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モクマオウの立枯病について
モクマオ ウ科に属す る 2,3種のモクマオ ウの

象 (
要素欠乏症)等を観察 しているが ,これ らは

病害について ,これ までに帯化病 (
非伝染性),
根

いずれ も生長に決定的な危害を与えるものではな

こぶ線虫病 ,材質腐朽病 (スエ ヒロタケ),
変色現

く,又あ りふれた病害でもない｡ しか し播種後間
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屯なくから目につく種苗の立枯病は，恐ろしい病

火焔滅菌した白金線でとり新しい試験管培地に移

気が少ないモクマオウの疾病の中でまず筆頭にあ

植した。

げられる重要病害である。以下，南部営林署中城

分離された菌種

苗畑の播種床（67年10月播付、１２月初診断，菌分

約20木の被害苗からリゾクトニア菌（不完全

離）でふられたトクサバの立枯病の病徴，菌種，

菌，分離比８），ピチウム菌(藻菌，１）が分離さ

防除法等について筆を進める。

れた。又，ペスタロチア菌（不完全菌，１）も分

菌分離の要領

離されたが，これは完全に枯死した患部から分離
された２次的な菌で立枯病をおこす菌ではない。

罹病種子（種子が発芽前あるいは発芽直後，い

分離後約50日経過後の扁平培地内のコロニーの

ずれも地中で病原菌の侵入をうけて枯死腐敗する

肉眼的特徴からリゾクトニア菌には２系統が承ら

……地中腐敗型）または罹病苗の患部に自然状態

れた。すなわちその一つは，コロニーの色は紫褐

か湿室処理（湿気の十分にあるシャーレ又はポリ

色，綿状，輪環状の生育をする。分離源から淡紫

エチレンの中に入れて１～３日位たってから調べ

褐色の菌糸が伸びる（写真Ｉ型）。他の－系統は

る方法）の結果，カビが承られる場合'慣れた人な

コロニーの生長は極めて不良で白色，綿状やや輪

ら直接検鏡して菌種の同定もできるが，ここでは

環状に生育し分離源附近に濃褐色の菌核（菌糸の

最も無難な菌の分離の仕方と実施経過についての

固まり）を形成する（写真Ⅱ型）。

くる。

ピチウム菌は一系統で線状，淡黄色，輪環状の

２c"前後伸長したモクマオウの苗床を注意して

生育はしない（写真参照）。検鏡するとリゾクト

糸ろと，健全な稚苗に混じって地際に近い茎の部

ニア菌の菌糸は，淡黄褐色でやや太く，菌糸の側

分がくびれて糸の様に細くなって立枯(倒伏型)し

枝は直角に近く分岐する場合が多い。細胞内に空

たり逆に地際部は比較的健全でも苗の先端が枯れ

胞が承られることもある。ピチウム菌の菌糸は無
色，一般に隔膜（菌糸にふられる横のくぎり）が
なく又，核がふられる場合が多い。なお，リゾク

たり（首腐型）又，両型の症状を現わす罹病苗が
承られる。これらを集め健全部と患部の境界を中
心に約５”前後をIよさ承で切取り分離源（分離

トニア菌は無胞子菌であり，ピチウム菌は三日月

材料）とする。無菌室または無菌箱（無菌状態に

形，両端純円の分生胞子が承られる。

できる室とか箱）あるいは空気の流動の少ない普

防除法

通の室内に材料を持込む。0.1％昇天水を含ませ
たガーゼーで手指を充分消毒する。ピンセットを

立枯病は土壌酸度が中性かアルカリ性で埴質の

火焔（ガスパーナー，アルコールランプ，ローソ

固結し易い士壌に発生し易い。従って沖縄本島南
部では土壌自体の性質から本病の発生は宿命的な

ク等）で滅菌し冷えてから材料をとり８０％アルコ
ールに数秒間漬け，つぎに0.1％昇示水に浸す。

ものといえる。又，士壌の酸度を高めたい士壌
消毒，種子消毒をしても環境次第で本病は発生す

浸潤時間は重要であるが今回は20秒から60秒迄，

10秒間隔で打切った。ピンセットを再度，火焔滅

るが，今回分離された２菌種を中心に，これまで

菌し冷えてから材料を取出し滅菌水（高圧滅菌釜

に判明している各種の立枯病対策の中から沖縄の

でつくる)で十分洗う。これを予め滅菌(乾熱滅菌

林業苗畑で実行可能な若干の手段にふれてふる。

器利用）したシャーレ内にとかしたジャガイモ寒

１．リゾクトニア菌，ピチウム菌は共に過湿な

天培養基（ジャガイモ２０Ｍ，ブドウ糖2Ｍ，蒸

土壌に棲息密度が大きいことから排水に努め且

溜水１９）を入れて固まらした，所謂扁平培地上

つ，除草，間引を励行し通風をよくする（但し過

に置く。シャーレを倒置し室内に静置（25°Ｃ前

乾になると他の立枯病菌の被害をうけ易い）。

後の定温器に入れることが多い）した所，２～７

２．菌は表土近くに分布しているので厚播や覆

日で材料の周囲から菌糸が繁殖してきたのでコロ

土が厚すぎると環境衛生上よくない。

ニー（菌のかたまり）の周辺の最先端の一部分を

３．燐酸が欠乏し窒素が多いと立枯病だけでな

〈８〉

<他の病害の誘因にもなるので施肥（配合，完熟
堆肥の導入，中城苗畑類以の士壌では酸性肥料の
施与）に注意する。

４．土壌微生物であるから連作すると菌の密度

を高めるので輪作をする。輪作にはマメ科作物は
立枯病菌に侵され易く且つ，窒素不足のときなら

ともかく，過剰ぎゑの土壌では更に危険であるか
ら避ける（緑肥を敷込んだ所には播付をしない)。
苗畑周辺にマメ科作物が栽培されている場面をよ
く糸かけるがこれらの理由から一考を要する。

５．硫酸を使用する。すなわち土壌伝染性の病

殆ど発芽したが，倒伏型，首腐型の立枯病の破害
をうけ，罹病苗の多数が腐敗消失したため，苗床地
が裸出した状態（矢印）。中城苗畑で写す。

害であることから土壌の殺菌と酸性化の目的で苗
床１㎡当り，濃硫酸20～40ccの水に薄めて播種，
覆士直後に撒布する（酸性土壌では避ける）。
６．種子を消毒する。種子には色々な菌が附着
しており，附着した立枯病菌が土壌に持込まれる

と地中腐敗型，倒伏型の被害が容易に起る（中城

苗畑主任向井氏の話によると，モクマオウは春播
は秋播（取播）より立枯病の被害が多いとの事だ
が，種子微生物的な一面からみるとその可能性は
ある)｡従って有機水銀剤水溶液，例えばウスプル

リゾクトニア菌（ｌ型）

ンでは700倍液に３～４時間浸して取出し互いに

附着しない程度に蔭干にしてから播く。最近，チ
ウラム剤（チウラミン，チウラム等）を種子に塗

抹(種子重量の1.5％）すると発芽を害することな

＿少Ｂｒ
Ｌﾛ｡

く種子消毒の効果が著しいことが判明している。
貯蔵種子を播種する際，残効性の関係からこの粉

剤の塗抹は効果的と思われる。

７．土壌殺菌を実施する。最近開発された惨透
力の強いシミルトン(有機水銀剤)は有望と思われ
る。土壌を鉄板上で焼く焼土法は大規模な苗畑で

リゾクトーア菌Ⅲ型）

は不可能と考えられる。木酢液（製炭の副産物）

は効果が大きいが現段階では経済的に無理があ
る。今回の様にリゾクトニア菌の分離頻度が高

い，すなわち過湿勝な士壌では，発芽初期にウス
プノレンの800倍水溶液を苗床地が充分にぬれるほ

ど撒布すると効果がある。
８．天敵微生物（トリコデノレマ菌）の利用

身lil鑿鑿i議鑿皇嚇

トリコデルマ菌は最も普通な土壌中のカビで，
肉眼的にはモチやミカンに生ずるアオカビに以て

いるが分類学的には異なり子ノウ菌（ヒポクレア

属）であり，湿ったマツ丸太や挽板に発生してお

ピチウム菌

〈９〉

り,又 マックイムシに侵 された樹皮 の部分には青
変菌 と共に普通に棲息 してい る｡ この外 ,シイタ
ケやサル ノコシカケ類あるいは腐朽 している広葉
樹 (材)に も屡々見受 られ る｡本菌は アメ リカの
ヴェイ ン ドリング氏 (
1
9
3
2)が ミカンの立枯病菌
リゾク トニアに対 して強力な抵抗現象を起す こと
を発表 して以来 ,注 目されているもので ,ピチ ウ
ム菌その他の土壌病原菌 に対 して も効果が認め ら
れ ,現在では主に タバ コ ,コンニ ャク栽培時に発
生す る白絹病菌の天敵微生物 として トリコデルマ
菌 の胞子が 製薬会社か ら 発売 されてい る 程 であ
る｡ 色 々な基物に発生す る本菌を多量に培養 して
菌体や胞子を米糠や鋸屑に混ぜ ,更に土壌 とよ く
混ぜて苗床に散布す る｡耕す ことに よ り本菌を均
等に土壌中にゆ きわた らせ ,立枯病菌を制圧 しよ
うとす るものである｡ つ ま り菌を菌に対 して用い
る一種の生物的防除法である｡因みに本菌は シイ
タケ菌 (あ るいは相木)の害菌であ るが木材腐朽
菌に対 して もかな りの発育阻止効果が認め られ て
お り,本菌 を木材腐朽防止に役立て よ うとの研究
も各国で進 め られている現況である｡

あ

わ

り に

モクマオ ウの立枯病には前記 ,3型 の他に根腐
型 (苗が或程度大 き くな り,木化 の度 を加 えて硬
くな ってか ら根が病原菌に侵か され立枯れ る型)
もあるが ここではふれなか った｡
リゾク トニア菌 ,ピチ ウム菌等の様 な土壌病原
菌 は試験管内で無菌的に養成 された寄主植物 に対
しては著 しい被害 を与 えるが普通の土壌 (
無殺菌
土壌)では ,それ程甚だ しい被害を うけない｡そ
の理 由は土壌中には ,これ ら立枯病菌 を侵かす他
の微生物(
据抗微生物)が多数存在 し ,病原菌を分
解す る酵素を出すかあるいは発育阻止の分泌物 を
出す (
抗菌性物質)ためであ る｡つ ま り土壌処理
区が無処理区 よ りも成積が不 良な場合 もあるとい
うことであ る｡
土壌伝染病は虫媒 ウイルス病 と共に被害の大 き
さと防除の困難 さか ら世界的な傾向 として クロー
ズア ップされてきている｡立枯病防除試験を実施
す る場合 ,事前に十分検討 し又 ,その結果の取扱
いについては 険重 でなければ普遍的な対策は樹立
されない と考え られ る｡

(大宜見朝栄)
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