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蚕 糸 研究第 98号 1976年4月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 98， Apr.， 1976 

クワ萎縮病病原のヒシモンモドキおよび

クワにおける潜伏期間について

佐藤守・高橋幸吉

On the Iatent period of mulberry dwalf mycoplasma!ike organism in the 

Ieafhopper， Hishimonoides sellatiformis ISHIHARA and mulberry seedling 

By 

Mamoru SATO and Kokichi TAKAHASHI 

クワ萎縮マイコプラズマ様微生物 (MDM)の分離培養実験を始めるにあたり，分離源

の採取や病原性検定を行ううえで重要な意味をもっヒシモンモドキおよびクワの両生体内

でのMDMの潜伏期間を調べた.このような実験はヒシモンヨコバイでは多く行われてき

たが日山ぺ近年発見されたヒシモンモドキh町については，石島が若干の知見を述べてい

る以外には見当らなし、り したがって本昆虫およびクワでのMDM潜伏期間についてさら

に多くのデータを集めることと， MDMの生物検定法について二， 三の試験を行ったの

で，以下にその大要を述べる.

本文に入るに先だち，本稿を校問いただいた蚕糸試験場病理部長小林勝利博士，後述す

るタイグワ種子をいただいたタイ養蚕研究訓練センタ一糸井節美博士，研究材料の採取に

ご協力し、ただし、た蚕糸試験場九州|支場石島耕博士，および種々ご助言いただいた農業技術

研究所奈須壮兆博士，蚕糸試験場川北弘技官に厚くお礼申し上げる.

実験材料および方法

1. ヒシモンモドキ体内でのMDM潜伏期間

実験 Iにおいては接木によって得られた躍病クワでヒシモンモドキ幼虫(2 ~3 齢)を

10日問屋外コイトトロン内 (25.C)で飼育し，以後健全八丈桑 MorusKagayamae KOIDZ. 

で集団飼育した. ー定期間ごとにそれから20頭ずつ取り出し，検定植物である八丈桑の実

生苗 (4~ 8菜期)に円筒形金網内で l頭ずつ 3日間放飼した.その後金網をはずし，検

定植物を網室内で管理し，病徴発現の有無を観察した発病しないものについては伐採

し，発病を促進させた.

実験Eにおいては虫媒伝染によって得られた寵病荷を上述のとおり昆虫に吸毒させたの

ち， 21 日後から22~25個体について連続的に 1~2 週間ごとに検定植物に移し，潜伏期間
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の調査と同時に迎統媒介の有無も調べた.この実験では吸存およびその後の集団飼育を屋

外コイトトロン (25'C，長日処理)で，生物検定を屋内コイトトロン (25'C，20，000 Lux 

半日照明)で行った.

2. クワ体内でのMDM潜伏期間

実験 1， II およびその他の接種検定植物を網室内 (1974年 8~10月)に保ち，接種当日

から病徴発現までの期聞を 3~5 日ごとに調べた.また冬期間には屋内コイトトロン内で

も同様な調査を行った

3. 年間生物検定法

年間を通して， 保毒虫の獲得および MDMの生物検定を可能にするため，秋~冬期の

昆虫飼育は，前述の長日処理(本実験では24時間連続照明)をした屋外コイトトロン (25

'C)で行い，生物検定は屋内コイトトロン (25'C)で行った.また検定植物としては前述

の八丈桑のほかに，休眠期のないタイ国栽培桑の実生苗 (Tonkin等の栽培品種から得ら

れた種子による.以下「タイグワ」という。)を供試した.

結果と考察

1. ヒシモンモドキ体内でのMDM潜伏期間

実験 I の結果を第 1 表に示した MDM媒介能力は吸毒後30~33 日以降の区の昆虫に，

とくに40日以降のものに認められたが， 23日以前のものでは認められなかった.

さらに実験H を行い，第 1 図を得た.吸毒後21~27 日の昆虫では22%， 28~34 日のもの

では65%のMDM媒介を認め， 35 日以上のものではさらに~1iî~ 、媒介率が示された.また，

石島の結果ρ と同様に，ほとんどに連続媒介がみられた.連続媒介しなかった 3例(第 1

図の個体番号 8，14， 19)は，虫がへし、死したため十分に吸汁が行われなかった可能性が

ある.

以 tの2つの実験結果から， MDMのヒシモンモドキ体内での潜伏期間には個体差がか

なりあり，木実験の範囲では短し、もので約20日で， 30~40 日位が大半であると考えられ

る.なお石島は，本種体内での潜伏期聞は21~39 日で 24~30 日が多いと述べておりペ試

験条件に若干の差異はあるとはいえ，本実験の結果は石島のそれと近似した潜伏期間在示

した.

MDMのヒシモンモドキ体内潜伏期間(網室内実験)第 1表
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MDMのヒシモンモドキ体内潜伏期間〔コイトトロン(25'C)内試験〕第 1図

したがってMDMの分離培養源としては，本試験方法では吸klJ後30日以上経過したヒシ

モンモドキが適しているように思われる.

2. クワ体内でのMDM浴伏期間および年間生物検定法について

1974年 8~10月に調査した網室内での検定植物の病徴発現までの期間(潜伏期間)は第

2 図のとおりであり，その分布は20~59 日に及び， 30日前後に多く分布した.これを検定
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第 2函 MDMのグワ体内潜伏期間の分布

第 2表検定時期別MDMのクワ体内潜伏期間

潜 伏 期 間
検定 時 期 擢病数

ル 25日 I26~40 日 I 41E~ 
平均潜伏期間

8月 14本 3本 10本 l本 30.4日

9月 41 19 9 13 34.6 

10月 50 6 44 。 31. 3 

さ
一
口 105 28 63 14 32. 5 

時期別に潜伏期間の長短を考慮してまとめたのが第 2表である.これによると， 8， 10月

では潜伏期間は26~40 日に集中的に分布しているのに対し 9 月では短期間から長期間ま

で比較的広く分散している傾向が認められた.しかし平均値では各時期とも32日前後であ

っTこ.

なお検定植物とMDM潜伏期間との関係を知るため，八丈桑とタイグワを用いて本病の

発病率，潜伏期間の差異を調べ，gf~ 3表を得た.この試験ではとくに冬期に休眠しないタ

イグワが検定槌物として利用できるか否かをも調べた.同一接種源での発病率は，八丈桑

がタイグワより若干よく，かつ潜伏期間も若干短かかったが，品種による明瞭な差異とは

し、L、がたい またタイグワの病徴は葉身が巻縮Lて判JJIjしやすいほか，生長が早く，十分

検定植物としで利用できることが判明した.なお生物検定において検定植物が温室やコイ

トトロンのなかでクワ哀うどんこ病やグニにおかされることが多く，問題とされていたが
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第3表八丈桑とタイグワの潜伏期間の比ilD:

口口口 種 検定 数
(発防) 11 20~25 日 126~40日!山~

平均潜伏期間

30本
|剖叶判 。本

i1111  0 

タイグワはこれらの病虫害に強し、ことが知られた.

次に，冬期に屋内コイトト戸ン内で、潜伏期間を調べた結果を第 2図に併記する.潜伏期

間は15~54日で，平均32.8 日であった この結果は前述の屋外網室内での結果とほとんど

向じであり，屋内コイトトロン内で検定が可能であるといえる.

以 tの結果から.MDMの生物検定は，屋外網室あるいは屋内コイトトロンに，検定植

物(八丈桑あるいはタイグワ)を保ち. 15~60 日間観察を行うことにより可能であること

ヵ:明らカ寸こT工っTこ.

摘要

クワ萎縮病病原の分離培養の基礎試験として，本病原のヒシモンモドキおよびクワ両生

体内での潜伏期間およひ.年間生物検定法を追究した.

ヒシモγモドキ体内での潜伏期間は.20円前後から始まり. 30~40 目前後が多かった.

クワ体内での潜伏期聞は，検定時期あるいは検定場所による差異はほとんどなく，いず

れも平均32日前後であった.

本病原の生物検定植物としてタイグワが八丈桑と同程度に良好であることおよび冬期に

おける検定法が明らかにされた‘
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Surnrnary 

On the latent period of rnulberry dwalf rnycoplasrnalike organisrn in the leaf-

hopper Hishimonoides sellatiformis ISHIHARA and rnulberry seedling 

By 

Marnoru SATO and Kokichi TAKAHASHI 

The Iatent period of mulberry dwalf mycoplasmalike organism in the leafhop-

per， Hishimonoides sellatiゲormisISHIHARA was distributed in the range of 30 to 

40 days 

The latent period of the pathogen in the mulberry se巴dlingof Morus Kagayamae 

KOIDZ. was abov巴 30days as average， showing no di妊erenceon the test conditions 

in th巴 presentwork. 

Tai mulberry cultivar was useable as the test plant for the bioassay of the 

pathogen. 
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