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キュウリつる割病の病態生理ならびに接木による発病回避機構に関する研究

米山伸

キュウリつる割病の最初の発生はアメリカで，

Selby(1899)により報告され，またその病原菌は

Owen(1953)によって Fusariumoxysporum f. 

sp.cucumerinumと分類同定された。わが国では

金野 (1919)の報文中にはじめて本病に関する記述

がみられ，当時既に発生していたことがうかがわれ，

その後，各地に大きな被害をもたらし，連作障害，

産地移動の原因となった。しかし本病に関しては茎

の節および節間から本菌が侵入すると報ぜられ，ま

た実際ほ場でのクロルビクリンによる防除効果が確

認された以外は，本菌の生理的性質あるいは本病発

生の様相などについては，殆んど研究がなされない

まま今日に至った。一方，接木による発病回避につ

いてはユウガオ，カボチャなどの台木の選択，親和

性の差異が研究されたが，台木の抵抗性の原因およ

びその発病回避機構には全く触れられず，接木実用

化のために必要な基礎的研究は極めてとぽしいもの

である。

著者はこのような現状から病原菌の生理的性質，

各種発病要因と本病発生との関係，本菌の産生毒素

による萎凋症状の発現ならびに本菌の寄主体への侵

入機構など，従来未研究であった諸問題について，

病態生理学的見地からこれらを明らかにし，さらに

台木の抵抗性および接木植物の発病回避機構につい

て，主として病理解剖学的な研究を行ない新知見を

得た。また，それらの新知見をもとに実際防除につ

いて検討を加えた。その概要は次の通りである。

1. 本病病原菌は PDA培地上において， (1)1 2 

~ 3 2℃ で成育し，最適温度は 27 ~ 2 8℃ であり，

(2)促成，普通，抑制栽培の条件下でそれぞれの栽培
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期間 (114, 133, 74日間）中に，培地上で菌糸

は 47 7, 6 7 7, 4 0 0匹伸長した。 (3)水銀柱 68 8 

匹前後の負圧下で，キュウリ導管内を分生胞子が通

過することが確認され，キュウリ茎の上方部へ分生

胞子が上謄水と共に移動して，そこで 2次感染が起

こることが考えられた。 (4)本菌は PDA培地の pH

が 4.2~11.0の広い範囲でよく成育した。 (5)本菌

の栄養源としての炭素では蕪糖，デキストリン， グ

ルコースがよく利用され，ガラクトース，アラビノ

ーズ，乳糖は殆んど利用されない。 (6)窒素源として

は硝酸カリウム，硝酸ナトリウムなどの硝酸態窒素

がよく利用され，硫酸アンモニウムのようなアンモ

ニヤ態窒素は殆んど利用されなかった。

2. 各種の発病要因と発生との関係では(1)市販さ

れているキュウリ品種の本病に対する抵抗性は， ピ

クルス系品種が比較的強く，次いで青系品種（青節

成 2号，松のみどり，春緑，青葉，久留米落合H型）

半白系であってそれらの発病率は約 10~3 0%で

あり，これら以外の感受性 1 3品種では 40 ~ 9 0 

％の発病率を示した。凡育成のための交配親の場

合 IH, 落合 1号，三谷，改良 2号，芯止T0-2, 

相模半白の各品種が 5~ 1 8 %の発病率で，他の54 

品種は感受性であった。 (2)本病は土壌pH5. 6 s ~ 
6. 5 5で発病が多く， pH7. 6 ~ 8. 2の範囲では発

病がみられなかった。 (3)施肥と発病との関係では，

窒素欠乏，石灰単用施用で発病が少なく， 3要素施

用で発病が多かったが，石灰の多量 (1ton/lOa) 

同時施用によりその発病は半減した。

3. 本菌の産生毒素による萎凋ならびに本茜の寄

主体侵入について検討した結果， (1)本菌の培養から

得た培養ろ液によりキュウリ，カボチャおよび接木

キュウリの導管部は褐変し，植物体も萎）周してキュ
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ウリ，カボチャの葉に褐色斑を生じ，ろ液に挿入し

た部分の茎が軟化し，毒素の産生が明らかになった。

(2)寄主体侵入では，キュウリの根に達した菌糸はそ

の表面で colonizeした後，根冠の細胞間隙から寄

主体に侵入し，さらに原始分裂組織をおかし，やが

て根の中心柱に達して維管束柔組織および皮層柔組

織を上方に向かって蔓延した。 (3)2次根への侵入は

主根の皮層柔組織を侵かした菌糸が，分裂形成しつ

つある 2次根根冠の先端，側面から侵入し，さらに

その中心柱へと蔓延した。 (4)胚軸，葉柄に付傷接種

すると，侵入した菌糸は皮層柔組織，維管束柔組織

を上方，下方に向かって蔓延した。

4. 接木による発病回避の機構を明らかにするた

め，まず台木植物と本菌との関係について検討した

ところ， (1)カボチャ 89・ 品種， トウガ 1品種は本病

病原菌による発病が全くみられなかった。 (2)その原

因を茎葉組織の磨砕液に求めたが，キュウリ カボ

チャおよび接木植物のそれらは，いずれも病原菌の

成育促進，抑制作用が殆んどみられなかった。 (3)カ

ボチャ葉の付傷部から溢出した水滴を集めて，分生

胞子を発芽させたところその発芽が抑制された。

(4)次にカボチャの根に対する本菌の侵入の有無をみ

たところ， 1 8時間前後で菌糸は根冠部の細胞間隙

から侵入するが，根冠組織より上部への蔓延は阻止

された。この蔓延阻止とそれに伴なう細胞，組織の

変化をクロログルシン，スダン m,セダン黒B等に

よる生化学的染色により解剖，観察をしたところ，

菌糸が根冠の内層から原根冠付近に達すると，頂端

細胞付近，原表皮および原表皮の厚い外層などの細

胞膜がリグニン化し，さらにその後方の細胞膜がス

ベリン化した。これらの防衛反応によって根冠部を

侵かした菌糸はカボチャ根の皮層，中心柱へ侵入す

ることを完全に阻止された。 (5)カボチャの胚軸，葉

柄に付傷接種しても，接種部周辺細胞の防衛反応の

ために，傷痰細胞のみが本菌に侵かされたにすぎな

かった。これらから台木となるカボチャの本病に対

する抵抗性註，カボチャ葉の付傷部位水滴が分生胞

子の発芽を抑制するように，カボチャ自体が本来有

する抗菌性に加えて，侵入した菌糸が細胞膜のリグ

ニン，スベリン化による拡大抵抗により，その蔓延

が阻止され，病原菌との触れ合いによるカボチャの

能動的な抗菌作用を発現した結果と解された。

5. 台木となるカボチャは本病に対して強い抵抗

性を示すが，接木植物の本病回避がいかなる時に有

効で，いかなる時に無効となるか，などを病理解剖

学的に追求したところ， (1)接木植物の穂木キュウリ

の部分に病原菌を接種すると，いずれの場合でも発

病した。 (2)接木の接着部が活着する前または活着後

のいずれの時期においても，穂木キュウリの胚軸あ

るいはその根から本菌が侵入すると，その菌糸は皮

層維管束柔組織および維管束を上方に向かって蔓

延し，それらの組織を崩攘させた。さらに接着部付

近の維管束分岐部分に達した後，そこから再び維管

束組織を上方，横へと拡がり遂には接木植物は萎凋

枯死した。 (3)接木接着部分に接種した場合には，そ

の接木操作と同時接種が最も早く発病し，接着部活

着後の付傷接種がそれに次ぎ，活着後無傷接種した

場合でも 50日目には発病した。病原茜は穂木キュ

ウリの接木のための切断面から直接侵入してその柔

組織，維管束を侵かしながら上方に向って蔓延し，

遂には接木植物を萎凋させた。 (4)これらに反して，

台木カボチャの接木部分より上方あるいは下方の胚

軸および根部に病原菌を接種しても，その接木植物

は全く発病することがなかった。このように抵抗性

のカボチャに罹病性であるキュウリを接木しても，

その抵抗性は穂木にまでは移行せず，接木による本

病回避は穂木キュウリを汚染土壌から引き離す，と

いう距離的な理由に他ならないことが明らかになっ

た。

6. 本病の実際防除については， (1)ビニールハウ

スにおける促成栽培において，カボチャ品種「新士

佐」を台木とした接木キュウリは全く発病がみられ

ず，接木による発病回避が実証された。 (2)クロルピ

クリンはその注入処理の 10日後には，注入点から

水平 15 CIII, 深さ 20 CIIIにまで殺菌範囲がおよび，
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ボリエチレンフィルムの被覆によりそれは水平 20 

C111にまで拡大され，冬期処理でも注入点から水乎

1 5 CIII, 深さ 20 CIIIまでの範囲が完全に殺菌された。

以上のようにキュウリつる割病菌の生理的諸性質

ならびに本病の発生生態が明らかとなったので，本

病の耕種的防除法の基礎となり，対策として実際に

利用されている。また本菌の寄主体侵入の方法，産

生毒素による萎凋発現，台木カボチャの本病に対す

抵抗性の機構などの多くの新しい事実は，今後の土

填病害の研究に貢献するものと思われる。さらに接

木植物の穂木のいかなる部分といえども，病原菌が

侵入すれば発病に至り，結局台木によって穂木を汚

染士壇から隔離するという距離的な理由により，発

病が回避できることが明らかになった。
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