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桑園の雑草に寄生した白紋羽病菌について発

三枝隆夫・四方久

白紋羽病は桑の重要病害の一つであるが，本病の病原である白紋羽病菌 (Rosellinia

necatrix (HART.) BERL.)は多犯性菌で，これまでに43科目種の寄主植物が報告されて

いる1，5，8，山. このうち，中山

園で， 13科23種の雑草に本病菌が寄生していることを観察した.著者らも，兵庫県日高田I

の白紋羽病発生桑闘で，本病に感染した雑草を多数見出し，これらの雑草と白紋羽病菌と

の関係について若干の調査・試験を行った.以下その概要を報告する.

本文に入るに先立ち，本稿のご‘校関を賜わった病理部長小林勝利博士に厚くお礼申上げ

る.

材料，方法および結果

1.雑草に寄生した白紋羽病菌の病原性

日高町の白紋羽病発生桑閣は腐植質火山灰土で植付4年目であった.本病はほ場のほほ、

全面に発生し枯死事1，や催病株が散在し，ほ場は前年の収穫以降ほとんど放置状態にあり雑

草の繁茂は著しかった.本病菌の寄生を受けていた雑草は， ヨモギ (Artemisiaprin-

ceρS PAMPAM)，ヒメジョオン (Erigeron annuus (LINN.) PERS.) およびタニソバ

(Polygonum nゆalenseMEISN.)の3種で(第 1図)，いずれの雑草も白紋羽病による

枯死桑株又は重症株の周辺にのみ見出された.これら擢病草のなかには，地際部から5cm

以上の部位まで菌糸膜に覆われているものもあったが(第 1図入近くの健全草とその生

育においては差異が認められなかった.また，これら.m¥病草の地下部から分離した菌は，

しょ糖加用ジャガイモ煎汁寒天宿地上における菌叢の形状，菌糸の形態など桑根から分離

された白紋羽病菌と何らの差異も見出されなかった.そこで，これらの擢病地下部を細切

りして土壌に混入，埋没切片培養法的による自紋羽病菌の検出を試みた.得られた結果は

第 1表のとおりである.

梶本報告の一部は日本蚕糸学会第45回学術講演会(1975)で発表した.



第1図 雑草地下部の白紋羽病菌

上段左:タニソパ地際の菌糸膜

右 :ヒメジヨオン地際の菌糸膜

下段:左からヒメジヨオ、ノ，ヨモギ，タニソパ，ヨモギ
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第 1表権病雑草根混入土壊からの菌検出器
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次に，これら雑草の擢病地下部を接種源として桑実生小苗を用いて接種試験を行った.

その結果は第2表のとおりである.

家= 程

擢病雑草根を接種源とした桑実生小苗に対する接種試験

源 11 供試小首数 ! 発病小苗数 l 警官室るまで

一て宥「ーー一 体 5T (日〉
10 10 7~却

第2表

擢病雑草 根

白 紋羽病菌を培
養し た桑枝切片

cont. (無接種) 11 

10 7 10 

10 O 

注 1. 実生小苗は播種後2週間目のものを使用

2. 雑草根は小商 1木当たり3gを地際に埋没

桑枝切片は直径2mmのものを 3個地際に埋没

第 1表および第2表の結果は，雑草の地下部に寄生した白紋羽病菌の病原性が，桑根に

寄生した該菌と全く変りないことを示している.

II.ヨモギに対する白紋羽府菌接種試験

白紋羽病菌の寄生が認められた 3種の雑草のうち宿根性のヨモギを寄主に選び，またあ

らかじめ桑校切片で 250C，10日間培養した白紋病菌をこれに接種する方法で試験した.

まずヨモギの直径 3~4mm の地下茎を長さ 5cm に切断し，直径 12cm の素焼鉢に満た

した砂壌土中に約 3cmの深さに埋没して植付けた.通常，この試験を行った6月には植

付 7~10日後に出芽が見られる.木試験では，植付けから接種までの回数を 0 ， 10， 15， 

20日の 4段階に設定して行った.結果は第 3表に示すとおりで，ヨモギを植付けてから接

種までの日数によって擢病程度に大きな差異が見られた.すなわち， 日数が短いもの程被

害が大きく枯死するものが現われる反面，日数が長いものは地上部の生育に接種の影響は

ほとんど認められなかった.しかし，後者のヨモギでも地下茎を掘り出して詳細に調べる

と，その多くには接種源を埋没した地点の付近に白紋羽病菌の寄生が認められた.この部

分を切片にして顕微鏡で観察すると，白紋病菌菌糸の組織への侵入がごく表面に限られ，
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第3表 ヨモギへの接種試験
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注 1. 6月18日接種 7月18日調査

2. 接種は接種源、 2gを地下茎に接して埋没

また，健全部との境にはアニリ ンブノレーで明瞭に染分けられるカノレス様組織が形成され，

病菌菌糸の内部への伸展を阻止しているように見受けられるものもあった (第 2図工 こ

第2図 ヨモギ擢病地下茎の縦断面

注)黒い部分が擢病部

れに対し，枯死したヨモギの躍病地下茎は中心部にまで菌糸が侵入し，細胞の褐変 ・崩擦

により腐朽状態を呈していた.

第 3表および切片観察の結果は，正常な状態にあるヨモギは白紋羽病菌に対し強い抵抗

性を示すが，何らかの不利な条件が与えられると擢病性となり，場合によっては枯死する

ことを示すものといえよう.

次に，白紋羽病菌のヨモギ地下茎上における越冬の可否について調査した.10月下旬に

素焼鉢で充分生育したヨモギ〈地下茎埋没後 1か月半〕に白紋羽病菌を少量(菌培養桑枝

切片 0.5g)接種し， そのままガラス室内で越冬させ翌年4月に掘り出し地下茎の擢病の

有無を調べるとともに， 権病部から白紋羽病菌の検出を試みた.結果は第4表のとおり

で，f重病部のほとんどから白紋羽病菌が分離され，本病菌のヨモギ地下茎上での越冬可能
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なことが明らかにされた.

第4表
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注 1. 9月10日ヨモギ植付， 10月26日菌接種

2. 4月18日に掘り出し，地下部の調査および菌の分離

考察

ヨモギ，ヒメジョオン，タニソバ等の雑草はいずれも全国的に分布する畑地の強害草

でぺなかでもヨモギは，種子でも繁殖するが地下茎による繁殖が特に旺盛で， 耐乾性の

強いことと相侯って防除が非常に困難な雑草のーっとされている 2) これらの雑草に白紋

羽病菌の寄生が可能であることは，発病桑闘の消毒に際して特に留意する必要がある.す

なわち， 発病箇所の全面を徹底的にクロノレピクリンで消毒する場合には特に問題はない

が，擢病株のみを抜根して行う跡地消毒のように部分的な処理を行う場合には，周辺の雑

草の地下部に寄生する白紋羽病菌を未殺菌のまま残すおそれがある.特にこれら自然条件

下にある擢病雑草は，地上部にほとんどその徴候が見られないので見落す可能性も大きい

といえる.

桜井ら8) の禾本科植物に対する白紋羽病菌の接種試験では，コムギ，オオムギでは地上

部の生育ばかりか根系の発達程度まで、も無接種区と大差なかったと報告している.著者ら

のヨモギを用いた接種試験で、も，植付後15日以上経過して接種した区に萎ちょうあるいは

枯死した雑草は見られなかった.これは菌糸が地下茎の組織内で充分増殖し得ないためと

思われるが，この点もコムギの観察結果と類似している. したがって，自然状態の雑草地

下部における白紋羽病菌の菌量は極めて微量で，直接桑株に感染するおそれはほとんどな

いと思われる釘. しかし，何らかの原因により桑の樹勢が異常に低下したり円 施用した

有機物上で白紋羽病菌が増殖する機会があった時3う あるいは寄主雑草に不利な条件が加

わり菌が勢をつけた時など，桑株への感染が可能になることもあり得ると考えられる.宿

根性雑草の地下部では，菌は越冬が可能であるから充分注意する必要があるといえる.
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摘要

桑園雑草と白紋羽病菌との関係について若干の調査・試験を行い下記の知見を得た.

1. 雑草に寄生した白紋羽病菌は，桑から分離した病菌と同じ病原性を示した.

2. 自然、条件下では，本F育菌の寄生により雑草の生育が阻害されることはなく，また菌

も雑草の地下部で旺盛な増殖をすることはない. しかし寄主雑草が不利な条件下におか

れた場合には枯死することもあった.

3. 白紋羽病菌は，ヨモギ〔宿根性雑草〉の地下茎で容易に越冬した.
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Surnrnary 

Qn the white root rot pathogen， Rosellinia necafrix (HART.) BERL.， 

parasitized the weeds in a mulberry field 

by 

Takao MITSUEDA and Hisashi SHIKATA 

The host-range of the white root rot pathog巴n is so wide and 

more than 80 species of the plant have been reported as the host 

plant. Thus it is relatively easy to find out the inf巴ctedweeds in the 

mulberry field infected with the pathogen. The relationship between 

these weeds and the white root rot pathogen has been investigated 

c1earing that the pathogenicity of the pathogen on weed roots is the 

same as on mulberry roots but this pathogen n巴ver disturb the 

growth of weeds under the natural condition. It was also clear the 

pathogen can pass the winter on the root of the perennial weed. 

Therefore， we are inc1ind to believe that these weeds play the role 

of carrier of this pathogen. 
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