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蚕糸研究 第85号 1972/':p2月

Sansi-Ke此 yu(Acta Sericologica) 

No_85， Dec_， 1972 

タイ国に発生した桑根腐病の関連菌について

J;:J橋幸吉・石家達iilli

タイ国北東部の養蚕地71? では 10 数年 lìír より原因不明の~の根腐病が多発し，次第に

被~I~:地域も拡大し，とくに新柏桑医|で、被害が激しく養蚕振興の障害となり，緊急に病因

解明とその防除法の確立が要望されているり J10) 

木慨は 1968 年 9 月にタイ国農業省長務局調査研究部から送付された被~J; 株と桑闘土

壌(輸入許可:農林省J旨令 43横倒第 2005号)および 1969年 3月に著者の一人石家によ

って!采集された被古株と桑園土成(輸入許可 農林省指令 44横fliI第 313¥j-)について

1970勾3月までに行なった調査19)のうち，著者らが取扱った桑根腐病の関連菌の調査結

果をとりまとめたものである.なお，分離された 2，3の柏物病原I苛は桑恨から初めて

分離され，わが国の木本値物をおかす菌もあった

この調交をとりまとめるにあたり，ご懇切なご指埠と木稿のご校聞をいただいた f~- 1+[

大学松尾卓見同士，土l袋微生物について有益なご助言をいただいた国立f羽生試験所字|一日

川俊一博士，農業技術研究所渡辺恒雄陣 I~，また細菌の同定に助j)された蚕糸試験場Ti-

7皮frl犬技1~r に斥くお礼 1:11 し上げお.

穫病標本の観察

官~;iA材料は tr~ 1表のとおりでいずれも値付後 2年目の恨腐れ科度の異なる若い柔樹

で，それぞれ5~10 f同体の根)5[1を供試した

根約半刀!切株 (Root-1)では細仮に多少の褐色あるいは虫色の変色部の痕跡を認めた.

外見健全株 (Root-3)ではほとんど正常であるが細恨に多少の変色部があった.重抗株

(Root-4)では細根は変色し， iuI根は表!支が残〉ているが剥げ易く，内!支部は灰白色で

もろく，部分的に木質部が露11-¥し，表皮裏側には Fusariumおよび Phoma属類似の

分生胞子が観察された.枯死株 (Root-5)では細恨は腐敗脱落してほとんど直根のみ残

本報は 1969年 9月に中間報告別として Korat蚕業研究訓練センター所員青木清|等士

を通じて，依頼者のタイ国農業省農務局調査研究部 Samai部長へ報告した.また概要

は 1970年 11月に日本蚕糸学会関東支部学術講演会で発表した30)

桑限腐病の呼称は大谷21)によった.
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第 1表 供試した桑様}的対栗本の由来

Table 1. Source of materials of mulb巴rryroot rot examined. 

Number of Locality 
root sample collected 

Root-l* Korat 

Root-2* Korat 

Root-3料 Korat 

Date 
collected 

Sept.， 1968 

Sept.， 1968 

孔1ar.， 1969 

Materials 

権病初期の若い桑桔Iの根， しかし士山 t昔1¥は
正常.
The roots of the infected young trees. 
Th巴 branchsand leaves are still fresh. 

枯死した若い桑樹の恨.
The roots of the dead young tr巴es.

品部‘ノイ外見的に健全な根，ただし恨
!寓病発生桑闘に隣践した桑医|から採集した
もの.
Vari巴ty 'Noi'. Roots of appearently 
normal young trees collected from field 
neighbouring th巴 rootrot field. 

Root-4料 Korat Mar.， 1969 品種'ミーヘー音1¥枯死した若い桑樹の収.
Vari巴ty ‘Mii'. Roots of the infected 
young trees. The branches and the 
leaves of them are still partially fresh. 

Root-5** Korat Mar.， 1969 品種‘ミー枯死した若い桑鮒の根.
Variety ‘Mii '. Roots of the dead young 
trees. 

*値付け 2 年目の~樹 Young trees of two y巴arsafter setting. 

料 1966J，rに挿木，同年 9)jに植付けた桑樹.

The mulberry trees were cutting in 1966 and planting in September of 

the same y巴ar.

り，その直恨も柔組織などが完全に閥j攻j翻えして表皮のみが残っていた.木質昔日表面お

よび靭皮昔日には木炭の粉のような黒色微粒状のものが覆い，あるいはかさぶた状に付着

していた (Fig.l-C). この黒色微位は Macro.ρhominathaseoliのjj'，j核 で あ っ た

(Fig.2). その他皮部内面などに Fusarium 属菌の分生胞子と厚膜胞子 ，Chaefomium 

属i岩の子のう胞子，Ditlodia属閣の分生胞子が多数観察された (Fig.3). この出死枚、の

みの観察ではその佐状から M.Thaseoli による微粒菌核病 (Sclerotial root rot， 

Black root rot， Charcoal rot)と称しても差支えないように思われる.

病原菌の分離

1. 分縦方法

浪部からの微生物の分離は!支部 (Bark) では 4~5mm 四方の切片とし，細線音1\

(Slender root)およひ本質)';11(Xylem)では長さ 5mmに切断してから常法 (70%ア

ノレコール→0.1%昇京水→殺菌水→用地)によって行なった. 1969年の傑本からの分離
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実験では昇求水に弱い糸状菌などを考慮して 0.6%次亜塩素酸ナトリウム水溶液の 5分

間浸演による表面殺菌も併用した分離培地は主に加糖ばれいしょ煎汁寒天ti~ J'也 (PDA)

pH 7.2および pH4.2を用いた.発生した菌は単一集落を釣菌して保存し同定および

接種実験に用いた.

2. 結果

1968年および 1969年の根部標本(第 l表)からの徴生物の分離同定結果はそれぞれ

第 2表と第 3表に示した. 1968年では糸状菌 8，細菌2極が分離され， 1969:if.には糸状

菌 11，細菌 2種が分離同定された.細根，皮部，木質部の各切片からの分離菌種数は

概して細恨と木質部で多少多い. いずれの標本でも発生頻度の多い菌は Fusarium

solaniであり，校本によっては MacroPhominaPhaseoli， Neocosmos.ρora vasinfecta， 

Aster gillus terreus， Mucor sp.，所属不明糸状菌Aおよび細菌が多く分離された.その

他 Fusariumsp.， Aster gillus nigar， Chetomium globosul咋，Penicillum lilacinum， 

Rhizotus sp.， Thielavia terricolaおよび所属不明糸状菌Bが多少分離された.所属不

第 2表 1968年 9月にタイ国で桑根腐病を起した桑根から分離された微生物

Table 2. Microbes isolated from the roots of root rot mulberry 

tree in Thailand， in Septemb巴r1968. 

Number of root samples 
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Part of plant examined 

No. of pieces examined 

Fungi 

Fusarium solani (MART.) ApPEL巴tWR. 
emend. SNYD. et HANS. 

(%) 
3(16.7) 13 

(%) 
9 23(39.0} 

Fusarium sp. I 1( 5.6) 
Macroρhominaρ加 seoli(MAUBL.) ASHBY 

2 3( 5.0) 

4 5( 8.5) 

Neocosmosρora vasinfecta SMlTH 十* +* +* +* 
Mucor sp. 6 2 8(13.6) 

Thielavia terricola (GILMAN et ABBOTT) I 3(16.7) 1( 1. 7) 
EMMONS 

Unidenti五edfungus A 

Unidentified fungus B 

1( 1. 7) 

2 2( 3.4} 

Bacteria 

Lactobacillus sp. 

TJ nidentified bacteria 

1(5.6) 2 

3(16.7) 7 

3( 5.1} 

7(11. 9) 

ネこの薗は Fusariumsolaniと一緒に分離された.

The fungus was isolated together with Fusarium solani. 



第3表 1969 I，f. 3月にタイ国で桑恨腐ii与を起した桑恨から分離された微生物

Table 3. Microbes isolated from th巴 rootsof root rot mulberry tree in Thailand， in March 1969. 

Number of fungus isolat巴dfrom 

Number of root samples Root-3 Root-4 Root-5 

Part of plant examined 
Slend巴r Slreonodt er Bark Xylen1Total SIenodt er Bark XylEm Total 
root ro 

No. of pieces examined 20 40 16 18 74 14 10 10 34 

Fungi l(%)  ) (%) 
720(58(.%8) ) Fusar伽 9 10 10 29 (39.2 8 5 

emend. SNYD. et HANS. 

Macroρhominaρhaseoli (MAUBL.) ASHBY : 1 ( 5.0) 8 2 1 11 (14.9) 2 2 ( 5.9) 

Neocosmostoγa vasl四ijectaSMITH 1* 3* 7* 11*(14.9) 2 2 ( 5.9) 

Asρergillus terreus THOM. 2 (10.0) 7 3 2 12 (16.2) 

A.冗igarTIEGHEM 3 4 ( 5.4) 

Penicillum lilacinum THOM. I 1 ( 5.0) 2 ( 2.7) 

Chetomium globosum KUNZE ex FR. 2 l 3 ( 8.8) 

Thielavia teγγicola (GILMAN et ABBOTT) 1 ( 5.0) 1 2 ( 5.9) 
EMMONS 

Rhizotus sp. 1 ( 5.0) 

Unidentified fungus A 4 (20.0) 6 6 ( 8.1) 2 8 10 (29.4) 

Unidentified fungus B 3 (15.0) 1 2 ( 2.7) 

Bacteria 

Lactobαcillus sp. 6 3 10 (13.5) 

Enterobacteγsp. 4 4 ( 5.4) 

*この日占は Fusariu1河 solaniと一緒に分離された.

Th巴 funguswas isolated together with Fusarium solani. 

H 

N 
串
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明糸状菌Aは菌糸の発育が速く，淡褐色で次第に黒褐色に変り，約 1か月後に直径付

1rv2mmの菌核を形成する.問Bは他の糸状菌と霊復して発生し純粋倍養できずに失←

なった糸状菌で、ある.

1968・1969年の両標本から比較的高頻度で分離された既知の植物病原菌は Fusarium

solani， Macro.ρhminσρhaseoliおよび Neocosmosporavαsinfectaであり，その他の

穏および腐と同定されたものは普通に土壌から分離される腐生菌とされてし、る31，32，34) 

この 3種の植物病原菌はいずれもとれまで桑の根部点〉ら分離された報告はないが，本的

の関連l箇としての可能性が高いので詳細を述べる.

Fusarium属菌は 1968年の標本から 2種分i維され， 1つは 1969年の標本の Fusarium

l誌と同様でいずれの標木および部位でも最も分離頻度が高い.菌糸伸長は普通で培地に

淡褐色の色素を産生する.気中菌糸は綿毛状でやや疎，小型分胞子 (Microconidia)も

存在しており，大型分生胞子 (Macroconidia)は 9-30x3-5μ，隔膜は 1-5，多くは

3でl古設的性質および形態から Fusaγiumsolani (MART) ApPEL et WR. em巴nd.

SNYD. et HANS. 23，29)と同定した (Fig.4，5). 柔に病原性のある F.sola仰の forma

specialis (分化型)は F.solanif.sp. mori SAKURAI et MATUOおよび F.sol ani f. sp. 

μsi (JONES) SNYD. et HAMS. (桑芽枯病菌)が知られている 11，23) 現在 F.solaniの

forma specialisで桑の限腐れを起こす病原菌の報告はないが，草木jffij物の立枯病や根腐

病を起こすものとして 10formが知られている11，24) 本菌の formaspecialis 同定

のためには各種情物への陵種による病原性と F.solani のf重内交配による完全時代

Hypomyces stagell，22，24，2B，29)の確認が必要であるが未定である.

1968年の標本から分離された他の一つの Fusariumは PDA上の菌糸伸長が速く，

i青地に淡紅色rvU計局色の色素を産生する.大型分生11包子は 6-25x3-5μ，隔11史は 1つ

あるいは欠いており種名は未定である.

Macroρhomina 1うhaseoli (MAUBL.) ASHBY (=Scleγotium bataticola TAUB.) は

1968'可三の隈本では Root-2の細根と木質部のみから分離されたのに対して 1969年の原

本からは 3標本，とくに一昔1I根腐れを起した Root-4から比較的多く分離された.これ

は本菌が昇示に弱いという報告13)があり， 1969年の標木の分離実験では 部次ij長塩素

酸ナトリウム水溶液による表面殺菌を試みたところ高頻度で分離され，その結果も含め

てあり，実際には両年の標本ともに木屋iによる感染がさらに多いと考えられる.本的の

PDA上における菌糸は無色あるいは淡褐色で伸長は極めて速く，空中的糸は豊富で長

く ~:!I(， 白色から次第に灰色となり，菌伎の形成とともに衰える.集落は 30'C 2日間で

直径 50mm1;上となり，菌糸塊を形成し始め (Fig.7)，3日で、微小な菌核を形成し，

培地が菌核のためにほぼ黒色となる (Fig.6).菌核は黒色，球形，楕円形あるいは不整形

でやや回く，直径 60-168ρ，表生，多少培地表層にも形成される (Fig.8).押すと油

il，1jと空泡が)j!x:出される.菌核は室温あるいは乾燥した殺菌土壌中で 2年後にも発茅力が

ほとんど低下しなかった.M.Phaseoliは完全時代が明らかにされておらず，不完全盛j頒
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に属する.また柄子殺 (Pycnidium) はほとんど形成されず，木実験中にも柄子殻と柄

胞子 (Pycniospore)ともに形成されなかった.

YOUNG361によれば木菌は世界に広く分布し，少なくとも 64科 284種の草木や樹木の

苗立枯れ，茎腐れ，根腐れおよび笑腐れを起し，降水量が少なく，乾燥し，かつ高温時

期に多発するために熱帯や亜熱帯で被害が大きい.佐藤・庄司251は本菌が 6科 14種の

針葉樹および広葉樹苗を侵すことを報告している.本菌による病名は普通 Charcoal

rotと呼ばれている.しかし本邦では草木の場合は炭腐病，樹木では微粒菌核病と病名

が統一されている14，15，16)

Neocosmostora vasinfecta SMITH は 1968年の桜木の枯死株と 1969'年では部分的

に根腐れを起した標本の各部位および枯死株の木質部から分離された.本菌はすべて

F. solaniと重復して分離され，形成された子のう殻 (Perithecium)を Fusariumの完全

時代と推定したため 1968年の標本では発生数を確認できなかったが，その発生数は余

り多くなかった.木菌の PDA上での菌糸は伸長速度が普通で無色，隔膜あり，集落は

白色である.子のう殻は黄色から7}J;桃色あるいは次第に黄褐色に変り梨型で附属糸はな

く高さ 214-456μ，直径 174-335μ，子のう (Ascus)は 92-107x 10-13μ で 8個

の子のう胞子 (Ascospore)を列状に内蔵し，子のう胞子は淡褐色で 13-15x9-10μ

であった (Fig.9-12). 分生胞子は無色，時々 1隔膜あり，大きさに変化が多く 4

13x2...，.3μであった.本菌は古くから熱帯地域で Root-infectingfungiとして綿，西瓜，

豆類，としょう，マンゴーなど広範図の植物に被害を与えている33，34) 本邦では NISI-

KADO と YAMAun17，181が木菌による不ム立枯病菌を報告しているが，著者の分離株は

それとほぼ一致している.

以上の直接催病恨から菌を分離する実験の他に1969年の擢病根の細片および発病桑園

土壌を殺菌土壌に混合して素焼鉢に入れ，表面殺菌した八丈桑苗を植付けて桑根を侵す

病原菌の検索をも試みた.実験は 1969年 4月25日に始め，最初混室におき 5月18日から

30~320C の硝子張定温器に保った.その結果，殺菌土壌のみでは発病しなかったが，催

病根混合区，病士混合区ではそれぞれ 68日および 40日後に 1区6個体中 1個体が萎凋

し，その根昔日〉ら主に F.solaniが分離された.また発病士壌から軟腐性の病原菌の検索

を目的として人参円板法で分離を試みたが明瞭な軟腐を起す病原菌は得られなかった.

分離菌の病原性

1. 1968年の根部標木ーから分雄した菌穫の接種試験

1968年の標本から分離した数種の分離菌について種名未同定のままその病原性の有

無を調へた.Macrothomina属菌，Thielavia属菌，所属不明糸状菌 A，Bおよび細菌

2種を供試し 25
0
C湿室内で人参円板に対する軟腐性ならびに桑の生枝の皮部および恨

の皮昔日に対する感染の有無をみるために接種したが，いずれの菌種ともに明瞭な感染を

認めることができなかった.
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上記同様の供試菌を PDAで十分に培養し，殺菌水とともに磨砕した菌液に木菜 5，，-，6

枚の八丈桑実生首の根部を浸漬する方法で濃厚接種し， 殺菌土壌を入れた径 21cmの

素焼鉢に植付けた. 1969年 1月 28日に接種し， 6，，-，320Cの硝子室内で観察したが，枯

死株は認められなかった.

2. 1969年の1良部標本から分離した菌種の倭種試験

F. solaniを直径約 5mmの桑校を長さ 5mmに切り殺菌したもので十分培養し，M. 

ρhaseoliそ加糖ばれいしょ煎汁培養液で 320C20日間培養し液面に形成された菌核の

層を磨砕し，さらにブフナ一戸{トでl音養液から菌核を分離し風乾し飾いを通したも

のを準備した.これらの接種源は直径21cmの素焼鉢 11聞の殺iii土壌2kgにFusarium

培養桑枝細片ではシャー νー2枚分を，MacroThominα菌核は 120mg (1 mgは約 1000

悩)をそれぞれ混合し，単独接種区と 2種の菌積の混合接種区を設け，昇示水で表面殺

菌した後，よく水洗いした 2年生の八丈桑および魯桑実生苗を 1ポット 2，，-， 3本宛，各

区 8本倍付けた.国付後は実験室の窓側においた硝子張定温器(300C)に保ち観察した。

萎凋枯死した苗は抜取り病変根部組織から常法により菌を分離し接種菌との呉同を調べ

た.接種試験は 6月 12日に始め 7月末迄観察を続けた結果，F.solani単独接種では

5 {団体，F.solaniとM.lうhaseoli混合接種では F.solaniによるもの4個体と混合感染

によるもの 2個体の枯死を認めた (Fig. 18). しかし無銭種区に F.solaniによる枯死

株が出たが，これは定温器内で汚染したものと考えた.

次に上記同様の F.solaniおよび M.Thaseoliのほかに N.vasinfecta 培養 PDA細

片を用いた 3菌種を準備し，それぞれポット内の殺菌土壌に混合し，その上に八丈桑の

種子を各菌種接種区に 100粒宛揺種し枯死率を調べた.試験は 12月 17日に始め，温室

内 (6，，-，320C)で土擦の乾燥，湿潤状態を交互に繰返し翌年 3月迄観察を続けた.種子

の発芽率は健全区ともに 65"-'79%で接種菌の影響はなかったが， 2，，-， 3業期から以後

3か月間の立枯れは 63，，-，91%の高率であった.しかし枯死株根部からそれぞれ接種菌

種が分i維される場合もあったが，多くは接穣菌感染以外の原因によるものであり，明確

な病原性を認めることができなかった.

考 察

本報は 1968年および 1969年にタイ国から調査を依頼された桑根腐病の原因調査の

うち，病原菌の分離についてまとめたものであるが，との他に木病との関連をみるため

に土壌線虫と土壌成分を調査した.土壌線虫の調査(病理部樋田幸夫技官担当)では発

病桑園土壌から植物寄生線!Ilネコブセンチュウ近似種および不明種，根昔日〉らネコブセ

ンチュウ (Meloidogynesp.)， f.良腐病被害根組織からは菌捕食線虫 Athelenchoidessp. 

(F. solani培養培地中に長期間生存した)を分離した. また土壌分析(森信行博士担

当)では発病桑園 (Korat)が砂質壌土，無発病桑園 (Nongkhai)が霊粘土であり，

両者とも本邦の標準土壌に比較し肥沃度が低く，前者は後者より全窒素，全炭素および
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腐憶が多く，また発1，71桑園のみの調査では CaOが異常に少ないが pH，MgOなどはほ

ぼ正常に近こと出切らかにしている 19) ジ、上の結果は後述のように本病の発生とキ!日虫お

よび士質などが関連していることを示している.

タイ国の現地における桑根腐病に関する 19694までの調査研究の概要はタイ国主蚕

開発実施調査報告書8)にまとめられており，また 1969年以降は青木1)により，主に病原

菌の探索，発生実態調査が進められた.これらの報告によれば木病の発生はほとんどタ

イ国北東部に限られ， Nong kaiを除くどの士也域にもみられる1)この地味Fは有機質の少

なし、赤黄土の砂質土壌に多く発生し，粘土質土壌では発生が少なかった21) 発病当初Jは

散発的であるが，雨量が多くなると連続的に発生する21) 石灰を多用すると発病が早く

なる8) 本州は挿木当年の根が完全に発達しない桑園にはほとんど発生しないが，苗木

として育苗したものを限付けた場合は当9三でも発病する21)桑園にある挿木当年の被告:

挿木をみると最初第一根群が被害をうけるとこの上音防〉らさらに旺盛な第二恨若手が発生

し，これがさらに被害をうけると 2年目をまたずして挿木は枯死する 10) 本病は若木に

多く，栽 iii直後早いものは 2~5 カ月，通常 1~2年目から数年後に発病し隣接株へ蔓延し

て行き，集団的に発生する1，8).各地発病桑医|の被害株を掘りとげて発病状態を観察し

たところ挿木当時(タイ国の桑IBlI造成は普通木固に直接持木する)，下部旬]口から侵害

が始まり，次に根におよんだと考えられるものの多いことが認められている 1，9). j，'ii吹

は表皮が光沢と緊張感を5たないtW褐~褐色に変色し，小膨れ状を呈し，根腐れ症状末期lで

は黒褐色になり，被害根表面]には菌糸のみである 10) 初期症状は細根の先端部から現わ

れ，思いかさぶた状のものが認められ，土壌中の微細沼b状のものが根の表面にIril7¥古し

剥がそうとすると表皮は開力を失なって剥離し易くなる(著者注:微粒菌核的と推定す

る).そして地上部の生存は(10J1::し葉は萎凋して先端から枯死し，その約 1年以内に株

全体が枯死する8) 記のL、くつかの観察例は本的が土壌伝染病とくに糸状丙によあ耐

害を推定させるものが多い

本病の関連菌については CHANDRASKIKUL41は Di.ρlodiαmoriWEST.， Fusarium oxy-

sPorum SCHLECHT をあげ， Khon Kean東北農業センターでは Pythium Sp.， Phyto-

ρhthora Sp.， Fusarium Sp.， DiPlodia Sp.，および細菌を分離した8) また iザホ-1)は

1969年 10月から各地の被害根より閣の分間北をわない，著者らとほぼ同ーの菌極が分自1Iー

されることを報告した.すなわち F.solani， M.ρhaseoli， Neocosmos.ρora Sp. (N. vas-

mfectα? )を含む 13種の糸状歯および細菌を分自liした.しかしながらと記のし、ずれの

分離菌についてもその病原性を確認した報告はない.

著者らが 1968年と 1969年の病原荷分:)ilh実験に供試した材料はいす、れも日H2イ|口の

若い桑樹で典7J~的な根市71れ症状を示す被害根であった.この仁1: 1 には M.lうhaseoli によ

る微位菌秒、病と診断してよいものもあった.表面殺菌した被害古1)の組織片から)~I"J定 2

種を含む 13磁の糸状菌と 3穏の細菌が分離された. この中で随物病原菌として7、¥¥られ

ているのは 2回ともに高率に分:lillされた F.solani， M. 1うhaseoliおよび N.vasinfecta 
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であり， lisの菌Hiおよび所属不明的は一部l五位試験を行なったが， 1ムiI束性がなく腐生i'ti

と考えられ7こ.

F.solani は根腐れ~à"状の程度の異なる恨の j支部およひ本質昔日ともに j誌も i笥頻度で分

:~ff され，また波限度種した土境，*，で栄首に 1、l する 1，i.J}京性も認められた . F.solaniには

多くの formaspecialis があり，わが国ではï~-p.本， J求限，本木liii1i/)の立枯れ，')J;腐れ，

腐敗，根腐れ，校枯れを起す 10forma specialisが知られていあ 111 針葉樹秘苗立M

病の病 i数にはJ也"1' 腐敗 Jft~J. ，倒{たきfi'J，'i当防7fi'J，1畏!函Jfi'Jがあるが，Fusarium菌によるもの

は恨腐引のものが多いという 121 ヨ3の艇部に感染するフト;分出If株は桑根に州!京性を示す叩

告がなく，また熱，l日，の土壌に生jをすることから既知|の formaspecialisとは異なるもの

とつ与えられる. lV オζ11 はJ;~根l% iI大i被?と・様から分離した F.solani を forma specials がSl

とf.sp. 問 dicicolaの 2っとして発表したが，その後在、f.'，でこれを否定した Fusa.

rzumの'.1'には1'1然状態で州原性を刀、すようにみえても援碕では弱いか，全く州原性を

示さない場合もあり，また一方濃厚段l'nで 11~j}Jj~性を r認めても自然状態で病原性があるか

どうか疑問のj易fTもあり， IrI-iIゑ性li1fi;t，eの郊しい菌tlllもあるとされている.

M.Phaseoliは主に熱dill:からiM1告に広く分イ1Iしていて随物の Blackrotを;t9-J"omni-

vous root parasiteでとくに高温乾燥状態でがi原性を現わす3，35，36).そのために乾燥附

れと間違い易い.わが国て、も夏の高iMt乾燥11;Iにマメ類，サツマイモ，牧草および樹木の

苗などに発生し被官を与えている 13，14，15，16，25，35).本事liでも主に根1m;れの進んだ柔の械部

の各部位ーからかなりの頻度で分離されており，その後タイ国の現地における調査でも分

断され1りかっ桑恨j的丙の病徴および供試した依If'，j標本は木菌による症状に似ている

I，'i，も多し，8，10)• 陵商試験は高Nili.乾燥など調整条門下ではなかったが， i農厚接磁した土

壌で桑首に感染をl泌めた 本 l到の感染に関与する'll;:[到としては砂質土j案で発病が高く，

Iよ flT\iffi\としては l~i 糸より l蛮核の力が枯死率が高い271 また枯死率は高ìl~tよりも土添水分

の欠之条1'1ーの方が高い傾向をliZめ51，砂質土壌で発病が高いが，ネグサレセンチュウ

Pratylenchus hexincisusでlt))Jえされる3，20) 菌核は不良邸境や寄生同物のない土壊に

も長!羽生かできることが失11られている.柔根!潟病の発生1m;:?，:は砂質土撲で年11¥1平均気

jjEi約 270C で， 3~ 5)Jの月平均気泊l30 0 C 以上の夏期と 11~1 月の月平均気温22~

23
0

Cの冬JVIがあり，さらに乾WJと雨期が明11京に分れ，これらの要因は M.ρhaseoliの発

生長延にH迎であり，本病が木i!;¥iによる症状と似ていること，その分:l:1i率が高いこと，

不ート分ながら感染も花、められたこと泊、らタイ闘の柔恨腐病に関述の深い病原菌と考えら

~l.，乙.

N. vasinfecta は主に熱有j-地域で草イ心木本情物など広範囲の !tW!i1Jの IJ~に感染して枯

死させる子のう i半!としてj，11られ33，34)，わが|卦ではネムノキ115立枯州菌としての報告19，20)

がある.小;i'fiは 2[亘|にわたるつイミー仰の分出It実験でも恨腐れ症状のある細恨，表!支，木質i?日

から分I捕され，またj足以後種した土壌へ柔冊子を陥1mすることによる按間試験で仙死株

から惇かながら分:J.Hiされたこと泊、ら本山のIxl迎雨のーっとしてあげられ乙.
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タイ図の根E誌がJは著者らの病原菌の分離結果および前述の現地調査の報告から推定し

て，病原菌とくに糸状菌による病害の可能性が高いことを指摘できる.本報で分離され

た土壌伝染性の値物病原菌 M.thaseoliおよび N.vasinfectaの2菌種はタイ国の桑

様腐病発生地域の土壌および気象など環境条件下でとくに発生し易い糸状菌である.ま

た F.solaniの分離株の formaspecialisは未同定であるが，分離および接種実験結果

のように桑恨腐病の関連菌として病原性および生態的に興味のある菌種といえる.ま

た，著者らは温室など不完全調整下で短期間の接種実験の一例であるが，複合の菌種で

若い健全な桑1古に根部感染し萎凋，枯死を起させた.マツ樹類子首のBlackroot rot 

は M.Phaseoliを含む 3菌種が関与しておりり，26)また， 1968年の第 1回国際値物病理

学会議のシンポジウムにおいて根腐れ病に関する報告が多く，熱帯永年作物では茶，ア

ブラヤシ，パナナなどがそれぞれ数種の糸状菌あるいは細菌により根部病害を起すとい

う報告があり，桑根腐病においても未発見の病原菌も合む復数の病原菌が関与している

可能性もト分に考えられる.土壌伝染性病害を起す病原菌の感染力は環境要因および寄

生他物の条件などが微妙に関連してその病原性を発障する場合が多い.わが国でも原因

未解決の柔根腐病が各地に発生しているが，その起因はーって、ない場合が多いようであ

る.タイ国の桑I良腐がiの原因についても病原菌の究明は勿論，さらに発生生態的な要因

の犯握が必要と考えられる.

摘 要

1968 "1'.および 1969年の 2回にわたり，タイ国の北東部に多発している桑根腐病標本

の送付を受け，中良部組織から主に糸状菌の分t~ffi を行ない，本病との関連を調べた.病根

部が MacroPhominaρhaseoli による典型的な微粒iliIJ絞病状を呈しているものもあっ

た.

両年の採集標本の外見健全および催病恨のいずれからも高率に Fusariumsolani，擢

病根から M.ρhaseoliおよび NeocosmosPoravasinfecta が分離された.その他

に AsPergillus teγreus， A. nigar， Chaetomium globosum， Fusarium sp.， Mucor sp.， 

Penicillum lilacinum， PhizoPus sp.， Thielavia terricolaおよび未同定の糸状菌 2間と

細菌 3種が分離された.

分離された既知の値物病原菌 F.solani， M.ρhaseoliおよび N.vasinfectaを根ある

いはポット内土壌に濃厚接種した 2，3の接種試験において F.solani 単独あるいは

F. solaniと M.ρhaseoli混合接種によって若干の健全な桑苗を感染枯死させる事例が

みられた.

引用文献

1) AOKI， K. 1971. On the root rot of mulberry in Thailand. Bull. Thai. Seri. 

Res. Trai. Centre (1) : 13-17， 114-118. 



131 

2) ASHBY， S. F. 1927. Macro.ρhominaρhaseoli (MAUBL.) comb. nov. the 

pycnidia! stage of Rh問 ctoniabataticola (TAUB.) BUTL. Trans. Brit. Myc. Soc. 

12: 141-147. 

3) BAKER， K. and W. C. SNYDER (ed.) 1965. Eco!ogy of soi!.borne p!ant patho. 

gen. Univ. of California Press. p. 293， 514. 

4) CHANDRASRIKUL， A. 1962. A pre!iminary host list of plant disease in Thai. 

!and. Thai!and D巴p.Agr. Tech. Bu!!. (6) : 10 . 

• '5) GHAFFAR， A. and D. C. ERWIN 1969. Effect of soi! water stress on root rot 

of cotton caused by MacroPhominaρhaseoli. Phytopath. 59・795ー797.

6) HODGES， CHARLES S. 1962. B!ack root rot of pine seedlings. Phytopath. 

52 : 210-219. 

7) HODGES， CHARLES S. 1963. B!ack root rot of pine. Phytopath. 53: 1132-

1134. 

8) 海外技術協力事業団 1969. タイ国養蚕開発実施調査団報告書 p. 26-32. 

9) 海外技術協力事業団 1970. 昭和45年度タイ養蚕開発巡回指導調査団報告書 p.13

10) 河合金次郎 1967.海外技術協力事業団業務報告書 2月 1日 8月 1日

11) 松尾卓見 1969. フザリウム菌の見分け方植物妨疫 23: 473-480. 

12) MATUO， T. and O. CHIBA 1966 Speci巴sand forma巴 spec凶巴sof Fusaria 

causing damping off and root.rot of coniferous seed!ings in Japan. Ann. 

Phytopath. Soc. Japan 33: 14-22. 

13) 西原夏樹 1958. ダイズやアズキの炭腐(すみぐされ)病 千葉農試研報 (3): 

89-124. 

14) 日本植物病理学会 1960. 日本有用植物病名目録(食用作物，特用作物) 1: 43， 

48， 50， 43. 

15) 日本植物病理学会 1965. 白木有用植物病名目録(野菜，観賞植物，牧草)3 : 183， 

212， 216， 230， 236. 

16) 日木植物病理学会 1965. 日木有用指物病名目録(果樹，材木) 3: 64， 72， 76， 

80， 86， 92， 97， 147. 

17) NISIKADO， Y. and K. YAMAUTI 1937. On NeocosmosPora vasinfecta SMITH， 

a causa! fungus of seed!ing.wilt of s'!k-tree， Albizzia Fulibγissin DURRAZ. 

Bericht d. Ohara Inst. f. !andw. Forschungen. 7 : 549-556. 

18) NISIKADO， Y. and K. YAMAUTI 1937. Temperature relations to the vege-

tative and reproductive growth and the pathogenicity of Neocosmos.ρoγG 

vasinfecta SMITH. ibid. 7 : 557-573. 

19) 農林省蚕糸試験場 1969. タイ国の桑根腐病に関する調査報告 17 pp. 6戸p!ate



132 

(未発表)

20) NORTON， D. C. 1958. The association of Pγαtylenchus hexincisus with char-

coaI rot of sorghum. Phytopath. 48: 355-358. 

21) 大谷章 1967.タイ国における菟蚕技術指導について 海外技術協力事業団 p.20

21. 

22) 阪井善Mf・松尾卓見 1959. Hytomyces solani f. moriのヘテロタリズム !日大

繊維研報 (9): 22-27. 

23) 桜井善雄・松尾卓見 1959. クワを侵す Hyρomycessolani (RKE. 巴tBERTH.) 

SNYD. et HANS.の form名および raceについて 日植病報 24: 219-223. 

24) 阪井善郎・ 4公尾卓見 1960. Fusarium solaniの横内群に関するli}f究(第 1報)

積内における交l町群及び大型!分生胞子形態、鮮の存主について 日大繊維研報(10)~ 

21~32. 

25) 佐藤邦彦・ CI::"Jik男 1959. 針柴樹苗の微位lJ(j1刻r"i 林試li}f報 (111) : 51-72. 

26) SEYMOUR， C. P. 1969. CharcoaI rot of nursery-grown pines in Florida. Phy-

topath. 59: 89-92. 

27) SMITH， H. W. 1969. Comparision of myseliaI and scIerotial inoculum of 

Macrothomina thaseoli in the mortaJity of pine seedlings under varying 

soiI condition. Phytopath. 59: 379-382. 

28) SNYDER， W. C. and H. N. HANSEN 1941. The species conc巴pt in F前町ium

with referenc巴 tosection Martiella. Amer.]. Bot. 28 : 738-742. 

29) SNYDER， W. C.， and H. N. HANSEN 1954. Species concept， genetics， and 

pathogenicity in Hytomyces solani. Phytopath. 44: 338-342. 657-666. 

30) 高橋幸吉・石家達爾 1970. ;;イ国に発生したタワ根ぐされがiの関連商について

日蚕関東訪要 p. 11. 

31) UDAGAWA， S_ 1960. A taxonomic study on the ]apanese sp巴ciesof Chefomium 

]. Gen. AppI. Microbiol. 6: 223-251. 

32) UDAGAWA， S. 1963. Notes on some ]apanese Ascomycetes I. Trans. MycoI. 

Soc. ]apan. 4: 94-102. 

33) UDAGAWA， S. 1963. Neocosmos.ρora in ]apan. Trans. MycoI. Soc. ]apan 4: 

121-125. 

34) 宇田川俊- 1963.土壌から分離される菌類とくに子のう1'I，jについて 土と微生

物 (5): 25-30. 

35) 度辺恒雄， R. S. SMITH， ]R and W. C. SNYDER 1969. 土壌中の炭腐病的 Ma-

croþhomina ρhaseoli のf，lï核数におよぼす土J~I，!:z?liおよび需生地物の影響 土と

微生物 (11)・16-27.



133 

:36) YOUNG， P. A. 1949. Charcoal rot of plants in East Texas. Texas Agr. Exp. 

Sta. Bull. (712): 1-33. 

Summary 

On the fungi associated with the rnulberry 

root rot in Thailand 

By 

KokiじhiT AKAHASHI and Tatsuji ISHIIE 

This study was execut巴dto clarify th巴 caus巴 ofth巴 rootrot in mulberry 

cultivar， which is the most prevalent disease of silk.raising district of North. 

Eastern Districts in Thail呂nd，by the request of Agricultural A任airBureau， 

Ministτy of Agriculture， Thailand. 

Mulberry trees within 2 years after plantation with di妊erentdegrees of 

root rot and soils of mulberry 自巴ldwith attack of the disease， collected in 

Korat in September of 1968 and March of 1969， were used as materials for th巴

study (Table 1). This paper deals mainly with results on fungi concerning 

root rot of mulberry obtained before March of 1970. 

Symptoms of dis巴asedplants 

On plants at the incipient stage of disease， the discoloration was recognized 

in slender roots; on plants of serious disease， the phloem of main root was 

pale and fragil巴， and the xyJem was partly expos巴d(Fig. l-b); on dead plants， 

slender roots corrupted and shed， the xylem and the巴pidermisremained alone 

in the main root， the surface of xylem and the phloem were covered with black 
microsclerotia of Macrophomina phaseoli (Fig. l-C， Fig. 2). And also in the 

inn巴rpart of bark conidia and chlamydospores of Fusarium spp.， ascospores of 

Chaetomium sp. and conidia of D砂lodiαsp. were observ巴d in large numbers 

(Fig. 3). From the above view， it may be mentωned that at least dead plants 

were su任巴redby sclerotial root rot (Charcoal rot) caused by Macrophomina 

ρhaseoli. 

Isolation of pathogenic fungi 

In the experiment to isolat巴 pathogenicfungi from root samples， specimens 

W 巴r巴 separ昌tedfirst into three parts of slender root， bark， and xylem， and the 

surface of each sections was sterilized and then put onto potato dextrose agar 

medium (PDA) mainly. Micro.organisms occurred from each tissue were 

observed. Eight species of fungi and 2 species of bacteria from samples of 1968 

(Table 2)， and 11 species of fungi and 2 species of bacteria from samples of 

1969 (Tabl巴 3) were isolated and identified. Fungus， occurred in the most 
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numbers fr0111 both samples， was Fusarium solani (Figs. 4 and 5)， and JJ1acro-

ρhominaρhaseoli (Figs. 6-8)， Neocosmospora vasinfecta (Figs. 9-12)， Asρergillus 

terreus (Fig. 17)， Mucor sp.， unknown fungus A and bacteria were isolated 

from some samples. In addition， Fus町 iumsp. Astうergillus nigar， Chetomium 

globosum (Figs. 13 and 14)， Penicillum lilacium， R1zizoρus sp.， T1zie!avia terricola 

(Figs. 15 and 16)， and unknown fungus B were isolat巴d.

Sorts of already.known pathogenic fungi， which were iS::Jlated from plant 

s'lmples of both years in higher frequency， were Fusarium solani， Macrophomina 
phaseoli， and Neocosmospora vσsinfecta; and other fungi were saprophytes ordi. 

narily inhabit巴dsoil. 

Although the forma specialis of Fusarium solani (MART.) ApPEL巴tWR. 

巴mend.SllYD. et HANS. is not det巴rminedyet， it is not considered th且tit is a 

forma specialis from在 pathogenicfungus of twig blight or that which causes 

th巴 damping.offand root rot of herbaceous plants. 

Hyphae of Macrophominaρhaseoli (MAUBL.) ASHBY grew very rapidly and 

the formation of sclerotium began within 3 days on PDA at 300C (Figs. 6-8). 

Sclerotia g巴rminated巴venaft巴r2 years at room temperature or in dry soil. 

This pathogenic fungus is polyxenic and it attacks about 300 sorts of herbaceol"s 

and woody plants， and it is known as a pathogenic fungus which causes various 

dise2.ses， i.e. damping.o任 ofseedling， st巴m rot， root rot and others. Inasmuch 

as this disease bre旦ksout easily in the season of high temperature and dryness， 

the damage is heavy in the tropical and subtropical zones 

Neocosmospora vasinfecta SMITH was isolated， overlapped with F. solani. 

This fungus damages plants in wide range as a root infecting p呂thogenicfungus 

mainly in the tropics. 

In the experiment to ass呂ypathogen by planting mulberry seedlings into 

soils mixed with dise旦sed roots and soils of 旦ttacked mulb巴rry fields， 20% 

seedlings wilt巴d in both soils in 68 days and 40 days each， and F. solani was、

i>olated from su妊eredp arts of root. R巴sults of the trial to assay soft rot 

pathogen in attacked soils by carrot disk method was negative. 

Pathogenicity of isolated fungi 

Fungi of i'v[ acroρhomina and Thielavia， 2 species of unknown fungi， and 

2 species of bacteria， which were iso!ated from root rot samp!es of 1968， did 

not exhibit th巴 sign of infection in the experiment of inoculation to carrot 

disk， flesh shoot and bark of root at 250C in moist room. Even in the pot 

experiment， in which roots of mulberry s巴巴dlingwere imm巴rsedin the concen. 

trated solution of above fungi species and then planted in ster1ized soil， dead 

pl:mts were not recogniz巴d.

After cu1tures on the sma11 pieces of mulberry shoot with F. solani isolat巴d

from root rot samples of 1969 and sclerotia of M.ρhaseoli were prepared， plots. 
of separated and mixed inoculation were set in sterilized soil， and mulberry 

seedlings by surface sterilization wer巴 plantedin it. Results indicated that the 

rate of infected and died plants was about 63% in th巴 plotof F. solani separa 
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ted inOCI山 tionand 75% in that of mixed inoculation (Fig. 18). In the inocula-

tion巴xperimenton 3 species of fungi， abov巴 mentionedF. solani， M. thaseoli， 

and N. vasinfecta cultured on PDA， each culture was inoculated in sterilized 

soil， and seeds of Morus kagayamae KOIDZ. were sown on it. Results showed 

that the rate of seedlings suffered from damping-off in 3 months was 63-91 % 

under wet and dry conditions on the pot and that althogh there were some 

seedlings from which each inoculat巴dfungi were isolated again， many diseases 

based on the oth巴rreason than the infection of root by inoculated fungi and 

the pathogenicity was not recognized. 

In th巴 researchrelat巴dto this report， fungus-feeding nematod巴 Aρhelenc!zoides

sp. besides F. solani were isolated from the diseases tissue of root; and in the 

soil analysis， it was cleared that soil of attacked mulb巴rryfield (Korat) was sandy 

loam， but soil of not attacked mulberry field (Nong Khai) was heavy clay 

soil， the former contained more quantity of total-N， total-C and humus， far 

l巴ssCaO quantity than the latter. 

And， in this paper many reserches of Thailand concerning this disease and 
reports on diseases of other crops， especially root rot， wer巴 quotedand discussed， 

and it was suggested from aforegoing facts that this disease might be caus巴d

by certain soil-born fungi. 

l割版 Plate1 

(Sericultural Experim巴ntStation， Suginami-ku， Tokyo) 

図版説明

Explanation of plates 

Fig. 1. タイ国で採集した柔根腐病.

Root rot of mulberry tree collected in Thailand. a: 外見地全な恨.

Normal root. b 確病根. Diseased root. c 援病根. 木質音i¥の黒色は

Macroρhomina Jうhaseoliの微粒]Jli核によるもの.Diseased roots. The xyl巴m

is blackened with the microsclerotia of Macroρhominaρhaseoli. 

Fig. 2. 擢病桑根の組織に形成した MacroThominaμzaseoliの菌核 Sclerotiaof 

M.Thaseoli formed in the diseased tissue of mulberry root. (X 120) 

Fig. 3. :Hli病桑根の組織に形成した D必lodiasp. の分生胞子 Conidiosporesof 

Ditlodia sp. formed in the diseased tissue of mulb巴rryroot. (x 200) 

Figs. 4， 5. Fusarium solani (MART‘)ApPEL et WR. emend. SNYD.巴tHANS. 

4. Mycelia on potato-dexetrose agar medium (PDA). 

5. Macroconidia， 1-5 septate， 9-30μx3-5μ. 

図版 n Plate II 

Figs. 6， 7， 8. Macrot!Zomina thaseoli (MAUBL.) ASHBY. 

6a. Mycelia on PDA， on 3 days after th巴 inoculationat 30oC. 
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b. Numerous microsclerotia on PDA， on 3 days after the inocellation， at 

300C. 

7. Hyphal mass developed on PDA， on 2 days after the inoculation， at 

300C. 

8. Sclerotia on PDA on 3 days after the inoculation， at 30oC， 60-168μ. 

in diam. 

Figs. 9， 10. Neocosmos.ρora vasinfecta SMITH. 

9. Mycelia and perith巴ciadeveloped on PD A. 

10. Perith巴cium，214-456μx 174-335 f1.. 

|刈l仮 III Pl呂t巴 III

Figs. 11， 12. Neocosmostoγa vasinfecta SMITH. 

11. Asci， 92-107μx 10-13μ. 

12. Ascospores， 13-15μx9-10μ. 

Figs. 13， 14. Chetomium globosum KUNZE ex FRIES. 

13. Perith巴cia，201-320μx 235 x 310μ. 

14. Ascospores， 9-10μx7-8μ. 

Figs. 15， 16. Thielavia terricola (GILMAN巴tAB日OTτ)EMMO:-lS. 

15. Perith巴cia，66-116μin diam. 

16. Ascospores， 11-13μx7-8μ. 

r'<lnR N Plate IV 

Fig. 17. Astergillus terreus TIIOM. Conidial heads (x 50). 

Fig. 18. 柔苗に九jする 2的防のJ妾1;11試験

Photograph of experiment inoculated with fungi to mulberry seedlings. 

a:無JtHi. Non.inoculated control. b: Fusarium solaniのj))，Hi・Inocu.

Jation of F. solani. c: F. solaniと M.ρhaseoliの混合|妄fiIf. Inculation 

of F. sola削 mixedwith M. 1うhaseoli. d: M. thaseoliのJ妄附 Inocu.

lation of M.ρhaseoli. 
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図 版 E
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