iま属そう周辺部に多く，叉移植後日を経るに
従い分解過程にあると．推定される胞子が見られる棟檻なり、（Pl．，Fig∴3），形成期問は大体移植後30日
頃迄である．

2．菌糸め発育と温度との関係
馬鈴薯煎れ稀薄醤油，胡曲街葉煎汁，ペプトシ加用合成，アスパランギン加用合成の5線寒天培

地に於て，1区ペトリ皿3ケを使用し各温度で歯そう直径を測定〉した．．25日目に於け畠3回実験平均
を見るに（第3表），各温度に於ける伸長程度は両歯殆んど同一・である．250，3doCで最も発育よく，

最高温度ほ350Cより梢々高い処に．，′最低ほ．100Cより．梢々低い処に・あると思われ畠．甜菜褐匪病菌に就 く1ノ115）（20）（1）
て中田等 が最低6OC，最高320C以上，Pool等が最適30．8O，最高34．70C以上，Coons等が最低
60′−110，最適240′〉260，最高320〜・34◇Cとした諸報告と大体一・致する．
第3衣 各啓寒天培地上に於ける茨改革蘭及び轟菜歯々糸の伸長と温度との関係
（単位Cm）
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3．分生胞子の発芽と温度との関係
馬鈴薯煎沖寒天に250Cで20日間培養した茨硬質歯並兼菜菌々そうの−・片を寒天とノ共に切取りi前者
ほ．植木鉢に植栽した茨稜草葉上に．，後者は売薬葉上粧置き鉢を精子鐘で9日間被覆し，菌糸片上に・多
数形成された胞子を供試した∴此様な処置により胞子せ形成しなくなったものでも多数形成すしるに重
る事は予備実験に．於て確認していたところである．スライドダラネ上で■蒸潜水による点滴培養を異る
温度で5時間行ってから発芽を調査した．胞子は1〜4本の発芽管を形成したが，発芽管長は胞子の長

さを除いた合計を以て表わした．2回繰返した平均を示すと第4表の如くで両菌の問に．大差を認め難
い．280Cの方が250Cより発芽率に於て僅少ではあるが劣っていた点より推定し，発芽の最適温度は
両菌共250〜280′Cにあり，最低ほ100C以下にあると思われ芦．発芽管長も凝芽率と略同一・の傾向を示

（20）（2） す．甜菜褐斑病菌の胞子儲芽に就てほPool等が24OCを最適とし，朝鮮農試報告は領低250C，最適27．
（14．】5）

50〜32．50C，最高35OCとし．叉発芽管の伸長に．就ては中田等が260〜31◇C平均29？Cで最大としている
が，筆者等？結果ほ中田等の報告に・掛、棟である．
第4表 蒸溜水中た於ける茨読者蘭及び兼業菌分生胞子の発芽と湿度と．の関係
温度Cl供試菌

測定胞

発芽胞

子 数

子 数

発 芽 管 長（〝）

最 短l最 長l平 均

茨恭啓菌

恭兼薗
故殺草薗
恭菜菌

茨蓉草歯
恭菜歯
荻敷革歯
恭L菜菌

茨蔑草歯
未菜菌

4．菌糸の発育と水素イオン濃度との関係

HClとNaOモ王で各線pHに規正したペ
プ．トン加用合成培養液25cc宛を三角フラス

第5衷 茨薇草菌及び恭菜薗々糸の発育と水素イオ
ン濃度と．の関係比較

ヲに・分注したもので両菌を15日間250Cで
培養し，菌体の乾燥重畳を比較した．1実
験に各区2ケのフラスコを用い4回繰返し
た．pHの規正ほ各実験毎に僅少の差があ
ったが，各回大体同一・の傾向を示したので
その平均を示すと第5表の如く給括され
ろ．即両薗の間に大差が認められず，何れ
もpH5∩2〜7り6を発育の最適反応としてゝ、
る．pH2．3′叫・′2．6でも優に．発育が観察され，
9…6力・】9．8でも可成り発育するので，広範囲
に亘り発育可能のものと推定する．
備考：−ほ全く発育しなかったもの
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5小 分生胞子の発芽と水素イオン濃度との関係

HClとNaOHで各種pHに規正した蒸溜水で，胞子発芽と濁度に屈する実験の場合と周棟の方法
で形成させた胞子の浮遊液を作り，250Cで点滴培養を行った．5時間後の発芽を比較するに（虜6表）．
両薗に殆んど差がない．両菌共pH2．．5〜12一．2の広範囲で発芽し，5．6〜8．．5を発芽の最適反応と見徹し
得る＼之を・前述の菌糸発育の場合と比較すると，幾分アルカリ側に・最適の暗が広い棟である．発芽管
長も良好な発芽率を示した5．6〜8．5で最も長く，4．4，9．3では急激に短くなる．此棟濫両菌共菌糸の
発育，胞子の発芽ほ．可成り広範囲に亘り可能であるから，pHの直接歯に及ぼす影響に・より両病啓の
発生が著しく左右される番ほ上ヒ較的少いのではなかろうか．
第6表 蒸潜水申に於ける茨藻草蘭及び兼菜菌分生胞子の発芽と水素イオン濃度との
関係，比較

Ⅶ 接種試験による両菌病原性の比較
法蔑草薗及び恭菜園の病原性を比較する為，両菌培養菌糸或は胞子浮遊液で両植物に．接種してみ
た．．畑土を入れた径5寸の素焼植木鉢に夜露草域は恭菜を1．株宛移植し約3週間塵外で育成したもの
を供試した．
第】回実験 葉長15cm内外，英数10数枚に成長した日本療滋養軍の其の両面を80％アルコールで消
毒し鄭こ殺菌水で沈滞後，馬鈴薯煎汁寒天上の茨珪草薗菌そう・一・片■を寒天と共に．切取り寒天が上側に
なる様に．して昭和27年12月13日接穆した．其の衣裳に針で附傷した有傷区と無傷区を設け，接種後は
精子・鐘を被せ南窓側の堂内に放置した．有傷区ほ4日，無傷区は7日後にヰl央部の梢火凹んだ淡褐色
円形病好を生じ，標準区は同様椅子鐘に・10日間保ったが陰性であった．．英数12′〉13枚，菓長16〜17cm
の赤茶に．も兼業菌で同様接線したが，有傷，無傷区共4日後に病斑を生じた
夢2回実験 同様の方港で昭和27年12月25日に相互接穫を行った．．即鼓硬質蔚を恭菜に．，赤来歯を
日本茨額塵庭接穆したが∴無傷区では何れの場合も9日日にり 有傷区でほ前者が5，後者が4日召に
病舞を生じた．

策3回夷験 胡薙筍煎汗寒天に生
葉表裏に昭和28年4月17日散布し楯子鏡で4日間覆った小有傷区は7，無傷区は9日目に発病した
慕菜にも茶菓歯を以て同様接種した処，有傷区ほ5，無傷区ほ8日昌に発病した
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第4ノ回宍感 前回同様胞子浮遊液を以て昭和28年
に按画した時は有傷，無傷区夫々7′，9日目に凝病し；茨薇草潜を粛掛と接線tニた時ほ肴傷，、銀飯
区天元4ゝケ日日むこ発病した．衛奴如画の奏騎に澱で接種14ハJ17自衛と瀬裏軸陀り庸分離に・成申し
た．

以上の接辞試廟より茨療翠菌，兼業菌の両者重夫．長盛稜草並赤茶の南植物に病原政を署する事が明
らかである．然も其結果生じた病琵が夷然のもめをこ類似しており且周一層主でほ両菌による病既に殖
んど差かない審ほ病原性の点よりも両蘭の同一・である事を物語るもあであろう．褐療病の激轟Lてい
る蒸菜と極く接近：した茨硬質が重く無病の啓も屈周場で自撃するが，之は両菌病原性の薯甘きくよるも、ゐ
でなく天然では茨薇革ほ比較的曜病し難いものと解す可きであろう‖潜伏期間に就き4回の契鹸を垂
約すると，ノ有傷の場合は茨激甚が4′−7日，赤茶が4〜5日，無傷の場合は両者とも7′J9自で，ノ郎有

（26〉 傷の方が梢々短いが，同一・寄垂では両薗に・よる潜伏期問の差ほ殆んどない・‖Stblzeは胡菜褐舜柄の り4．15）
潜伏期間を2lOCで6日，中田等 は2週間以内としたが，環境が夫々同一・でない番な索鳳すると筆者
等の結果と大差ないものと思う小．叉両植物共無傷区ほ．1株では外側襲，1葵では特に周縁部か重病し
易く中心部の襲ほ琴病し準い磯であつ年／瀾斑病の轟生吟ほ蘭菜ゐ成熟度，気孔の
多大の影響を有すると云う報告と一脈相通ずる棟にも庇うh二

Ⅶ
黄葉に層生する褐斑病菌はCercOr abeticola、Sacc…，

（510141721）

Cerco＊Oy iプ：bbeticbla（Saccl・l）

（22， Nakata，Nakaiima et′Takimoto，Cercos少OraBetaeFrankとなすもめ等諸廉の記述は必らず
く9）

しもーL致しておらず，叉Johngon等は最近：C．beii colaをC．4かi Fr・eS。のSynOnym としてい
る．然し現在でほ衛t＝融血涙の学名が最も広く用いられているので，こゝセは此の学名を用いる

ことゝする．．茨春草（5沙オク7αCグα07βグαCβαL．）成ほ ざ少よ■；：αC左α南柏物に寄生する．Cβγ・わ坤㊥・α∴蘭 （2‡‡）（24）
（21）

としてはC。beti．cola SaccりC．S？i；：aCiae Oud．，Cerco砂Oi・iチアal卓少iク：aCicolaSacc．等が既に報告
（16）

されている．その外中田等は孜改革褐斑病を記載し病原菌はC．flagell拘Y・misEll．et Halst．に顛
（6）

似する旨述べている．．筆者等は未だ本菌の原記載を見る機を得ていな定、が∴脊月ほ本菌をC．∂g才査■coJα
の、SynOnymとして扱っている・CeY cO坤Oraの分類は従来主与して分生胞子及び分生胞子柄等q）
態的特徴に凰点がおかれ，同一膚主でも形態的に相異のある場合は新経と・されていた場合が多牢ゝつ （SO）（1415銅票5）

も論及してノいる如く環境によ轡しく異る畢が稀

た・・然しCgγ■c呼0㌢■αの形態は富私共他

でないから，此棟な分類添には当然批判の日が向けられねばならぬ…Johnson等も最近此様な
第7表 既知菌と筆者等の薗との形態的比較

病 原、菌l甲定着l寄 主」分生野デ柄の大きさ
C．みβfざc・∂ねSacc．

〝
C小gか紹αC才αβOud．

C．．sPinacicola Sacc．
C．／JαgβJ々／0グ循琉；E．＆H．？

Saccardo

甜 菜

40′｝50×4．．5

20′｝120×3

（15一）

甜 菜

300′｝500×4′｝5

70｛′エ20×3

（23）

荻穀軍

40一｝フ0×3．5

16′−20×3

中田等
Oudemans
Saccardo

1分生野デの大きさノ1雷議振

（21）

（24）

（16）

中田等

筆者等の菌
備考：（）内の数字は平均値

功励肋南

6′｝11

50′〜60×4．5
稀に100

川劇細 70〜80×4．5′｝5

5・・−8

茨蒋草

19．2′・・′36．0×7．0

50′｝59×4．6

5〜6

慕 菜

20〜・130×3．8′、・フ．3
（5フ．0）

20〜220×2．5〜6．3
（88．4×4．6）

0〜18

20一・152．5×3小8−7．3

5．〜・200×1．3′｝6．3

0′｝12

荻殻草

（57．6）

（67〃1×4．3）

（4）

（6）
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より多数の既知薗を同一膚として小るこCβγ仰申グ■αの分顆が此様な状勢下肥ある特筆考等の歯を従

凍の鱒念で主として分類した上蓮既知菌と形態的に此較しでも木した意覇がない様な気もする・のやあ
が，ヰ種∴以上のCβ叩頭Orα鱒を生乳生態学的見埠より整理す・る隼鱒莫大申年準と亨準を聾す
る寄は推測に飴りあり少くと．も当面の解決策と．は到底なり得ない．．従ってこれほ今後の漸進的な鱒究
の発郵こ護朋車でほ一応野口歯との形態的比瞭を行ってみた．第7表の如く両菌琴早戸よ如c￡￠串椎
働で報告された歯の中では形態上からもC・・∂β才査申g￠に最も近ヽ、棟であ挙．筆者等の胞子の長さの瞞
はSa？Cardoや中田の報告に此べ可成り広いが．平均値は之等両者の測定値郎こ・ある．C・5沙わ7αC￡ヴβ，
C・寧〆刀αe加わ，、C．．／7〃gβ〃α才αは胞子の長さが可成り小さいが，何れも筆者等の菌の測定値の範囲
（4）

卯こ属し病状も可成り似ているので，之の差は琴境に・よるものとも推考蔓れ，／香舟も？・毎凝■coJα
のS叩0叩mくとして扱っている如く同・一博ではないかとも推定され考．然し孝・等の菌のq・植物頻
とや異印字琴て時標本の比較，病膵歯の生理生態的性質，病原性の検討等の結果をまたねば琴琴な
断定を下し難いし叉之を論ずるのが本論文の主旨でもないので，；・ゝでは筆者等の菌の学名卑して∵・
応C」ね路叩わ壕あてる事のみ．にとゞめておく．

牢に病名であるが，甜琴並蒸菜では卯こ濁班病（Cercosporal占af−SpOt）に戯「されて＼、、る様な

（7）（】0） ので問題はないと思うが，茨薇夢では河合は鱒点病の，木場， 病寄虫名鑑，中田等は褐麺病の和名の
（17）

く16）

下に夫々異る病原菌をあて・ゝいる．従って之等病撃と本病の異即こ与り病名も自ら別の観点より考慮
されねばならぬ筈である．．然し・前述め理由に．より一応此等病啓も本病と同⊥・であるとの推定が許され
ゝば∴斑点病の名称ほ病後をよく表わしでいるので茨啓単に⊥関する限り最も適当と考え．るが，配点柄
（4）

はぇより兜既に鳳を始め多くの植物病学者に於宅 上お才βグ 0坤0γ哀一頭昭1元れ拍動‰Ckeこに基因する病嘗

に．附与されているし，甜菜，恭菜にこは褐舞病の和名が附されている事等も考慮し，茨薇草に．も褐班病

（Cercosp1eaf−SpOt）の病名を採用したい・侍段tero頭OV iumIIvaridbileKよる濠夜番の病
賓は最初後藤により班葉柄と命名されたに係らず，前述の如く現在の殖物病学者ほ殆んど配点病の和
名を附しているが，その間の滑息は詳かに．し得なかった．

Ⅷ 摘

要

1．本論文はαr√0坤0〆a歯の寄生による茨薇草の一癖啓に就き記載し，特に蘭秦褐舞病（CβγC−
0坤0γα∂β才如7αSacc）。と比較した．
2．病後は甜菜，恭菜褐死病の病徽と精々興るが，両病原菌には形態上種別わ療徴と見放し繰る程
の差異がない．
3．黄葉褐匪病菌は履馬鈴薯煎汁寒天を淡紅色に着色せしめ，菌そう上に液滴が多いが，．本病菌は

此の様な着色を起さず液滴も少い．然し此程度の差異ほ種別の模倣と見倣し難く，培養上の其他の性
質は両歯間に殆んど差がない．
4．菌糸の伸長は両菌共250，30◇Cで最高を示し，最低温度は10◇C以下，最高温虔は350C以上で
ある．分生胞子の発芽ほ両薗共250〜280Cが最近の棟である．
5．両歯の菌糸はpH4小3−9小8で発育し，5．2′｝7．6が最適である．両歯の分生胞子はpHZ．5′−12小2
の蒸潜水で発芽し得るが，5．6〜8．．5が最適である．
6．接種試験の結果本薗は慕菜に病原性を有し，他力兼業褐匪病菌は鼓稜草に病原性を有し，・天火
天然の場合と同様周有の病徴を呈やしめる．
7．以上の鱒み本病菌の形態学的，生理学的性質並病原性より本病の病原菌を（物■c吋07 α∂g抽・
OlaSacc．と同定し，茨敢草褐舞病（Cercosporaleaf−SpOt）の病名を提唱する．
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Rゝ占s tlノm占
1・し TheprF甲er）tp♀Peざ■，dealswiththe，r e＄tlltsofthewriter S inYe！tigationsop声disease

Of spir）aCh caused by Cerco坤Ora，withspecialrefererlCetO′the comparison of the
morphologicalas′Wellas抽e physiologicalchar卑＄terS and also thelpathogenicity of
thecausalfungus withthoseof Cerco坤Or a beti．cola Sacc．causingleaf−SPOt Oi、St唱ar
beet and beetinJapan．
2．．Thesymptoms of thepresent disease onspinach，SOmeWhat differ from tho！e Pn
Sugar・beet as wellas beetい However，the′mor．phdlbgicaトdiff色r・ehces between their
CauSalfuhglateSO▲S血allthat theyRCanPtbedividedinto differentspecies．
3．Inregard to thecultur・aleharacterこs／th畠LfunguSisol左ted frIO血beetwascommohly
tinged、with reddi岳h tblouratidn oh potat6 decoctibnこmedia：ahd prod也ced‥1iquid
dropsinabundanceon themycelialmats．However，thefungh岳isolated−fr OmSpinac
☆a岳hotlti地色d，andpi・Odht由dfe☆dr6ps
4．Theoptimum temperaturefor the mycelialgrowth of the above tやO fung■1W鱒at
250and30OC，theminimumbelowlOOC，andthe町立Ⅹimum去bov弓35OC．．Theoptimtim
temperaturefortheconidialgerminations9em亭fpliefrom250to280（ニ小
5．Themycelialgrowthoftheabove、tWO fu喝10C叩rredin media from pH4・3to
9．−8，∧arldatpH、5。2て7．：6′the mQ声t favourable grOWth was observed・The optimtlm
hydrogen−ionconcentr・ationfortheconidialgerminationis aboqtpH5．6−8．．5，although
they areableto g・erminateinwaterdrops showing、pH2．5′and12．2∴
6．｝Thefdng・uSisolated from spinach ha畠 pathog・enicityfor・beet；｝Cercosi，Ora beti cbla，
theleaf・PSpOt fung・uS Of beet，has pathogenicity for spinach．
7‖ From theresults of theseinvestigations，the writersidentify the pr6sent fungus
ofspinach as Cerrco車OY・albeticola Sacc．左nd propose a common name，cercospoTa
1eaf−＆pot（Kapijan一転d）ノ‥forthepresehtdisea岳eof畠pinach．
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図 版 説 明

Fig．2 分離直後に放ける病原菌の各種変異，

C．．S．渡稜草薗 C．Bい恭葦菌
Fig．．1．敦春草褐班病々班

川′

Fig．3 胡鮮葡英煎汁寒天培地に
250Cで24日間培養し，分解
過程（濃色の部分）にあると

推定される汲三蔭草薗分生胞子

Fig4 兼菜菌の同上培地に250Cで20日間培養した薗叢の
状態（周辺淡色部に多数の胞子が形成されている）

