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テトラサイクリン系抗生物質の処理が，クワ萎縮病の病徴発現を抑制する効果のある

乙とが明らかになったので2) ヒシモンヨコバイの虫煤伝染におよぽすそれら薬剤の影

響について検討した もし，虫媒接限によるクワ古lの発病抑制や，媒介昆虫の伝搬阻止

に効果が確尽されるならば，本病病原のマイコプラズ7様微生物説を一層確実な志のに

する根拠となると同時に，本病の防|徐対策上l乙も重要なことと考えられる.

なお，本文p:，入るに:もだち，本稿のご校聞をいただいた病盟部長小林勝利1WJ~t乙序く

お礼申しあげる

実 験 材 料 と 方 法

1) 供試薬剤 テトラサイクリン系抗生物質のうち，テトラサイクリン混酸塩(TC)，

クロノレテトラサイクリン指酸塩 (CTC)およびヂメチルクロルテトラサイクリン臨般

塩 (DMCT C)の各 100ppm溶液を供試した

2) 薬剤施用方法 ヒシモンヨコバイ l乙薬剤をtt!i用する方法としては，薬液を根から

吸収させた無病クワ苗に供試虫を 5仁|間放飼， I汲([させる万法をとったが， 部l乙はヒ

シモンヨコバイ腹部に直接薬液を微l詰注射する万法もnなった.浸仮処理は壬CI家らの方

法引に準じ，クヮ EËi を鉢から根ごと掘りとり，水洗後26~2TC のグロースキャビネット

内で古良部を浸せきした後，終く水洗して再び鉢に移植する万法をとった また，虫体内

注射は須藤らの方法5) I乙従がった 6 すなわち，虫を炭酸ガスで麻酔させ，定量推進式微

量注射装置(今:J-I:製作所)により双眼実体顕微鏡下で 1 頭あたり1O-4ml あて腹部の~

3環節l乙注射した.

3) 接rcll源と検定植物・接関源としての躍病クワ苗は主として，虫裂t陵極によって伝

染した典型的向徴を示す八丈グワ実生直'jを用いた.また検定値物は，網室内で育成した

4~5 葉期の八丈グワ実生幼苗を供試した.

4) 援問方法:ステンレス製金網円筒をかぶせた検定クワ在:itc， ヒシモンヨコバイを

δ頭あて 5日開放飼した後，虫を除去し網主に移した また，媒介虫の薬剤処理試験で
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は単独飼育をし，いずれも冬期間は極主にて病徴の発現を調資した.

実験結果

L クヲ在iの虫媒接極前薬剤処理

長期的i椛病クワ苗で飼育したヒシモンヨコバイ(保長は確認してし、ないが，以 F保存

!ょuと称する)を健全クワ苗l乙接聞する前 l乙，そのクワi'i'iの根部を薬液l己反せき処理し

た すなわち，健全八丈グワ:k!j白の根を 8 月 21~22 日 l乙24 日~f間各供試薬液 l乙浸せき処

朋をした後，直ちに潜伏期間のあげたと考えられる保存虫を 1苗 5頭あて 5日間接関

し，その後の伝染発病状況を調査した その結果は~l 表に5J~ したとおりである

試験区

T C 
C T C 

DMCTC 

対 照

第 1表 クワ出の虫媒接邸前処理

接邸本数 | 枯死本数 ! 調査本数 ! 発病本数 | 発榊%

6 。 。 O 

1 5 0 0 

1 5 0 0 

1 5 5 100 

それによると，水で処理した対照|ズでは，調1'i'した苗 5本のすべてが按H後 1カnた

らずで発病したのに対して，薬剤処盟lべではいずれも接徳後 7カ月経過しでも全く発病

せず，伝染は完全に限止会れた

2. クワ苗の虫媒段蒋後薬剤処理

健全ハユ1:.グワ突生在if乙潜伏期間のあけたと考えられる保tE虫を 1苗 5頭あて 513間接

却した後，直ちに浸根処埋を行ない (8 月 21~22 日)，水洗後再ひ。鉢lこもどして，その後

の伝染発病状況を観察した

試験区

T C 

C T C 
DMCTC 

対照

第2表 クワ e'jの虫ft某接間後処理

接種本数 !枯死本;数 l 調査本数 i 発病本数 | 発病ヰ~ 9'~ 

70 

56 

50 

100 

その結果は第 2表に示したように，接種前処理と!Nなり，いずれの処理区とも 50%以

上の伝染がみられた 対照区が8本中 8本とも発病がみられたのに比べれば，薬剤処理

区では若干伝染率が低いけれども，発病が抑制主れたとはいいがたい

しかし，接麗クワ苗における接種後発病までの日数を調査すると第 1図のようにな
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第 l図 虫媒接種後処理の発病lζ要する期間

り，試験r5<:~jH乙大きな法がみられた すなわち，対照区では接極後501':1以内にすべてが

発病したのに対して，薬剤処理 r-><:では，発病までの日数は長びき，発病は接種後50~100

11にわたっており，対照ほよりも 1カ月以との遅れを示した.つまり，虫媒接間後の薬

剤処f[~では，段終的 I乙高不の伝染を示し，伝染líllrJーにはそれほど効果はないが，発病ま

での日数を遅延させるという点で処浬効果が明らかに示されたといえよう

3， 媒介lJ，tへの獲得吸汁前薬剤処1f~

J!!( 存のヒシモンヨコバイが擢病クワ在¥1乙放自'Uされ，病原を虫体内l乙獲得する直iJiH乙薬

剤をl及川させた場合l乙虫の伝搬力がどうなるかj;1Iるための試験を行なった.

8 月 21~22 日 l乙各供試薬液 100ppm 液IC24H年間浸根処理した健全八丈グワ実生i'U'fC， 

ヒシモンヨコバイの無，I};3 t齢幼虫を 2 日開放銅版汁させた後，羅病クワ ï~~IC移し， 5日

間飼育させた ついで，他全クワ日立に12日間集団飼育した後 八丈グワ実生前に個体接

的を行なった その結果は第 3表lζノおしたとおりである

第 3表媒介虫への鎚得吸汁前処毘

試験 15<: 接間虫数 枯死本数 l 調査本数 発病本数 発病ヰ(%

T C 36 O 36 3 8 

C T C 33 。 33 6 18 

DMCTC 41 O 41 2 5 

対 Ilii 37 。 37 6 16 

それによると， TC区， DMCTC区で発的;fがやや低い傾向はみられるが，対照区

の伝染も比較的少なく，薬剤処理による虫媒伝染阻止は明らかには認められない.ま
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た，接種後発病までに要する日数も，対照i出 ζ比して薬剤処理区がとくに長い傾向もみ

られず，前記の銭陸前後のクワ苗で得られたような伝染阻止効果はないものと判断され

た

4. 媒介虫への獲得吸汁後薬剤処理

実t~ dょヒシモンヨコバイを際病クワ苗l乙放飼して病原を獲得させた後に， クワを通して

薬剤を吸収させた場合の伝染が阻止されるかどうかを知るため，幼虫と潜伏期間のあげ

た成虫を供試して行なった.

(1) 幼虫の場合

ヒシモンヨコバイの無市 2齢幼虫を10日開催病クワ苗に放飼して病原を獲得させ，そ

の後半キ~Í1削乙241時間浸根処理をした健全八丈グワ実生苗で 5 日間飼育し，薬剤を吸収さ

せた.ヒシモンヨコバイにおける本病原の虫体内潜伏期間は14日以上と推定される引の

で，薬剤吸汁時には潜伏期間jはまだあけていないものと考えられる.その後さらに健全

クワ!日ζ5日間集団飼育してから，八丈グワ実生i'J'if乙個体接極を行なった，

第 4表煤介虫への獲得l汲(i一後処理(幼虫の場合)

調布本数 | 発病本数 i 発病ネ%

7 22 

9 25 

12 33 

4 14 

l試 験区 |接極虫数|枯死本数

T C 

C T C 

DMCTC 

対 照 l

その結果は第4表l乙示したととく，伝染率は対照医よりも薬剤処浬区でi背く，薬剤処

理による伝染阻止効果は全くないものと考えられ，また接種後発病までの 11数にも大き

な差兇は認められなかった.

(2) 成虫の場合

ヒシモンヨコバイの無毒 1・2齢幼虫を擢病クワ白で幼虫期間1汲汁させ，羽化してか

ら健全クワ苗で 1カ月間飼育し，虫体内潜伏期間があけたと思われるヒシモンヨコバイ

成虫について，前記幼虫の場合と同様の方法で薬剤を吸収させ，その後の伝染を比較し

た，

試験区

T C 
C T C 

DMCTC 

対 照

第5表wf;介虫への獲得吸汁後処理(成虫の場合)

I 接陸虫数 1 枯死本数 1 調資本数 1 発病本数 I ;発病率%

n
d

ワd
q

u

Q

U

4

2

2

4
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第 2図 獲得吸r[後処理(成虫)の発病に要する期間

その結果は第5表で示したととく，発病率は対照区とTC区でやや高かったが，いず

れも20%以上の伝染を示し，伝染阻止効果は皆無と思われた.また発病までの日数の調

査では第 2図のごとく，対照区で、は大半が50日以内l乙発病したのに比べると，薬剤を処

理したえつの区間で、は日数のばらつきの幅が大きいようであったが，乙れが薬剤処理の

影響とは速断できない

5. 保毒虫休内への薬剤注射

乙れまでヒシモンヨコバイに対する薬剤処理は，すべて浸根処理によって薬剤を吸い

上げさせたクワ苗に虫を飼育して，薬剤を虫体内l乙吸収させる方法をとってきたが， .1直

接虫体内に薬淡を注射した場合の伝染阻止効果の有無を調べた

1~2 齢から幼虫期間を雁病クワ苗で飼育した羽化直後のヒシモンヨコバイ成虫に，

5，000ppmの TC溶液を 1頭につき 1O-4mlあて注射した，対照としては同織に蒸留水

を注射したー注射虫は健全指で 61ヨ日 ~L苗をかえて12日間集団飼育してから個体接部し

た.

第 6表保存虫体内への薬波注射

試験反 接種虫数 | 枯死本数 | 調査本数 | 発病本数 | 発病率%

T 

対

C 
H召

11 

31 

50 

50 

46 

43 

5 

13 

4 

7 

その結果は第6表のごとく， T C¥Zll%，対照区31%の伝染率となり，薬液注射区は

対照区lζ比してやや伝染が低かったが，完全l乙無毒化するには至らなかった.
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論議

保存ヒシモンヨコバイの接磁前におけるクワ苗の薬剤処理は，いずれの薬剤とも完全

l乙伝染を阻止することができたーしかし，接種直後の処理では病徴発現が遅延し，発病

率も低下の傾向を示すが，完全な抑制効果は認められなかった.乙れは前者では，すで

に薬剤が吸収されているクワ組織内IC病原が導入されるのに対し，後者では， 5日間の

接種1吸it期間があり，接面初期の 1~2 日 lこ感染が成立すれば，病原がある程度生育ま

たは増殖していると乙ろで薬剤が吸収されることの椙途によるものと考えられる マイ

コプラズマ保微生物の生活環については現在不明の点が多いが，その発育段階によっ

て，抗生物質lζ対する感受性rc差異を生ずる ζ とも推測される との ζ とはマイコプラ

ズマ依微生物が病原と考えられているイネ黄萎病において，虫1以後印後薬剤処1]:1をする

までの期聞が早いほど発病が遅延するという杉浦ら引の結果からも般論される.相E病苗

の没綬処理によって病徴は消失するが，時期の経過とともに再発病するという石家ら2>

の実験結果を発病遅延効果と考えれば，後間後処盟では|口H慌の効果を示したものと瑚解

されよう

無司王ヒシモンヨコバイをjl~~;U受付の前後l乙，またj符伏期間のあげたとみなされる保存

虫を，それぞれクワ苗を過して薬剤を虫体内l乙吸収させた場合には，いずれも明らかな

伝染抑制効果が示されなかった この結果は，クワ市を介して薬剤を吸収させた場合に

は，その吸収量があまり少なすぎて病原の培殖を抑えきれないのか，または!量的に一卜分

ではあるがクワ体内と見なり，虫体内では抗生物質の病原増殖抑制JJが卜分発持されな

いのかというこつのことが惣定されよう 第 6表のように虫休内に直接 5，OOOppmの薬

伐を 1頭 10-'ml あての注射では伝染)~，;の低下を生じたが，完全 l乙伝搬力を阻止させる

には至らなかった.乙の ζ とからクワを通して薬剤を吸{Iさせた場合でも，病原の増殖

抑制効果は薬剤濃度だけでなく，昆虫と値物という寄主の相違によって，その程度に差

があるものと考えられる

つきに，薬剤の病原l曽知事IJ~jIj1'l:mにより虫体内潜伏期間が遅れたり，保#虫の伝搬)ji

が一時的に消失レたりする現象が現われるかどうかについては，第 2図l乙示したよう

に，薬剤処理区でやや発病遅延の傾向は認められるが，一時的にJnl存化を生じたとは断

定できない 乙の点l乙!刃しては，厳密には，同ーの虫をー定期間の間隔で検定植物をか

えて発病を調査する，いわゆる移しかえ試験lこよらなければ証明できない.イネ黄萎~Ãl

のツマグロヨコバイ矢 Asteryellowsの '̂1acrostelesfasojト'01250 で一時的な伝搬刀の

低下，虫体内潜伏期間の延長が認められているので， ヒシモンヨコバイについても，な

お今後検討を必要とする

要 約

クワ萎縮病の病徴発現を抑制することが明らかになったテトラサイクリン系抗生物質
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の』包問が， ヒシモンヨコバイによる本1丙の伝染liJLI1:1乙有効で、あるかどうかを知るため

に，テトラサイクリン臨時費塩， クロルテ卜ラサイクリン出峻塩およびヂメチルクロノレテ

トラサイクリン頃酸塩を供試して実験し，次の結果を得た

1. 保存ヒシモンヨコバイの援限也前，あるいは直後，c，健全クワ苗に対してテトラ

サイクリン系抗生物質 100ppm液の浸根処理を行なった結果，接間前処理では完全な阻

止効果がみられたが，接陀後の処理では最終的lζ伝染率の低下はみられなかった しか

し，発病までの期間はかなり延長された

2. 無毒ヒシモンヨコパイの病前l波打 I清または後tc:.，反恨処理を施したクワ立i'乙放飼

して薬剤をI吸収させた場合l乙は，いずれも伝染阻止効果はみられなかった.

3. 保毒ヒシモンヨコバイの体内にテトラサイクリンを注射した場合には， ，対照とし

て』くを注射した場合l乙比して若干伝染率は低下したが，その程度は顕著でなかった.

4. 以上の結果， ヒシモンヨコバイ体内におけるテトラサイクリン系抗生物質の病原

増殖抑制幼栄は，少なくともクワ体内における効果より劣るものと考えられた
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Summary 

Effect of antibiotics of tetracycline group on the insect 

transmission of mulberry dwarf disease 

By 

Yoshizo SUTO and Tatsuji ISHIlE 

On purpose to revie1 whether the application of antibiotics of tetracycline group 

is eHective for prevention of insect transmission of mulberry dwarf disease， three 

kinds of antibiotics， such as tetracycline hydrochloride (TC)， chlortetracycline hyd-

rochloride (CTC)， and dimethylchlortetracyclin巴 hyclrochloride(DMCTC) w巴reusecl 

in this experiment 

The results obtained are as followδ: 

1. Immecliat巴lybefore or after inoculation by viruliferous ins巴ct，Hisl.川 n07lltS

sellatlls Uhler， the mulberry seedling was treatecl with 100 ppm solution of tetra-

cycline by means of root c1ipping. The perfect transmission of th巴 deseasewas 

prevented by the case of th巴 treatmentbefore the inoculation. In the case 01 the 

treatment after the inoculation， however， no transmission rate became lower finally， 

though the p巴riocluntil the appearance of symptom was markeclly elongated. 

2. When experimental insect， which was reared on the mulb巴rry seeclling 

treated with 100 ppm solution of antibiotics， was inoculatecl with sap of infectecl 

mulberry seedling immediately before or after the rearing， transmission of the deー

sease was not preventecl 

3. Wh巴ntetracycline was injectecl into viruliferous insect， the transmission 

rate became lower slightly than that of control which was lUJ巴cted with distillecl 

water. 

4. From th巴 afore-going results， it may b巴 concluclecl that the inhibitor)r 

effect on the multiplication of th巴 agentin im;ect is weaker than that in plant 

(The Sericultural E.，periJJJeJJl StatioJJ， SlIgula1JJi-lw， Tol<yo)， 
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