
粘菌の寄生による桑樹の一新病害

遠藤保太郞

今村良鄕

1・緒　　　　言

　桑樹の病原微生物として從來既知のものは，何れもバクテリア及び徽の類に鷹し、

他の微生物例へば粘菌、原轟等の寄生による病審は未だ一も知られて居なかつたので

ある。

　粘歯は粘液菌叉は攣形菌とも呼ばれ、植物界中最下等に位するものであるが、バク

テリア、徽等とは系統上直接の關係無く、却つて最下の動物帥ちアメーバ類と近似の

性質を有する湧多きものである。

　粘菌の中には全然死物寄生をなす部類と、活物寄生を螢んで寄主を加害するものと

がある。而して後者の例としては、かの有名な十字科植物の根瘤病なるものがある。

之は判盤、藝整、蕪瞥等の如き十宇科植物の根に磯生し、鵜多の根瘤を形域し、董葉

の磯育を妨げ、遽に根部より腐燗し來つて、往々牧穫皆無の鰺状を呈する。その病原

については、一八七八年始めて露國の植物學者ヴオロ昌ン氏が同國政府の懸賞に慮じ

て詳細なる研究を途げ粘菌の寄生に因ることを明かにしたのである。

　術粘菌の寄生による植物の病害は、他にも撒種あり、現に余等は上田市附近の某地

に嚢生せる李及びグミの粘菌性根瘤病につき研究中であるが、兎に角粘菌性病害は概

して稀有のもので、徽やバクテリアによる病害の如く普通的に多いものではない。

　今回余等が獲表せんとするものは桑樹の粘菌病に就てであつて、之は今夏東京府農

林技手山本岩三郎及び兵庫縣技師西原操爾氏より邊附された病害標本につき研究せる

結果の大要で、被害の程度或は経濟的關係は兎も角、稀有の一新粘菌病を認めたとこ

ろに興味が存すると信する。

2・粘菌病獲生地及び被害制犬況

　今年五月二十匹旧前記山本氏より東京府伊豆七島中の三宅島に獲生せる桑樹の病害

ieつき報知せられ、同時に被害桑樹の標本を逡附された、左に同氏手記の大要を載せ

る。

（イ）病害灘地一三宅島坪田村の一部で，　F4下の被害は灘本に止る蠣染の｛繭
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あり・此村は有名なる桑樹の生塵地にて、村有榊より年々三萬圓内外の桑材を佛下

げ居る騰放・萬一本艘延の曉には該村として吠繊に瀦するであら6．欝

より三＋年瀧は大島・三宅島、新購｛ぱ可なり盛大なる養黛地であつたが一時萎縮

病（？）類似の病害流行し全島一本の桑樹をも存せざるに至れる維歴あり、或ぱ本病と

同一・ならんかと疑はれて居る。

　三宅島は明治十七年瞭火したるも、坪田村地方は共影響を受けす、土質は相當古き

火山次にで、衷土は可なり深い方である。

（ロ）病歌一病樹の根部を見るに、類根は悉く腐朽し鯛るれば容易に切断す。太

き根の全面には瘍腫様のグリグリ多獲して居る。3ぐ枝條は罹病初期に於て局部的に徒

長し先端の桑は著しく互大となるも、其後次第に萎縮し禍色の斑瓢を生じ、3く葉脈は

下面へ酬する・病條の輔敵は囎せす漸伽鰍柳の如く種し、搬桝
死するに至る。

　llは山本氏よりの報導であるが洪後丁度浦一娚後の六月二＋四日附で癖迂縣聴

西原技師の手紙と桑樹の病害標本とが属V・た。共標本について検査したところ偶然に

も嚢の三宅島のものと全く同様に珍らしい粘菌の寄生によるものなる慕を確めた。

　次に西原技師の記載された病害嚢生地及び桑園管理法、被害歌況等を掲げる。

（イ）病害焚生地一兵圃縣氷蠕解竹田村大字樽弁．製旦地にて桑樹栽有贈は長年田

となり居りし夙面積約一反五畝歩申凡そ六割は被害せsi）。土質は粘質壌土にて排水

可良、寧ろ乾燥する所である。

（ロ）桑の晶種並に樹齢一市畢にて除蘇新植したものである。

（ハ）　肥培法一昨i春基肥を施さすにi栽植し、青刈大豆を闘作して、反當約二百貫の

線肥を得で之を鋤込み、更に昨冬畦間に稻藁を二把ならべ位に埋施した。本春に至り

一反五畝歩に調’し木友二臥及び春獄二齢期中に鯨粕十六貫同を施した。

（二）被害状潜一』 {磯芽後難黒イヒする骸の凍翫被つたが程なく恢復Lfz。

併し他の桑園に比し葉色は稻々黄昧を帯んで居た。之を二齢期中に全部摘探して四十

貫を得たが、枝條伐探株直し後頓に衰躬し、再獲芽を見すして枯死せるもの多きを認

めた。

　以上爾氏の記載を比較するに、病徴の如きは左程一致せる黙を認め難いが實物標本

を橡査し其根に固有の疵瘤有ること及びミクト穿一・一一ム切片を糟査して全く同一の病原

膿を認め得て、何れも粘菌病なることを確知した次第である。

　術三宅島坪田村々長淺沼金一郎氏は余等の依煩に憲じ、新鮮なる病害標本を土嬢と

共に木箱に納めて逡り越されたので、余等の研究上大に｛賂を得た。

　玄玄に山本、西原爾氏の御霊力と共に淺沼氏の御好意を深く感謝する。
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3・病根の肉眼検査

　本病の顯著なる病徴としては、第一に根の所々に涜瘤を生することである。此物は

かの線贔の寄生によりて出來る根瘤と類似し、髪根に在ては結節的に圓く珠数伏に連

るも、速かに組織の壌頽を起し其先端より腐敗を起す。從つて病の租々進みたるもの
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は髪根皆消失し全く吸牧作用を螢み得ない。梢々太き根に在つては其表面に牛球形涜

歌の突起として現はるN事多きも亦圓く瘤欣をなせるものあり。涜瘤の大さは粟粒位

から直径四ミリメートル位に及ぶ。其護生鮎は大概髪根の分岐部であつて、そこから
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病原膿が侵入したことを思はせる。

　爾病根は涜瘤の部分は勿論一般に木栓層の形祓が異常に増進せられ，極端な場合

には根の表面企艘が紫褐色を呈する。

　それから病勢の批進につれて、努賃根の腐敗は太根に移り、組織壌頽のため途には禍

攣せる木質部と鞘欣の栓皮とを残すのみとなる。斯くして全株は枯死して了ふ6

4・根瘤の組織

（イ）實瞼方法　根瘤の組織墨的槍査には、生標本の手刀切断とパラフィン埋藏ミク

ロトーム切断との二方法を用ひた。而して手刀切断法では水若くは沃度沃度加里液に

よつて鏡槍したが水のみでも病原腸を判然識別することが出來た。沃度沃度加里を用

ひると細胞中の澱粉粒が藍黒色になるから、病原膿によつて澱粉の侵蝕された有檬な

どを兇るに好都合である。

　パラフィン切断用には、材料を一％のクローム酸水溶液で國定し、水洗後エオシン

水溶液にて赤色に染め、其後は普通の方法に從つてパラフィン中に埋藏し、ミクロト

P・ムにて切り、切片の染色にはフレミング氏三色染法を施した。此染方によれば病原

艦は黄色を呈し、寄主組織の細胞膜、細胞核等は夫々特殊の色膨を示すため鏡槍に甚

だ便利であるP

（U）病原騰の所在　根瘤の横断面及び縦断面に就て槍するに、病原罷は殆ど常に皮

　　　　　　　　　　　　　　第　　　　三　　　　圖

　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　乙

　　　　　　　　根瘤の横締（三二働　　　根瘤の構面（一七倍）

　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　’＼、　ノ

　・L？’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛’グ　　　　1［　　　　　　　　　　　　　忌

糠響磐『野野ソ　、、臥
　　　　　　　コ　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　1　　　　，ノ　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ、
　　モ　　　　　　　ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドロノ

　　　　　　イ　　　　　同　ピ　一㌔．　’，　モ
　シ、本根の肥大部横断面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簿

　コ、側方に出六る根瘤縦断面　　　　　　　　　　　　　　　　　町ノニ1

；こ灘欝頽に眺一隙　歪：繍轟㈱の所在
　イ、維管束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な蕪占々にて示す）

　モ、オく栓層」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ、異常i：穆践垂ぜるフICオ塗層
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贋部の組織中にのみ存在し、通例内部の中心柱や外園の栓皮の組織中には之を認めな

v㌔

（ハ）　根瘤の肥大生長　病原艦の寄生を受けた根の皮暦組織は極めて急速の細胞分裂

を起す。其原因は病原膿の排泄する一種の物質が組織細胞中に鰺潤し、刺戟作用を起

すためと想像される。而して根瘤の組織肥大は軍に急速の細胞分裂の結果、細胞の激

を増加するためのみではなく、個々の細胞の形が膨大することも勘からす關係して居

る。尚病原膿を含める細胞の膨大せるは勿論であるが、叉それを全く含まざる細胞の

團紹
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’

著しく膨大せるものをも認められる。】互大細胞の一例は第四圃に示す如く六一七個

一群をな・して根瘤の末端に近き所に存庄し、其最大なるものは95×78ミクロンの大さ

あり、周團の普通細胞の数倍に當って居る。
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　根瘤の外部に畿達する木栓層は一般樹皮に於けるそれとは梢々趣を異にし、最外部

は皮膜欣に密着せる細胞暦をなせども、内部は恰も皮目の墳充細胞の如く個々分離し

易き細胞を木栓形成暦から蓮績的に分生して居る。共細胞の新稚なるものは扁準であ

るがi突第に高さを増し長方形となり、細胞llk一は部分的に著しく肥厚し内容全く塞虚と

なり，途に個k遊離するに至る。斯の如く根瘤は病原膿の存在する皮暦部組織の肥大

生長と之を取巻ける木栓組織の異常獲蓮とによりて形成されて居る。而して内部の維

管束を構成する木質部、靱皮部等の組織は別に肥大生長を示さないのである。

（二）細胞核の直接分裂　普通、細胞分裂の行はるS場合には細胞核の闇接分裂を見

　　　　　　　　　　　　　第　　　　五　　　　圖

　　　　　　　　　根瘤の組織中に於ける細胞核の直接分裂

るのであるが、本病の根瘤形成に當つては全く趣を異にし、細胞核の直接分裂を起す

のである。此現象は根瘤の皮暦部組織の旺盛なる細胞分裂を起して居る箇所に於て判

然と認められる。今共分裂順序を辿れば、最初一細胞中に圓き一佃の核を含んで居る



第一貌〕　　　　　　　粘菌の寄班による桑樹の一新病害　　　　　　　　　7

ものが、次第に核の攣形を來す。多くの場合先づ縦に伸びて短楕圓形となり、奥に長

楕圓形となる、而して共中程の斯が緯れ込んで俵形となり、逮に切れて二佃の核とな

る。併し3ζ最初から三方若くは四方に向つて伸び出し、三個或は四佃の核に分離する

こともある．尚第一回の分裂後更に弓1績いて数回の分裂を行C＃，或は不規ll肱分裂を

なして一細胞中に多数の核叉は不規則形の大核を藏することもある。（策五圏）

　それから直接分裂をなしつSある細胞核着くは分裂前後の核は、其内部構造が一般
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の細胞核と異り、全腎豊殆ど同質で著しき穎粒を含むことなく、色素による着色も一一一様
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である。但し周遽部だけは着色が淡い。

　間接分裂の場合ならば、細胞核の分裂に伸ひ必す興中闇に細胞膜が出來て、細胞数

が二倍になるのであるが，此直接分裂に於ては必すしも細胞分裂が直ちに追從すると

限らない。從って一個の細胞中tc　：個以上数個の核を含んで居る期間が長いのである

が、次第に新しい細胞膜が出來で細胞の数を増し逮には矢張り一細胞に∴側宛の核を

含む様になる。

　共際新細胞膜の出來る有様を見るに、最初細胞の中央に於て二個に分裂し允核は次

第に離れて行く、すると其丁度中闇へ膜質が分泌されて、細胞を殆ど左右相稔形に等

　　　　　　第　七　圏　　　分する・（第綱）其鰍姉妹宗胞は外

　　　根瘤組織に於ける細胞衰退の順序　　　形のみならす・核の位｛鉱細胞質の歌態

　　　　最初細胞質の櫛猷回準し後核と　　　　迄凡て同檬である。

　　　　共に激すろ　　　　　　　斯く特殊の分裂法を維て形祓された

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に著しき攣化を起すもの玉如く、着色

の歌態に大差を見るのである。

5・病　　原　　蟄

　病原膿は一種の粘菌であつて、粘液質、不定形で始は根瘤の皮暦粗織中の所々に散

在し、豆の根瘤バクテリア等とは甚だ趣の異つkものである。

　病原艘が最初桑の根に侵入する有様は明かでなV・が、恐らく游楚子の形で地水中を

游．泳して根に達し、聚根の分岐烈iに存する間隙から蜜入し、細胞間隙を通過して組織

申に分布し、然る後細胞膜を質いて細胞内に位置を占め，こNに窃生々活を螢むもの

玉様である。

　細胞中に存する粘菌の若い者は、球形若くは不建形の粘液アメ・・バ（“lyxamoeba）で
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　第　　 入　　 圓

1贈の皮暦音陥職中に於tナる粘菌
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　　　　　　　　　〔第八剛の論明〕

1，幼き粘薗　　　　　　　　　　　　　　4・粘菌な含めろ細胞大形となりしもの

2謂躍育ぜるもの　　　　　5・細包よ・孫鵬へ蔓延す繍噛
3．隣接細胞に蔓延し始めナこるもの　　　　6・細胞膜消失して穂ζ帯朕となれるもの

7・粘菌髄中に大小の空1泡な生じ叉顯普なる備足をfri1ばしナニるもの

　　　　　第　　九　　圃　　　　　其内肉は大小の塞胞と無数の頼粒とを含

　　　根瘤の皮暦細胞中に虚足を挿　　　み、外肉は緻密、透明質で随所虚足（PseudOl）一

　　　入して侵髄逞ふする粘菌　。、li。）を矧1する。而して其幼小な微は之

認｝癖醤　纒難貌際共撫三製
　　　　　　　t：・K蕊，一　一畔｝・ひ次第に辮田胞は膨大する・聯噛は

　　　　1、　臥　　　＿伽欄雑輔したる簾隙欄
　　　　鯛義⑪蕊・の闇の麟し破つて凱鰍離
　　　’墨　　　　　　．　　　　　　　延する　此場ム縦の方向に貫bて管朕の外

　　　　　　　　　　「　　　　　　　槻を呈することが最も多い。それで動もす

　　粥難ll劉壷欝野れ・灘組織申嚇戯管・混同す
　　虎足の先に細菌核なa園して居うも　　る虞もあるが、少しく注意すれば明かに識

　　のが多い　　　　　　　　　　　　別することが出來る。

　粘菌は爾其膿の随所から繊細なる虚足を突出しで細胞膜の孔紋を貫き、周團の細胞

中に侵入し、3く細胞闇隙に溜ふて遽く延長し侵害を逞うする。

　」・“　一一例は第九岡に見るが如く、幾多の虚足は粘菌の本膿から網1伏に搬つて細胞から

細胞へ傳はり、其先端は細胞核を包園しで恰も之を捕虜となせる槻を呈する。

　粘菌が寄主の細胞を侵蝕するに際し、種々の酵素を分泌すべき慕は容易に推察し得

る所であつて、細胞膜、細胞質、核、澱粉等夫々固有の醒素によって溶解されるもの

であらうが、澱粉の場合は最も判然と實験的に｝誰明される。UfJち被害部の生標本を剃

刀にて薄く切り、之に沃度沃度加里液を注いで鏡槍すれば、健企細胞中には藍色の反

感を呈せる幾多の澱粉粒を認め得るに謝し、粘菌に侵されて居る細胞は、粘菌が細胞

聞隙にのみ存する場合でも、澱粉の量が著しく減じて贋る、又被害壌頽せる細胞中に

は勿論少しの澱粉をも見るととが出來ない。EPち粘菌は化糖素を分泌して澱粉を溶解

し、之を共督養物として撮取するものなる事を推知し得るのである。

6・胞茅の形成

十字国植物の根瘤病では、粘菌が寄主の細胞中に在つて充分獲育したる時、共艦質
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が細かに分裂して各一個の核を含み、外團に透明亭滑なる薄膜を帯ぶる胞子を形域す

る。叉李及びグミの根瘤病に於ても、粘菌は寄主の細胞中に於て容易に胞子を形域す

る性質をもつて居る。

　然るに桑の粘菌病では、粘菌は磯育に件ひ著しく共大きさを増せども實質の攣化を

　　　　　　　　　第　　＿・　O　　圖　　　　　　　　　　　　起すこと紗く・た～ご

　　　　　　粘菌膿分裂して小職とkaiるもの　　　老熟するに從ひ開内

な頃向を見るみ

小なる球形のものとなれる場合を見たが、共周圃には何等の被膜無く、虞正の胞子と

見徹し難く、却つて・瀞走子形域の前提と思はるSものであつた。

7・溝走子Eアメーバ

　六月ニナ六日兵庫縣から樋いた桑の粘菌病標本の被害根の一部分を切り取つて清洗

し、ビーカーに盛りたる水道水に投じて由続を覆ひ、霊内に安置したるに、三一四

口団より根の切口に無色牛透「リヨのモヤモヤしたものが現はれた。之を鏡槍し、無激の

球歌細菌と藩干の水徽と、其他に粘菌の游走子と認むべきものの多数盛んに遮動せる

　　　　　　　　第一一圖　　　　襯察した・

　　　　　　　粘菌の游楚子　　　　　該淋走子は大騰卵形或は洋梨歌

　　　　　撰　　　　　　　　　　　　　　　　　　であるが、絶えす・i璽1形を起し、無

　　　　（轍酢燥めアこる標本からmす）　蟄寸側に吸蝋の一．片を當て肱を

吸引させると色素は次第に蹟つて蓮動しつSある溝走子を染める、而して穣毛が明か

に藩色する頃には縦子鉢髄は濃青色となり詮く綱を椥、して死ぬ．（第＿附



f2　　　　　　　　　翻　　糸糸　　墨　　雅　　誌　　　　　　　亡弟ご巻

游走子は墾形し易いものiliic，欺さも不定である力執約八乃ib－：一：ミ夘四’酪～

である。鞭毛数は一本叉は二本で、前進する方向に着V・て居り、共長さは一二乃至二

三ミクロンで、盟長より長い。

　游走子は鞭毛を振動しつS水中を遊泳し、細菌などを揖取して食物としてゐるもの

　　　第　　　Pt　　ご　　　圖

粘液アメーバ及びマイクロシスト

　　　⑧　　㊥

で、余等の實験に在ては

最初から二週闇を経たる

七月十日に於ても爾水中

に游走子の活濃に蓮動せ

3　　　　　　　　　　　　　　るを見た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ること極めて紗く、大部

　　　　　　　　窃　㊥鵜　　雛霧二諜塩

　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して游圭子から粘液アメ

　　　葬鶴　　’　　欝欝欝

Y2㊥・　　　　鰯　纏離雛欝
　　　　　　　　　　　　㌔鰯欝。雛猫姦

　　　　　　　　　7篇臨亀　雛欝1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して徐々に移動すると共
　　1．游走子の鞭毛を失つアこもの　　5・長碁虚足な仲ばしれもの

　　2．分裂中のもの　　　　　　6・充分登育けこる粘液アメーバに紬菌其他の食物を捕獲

1：灘楚灘議の1瓢翻あス下㈱）して髄養va　gleす・ゆ

で、i其膿内にはnd個乃至数41占1の室胞を有し共内部に細菌を含めることを認め得る。粘

液アメーバの充分稜育したものは直径二五ミクロンの大さにも遼する。
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　而して其の老熟したるものは虚足を出すととを止め、牧縮して其實質濃厚となり、

周圃に褐色の厚き被膜を分泌し所謂マイクロシストIM　i　crocyst）に化して休眠する，，

其形不規則の塊歌にて七一…八ミクnン許りあり、被膜の表面は微粒朕の凹凸を示

して居る。

8・病原菌所鵬及び命名

　本菌は既記の諸性ヂ伏に照し、粘菌1攣形菌）類（Myxomycet’es）に麗し、文活物寄生を

なす顯」：がりiかたプラスモヂオフオラ目（Plas颯odiOplloraleslに入i）、胞子の形域不明

なれど、1 ､性状十宇科植吻の根瘤病菌（Plasmodiophora　brasslcae　Wor．）と類似ぜる顯

多き故、プラスモヂオフオラ鷹（Plasmodiophora）のものと見緻すが至當であらう。

　此プラスモヂfiフォラ騰に薦する既知の種は十字科植物の根瘤病菌以外僅に数種有

るに過ぎなV・。

　P．humili　I＜irk．はニウジーランド島に於けるホップの指趾病（Club　root）の病原菌

であり、P．　Alni（Wor．）MδU．はハンノキ麗植物に一一種の根瘤病を起し？．　Elaeagni

Schr｛it．はグミの根に寄生して小根瘤を形成する。其他？．　vitis；耳californica　；P．

orchidis；P．　tomato等の種類が記載されて居るが、之等は疑問のもので再槍を要するも

のである。

　斯の如く從來既知のプラスモヂオフオラ鵬の昏種は一一として桑に寄生するものなく

共性歌も今回余等が研究したる粘菌と一一一lfkするものなきを以て、余等は桑の粘菌病々

原菌を一i新樋と認め、次の如く命名する。

　　？Iasmodiphora　mOI・i　Yendo

　侮病名を粘菌病と名づけたのは、細菌病と呼ぶが如く病原から來たものである。病

徴から去へば根瘤病或は根痩病と呼ぶべきであるが、線錨の寄生による根瘤病と混同

し易V・から遜くるがよいと思ふ。

9・粘菌病豫防策

　十字研植物の根瘤病は動物聲f肥料を多量に施したる畑に於て特に嚢生多しと認めら

れて居る。3ζ余等が楡したる李及びグミに獲生せる粘菌病は難木の枝葉を厚く堆積せ

し場所の直下及び其附近に分布せる根にのみ見られた。從つて此場合は枝葉の腐敗に　　　tt

よつて生する腐植酸が粘菌繁殖の誘因をなすものと推察するこことが出來る。

　三宅島及び兵庫縣に於て粘菌病の獲生したる土地に就いて山本氏及び西原氏の報導

された所は既に記した如くであるが、余等は更に該爾地の土壌の逡附を乞ひ、之につ

いてPHの測定を試みた。共結果は次の如くである。



14　　　　　　　　　　　　獄　　　 練　　　 學　　　離　　　 誌　　　　　　　　　　〔第二二巻

　　　　　　　　　　　　土壌のPH　　　　　供用水のPH

　　三宅島　　　5。4　　　7・〇
　　二r毒向　ノ司董　　票系　　　　　　　　　　　　5・2　　　　　　　　　　　　　　7・3

　〔備考〕實験方法は瓜乾土四〇践なとり、之1こ鞭化加里規定液一〇〇蝿な加へ、時々撹郭しつs

　一書夜奄経て濾過し、水素イナン濃度比色測定法にょリ櫨す。

上の威績によれば、何れも可なりの酸性である。從つて生石次の如きア＞vヵリ性物

質を施して酸の中和をはかる寓は粘菌病豫防の効果あるものと推定される。

　爾他の防除法としては、二硫化淡素、クU一ルピクリン等を用ひ土壌を油潔するこ

と、被審の根株は霊く集めて焼き棄てること。土塊の排水法を講するとと、罹病の虞

無き作物と輪作すること等を墨げ得る。

　それか、ら粘菌病は白紋朋、紫紋羽、根朽病の如く根から傳染し、矢張り苗木により

て傳播する虞れ有るものであるから、保菌桑苗の淘憲、譲渡の禁止を行ふ必要がある。

10・要　　　　約

L本篇は三宅勘及び兵廊縣に獲生したる粘菌の寄生による桑樹の一i新病害について

記蓮せるものである。

2・病徴としては根の所々に小涜瘤を生じ、次で細根より腐朽を起し、i塗に全根株の

枯死を招く。

3・病原菌は一種の粘菌で、從來全く記載無きもの故新種と認め　Plasmocliophora

mori　Yendoと命名した。

4．此粘菌の螢養艘は主として根瘤の皮暦組織中に散在寄生し細胞膜を溶解し、3ζ五燈

足を紳ばして寄主の紬胞を侵害する。

5・胞子の形成を見ないが、粘液アメー・バを槻察し得た。

　6．根瘤の肥大生長に當り、細胞核の直接分裂の起ることを明かにした。叉其肥大生

長に於ては軍に細胞の数を迅速に塘すのみならす、細胞の大さを増し屡主亘大細胞の

形成を見る。

7・粘菌病の豫防策としては、土壌の反慮及び排水に注意し、3〈病害濃生地の土壌湘

襟、被害桑株の始末、輪作法、苗木の楡査等が必要であらう。（昭和四年九月三十日受珊

　　　　　　　　　　　R6sum6

A new Disease of the Mulberry-tree caused by a Slime Mold.

　　Ili亡he　Iast　summert　I　recei＞ed　some　diseased　speeilnens　of　the　mulberry－tree

from七he　Miyake　island　and　the　Hybgo　prefectしlre，　Their　1’oots　bear　several　tuberc・

1es　like　as　thc）se　c）f　nematodes，1〕ut　their　characters　are　somewhat　differell　t　and　dec一
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ay　very　quickly・

　　　　The　eausal　parasi亡e　is　IL　kind・f　slime　mold　which　has・1ever　1〕eell　deseribed、

hf・he　1）・’・・e・t脚・・lh・v・me・亡i・n・d・・i　t　lat　mi・・…g・nism・、・an・w　sP・・ies・f

myx（》lnyeetes　i）anied　Plasniodiopl］ora　rnor三Yelldo．

　　　　Ihavo，　m。re。ve・㍉ascertained　t1ユat　a　dir・）et－nuclear　d1vis三。ll　occurs　in　the　lhし11哺

亡il）lyiユ｝9　 ｛：iSSし1eS　Of　tl〕e　roo亡岡tulっerCIC・


