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Synopsis

　In order to clarify pathogenic factor of Myrothecium roridum, a pathogen of Myrothecium leaf spot of mulberry 
leaf disease and to control of the disease, pathogenicity and ecology of M. roridum with them of M. verrucaria 
which is another pathogen of the disease were examined.
　The infection rates of conidia of M. roridum and M. verrucaria were low, but the infection rates increased 
when the filtrate from their culture caused necroses on mulberry leaves was dropped at the inoculation. They 
secreted toxic substances (toxins) in culture of the fungi.
　Myrothecium roridum with weak pathogenicity secreted less toxins than strains with normal pathogenicity, and 
the toxins spread ahead of growing hyphae from infection site to healthy part on mulberry leaves.
　Myrotoxin B belonging trichothecenes was detected as the toxin in lesion of the disease. Conidia of M. roridum 
had high infection rate when myrotoxin B was added at infection, and fungi avirulent to mulberry leaves 
infected the leaves when myrotoxin B was supplied with conidia of the fungi. The size of the necrosis caused 
by the toxin on mulberry cultivar leaves was proportional to the size of the lesions formed by M. roridum on the 
leaves, and the productivity of the toxin by M. roridum was likewise proportional to the virulence of the fungus.
　Myrothecium verrucaria also secreted trichothecenes, verrucarin A, roridin A and unidentified toxin (toxin A) in 
lesion inoculated with M. verrucaria.
　By examinations of infection of M. roridum to mulberry leaves from soil and isolation of M. roridum and 
M. verrucaria from soil using a selective medium for M. roridum, it was found that the disease occurred when the 
density of M. roridum exceeded 1,000 cfu/g in the soil, and mulberry residues in the soil, and dense planting of 
mulberry trees may promote infection in the management of mulberry fields. In soil of mulberry field where the 
disease occurred, only M. roridum secreting myrotoxin B on potato sucrose agar medium (PSA) and M. verrucaria 
secreting verrucarins A and J, roridin A and toxin A on PSA survived at high density.

（2004 年 10 月 29 日受理）

独立行政法人　農業生物資源研究所　昆虫適応遺伝研究グループ　昆虫病理研究チーム
305-8634　茨城県つくば市大わし 1-2
E-mail: mritsuko@affrc.go.jp



2

農業生物資源研究所研究資料 第４号（2005） 

3

村上理都子：クワ暗斑病菌の感染機構および生理生態 

Synopsis…………………………………………………1

Ⅰ　緒　言………………………………………………３
　略語と共通機器 ,  実験条件 ,  定義…………………８

Ⅱ　クワ暗斑病菌（Myrothecium roridum）の病原
　性と毒素産生…………………………………………９
　１　分生子の発芽と感染……………………………９
　２　クワ品種の感受性比較…………………………11
　３　病原因子の探索…………………………………12
　４　毒素産生能と病原力……………………………15
　５　病斑拡大部における毒素と菌糸の健全部へ
　　の伸展………………………………………………17
　６　毒素によるクワ葉細胞の経時的形態変化……19
　７　植物に及ぼす毒素の影響………………………21
　８　考　察……………………………………………24

Ⅲ　毒素単離と化学構造………………………………26
　１　毒素検出法の確立………………………………26
　２　毒素産生至適条件の検討………………………30
　３　毒素の単離と構造決定…………………………31
　４　クワ葉に対する毒性……………………………40
　５　考　察……………………………………………40

Ⅳ　クワ葉への感染と病徴発現時における毒素の

　役割……………………………………………………43
　１　病徴およびミロトキシンＢによるクワ葉の
　　壊死…………………………………………………43
　２　感染に及ぼす毒素の影響………………………44
　３　病斑部における毒素の機能……………………44
　４　感染時における毒素の機能……………………48
　５　毒素およびクワ暗斑病菌に対する各クワ品
　　種の反応……………………………………………48

　６　病原力の異なる菌株の毒素産生能……………49
　７　サプレッサーとしてのミロトキシンＢの機能
　　　……………………………………………………50
　８　考　察……………………………………………52

Ⅴ　圃場における生態…………………………………53
　１　選択培地…………………………………………53
　２　選択培地の平板効率……………………………57
　３　発生土壌における菌密度の周年変動…………58
　４　土壌からクワ葉への感染………………………59
　５　土壌における生存………………………………61
　６　産生毒素の種類による菌のグループ分けと
　　分布…………………………………………………62
　７　考　察……………………………………………64

Ⅵ　Myrothecium verrucaria との比較………………66
　１　M. verrucariaの分離 , 同定 , 培養性状 , 病原性
　　　……………………………………………………67
　２　M. verrucariaの産生毒素とその役割…………71
　３　M. verrucaria産生毒素の種類による菌のグ
　　ループ分けと分布…………………………………76
　４　考　察……………………………………………78

Ⅶ　総合考察……………………………………………80

謝　　辞…………………………………………………82

摘　　要…………………………………………………82

引用文献…………………………………………………84

Summary………………………………………………90

目　　次



2

農業生物資源研究所研究資料 第４号（2005） 

3

村上理都子：クワ暗斑病菌の感染機構および生理生態 

１．緒　言

　日本において養蚕が始まったのは, 紀元前300年～
西暦300年の間と考えられている. やがて, その産物で
ある絹は税や交易品として用いられるようになり, 江
戸時代中期になると商品としての価値を高め, 経済の
発展と共に産業として発展するようになる. 明治時代
に入ると, 絹は外貨獲得のための重要な輸出品となり, 
養蚕業は日本における重要な産業としてさらに発達し
た. 養蚕業の発展とともにカイコの餌であるクワも全
国各地で栽培されるようになり, 栽培面積や単位面積
あたりの収穫量も増大した. しかし, 第二次世界大戦
による絹の輸出停止, ナイロンの発明による絹需要の
減少, 中国やブラジルなどの海外からの廉価な絹の輸
入によって, 日本の養蚕業は衰退した. それに伴いク
ワの栽培面積も, 最盛期であった昭和５年の71万haか
ら平成12年には１万haに減少し, 同時に, 養蚕農家の
高齢化や労働力不足が問題化している（村上 1992）.
　これらの状況を打開するため, 条桑収穫技術の機
械化や多回育養蚕用のローリング収穫法, 密植栽培
といった新技術が開発され, 農家へ導入されるように
なった（南澤 1984）. しかし, これらの新技術は新し
い病害を増加させる結果をもたらした. すなわち, 従
来からしられていたファイトプラズマによる萎縮病, 

Helicobasidium mompa Tanakaによる紫紋羽病, Diaporthe 

nomurai Haraによる胴枯病などの被害に加え, クワ炭疽
病やクワ暗斑病などの新病害の発生が目立つように
なってきた（白田 1996）. これらの病害は, 特に荒廃
桑園で発生が多い.
　本研究で取扱うクワ暗斑病（Fig. I-1）は, 1980年の
鹿児島県における根刈仕立ての夏切桑園で栽培中の品
種‘一ノ瀬’において初めて発見され, 1991年には同
県の蚕業試験場で栽培されていた同品種に激発がみら
れたものである（高橋・瀬川 1995）. 1992年には同試
験場の密植夏切桑園で栽培中のF1系統や品種‘みつ
みなみ’を含む10品種・系統に, 1993年には同県下の
数ヶ所の桑園にも発生が認められるなど被害は拡大し
ている（瀬川ら 1993, 高橋ら 1993, 1994）. 本病に罹
病したクワ樹では, 葉脈に沿った壊死を伴う暗褐色の
同心円状病斑や, 葉脈に囲まれた角張った褐色の病斑
が下葉に認められる. また, 本病の発生は初夏に認め
られ, 落葉期まで継続する. 罹病葉を摂食したカイコ
は成長が著しく劣り, 場合によっては死に至ることも
あるため, 極めて問題が大きい（矢澤ら 2000）.
　病原菌はMyrothecium roridum Todeと同定され（高橋
ら 1993, 1994）, その病原性に関する研究は, 当初, 瀬
川らと高橋らによって行われた（瀬川ら 1993, 高橋ら 
1994）. その結果, 病斑部と分生子の混合物をクワ６

Fig. I-1  Disease symptoms of Myrothecium leaf spot of mulberry caused by Myrothecium roridum.
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品種に散布すると, 形成した病斑部の面積に品種間差
異がみられること, クワ樹における葉の位置によって
発生程度に差があることが示された（瀬川ら 1993）. 
また, 分生子を培養濾液と共に散布すると, 45科96属
133種のポット植えの幼苗植物に病原性を示すことが
報告され, 注目された（高橋ら 1994）.
　本菌は不完全糸状菌綱ツベルクラリア菌科に属し, 
テレオモルフ（有性世代）は確認されていない. 培地
上では, 白色～薄いピンク色, 羊毛状の菌叢を形成す
る. 菌叢周辺部に房状のmarginal hyphaeを伴う暗緑色
～黒色の分生子塊を生じる. 分生子は束状に密生した
長円筒形の分生子形成菌糸先端から１個ずつ形成され
る. 分生子は単胞, 長楕円形, 淡緑色, 大きさ5.0-7.0μm 
×1.5-2.0μmである（Fig. I-2）（Preston 1943, 高橋ら 
1994, Tulloch 1972）.
　

  日本においては, 本菌による病害としてニチニチソ
ウ褐斑病が報告されているのみである（高野 1992）. 
しかし, 海外ではMyrothecium属菌による病害が数多く
報告されており, 多犯性の植物病原菌としてしられて
いる（Arya 1956, Barnett and Hunter 1987, Chase 1983, 
Littrell 1965, Mclean and Sleeth 1961, Preston 1936, 
Wensley 1956）. また, M. roridumの感染性に関する研
究もいくつか報告されており, グロキシニア上におけ

る湿度の影響, クローバー上における温度の影響, 雑
草の１種Parthenium hysterohorus上における接種分生子
密度の影響などが調べられている（Cunfer et al. 1969, 
Littrell 1965, Pandy et al. 1992）. さらに, ダリアやキン
レンカにおける種子伝搬に関する研究, セルラーゼ産
生や毒素産生の病原性発現への関与を示唆した研究も
ある（Bean and Jarvis 1987, Bean et al. 1987, Fernando 
et al. 1986, Kuti et al. 1985, 1989a, 1989b Kuti and Ng 
1987 ）. にもかかわらず, M. roridumの感染機構はま
だあきらかにされていない. また, 生態に関する研究
もほとんどなく, わずかに土壌での生存期間を調べた
研究があるのみである（Gees and Coffey 1989, Munjal 
1960）.
　本菌の防除法についてみると, 防除用農薬として, 
銅剤やベノミルと亜鉛マンネブの複合剤, キャプタン, 
ポリカーバメート剤などが有効とされている（Carter 
1980, Schieber and Zentmyer 1968, Singh 1980）. しか
し, これらの薬剤はいずれもカイコに毒性があるため, 
使用することはできない（浜ら 1994）. したがって, 
殺菌剤によらない本病害の防除方法を確立することが
緊急の課題となっている.
　一方, M. roridumはトリコテセン類化合物（以下,
トリコテセン類と称す）に属する毒素を産生す
ることでしられている（Ueno 1980）. トリコテ
セン類はMyrothecium属菌ばかりでなく, Fusarium, 
Cladosporium, Trichothecium, Trichoderma, Cephalosporium, 
Verticimonosporium, Stachybotrys属類の糸状菌においても
産生されることが判っている. 特に, 1942～1947年に
シベリアで発生したヒトの出血性症候群Alimentary 
Toxic Aleukia（ATA）の原因物質としてT-2トキシン
があきらかにされて以来, 大きく取り上げられるよう
になった. ちなみに, ATAはFusarium sporotrichioidesや
F. poae, Cladosporium epihylum着生穀類２kgの摂取で発症
し, ６kgで致死に至ったと云われている. なお, T-2ト
キシンのLD50は5.2mg/kg（マウス経口）である. また, 
1930年代にアメリカ合衆国のコーンベルト地帯にお
いて多くの家畜が死亡したMoldy Corn Diseaseや, 1900
年代初頭日本において多くの家畜に被害を及ぼした
赤カビ病も, Fusarium属菌やStachybotrys atraが貯蔵トウ
モロコシ上で産生したデオキシニバレノール（DON : 

Fig. I-2  Myrothecium roridum.  
A; phialides.  
B; conidia.
C; marginal hyphae. （By Tulloch, 1972）
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Deoxynivalenol）やニバレノール, ゼアラネノン, サト
ラトキシンＨなどのトリコテセン類が原因であること
があきらかにされている（Ueno 1980）.
　このトリコテセン類は12,13-epoxytrichothecec-9-ene
とよばれる基本骨格に複数のアルコール基やエステ
ル基を有するセスキテルペン（Fig. I-3）であり, 熱や
酸に対して安定, 多種の生物に毒性を示す. その作用
点はタンパク質合成阻害にあるとされているが, 基本
骨格に結合する側鎖によって毒性は異なり（Cundliffe 
and Davies 1977, Ueno et al. 1968, Ueno 1980）, 自然界
に存在するものだけでも172種類しられている（Grove 
1988, 1993）.
　植物病原菌に関する研究は, Table I-1に示す経過
で行われ, その始まりは, アメリカ合衆国において
発生したF. roseum（F. culmorum, F. graminearum, 
F. sporotrichioides, Gibberella zeae）によるトウモロコシの
病害（Fusarium head blight disease）においてであっ
た. 本菌に感染した生育中のコムギやトウモロコシか
らも, ゼアラレノン, T-2トキシン, DONが検出されて
いる（Caldwell and Tuite 1970, Miller et al. 1983, Scott 
et al. 1984, Ueno 1980）. このようなことから, Fusarium

属菌産生トリコテセン類の病原性発現への関連が議論
されてきた（Kommedahl and Windels 1981）.
　植物病原菌の病原因子には感染因子（Pathogenicity 
factors）と病徴発現因子（Virulence factors）の２
因子があると考えられており, 前者は病原菌が宿
主に感染する際に機能する因子, 後者は病原菌が
病斑を形成する際に機能する因子とされている
（Dickinson and Lucas 1982, Scheffer 1983, Yoder 
1980）. たとえば, F. roseumによってコムギやライム
ギ, ライコムギ植物体内に産生されるDONの濃度

Table I-1  Studies of relationship between trichothecenes and pathogens of plants.

Fig. I-3  Structures of trichothecenes. 
R depends on chemical species.
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こす第一義的な因子と位置づけられている. 一方, 宿
主非特異的毒素は多くの植物に対して毒性を示すこ
とが多い. 宿主非特異的毒素は病徴発現因子に含まれ, 
病原性発現の第二義的な因子とされている （Scheffer 
1983, Yoder 1980）. 主な宿主特異的毒素と宿主非特異
的毒素として, Table I-2に示す毒素がしられている.
　また, M. roridumが産生するトリコテセン類と病原性
発現の関係について調べた既往の研究は, Table I-3に
示すとおりである. 赤クローバーにおいて, 本菌産生
トリコテセン類が病原性発現に関与すると初めて示
唆された（Cunfer et al. 1969）. また, トマトの病原菌
ATCC60379菌株における研究では, 本菌株が産生する
トリコテセン類ミロトキシンAとミロトキシンB、ミ
ロトキシンC、ミロトキシンDが病原性発現に関与す
ると示唆されている（Bean and Jarvis 1987）. マスク
メロンの病原菌ATCC52485菌株における研究では, ト
リコテセン類の一種であるロリジン類がM. roridumの
病原毒素であると示唆している（Kuti et al. 1985）. さ
らに, ロリジン類毒素の一つであるロリジンEのマス
クメロンへの毒性には品種間差異があることが示さ
れた（Kuti et al. 1989a, Mackay et al. 1994）. また, ロ
リジンEを感染因子である宿主特異的毒素とする報告
もある（Kuti and Ng 1987）. 一方, ロリジンEを感染
因子ではなく, 病徴発現因子とする研究もある（Bean 
et al. 1987）. しかし, いずれにしても, ロリジンEは
ATCC52485菌株接種マスクメロンから検出されてい
ない（Kuti and Ng 1987）.
　これらの例が示すように, これまでの研究では, 
M. roridumが産生するトリコテセン類を病斑部から検
出して同定に至った例はなく, トリコテセン類が本菌
の病原毒素であることは証明されていない. また, 病原
性発現における機能も解明されていない. これらのこと
から, クワ暗斑病菌の病原性発現と本菌が産生するトリ
コテセン類との関係を調べることは, 本病やトリコテセ
ン類産生菌による病害の感染機構の解明につながる.
　さらに, クワ暗斑病は日本で現在も発生しているの
みでなく, 養蚕が盛んなインドにおいても発生が報告
されている（Pandey and Singh 1989）. また, 海外では
Myrothecium属菌が多犯性菌としてしられていることか
ら, 今後, 日本でも栽培方法の変化などに伴って他の

は, F. roseum抵抗性品種よりも感受性品種で高いこと, 
F. roseum抵抗性コムギ品種が有するDON分解能は感
受性品種より高いことから, DONはF. roseumの病徴発
現因子であるとされている（Miller et al. 1985, Miller 
and Arnison 1986）. 一方, DON非産生F. roseum株の
中にも病原性を有する菌株があることから, DONは
病徴発現因子ではないとする研究もある（Adams 
and Hart 1989）. しかし, その後の研究において, 
F. roseumによってDONが産生されたコムギは生育が悪
いこと, DON非産生株の病原性は産生株より低いこと
から（Harris et al. 1999, Proctor et al. 1995, Snijders and 
Perkowski 1990）, 現在では, DONを本菌の病徴発現因
子とする説が優勢である. また, T-2トキシンとゼアラ
レノンについても, 両毒素の非産生株の病原性は産生
株よりも低いことから, 病徴発現因子であると考えら
れている（Cullen et al. 1982, Desjardins et al. 1989）.
　ところで, 植物病原糸状菌が産生する毒素と病原性
発現との関係は, 近年の化学分析機器の発達により, 
詳細な研究が行われるようになった. 本論文でいう毒
素とは植物体内を移動し, 低濃度で植物の代謝を阻害
する低分子量化合物を指すこととする（Dickinson and 
Lucas 1982）. 植物病原菌の産生する毒素のうち, 病原
性発現に関与する毒素は病原毒素とされている. これ
は菌が産生する毒素が病斑部から検出されなければな
らないことを意味している. しかし, 植物体内では微
量しか産生されない場合が多いこと, 化学的に不安定
であったり, 植物の成分などによって分解される場合
が多いこと, 植物に結合して分離できない場合がある
ことなどの理由によって, 病斑部から検出することは
困難であった（Dickinson and Lucas 1982）. しかし近
年, 微量な有機化合物の検出が可能になり, Asperigillus 

flavusの産生するアフラトキシンや Cochliobolus 

miyabeanusの産生するオフィオボリンなどが病斑部か
ら検出され（Rudolph 1976）, 病原菌産生毒素の病原
性発現における役割が研究されるようになった.
　病原毒素は, 毒性の性質によって宿主特異的毒素
（Host-specific toxins）と宿主非特異的毒素（Non-host-
specific toxins）の2種類に分けられる（Dickinson and 
Lucas 1982）. 一般に, 宿主特異的毒素は特定の植物
にしか毒性を示さず, 感染因子とされ, 病気を引き起
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Table I-2  Host specific toxins and non-host specific toxins produced by pathogens of plants.

Table I-3  Studies of relationship between Myrothecium roridum and trichothecenes.
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MSA：クワ葉・スクロース・寒天平板培地
Mに２%スクロース（w/v）と1 . 8%寒天
（w/v）を加えて固化.

半合成：脇本半合成平板培地
0 . 0 5%Ca (NO3) 2・4H2O  （w/v） ,  0 . 2%  
Na2HPO4・12H2O （w/v）, 0.5%ぺプトン
（w/v）, 30%ジャガイモ煎汁（w/v）, 1.8%寒
天（w/v）

KB：キングB平板培地
２%ペプトン（w/v）, 0.15%H2KPO4 （w/v）, 
0.15%MgSO4・7H2O （w/v）, 1%グリセリン
（w/v）, 1.5%寒天（w/v）, pH7.2

変KB：変法キングB平板培地
２%プロテオースペプトン（w/v）, １%グリ
セリン（w/v）, 1.6%寒天 （w/v）

TLC：薄相クロマトグラフィー（Thin  l ayer  
　　　chromatography）
TLCプレート：TLC用プレート（DC-Alufolien 
　　　Kieselgel 60 F254）
HPLC：高速液体クロマトグラフィー（High  
　　　performance liquid chromatography）
NMR：核磁気共鳴（Nuclear magnetic resonance）

　また, 共通して行った処理は以下のとおりである.
葉への付傷：木綿針（９号）10本を束ねて穿刺した.
菌培養条件：直径９cmのシャーレに注入した20mlの
　　　培地上で25℃で２週間培養.
接種葉または葉片保持条件：密閉可能なプラスチック
　　　ケース（29×23×７cm）に湿った濾紙を敷き, 
　　　25℃で保持.

　また, 断りがない限り各章において以下の材料を供
試した.
M３株：1994年に鹿児島県の桑園から得られた病原性
　　　が明瞭なM. roridum M9403菌株.
洗浄分生子：PSA上で形成された分生子を大量の滅菌
　　　水で３回洗浄したもの.
クワ葉：品種‘しんいちのせ’の新梢先端部より30cm
　　　下位葉を供試. なお, 菌の病原性を調査した実
　　　験では葉全体を, 他の実験では３×３cmに切っ

作物において被害が発生する可能性が考えられる. ま
た, 病原性の強い本属菌が海外から侵入するなどの危
険性もある. これらのことから, 本病の病原性や感染
機構, 発病, 生態を解明することは植物病理学的観点
のみでなく, 本属菌による病害を防除するためにも重
要である.
　以上のことから,  本研究では,  クワ暗斑病菌
（M. roridum）産生トリコテセン類と本菌の病原性発
現との関係, さらに, 本菌の圃場における生態を調べ
た. さらに, 新病原菌として追加されたM. verrucariaの
病原因子を調べた. 得られた結果を以下に取りまとめ
た. 各章の内容は以下のとおりである.
　第Ⅱ章　クワ暗斑病菌（M. roridum）の病原因子を
あきらかにし, 本菌の産生毒素によるクワ葉細胞の変
性とクワ以外の植物に対する毒性を調査した.
　第Ⅲ章　クワ暗斑病菌（M. roridum）が産生する毒
素を単離, 精製し, 構造決定を行った.
　第Ⅳ章　クワ暗斑病菌（M. roridum）が産生する毒
素であるミロトキシンBの病原性発現における役割を
あきらかにした.
　第Ⅴ章　クワ暗斑病菌（M. roridum）のクワ圃場内
での生態と地理的分布を調査し, クワ葉への感染条件
をあきらかにした.
　第Ⅵ章　クワ暗斑病菌（M. verrucaria）の培養上の
性質と病原性, 産生毒素, 本毒素の病原性発現への関
与, 地理的分布をM. roridumと比較した.

　なお, 本論文で使用する略語の示す培地と機器は以
下のとおりである.
PS：ジャガイモ・スクロース液体培地

２%スクロース（w/v）, 20%ジャガイモ煎汁
（w/v）

M：クワ葉液体培地
２%スクロース（w/v）, 3 .5%クワ葉煎汁
（w/v）

PSA：ジャガイモ・スクロース・寒天平板培地
　　　PSに1.8%寒天（w/v）を加えて固化.
PDA：ジャガイモ・グルコース・寒天平板培地

２%グルコース （w/v）, 20%ジャガイモ煎汁
（w/v）, 1.8%寒天（w/v）
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た葉を供試.
有傷葉：木綿針で穿刺した葉.
菌叢片：PSA上で25℃で２週間培養して形成された菌
　　　叢の周縁部を３×３×３mmに切り出したもの.
培養物：培養培地を含む形成菌叢.
培養濾液：培養物に抽出溶媒を加えて振盪した後, 除
　　　菌フィルターで本溶媒を濾過したもの.
除菌フィルター：日本ミリポア（東京）製マイレクス
　　　-GS（穴径 0.22μm）.
ワコーゲル C-300 ：和光純薬（大阪）製.
Cosmosil 140C18-OPN：ナカライテスク（京都）製.
HPLC：島津製作所（東京）製, 10A システム.
ODS-IIカラム：島津製作所製.

　さらに, クワ暗斑病菌接種によって形成される病斑
と壊死斑の定義を以下のとおりとした.
病斑：本菌接種によって形成される丸みを帯びた壊死
　　　部であり, 本菌が検出される部分.
壊死斑：本菌の培養濾液滴下によって葉上に形成される
　　　葉脈に沿った壊死部であり, 本菌は検出されな
　　　い部分.

　また, 本論文中に, よく用いた計算式は以下のとお
りである.
感染品種割合 (%)：病斑形成品種数/供試品種数×100
壊死斑形成品種割合 (%)：壊死斑形成品種数/供試品
　　　種数×100
感染効率 (%)：病斑形成葉数/供試葉数×100
壊死斑形成率 (%)：壊死斑形成葉数/供試葉数×100

Ⅱ　クワ暗斑病菌（Myrothecium roridum）の病原性と     

　　毒素産生

　クワ暗斑病菌（Myrothecium roridum）の病原性は, 
従来, 分生子を罹病葉の病斑部や培養濾液と共に接
種する方法で調べられてきた（瀬川ら 1993, 高橋ら 
1994）. しかし, この方法では本菌が何らかの代謝産
物を分泌している場合, 本菌が分生子のみで感染する
のか, その代謝産物が感染因子となっているのか判別
できない. そこで, 本章では本菌の接種源を, 水で洗浄

した分生子, 培養濾液, 洗浄分生子の培養濾液懸濁液, 
に分けて接種することによって, 上述の未解明点の解
決を試みた. また, 病原因子の探索も行い, その特徴を
調査した.

１　分生子の発芽と感染

　本菌の感染機構を解明するためには, まず, 宿主
上での本菌の発芽や生育, 感染条件, 感染に要する
時間を調査する必要がある. 既往の研究では培地上
におけるM. roridum分生子の発芽率や菌糸の伸長に
及ぼす湿度や, 温度の影響に関する研究は行われて
いた （Anahosur and Bridari 1976, Joseph et al. 1989, 
Karwasra and Chand 1983）. しかし, 宿主上での分生
子発芽率や感染に要する時間に関する研究は行われて
いなかった. したがってここでは, クワ暗斑病菌分生
子のクワ葉上における, これらの生態的性質を調査し
た.

1） 葉上における分生子の発芽率と菌糸の伸長

⑴　材料と方法

　M３株の洗浄分生子を105個/mlとなるように滅菌水
およびPSに懸濁し, 各10μlをクワ葉表側の無傷部ある
いは有傷部に接種した. 処理25時間後まで経時的に葉
を回収し, Brown（1975）の方法を改良した吉田・白
田の方法（1997）にしたがって, 走査型電子顕微鏡で
観察するための試料を作成した. すなわち, 0.1Mリン
酸緩衝液（pH 6.9）で調整した２%グルタルアルデヒ
ド溶液（v/v）に接種葉を浸漬して, ５℃で一晩固定
した. 0.1Mリン酸緩衝液で洗浄後, ２%オスミウム酸
溶液（v/v）に５℃で２～３時間さらに浸漬固定した. 
続いて, アルコール系列（50～100%）で順次脱水後, 
酢酸イソアミルに置換した. 置換後は臨界点乾燥装置
（HCP-1, 日立工機, 東京, 日本）で乾燥し, 蒸着装置
（SC-70, サンユー, 東京, 日本）で金粒子を蒸着して, 
走査型電子顕微鏡（JSM-6301F, JEOL, 東京, 日本）で
観察した. Fig. Ⅱ-1に接種後の分生子発芽率（=発芽分
生子数/全分生子数×100）（%）と菌糸長を示す. 各
区とも, 100個の分生子を観察した.
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2） 感染に要する時間

⑴　材料と方法

　洗浄分生子の水懸濁液（分生子濃度：105個/ml）10
μlをクワ葉の表側と裏側の無傷部と有傷部の各10ヶ
所に滴下した. 接種葉を接種72時間後まで経時的に回
収し, 付着分生子を取り除くため, 吉田・白田の方法
（1997）にしたがってネイルエナメル処理を行った. 
すなわち, 回収した葉上の分生子水懸濁液を乾燥後, 
ネイルエナメルを塗布し, 乾燥後, 剥がす操作を３回
繰り返した. その後, 葉を再び25℃に保持し, 接種７日
後における各葉の病斑形成の有無を調査した. このと
き, 病斑が形成されていた場合, 感染が成立している
ものと判断した. なお, 感染成立に要する時間は, 感染
が成立した区の中で, 分生子接種時からネイルエナメ
ル処理までの最短時間とした.

⑵　結果

　ネイルエナメル処理を行った葉上には分生子の残存
が認められなかった. したがって, 本処理後に出現す
る病斑は, 本処理以前に定着・侵入した菌糸によるも
のである. 無傷接種・葉表側区では72時間分生子を接
種した場合にも病斑は形成されなかった. 同・裏側区
では接種19時間以前に分生子を除去した場合に病斑形
成はみられなかったが, 21時間以降に除去処理した場
合に供試葉の10～30%に病斑が形成された（Table Ⅱ
-1）. また, 有傷接種区では, 表側区と裏側区共に接種
５時間以前に分生子除去処理すると病斑形成はみられ
なかった. しかし, 接種７時間以降に除去処理した場
合は, 各々10～30%, 10～40%の病斑形成が認められた.
　以上の結果, 本菌の洗浄分生子は葉表側無傷部には
感染せず, 裏側無傷部では接種19～21時間で感染が成
立すること, 有傷部では表側と裏側に関わらず接種５
～７時間で感染すると判断された.

⑵　結果

　M３株分生子の発芽率と菌糸長の経時変化はFig. Ⅱ-1
のとおりであった. なお, 100μm以上に伸長した菌糸に
ついては, 測定不可能であったため, 100μmとみなした.
　有傷接種した洗浄分生子の接種５時間後の発芽率と
菌糸長は, 各々20%, 20μm以上であり, 10時間後には
90%, 100μmを越えた. 一方, 無傷接種部における接種
５時間後の発芽率は９%, 菌糸長は５μmであり, 20時
間後には47.8%, 73μmであった. なお, PS中での洗浄
分生子は接種5時間後には, 各々90%, 100μmを越えて
いた.　以上のことから, 本菌分生子はクワ葉上におい
て接種５時間後には発芽していることがあきらかであ
り, 発芽に要する時間は培地上と変わらないものと考
えられた.　また, 洗浄分生子を有傷接種あるいはPSに
懸濁して接種すると, 水懸濁した場合よりも高い発芽
率, 菌糸伸長を示した. このことから, 葉傷部からの養
分, PSの養分が菌糸の発芽および伸長に利用されると
考えられた.
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Fig. Ⅱ-1  Germination rates of conidia and lengths of 
germination tubes of Myrothecium roridum on mulberry 
leaves. 
Solid lines show germination rate of M. roridum conidia 
washed water in water inoculated on intact（   ●   ）
and punctured mulberry leaves（   ■   ）and of the 
conidia in potato sucrose liguid medium（PS）inoculated 
on intact leaves（  ▲   ）. Broken lines show length 
of germination tube of the conidia on intact（   ●　 ）
and on punctured mulberry leaves（   ■　 ）and of 
the conidia in PS inoculated on intact leaves（　▲　）.
Bars show standard errors of mean of germination 
rate and length of germination tube.
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２　クワ品種の感受性比較

　植物病原菌の感染性には, 宿主植物の品種や菌の接
種方法が大きく関与する. したがって病原菌の感染機
構の解明には品種感受性の差異を調査したり, 接種源
や接種方法を変えて宿主の反応をみることが必要であ
る. このため, クワ260品種を用いて, その感受性を調
べた. なお実験は, 1994年の８月下旬（１回目）と10
月上旬（２回目）の２回繰り返して行った.

1） 材料と方法

⑴　供試菌株

　1991年に高橋らがクワ暗斑病の発生地から分離した
強病原性を有するK-1株（高橋ら 1994）を供試した.

⑵　接種源

　①洗浄分生子, ②培養濾液, ③洗浄分生子の培養濾
液懸濁液, ④菌叢片, の４種類を接種源として供試した.
　①は洗浄分生子を滅菌水に懸濁して, 濃度を107個
/mlに調整したものである. ②は以下のとおりに作成
した. K-1株のPSA培養物に, 20mlのアセトンを加え

て30分間振盪（振盪速度：40rpm）した. 本抽出は３
回繰り返した. 得られた抽出液を20mlに濃縮し, 除菌
フィルターで濾過した. ③は②に①を分生子濃度が107

個/mlとなるように懸濁したものである.

⑶　供試クワ葉

　茨城県つくば市の農林水産省旧蚕糸・昆虫農業技術
研究所（現在, 独立行政法人農業生物資源研究所）に
栽培保存されているクワ260品種（系統を含む）の新
梢先端から30cm下位部の葉を採取して供試した.

⑷　病原性実験

　１回目の実験は, 葉の無傷部と有傷部に①～③の接
種源各20μlをマイクロピペットで滴下接種し, ④は置
床接種した. 各区３葉ずつ供試した.
　２回目の実験は①～③の有傷接種を行った.
　接種７日後に①と③, ④の接種によって葉上に形成
された病斑部直径（mm）と②の接種によって葉上に
形成された壊死斑直径（mm）を測定し, その平均値
を算出した. 各接種源によって形成された病斑部直径
と壊死斑直径の合計値の大きい品種から６品種を感受
性品種, 小さい品種から６品種を弱感受性品種とした. 
また, 接種７日後における①と③, ④の接種による感
染品種割合と②の接種による壊死斑形成品種割合も調
査し, その平均値を算出した.

2） 結果

　１回目の実験では, ①の洗浄分生子のみの接種で
は, ほとんどの品種に病斑は形成されず, 形成された
病斑も小さかった. 一方, ②, ③, ④の接種では, 大部
分の品種の葉に病斑や壊死斑が形成された. 各接種源
による感染品種割合と壊死斑形成品種割合, 形成病斑
の平均直径と形成壊死斑平均直径を比較すると, ①の
洗浄分生子の無傷接種では, 病斑が形成された品種は
なかった（感染品種割合：０%）が, 有傷接種では93
品種（感染品種割合：36%）に平均３mmの病斑を形
成した. ②の培養濾液の無傷接種では, 257品種（壊死
斑形成品種割合：99%）に平均８mmの壊死斑を形成
した. 有傷接種では, 260品種（壊死斑形成品種割合：
100%）, 10mmであった. ③の洗浄分生子の培養濾液

Table Ⅱ-1  Percentage of lesion induction by Myrothecium 
roridum on mulberry leaves.

Conidia of M. roridum were inoculated on the intact or 
punctured upper surface (US) or lower surface (LS) of 
each of 10 leaves.
a) Hour indicates when each leaf is treated with manicure 
after inoculation of conidia on the leaf.
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懸濁液では, 無傷接種によって, 257品種（感染品種割
合：99%）に平均９mmの病斑を形成した. 有傷接種
の場合には, 260品種（感染品種割合：100%）, 13mm 
であった. ④の菌叢片では, 無傷接種によって, 200品
種（感染品種割合：76.9%）に平均９mmの病斑を形
成した. 有傷接種の場合は, 260品種（感染品種割合：
100%）, 20mmであった.
　２回目の実験結果も同様の傾向を示し, ①は75品種
（感染品種割合：29%）に平均１mmの病斑を形成し
た. ②は247品種（壊死斑形成品種割合：95%）に平均
７mmの壊死斑を形成した. ③は260品種（感染品種割
合：100%）に平均12mmの病斑を形成した.
　以上のように葉に傷を付けることによって, いずれ
の接種源においても, 病斑部および壊死斑直径と感染
および壊死斑形成品種割合が増加していた. これは, 
有傷部からの養分を利用して菌糸を伸長すると共に
毒素を産生し, この毒素が有傷部から葉内に浸透して, 
本菌が感染しやすくするためと推察される. したがっ
て, 葉上の傷の有無は, クワ暗斑病菌のクワ葉感染効
率に大きく関与するものと考えられる.
　また, 本実験において洗浄分生子（①）は, クワ葉
無傷接種に感染せず, 有傷接種での感染品種割合も
低かった. しかし, 本菌の培養濾液を添加することに
よって（③）, 感染品種割合の上昇と形成病斑部の拡

大がみられ, さらに, 本培養濾液（②）のみでもクワ
葉に壊死斑を形成した. このことは, 本培養濾液中に
は, 分生子の感染効率と病斑形成を促進する成分が含
まれていることを示すものである.
　２回における実験において, 感受性品種葉では①以
外の接種源の接種によって形成される壊死斑が弱感
受性品種より拡散する傾向がみられた（Table Ⅱ-2）. 
各接種源によって得られた病斑部と壊死斑の平均直径
を比較すると, 感受性品種中では‘落井’と‘強国’, 
‘清十郎’が２回とも, ‘奥州桑’と‘鶏冠桑’が
１回目の実験において大きかった. 弱感受性品種では
‘青多胡’と‘直立’, ‘大和早生’が２回の実験と
も小さかった. このような感受性の品種間差異はクワ
葉細胞の本毒素に対する壊死化の差異, すなわち毒素
に対する感受性差異によって生じるものと考えられる.

３　病原因子の探索

　第Ⅱ章２項において, クワ暗斑病菌の洗浄分生子は
クワ葉に無傷接種では感染しないこと, 有傷接種にお
いても感染効率が低いことがあきらかになった. そこ
で本項では, 本菌の感染効率に対する分生子洗浄の影
響を調査した. さらに, 本菌の培養濾液に含まれる成
分が感染効率と病斑形成に関与することが考えられた

Table Ⅱ-2  Diameter (mm) of lesions caused by Myrothecium roridum and necroces caused by conidia, the extract of the 
fungal culture and hyphae.

Ten micro liters of conidial suspension (107 conidia/ml) in water (a), extract of M. roridum culture on potato sucrose agar 
medium (b), conidia in the extract (107 conidia/ml) of the fungal culture (c) and 3×3×3 mm size of fungal piece were put (d) 
on intact (e) or punctured (f) leaves. 
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ことから, その影響を調査した.
　また, M. roridumにはセルロース分解能を有する菌株
がある（Cognee 1965, White and Downing 1947）. こ
のことから, セルロース分解能による病原性発現への
関与が示唆されている（高橋ら1994）. そこで, セル
ロース分解能と病原性発現の関係も調査した.

1） 分生子の感染に関与する因子の探索

⑴　材料と方法

　クワ葉上に形成されたM３株の直径約３cmの病斑
から分生子を採取して供試した. また, 本分生子を①
葉面に触れないように筆でかきとり, 直接, 葉の無傷
部と有傷部に塗布接種した区, ②筆でかきとり, 分生
子を洗浄せずに滅菌水に107個/mlに懸濁した区, ③ ②
の洗浄分生子を滅菌水に107個/mlに懸濁した区, に分
けて接種した. なお, ②と③は各５μlを葉の表側の無
傷部と有傷部に滴下接種した. 各接種は30ヶ所に行い, 
接種７日後に感染効率と病斑部直径（mm）を調査し
た.　次に, ③の分生子を洗浄した後の洗浄水1.2mlを
除菌フィルターで濾過して乾燥した後に, 60μlに濃
縮し, ５μlずつ10ヶ所の葉の表側有傷部に滴下した. 
滴下７日後に, 形成された壊死斑直径（mm）を測定
した.
　さらに, 分生子の感染効率へ及ぼす養分の影響を調
べるため, 洗浄分生子を蒸留水, PS, 土壌懸濁液（桑園
土壌10gを蒸留水40mlに懸濁し, その上澄を除菌フィ
ルターで除菌したもの）の各々に107個/mlとなるよう
懸濁した. 各分生子懸濁液10μlを各々30枚のクワ葉表
側無傷部に接種して, 接種７日後に各区における感染
効率を調査した.

⑵　結果

　洗浄分生子と非洗浄分生子の感染効率は, 無傷接種
よりも有傷接種による値が大きかった（Table Ⅱ-3）. 
また, 洗浄分生子がクワ葉にほとんど感染しなかった
のに対して, 非洗浄分生子は直接クワ葉に接種しても, 
水に懸濁して接種しても, 洗浄分生子より高い感染効
率を示した. さらに, 各接種源による壊死斑面積を比
較した結果, 感染効率による結果と同様, 洗浄分生子
よりも非洗浄分生子で大きい値であった.

　また, 分生子の洗浄液を葉に滴下した結果, 平均直
径101.3mmの壊死斑が形成された.
　以上の結果, 非洗浄分生子は高い割合で感染し, 洗
浄分生子よりも大きな病斑を形成することがあきらか
となった. さらに, 分生子の洗浄液には培養濾液と同
様, 壊死斑を形成する成分が含まれていることがあき
らかとなった.
　また, 洗浄分生子の蒸留水懸濁区ではクワ葉に病斑
を形成せず, 感染効率は０%であったが, PSや土壌懸
濁液懸濁区では葉脈に沿った壊死斑を伴う病斑を形成
し, 各区の感染効率は100%と92%であった. このこと
から, クワ葉上に本菌の生育を促進する養分がある場
合, 菌糸の生育に伴い, 毒性成分が分泌され, その感染
効率が高まることがあきらかとなった.

2） 培養濾液の感染効率と病斑拡大への影響

⑴　材料と方法

　本菌の培養濾液が感染効率に与える影響を調べるた
め, 洗浄分生子を滅菌水もしくは培養濾液に懸濁して, 
感染効率を調査した. 対照として培養濾液のみを接種
した区を設けた.
　培養濾液は第Ⅱ章2-1）-（2）項に述べた方法で作成し
たものを乾燥し, 20mlのイソプロピルアルコール可溶
部を抽出, 乾燥後, 20mlの蒸留水に溶解したものとし

Table Ⅱ-3  Percentage of lesion induction and the 
diameters of lesions caused by washed or non-washed 
conidia of Myrothecium roridum on mulberry leaves.

a) Washed conidia (107 conidia/ml in water, 5μl) by water 
were inoculated.

b) Non-washed conidia were inoculated directly.
c) Non-washed conidia (107 conidia/ml in water, 5μl) were 
inoculated.
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た. 本実験ではクワ葉無傷部にわずかに壊死斑を形成
させる濃度の培養濾液を供試する必要があったため, 
この培養濾液を蒸留水で1/2～1/128倍まで倍々希釈
してクワ葉無傷部に接種して, 本実験に適する濃度を
調査した. その結果, 1/2～1/16倍希釈液では, 滴下部
が周辺に壊死が広がり, 本実験に供試するには適さな
かった. 一方, 本溶液の1/32倍以上に希釈した液は, ク
ワ葉無傷部にわずかに壊死斑を形成した. この結果か
ら, 1/32倍希釈液を実験に供試することにした. 接種
源を①洗浄分生子（分生子濃度：107個/ml）と②培養
濾液, ③ ②に①を懸濁したもの（分生子密度：107個
/ml）とし, 各接種源20μlを無傷接種および有傷接種
した. 各区100カ所ずつ設け, 接種７日後における感染
効率と壊死斑形成率を調査した.
　次に, 培養濾液の病斑拡大への影響を調べるため, 
洗浄分生子を培養濾液に懸濁した場合に形成される
病斑の直径を, 滅菌水に懸濁した場合と比較した. 対
照として培養濾液のみを接種した区を設けた. 接種源, 
接種方法は先の実験と同じとし, 接種７日後におけ
る病斑部直径（mm）と壊死斑直径（mm）を調査し
た. 本実験では, クワ葉の無傷部と有傷部に壊死斑を
形成しない濃度の培養濾液を供試する必要があったた
め, 実験に入る前に上述の培養濾液を10-1～10-8倍に希
釈して, クワ葉の無傷部と有傷部に滴下し, これらに
壊死斑を形成しない濃度を調査した. その結果, 10-1～
10-3倍希釈液では, 無傷部に壊死斑を形成したが, 10-4

～10-8倍希釈液では形成しなかった. このことから, 無
傷部には10-4倍希釈液を供試することにした. 有傷部
では, 10-1～10-5倍希釈液が壊死斑を形成したが, 10-6～
10-8倍希釈液では形成しなかった. そのため, 有傷部に
は10-6倍希釈液を供試した.

⑵　結果

　感染効率と病斑の直径は, 無傷接種よりも有傷接
種による値が共に大きかった. また, 培養濾液によ
る分生子の感染効率（Table Ⅱ-4）および病斑拡大
（Table Ⅱ-5）への影響を調査した実験では, 無傷接
種・有傷接種に関らず, 各々の感染効率と形成病斑は
③洗浄分生子と培養濾液の懸濁液, ②培養濾液のみ, 
①洗浄分生子のみ, の順に小さかった.

　以上の結果, 本菌の培養濾液には, クワ葉に壊死斑
を形成させ, 分生子の感染効率を高め, さらに病斑拡
大を促進する病原因子の存在することがあきらかと
なった. 以降, このクワ葉に生理活性を示す毒性成分
を毒素と称することとする.

Table Ⅱ-4  Percentages of lesion or necroces induction 
caused by conidia of Myrothecium roridum, culture 
extract and the mixture of conidia and the culture 
extract.

Table Ⅱ-5  Diameters (mm) of lesions or necroces caused 
by conidia of Myrothecium roridum, culture extract and 
the mixture of conidia and the culture extract. 

a) Conidial suspension of 107 conidia/ml in water.
b) Culture extract at 1/32× dilution.
c) Conidial suspension of 107 conidia/ml in culture extract 
at 1/32× dilution.

a) Conidial suspension of 107 conidia/ml in water.
b) Culture extract at 10-4×dilution for intact leaves or 
10-6× dilution for punctured leaves.

c) Conidial suspension of 107 conidia/ml in each culture 
extract.

3） セルラーゼの存在の検出

⑴　材料と方法

　M３株とK-1株のセルロース分解能を以下の４種類
の方法で調査した.
① White and Downingの方法（1947）に従った. すな
わち, 綿布（１×５cm）の乾燥重量を測定後, １mlの
蒸留水を注入した試験管に入れ, オートクレーブで滅
菌（121℃, 20分間）した. この綿布に供試菌株の菌叢
片を接種し, 25℃で２週間培養した. その後, 綿布を取
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り出して洗浄後, 乾燥重量を測定し, 菌接種前の乾燥
重量と比較した.
② 本法もWhite and Downingの方法（1947）に従っ
た. すなわち, 綿布（１×５cm）の乾燥重量を測定後, 
オートクレーブ滅菌し, 供試菌株の菌叢片と共に20ml
のPSに入れ, 25℃で２週間培養した. その後, ①と同様
に綿布の菌接種前の乾燥重量と比較した.
③道家の方法（1993）を改良して調査した. すなわ
ち, カルボキシメチルセルロースをPSAもしくはpH6.0
のリン酸カリウム緩衝液で作成した1.8%の寒天培地
（w/v）に0.5%（w/v）となるよう混入した. 本培地
に供試菌株の菌叢片を接種して, 25℃で10日間培養
し, 菌叢片周囲の培地の色の変化と液化の有無を調査
した.
④ アセトン抽出処理を省く第Ⅱ章2-1）-（2）項に述べた
方法で作成した両菌株の培養濾液を透析膜に入れ, 流
水下で一昼夜透析した. この液10μlを③の方法に述べ
たカルボキシメチルセルロース含有培地の直径１cm
のコルクボーラで開けた穴に, 10日間, 毎日注入し, 穴
周囲の培地の色の変化と液化の有無を調査した.

⑵　結果

　実験①による綿布に直接クワ暗斑病菌を接種した実
験と, 実験②による本菌培養液に綿布を浸漬した実験
による菌接種前後の綿布の乾燥重量に差異は認められ
なかった. また, 実験③, ④ によるカルボキシメチルセ
ルロース分解活性も認められなかった.

４　毒素産生能と病原力

　本研究におけるこれまでの結果から, 本菌産生毒
素は病原性発現に関与する可能性が高いと考えられ
た. 毒素が病原性に関与することを証明するために
は, 弱病原菌株を得て, これの毒素産生能を通常の病
原性を有する菌株と比較する必要がある（Scheffer 
1983）. そこで, 本実験では, 紫外線照射によってク
ワ暗斑病菌の弱病原性突然変異菌株を作出し, 親株
の毒素産生能と比較した. また, クワ暗斑病発生地か
ら得られた病原性の弱い菌株の毒素産生能について
も調査した.

1） 弱病原性突然変異株の毒素産生能と病原性

⑴　材料と方法

　突然変異菌株の作出はKanematsu et al.（1997）の方
法に準じて, 以下の方法で行った. M３株の洗浄分生子
を２×103個/mlとなるよう滅菌水に懸濁し, その0.1ml
を直径９cmシャーレに注入した20mlのPSAに散布し
た. PSA上の水分が乾燥した後, 波長245nmの紫外線を
放出する殺菌灯（GL-15, 東芝, 東京, 日本）の30cm下
で0.5分, １分, ２分, ３分, ５分間, 紫外線を照射した後, 
２日間培養して直径約１mm以上の菌叢を回収した. 
各時における菌回収率（ = 得られた菌株数 / 散布分
生子数×100）は, 17.9%, 2.5%, 0.03%, 0.01%, ０%と, 照
射時間が長いほど減少した. １分以上照射後に回収し
た菌株の生育は悪く, セクターを頻繁に形成し, 本実
験に供試可能な菌株の割合が低下した. そこで, 本実
験では照射時間を0.5分間とした. 紫外線照射後３日間
培養して得られた直径約１mm以上の菌叢を選抜して
PSに接種し, 25℃で７日間培養後, ５℃で保存した. こ
れら菌株とその親株の病原性は, 第Ⅱ章2-1）-（4）項に
述べた方法で調査し, 接種５日後に病斑部直径（mm）
が, 親株より小さい菌株を選抜した. 次に, 選抜した菌株
から菌叢形態や生育速度, 分生子形成, 色素産生などの培
養性質が親株と同じ菌株を選抜し, 弱病原変異株とした.
　弱病原変異株と親株の毒素産生能は, 第Ⅱ章2-1）
-（4）項に述べた方法で調査した. すなわち, 各菌株の培
養濾液10μlをクワ葉有傷部に滴下し, 滴下７日後にお
ける壊死斑面積（mm2）を比較した. このとき, 形成壊死
斑面積が大きいほど, 毒素産生能は高いものと判断した.
　弱病原変異株と親株の病原性の強弱は以下の２方法
で比較した.
①各株の菌叢片をクワ葉に有傷接種し, 病斑部面積
（mm2）を測定した.
②各株の洗浄分生子を107個/mlとなるよう1/2倍に希
釈したPSに懸濁し, このうちの10μlをクワ葉有傷部に
接種して, 病斑面積（mm2）を測定した.
　各々の病斑面積は接種７日後に測定した平均値で示
した.

⑵　結果

　紫外線照射によって, 約3,000個の分生子から537生
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存菌株が得られた. このうちの535菌株には, 分生子形
成能や黄色色素産生能, セクター形成能などが親株と
異なるものがあったが, 病原性には差がなかった. 一
方, 残り２菌株（A-1株とA-2株）の培養性質は親株と
同じであったが, 病原性に差がみられた. これは, 親株
とA-1株, A-2株の菌叢片をクワ葉上に接種して形成病
斑部面積を比較した結果, 親株が52mm2の病斑を形成
したのに対し, A-1株とA-2株は接種部周辺のみにしか
病斑を形成しないことから, 弱病原性であることがあ
きらかになったものである（Fig. Ⅱ-2）. このA-1株
とA-2株, 親株による毒素産生能および菌叢片や分生
子の接種による病斑部面積を比較した結果をFig. Ⅱ
-3に示す. 親株の培養濾液ではクワ葉に壊死がみられ
たが, A-1株とA-2株の培養濾液ではみられず, 親株と
A-1株の培養濾液, 親株とA-2株の培養濾液によってク
ワ葉に形成される壊死斑面積にもあきらかな差異が
認められた（分散分析：p<0.001）. 次に, 菌叢片接種
による病斑部面積を調査した結果, A-1株とA-2株によ
る病斑は各々, ６mm2, ７mm2であり, 親株の20mm2

に比べてあきらかに小さく, 親株の1/3にしかすぎな
かった（分散分析：0.01<p<0.05）. また, 分生子接種
による病斑部面積を調査した結果, A-1株とA-2株では
各々, ３mm2, ４mm2であったのに対し, 親株は17mm2

であり, 両菌株の値は親株の1/4以下であった（分散
分析：0.01<p<0.05）.  以上の結果, 毒素産生能の低い
菌株は病原性が低いことがあきらかであった.

2） 野外に存在する弱病原性株の毒素産生能と病原性

⑴　材料と方法

　1996年に採取した本病発生地土壌から2,000株の
M. roridumを分離した. その中から, 菌叢の生育速度, 分
生子, 菌糸などの形態においてM３株と差異はないが, 
病斑形成能が低く病原性が劣る菌株が１菌株得られ
た. 本菌株をM96023株（M23株）と命名し, 以下の実
験に供試した. M３株とM23株の毒素産生能の比較は, 
第Ⅱ章4-1）-（1）項に述べたとおりである.

⑵　結果

　M23株とM３株の菌叢片をクワ葉上に接種して10
日後における形成病斑部面積を比較した結果, M３株
が787mm2の病斑を形成したのに対し, M23株では８
mm2であり, M23株は病原性が低いことがあきらかで
ある（Fig. Ⅱ-4）. また, 各菌株の培養濾液による壊
死斑面積は, M23株は３mm2, M３株は25mm2であり, 

Fig. Ⅱ-2  Lesions caused by mutants (A-1 and A-2) 
induced by irradiation with ultraviolet rays.  
C: M3 strain.

Fig. Ⅱ-3  Comparison of toxin productivity and 
pathogenicity of A-1 and A-2 strains and wild type M3 
strain.  
A-1 and A-2 strains are mutants with weak 
pathogenicity, and M3 is an original strain. 
Toxin productivity: (diameter of necroces induced by 
toxin produced by each strain) / (diameter of necroces 
induced by toxin produced by M3 strain) × 100 (%). 
Pathogenicity of hyphae: (diameter of lesions caused by 
hyphae of each strain) / (diameter of lesions caused by 
hyphae of M3 strain) × 100 (%).
Pathogenisity of conidia: (diameter of lesions caused by 
conidia of each strain) / (diameter of lesions caused by 
conidia of M3 strain) × 100 (%). 
a and b: it was significant (a: 0.01 < p < 0.05, b: p < 0.001 
at ANOVA) of each value from value of M3 strain. 
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　同時に, 各葉片における毒素の有無を調査した. 起
点から同距離にある葉片15片を20mlのメタノールに
一晩浸漬して抽出液を得た後, 100μlに濃縮した. 一方, 
本菌産生毒素に感受性を示すScrelotinia screlotiorumと
Botrytis cinereaの菌叢片をPSA上に移植して, これらに
各葉片のメタノール抽出液50μlを滴下し, 菌糸の伸長
阻害割合（= (１-各葉片からの抽出液を滴下した菌の
菌叢直径 / 健全部からの抽出液を滴下した菌の菌叢
直径)×100）を算出した. 本実験における健全部とは
病斑部から３cm以上離れた部分とした. なお, 健全葉
からの抽出液は両菌の成育を阻害しない.

⑵　結果

　病斑部から健全部にかけての連続した葉片をPSA
に置床した結果, 分離された菌はクワ暗斑病菌のみで
あった. このことから, これらには他の菌が侵入して
いる可能性はないと考えられた. また, 本菌の菌糸と
毒素の葉片における存在を調査した結果, 菌糸は病斑
部と病斑部外周２mmの葉片で検出されたが, これよ
り外側の葉片からは検出されなかった（Table Ⅱ-6）.
　本菌産生毒素に対するS. screlotiorumとB. cinereaの感
受性は, 後者の方が高いため, 前者を検定菌とした場
合よりも広い範囲で毒素が検出された. すなわち, 
S. screlotiorumでは病斑部と病斑部外周10mm, B. cinerea 

では病斑部外周16mmまでの葉片抽出液によって生育
が阻害された. この結果, 毒素は本菌接種部から病斑
部外周16mmまで存在していることが判明した.
　以上の結果は, 病斑形成部では, 何らかの毒素がク
ワ暗斑病菌の菌糸伸長に先行して, 本病感染葉の健全
部に存在していることを示している.

M23株の値はM３株の1/8程度であった.
　以上の結果, 弱病原性菌株であるM23株の毒素産生
能は, 通常の病原性を有するM３株よりも劣ることが
あきらかになった. このように病原性の低い菌株は毒
素産生能も低いことが, 圃場分布集団でも確認された.

５　病斑拡大部における毒素と菌糸の健全部への伸展

　植物病原菌の病原性発現において, 毒素が病斑形成
に関与することを証明するためには, 病斑形成時に菌
糸の伸長に先行して, 毒素が健全部に移行しているこ
とを証明する必要がある（Brosch et al. 1995, Dickinson 
and Lucas 1982）. そこで本実験では, 病斑形成部にお
けるクワ暗斑病菌の菌糸と毒素の分布を調査した.

1） 病斑周縁部における菌と毒素の検出

⑴　材料と方法

　M３株で直径３cmの病斑を形成させたクワ葉か
ら, 病斑部と健全部との境界を起点として, 接種部と
健全外部に向かって各々２mmずつ葉片を切り出した
（Fig. Ⅱ-5）. 各葉片を70%エタノールで１分間, 表面
殺菌してPSA上に置床し, 本菌の菌糸が伸長した場合, 
切り出し時にすでに本菌が存在しているものとして, 
侵入の有無を調査した.

Fig. Ⅱ-4  Lesions caused by M3 strain (N) and M23 strain 
(W).

Fig. Ⅱ-5  Sampling sites of inside and outside of a lesion. 
A series of 2×5 mm pieces were cut from lesions 
caused by Myrothecium roridum and were used (See 
Table II-6).  
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2） 病斑周縁部の細胞内における菌と毒素の検出

⑴　材料と方法

　M３株の病斑部から葉健全部にかけての連続葉片を
第Ⅱ章5-1）-（1）項で述べた方法で作成した. 各葉片を
Koga and Kobayashiの方法（1980）に準じて透明化し
て, 菌糸を染色し, 光学顕微鏡（OPTIPHOTO II, ニコ
ン, 東京, 日本）を用いて観察した. すなわち, 葉片を
ラクトフェノール・アルコール（1:2, v:v）溶液中で５
分間煮沸した. さらに, 0.75%塩化ナトリウム（w/v）
と0.125% 酢酸（v/v）を含む蒸留水中に95℃で５分間
保持した. これをアルコール系列で脱水し, サリチル
酸メチル中で透明化した. 次に, 0.2%クリスタルバイ
オレットを含むサリチル酸メチル（w/v）に７分間浸
漬して菌糸を染色し, 余剰の色素をサリチル酸メチル
で脱色した. なお本実験では, 葉片から菌糸が検出さ
れた区を菌糸が侵入している区とした.
　次に, 毒素の存在を示す指標は以下のとおりに探索
した. 本菌産生毒素を第Ⅱ章3-2）-（1）項に述べた方法
で作成した. 本毒素の0.25～100ppm液, 各10μlをク
ワ葉表側に滴下し, 上述のKoga and Kobayashiの方法
（1980）に準じて各葉を透明化し, 光学顕微鏡下で
毒素の存在を示す指標となる変化を観察した. 観察は
毒素滴下１時間以内は20分ごとに, その後は１時間
ごとに行った. なお, 対照として毒素液非滴下葉を供
試した.

⑵　結果

　クワ葉はKoga and Kobayashiの方法で処理すること
によって, 葉色が透明化し, クワ暗斑病菌の菌糸はク
リスタルバイオレットによって濃赤色に染色されるた
め, 葉組織内における菌糸の検出が可能となった.
　毒素液をクワ葉に滴下すると, 葉脈に沿った壊
死斑が形成された（Fig. Ⅱ-6）. この葉をKoga and 
Kobayashiの方法で処理すると, 毒素液非滴下葉では検
出されなかった褐色粒子が, 壊死部のみに検出された. 
すなわち, 50～100ppm毒素液滴下葉では滴下20分後か
ら, 25ppm毒素液滴下葉では滴下１時間後, 10ppm液滴
下葉では３時間後, ５ppm液滴下葉では９時間後, １
ppm液滴下葉では11時間後, 0.25～0.5ppm液滴下葉で
は15時間後から, 各々褐色粒子が検出された. このよ
うに, 滴下毒素濃度が高いほど本粒子は短時間で, か
つ多数検出された.
　したがって本実験でみられた褐色粒子は, 毒素を
クワ葉に処理した結果, 生じたものと判断され, クワ
葉細胞内において本毒素の存在を示す一つの指標に
なると考えられた. 同様の事例はナシ病原菌Alternaria 

kikuchinataが産生するAK-toxinとナシ葉においても確認
されている（Nishimura et al. 1974）.
　他方, クワ葉に形成された病斑は葉脈に沿った壊死
を伴っているが, ここには褐色粒子と本菌の菌糸が検
出される. 病斑部および病斑部周辺における分布を調

Table Ⅱ-6  Results of detection of hyphae and the toxins produced by Myrothecium roridum at each piece of leaf over the lesion.

a) See Figure Ⅱ-5.
b) Hypae of M. roridum were detected (+) or not detected (-).
c) Fungi used for detection of the toxins produced by M. roridum.
d) Percentage of growth inhibition [(1 - A / B)  ×  100] of hyphae. A = Diameter (mm) of the colony on potato sacrose agar 
medium (PSA) applied with the extract of leaf pieces containing the toxins. B = Diameter (mm) of the colony on PSA 
applied with the extract of leaf pieces without the toxins.
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査した結果, 病斑部と病斑部外周２mm以内の組織か
ら菌糸と褐色粒子, 病斑部外周２～４mm以内の部分
において褐色粒子と菌糸の先端が検出された（Table 
Ⅱ-7）. 一方, 病斑外周から４mm以上隔った健全部に
近い部分では, 褐色粒子は検出されたものの菌糸は検
出されなかった.
　以上の結果, 本毒素は本菌の感染部位に隣接する健
全部にも, 菌糸の伸長に先行して存在していることが
あきらかになった.

６　毒素によるクワ葉細胞の経時的形態変化

　本菌の感染機構を解明するためには, 本毒素のクワ
葉細胞内における作用点をあきらかにする必要があ
り, 毒素処理葉細胞内器官の変化を経時的に観察する
必要がある. しかし, M. roridum産生毒素による細胞微
細構造の変化を調べた既往の研究は, マウスの十二指
腸や回腸, ラットの脳や肝臓の細胞におけるものであ
り, 植物細胞への影響は不明のままである（Bergmann 
et al. 1989, Schiefer et al. 1989）. そこで本項では, 本菌
の毒素によって壊死が認められたクワ葉細胞の微細構
造の変化を透過型電子顕微鏡を用いて調査した.

1） 材料と方法

　M３株の培養濾液を第Ⅱ章3-2）-（1）項に述べた方法
で作成し, この100ppm液を毒素液として供試した. 本
毒素液10μlをクワ葉に滴下して, 壊死斑を形成させ
た. 透過型電子顕微鏡観察用の試料はKushidaの方法
（1971）に準じて作成した. すなわち, 毒素滴下部か
ら健全部にかけて連続的に葉片を切り出し, ３% グル

Fig. Ⅱ-6  Brown particles (double arrows) spread ahead of the growth of hyphae of Myrothecium roridum (＊: tip of hyphae 
of M. roridum) from the fungal inoculum.  Necroces (Fig. Ⅱ-6-1) was induced by the toxins produced by M. roridum. The 
magnified view (Fig. Ⅱ-6-3) shows brown particles (at >> in Fig.Ⅱ-6-1). The lesion (Fig. Ⅱ-6-2) was formed by infection 
with M. roridum. A magnified view (Fig. Ⅱ-6-4) of the fungal hyphae (H) and brown particles is seen in the area of a 
developing lesion (at >> in Fig. Ⅱ-6-2). Bar in Figures Ⅱ-6-1 and 3 : 5 mm. Bar in Figures Ⅱ-6-2 and 4 : 10μm.

Table Ⅱ-7  Detection of hyphae of Myrothecium roridum and 
brown particles in mulberry cells of lesions or necroces 
induced by the fungus.  

See Figure Ⅱ-5.
a) + : detected, - : not detected.
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タルアルデヒド（v/v）を含むMillonigの緩衝液（pH 
7.4）に５℃で２時間浸漬し, 固定した. その後, オスミ
ウム酸で1.5時間固定し, アルコール系列で脱水した. 
次に, Spurrの方法（1969）に準じ, Quetol 812樹脂：
アセトン=１:１（v/v）の液で一晩振盪して, 35℃で1
昼夜Quetol 812樹脂中で振盪した. 続いて, Quetol 812
樹脂と共に葉片をゼラチンカプセルに流し込み, 35℃, 
45℃, 60℃と徐々に温度を上げ樹脂を固化した. その
後, ウルトラミクロトームを用いて作成した切片を酢
酸ウラニルと鉛で二重染色した後, 透過型電子顕微鏡
（JEM-1010, JEOL, 東京, 日本）で観察した.

2） 結果

　毒素滴下処理したクワ葉の柵状組織と柔組織では同
一の変化がみられた（Fig. Ⅱ-7）. なお, 葉の状態と葉
細胞観察結果は以下のとおりである.
　毒素液非滴下葉の細胞には, 均等に分散した粒子が
存在する細胞質に覆われた葉緑体と液胞が観察され
た. 葉緑体内には, 電子密度が低い楕円形の構造が観
察され, 細胞内の他器官との境界が明瞭であった. ま
た液胞内は空隙であり, ここでも他の器官との境界は
はっきりしていた. さらに細胞壁も明瞭に観察され, 
細胞の形状が保たれており, 細胞外間隙との区別が容
易であった.

Fig. Ⅱ -7  Transmission electron microscope images of changes in palisade cells damaged by the toxins produced by 
Myrothecium roridum.  
1: normal control. The chloroplast (Ch), vacuole (V) and cell wall (CW) in the palisade cells, as well as the intercellular 
space (IS), are clear. 
2: granules can be seen in the vacuoles, and fibrosed chloroplasts were detected. 
3: the cell organelles are not well demarcated. 
4: the cell wall and intercellular space are not well demarcated and the cells have broken up. 
Bar: 2μm.
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　毒素滴下部から離れているが, わずかに壊死した部
位の細胞では, 細胞質中に不均一に電子密度の高い粒
子が散在していた. 一部の葉緑体は細胞質との境界を
わずかに保っているものの変形しており, 大部分の葉
緑体内物質は細胞質に流出していた. 葉緑体内部には
アモルファス状態となったラメラ構造物や繊維状物質, 
凝集した粒子状物質がみられ, 毒素非滴下葉にみられた
楕円型構造は膨潤して円型に変形していた. 液胞内には
凝集した電子密度の高い粒子状物質が散在していた.
　壊死が明瞭な部位の細胞では, 細胞質は粒子状物質に
覆われており, 全葉緑体内物質が細胞質に流出し, 細胞
質との境界が失われていた. 一部の液胞も細胞質との境
界が失われ, 内部には凝集した粒子状物質がみられた.
　毒素滴下部に最も近い部位の細胞では, 細胞壁が崩
壊し, 細胞自身も変形しており, 細胞質, 葉緑体, 液胞
はみられず, 電子密度の高い構造のみが観察された.
　一般に, 植物毒素滴下処理された植物細胞は, 細胞
膜に変化がみられることが多く, AK-toxin処理したナ
シ葉細胞においては, 細胞膜に陥没がみられ, 細胞膜
と細胞壁の間の空隙に粒子状物質が確認されている
（Nishimura et al. 1974）. 本実験では, このような細胞
膜の変化までは確認できなかったが, M. roridum産生毒
素滴下処理されたメロン葉細胞において, 細胞膜の電
荷変動が確認されている（Kuti et al. 1985, Kuti and Ng 
1987, Pavlovkin et al. 1993）. したがって, 本毒素もク
ワ葉の細胞膜に何らかの変化を誘導すると推察される.

７　植物に及ぼす毒素の影響

　M. roridum産生毒素の生物活性はマウスやラット, ウ
マなどの哺乳類, ニワトリ, アヒルなどの鳥類, 糸状菌, 
細菌の微生物において調べられてきたが, 植物を供試
した研究はほとんど行われていなかった（Bergmann 
et al. 1989, Brian et al. 1948, Nespiak et al. 1961, Okuchi 
et al. 1968, Schiefer et al. 1989, Ueno 1980）. しかし, 本
菌の感染機構を解明するには植物へ及ぼす毒性の特徴
を調査して, 本毒素の感染機構における役割をあきら
かにすることが欠かせない. そこで本実験では, クワ
暗斑病菌産生毒素のさまざまな植物への毒性を調査
した.

1） 材料と方法

　毒素液の作成は第Ⅱ章2-1）-（2）項に述べた方法に準
じて行った. ２週間培養物由来毒素液を, 20科46種の
植物の切取葉の無傷部と有傷部に５μlずつ滴下した. 
また, 温室で栽培中の植物11科24種に塗布した. また, 
１ヶ月間培養物由来毒素液とこれに0.02%展着剤（ダ
イン, 武田薬品, 大阪, 日本）を添加した毒素液を, 上
述の温室で栽培中の植物と野外で生育中の植物９科
13種に塗布した. 各区には各植物３個体ずつ供試した. 
処理７日目に葉上に形成された壊死斑面積によって, 
各植物への毒性を評価した. すなわち, 壊死が葉全体
に広がってみられる場合を+++, 接種部以上に広がっ
てみられる場合を++, 接種部のみにみられる場合を+, 
わずかにみられる場合を+/－, 全くみられない場合を
－とした. また, 各植物上に形成された壊死斑面積と
壊死が認められるまでの時間を比較することによって
各植物の感受性を比較した.

2） 結果

　各供試植物の反応の結果をTable Ⅱ-8に示した. 切
取葉では46種のうち, 無傷葉では35種, 有傷葉では44
種に葉脈に沿った壊死が認められた（Figs. Ⅱ-8-A, B, 
C, F, G, H）. また, 植物の種類によって感受性は異な
り, クズ, ヤブガラシ, ツキミソウなどは処理１日目か
ら壊死が認められたが, その他の植物では毒素処理２
日目から認められた. 一方, ドクダミとオオバコは処
理７日目においても変化はみられなかった. 大半の植
物では有傷葉の壊死斑面積は無傷葉より大きく, 特に, 
無傷接種では壊死がみられなかったセイタカアワダチ
ソウやカキ, シバ, エノコログサ, トウモロコシなどに
おいても壊死が認められた.
　なお, 本菌の培養期間が長いほど毒性は強かった. 
たとえば, 温室栽培したセイタカアワダチソウとヨモ
ギ, クズにおいて２週間培養物由来毒素液では壊死が
認められなかったが, １ヶ月間培養物由来毒素液では
形成された. また, 展着剤を添加することによって, 毒
性は強まり, 展着剤無添加では壊死が認められなかっ
たススキ, ササ, ドクダミ, オオバコにおいても壊死斑
が形成された. この結果, 供試全植物に壊死斑が形成
されたことになる.
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　野外の植物に対する毒性を調査した結果, １ヵ月間
培養物由来毒素液では, 供試した13種の全植物に壊死
斑が認められた. 例を挙げると, セイタカアワダチソ
ウは毒素処理２日目には葉や茎の先端が部分的に壊死
した. クズは処理３日目で葉が, ヨモギは処理４日目
には茎の先端が壊死した. クワ葉は処理７日目に, ケ
ヤキは処理８日目に葉が壊死した.

　展着剤添加毒素液処理植物では, 供試した13種の植
物全てに展着剤無添加区より大きな壊死斑が形成さ
れ, 壊死斑形成に要する時間も短かった. セイタカア
ワダチソウは毒素処理２日目には茎の先端が黒変し, 
葉が部分的に壊死して（Fig. Ⅱ-8-D）, ７日目には全
体的に壊死し（Fig. Ⅱ-8-E）, ８日目に落葉した. ヨモ
ギは処理２日目には茎の先端が壊死し（Fig. Ⅱ-8-I）, 

Table Ⅱ-8  Toxicity of toxins produced by Myrothecium roridum on various plants.

The toxins dissolved in water (e) or spreader (f) were applied to detached leaf (a), plants grown in 
greenhouse (b) or in field (c).
(d) Cultured term of M. roridum on potate sucrose agar medium to produce the toxins by the fungus. 
2-w : 2-week culture, 1-m : 1-month culture. 
- : non-reaction, +/_ : necroces were found a little, + : necroces were found at the applied sites, ++ : 
necroces spread around applied sites, +++ : necroces spread all over the leaf.
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７日目には葉の表面に粘液が分泌され, 茎の先端葉が
壊死した（Fig. Ⅱ-8-J）. クズは処理１日目で葉が凋萎
し（Fig. Ⅱ-8-K）, ３日目には壊死し（Fig. Ⅱ-8-L）, 
８日目には蔓が凋萎して黒変し, 壊死した葉が腐敗し
た. クワ葉は処理７日目に壊死し, 15日目に落葉した. 
ケヤキも処理12日目に落葉した.
　以上の結果, 本菌産生毒素は多種の植物に毒性を
示し明瞭な宿主特異性を示さないこと, 培養期間が長

いほど毒素液の毒性が強いことが判明した. 本実験の
結果から判断すると, クワ暗斑病菌産生毒素は宿主非
特異的毒素に属する可能性が高い. しかし, M. roridum

は多犯性の病原菌である（Arya 1956, Barnett and 
Hunter 1987, Chase 1983, Littrell 1965, Mclean and Sleeth 
1961, Preston 1943, Wensley 1956）. したがって今回供
試した植物が潜在的宿主である可能性もあることか
ら, この点は今後の検討が必要である.

Fig. II-8  Necroses on plants induced by the toxins produced by Myrothecium roridum.
A: detached punctured leaf of mulberry at 7 day after treatments (dat). 
B: detached leaf of pear at 2 dat. I: intact. W: punctured. 
C: detached leaf of soy bean at 2 dat. 
D, E: leaves of Solidago altissima in field at 2 dat (D) and 7 dat (E). 
F: detached leaves of potato at 2 dat. 
G: detached leaf of corn at 2 dat. 
H: detached leaves of Zelkova serrata at 7 dat. 
I, J: the leaves of mugwort in field at 2 dat (I) and 7 dat (J). 
K, L: the leaves of wild vine in field at 1 dat (K) and 3 dat (L).
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８　考察

1） 感染条件

　既往の研究において, ナシの病原菌であるA. kikuchinata

では感受性ナシ品種葉に接種10時間後に感染するこ
と（Nishimura et al. 1974）, また, クワ炭疽病菌である
Colletotrichum dematiumはクワ葉無傷表側に接種15～18
時間後に感染することが確認されている（吉田・白
田 1997）. 第Ⅱ章1-2）項の結果は, これらの実例より
感染に時間を要することを示した. この理由として菌
種や供試葉による相違点が考えられるが, 本実験で供
試した品種‘しんいちのせ’の本菌に対する感受性
は比較的低く, 弱感受性に近いものである. このため, 
感染に時間を要したと考えられる. 感染に要する時
間は病原菌・品種の組み合わせによって異なってお
り, 感受性品種では耐病性品種よりも短時間で感染す
ることは一般的な現象のようである（Nishimura et al. 
1974）.
　本研究において, M. roridumは毒素を産生しているこ
とが示され, 分生子周囲に養分が存在すると, 菌糸の
発芽や伸長に伴って分泌されることが確認された. 一
般に, 病原菌の感染には葉上の成分が影響を与えるこ
とがしられており（吉田・白田 1997）, 野外における
クワ葉上では, 葉の傷からの滲出物, 葉付着土, 虫の死
骸や糞などからの養分の供給が本菌の生育を促進する
と推察される.
　また, Alternaria属菌やCochliobolus属菌では分生子の
発芽時に毒素が放出されることが確認されている（児
玉ら 1997）. 一方, クワ暗斑病菌の場合には分生子発芽
前の分生子周囲にすでに存在することが示唆され, 野外
における本菌の感染には, 本成分が関与すると考えられ
た. なお, 有傷接種でも感染効率が低い理由としては, 分
生子周囲に存在する毒素と, 傷口から分泌される養分を
利用して産生される毒素だけでは, クワ葉細胞に障害を
与えられない場合が多いことが考えられる. また, 葉へ
の付傷, 毒素液への展着剤の添加によって本毒素の毒性
が高まることが示された. このことから, 本毒素が作用
するには植物表皮下の細胞に到達することが必要と考
えなければならない. したがって, 本菌がクワ葉へ感染
するには, 本菌産生毒素がクワ葉表皮を通過して葉内細
胞に達する条件が整うことが必須と推察される.

2） 病原因子としての毒素

　植物病原菌産生毒素の植物体内における性質には, ①
極低濃度で活性を有すること, ②植物体内を移行し, 実
際の侵入点から離れた所においても作用すること, の二
つの特徴がある（Dickinson and Lucas 1982）. 第Ⅱ章3

項, 第Ⅱ章５項の結果によって, クワ暗斑病菌の産生毒
素は低濃度でも作用性を有すること, クワ葉内を移行
し, 菌侵入点から離れた場所においても作用することが
あきらかであり, 上記毒素の条件を満たしている.
　しかし, 植物病原菌の産生する毒素には培養培地上
で産生され, 植物に壊死斑を形成するが, 宿主の病斑
部では産生されず, 病原菌の病原性に関与しないも
のがある. これは, 培養培地中に産生された二次代謝
産物が植物に毒性を示すことによるものである. こ
のような場合も考えられるため, 研究対象の毒素が病
原毒素であることを証明するには注意が必要である
（Dickinson and Lucas 1982）. このため, 本菌の病原性
と毒素産生能との関係, クワ病葉における毒素と菌糸
の存在位置を確認した.
　植物病原菌産生毒素サイトカラシンEを産生するこ
とでしられる多犯性植物病原菌Rosellinia nectrixでは, 第
Ⅱ章4-1）項と同じ方法によって弱病原性菌株を作出
し, サイトカラシンE産生能と病原性の相関が調べら
れたが, 毒素産生能と病原性に相関が認められなかっ
たため, この毒素はR. nectrixの病原性に関与しないと
判断されている（Kanematsu et al. 1997）. 一方, 本研
究では, 毒素産生能と病原性との間に正の相関がある
ことが示され, R. nectrixの場合とは異なった. この結果
は, クワ暗斑病菌の産生毒素が病原性に関与すること
を初めてあきらかにしたものである. さらに, 野外か
ら分離した弱病原性株も毒素産生能が低いことが示
された. 同様のことがFusarium roseumにおいてもみら
れ, F. roseum産生毒素は病原毒素とされている（Harris 
et al. 1999, Proctor et al. 1995, Snijders and Perkowski 
1990）.
　また, 病葉において毒素は菌糸に先行して健全部に
存在することが示された. 同様の現象は病原毒素を産
生することでしられるCochiliobolus carbonumとトウモロ
コシとの間にも確認されており, C. carbonum産生毒素
はトウモロコシの抵抗性機構に関与するヒストンジア
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セチラーゼを阻害するサプレッサーとして機能してい
る（Brosch et al. 1995）.
　植物の細胞にはファイトアレキシンや活性酸素産
生といった植物病原菌の侵入に対する抵抗性機構が
備わっており（Dickinson and Lucas 1982, 道家 1996）, 
非病原菌はこの機構を抑制することができず, 植物の
細胞に侵入できない. 一方, 植物病原菌の中にはサプ
レッサーを産生することによって, 植物の抵抗性機構
を抑制する事例がしられている（Dickinson and Lucas 
1982, 道家 1996, 奥・白石 1997）. また, クワでは病原
菌侵入に対する抵抗性機構としてファイトアレキシン
の産生がしられている（白田 1978, 高杉ら 1997）. こ
のことから, クワ暗斑病菌産生毒素はこのファイトア
レキシン産生を抑制するサプレッサーとして機能して
いる可能性も考えられる.
　緒言で述べたように植物病原菌の病原毒素には, 感
染因子として機能する宿主特異的毒素と, 病徴発現
因子として機能する宿主非特異的毒素の二つがある
（Dickinson and Lucas 1982, Scheffer 1983）. 第Ⅱ章
3-2）項で得られた結果をみると, 本菌の産生毒素は感
染を促進するのみでなく, 病斑拡大にも関与すること
が示唆されたことから, 感染因子と病徴発現因子の両
者を兼ね備えた機能をもつと考えられた.
　一方, 植物病原菌の病原性には毒素以外に酵素が
関与することがしられている（Dickinson and Lucas 
1982）. ワタ病原菌のM. roridumはセルラーゼを産生
する（Cognee 1965, White and Downing 1947）. この
ことから, これまでクワ暗斑病菌の病原性発現にもセ
ルラーゼが関与していると推察されていた（高橋ら 
1994）. 第Ⅱ章3-3）項では, 綿を分解するセルロシン
ALやセルロシンAL, セルロシンT2など, カルボキシ
メチルセルロースを分解するCMCアーゼやセルラー
ゼAEC3などの複数のセルラーゼを検出する一般的な
手法を用いたが, いずれの活性も検出されなかった. 
微生物が産生する酵素や色素などの代謝産物の種類
は, 菌株によって異なることはよくしられている（道
家 1993）. このことから, クワ病原菌ではワタ病原菌
が産生するようなセルラーゼが産生されないと考えら
れる. また, 産生するとしても病原性に関与する可能
性は低いと考えられた.

3） 毒素によるクワ葉細胞の変化

　緒言で述べたように, M. roridumはトリコテセン類を
産生する（Bean and Jarvis 1987, Bean et al. 1987, 1992, 
Jarvis et al. 1983, 1985, 1986, 1991, Jarvis and Yatawara 
1986, Kuti et al. 1985, Kuti and Ng 1987, Ueno 1980）. ま
た, 本物質はタンパク質合成系を阻害することによっ
て細胞に毒性を示す（Ueno et al. 1968, Ueno 1980） . 
したがって, クワ暗斑病菌もトリコテセン系毒素を産
生することによって, クワ葉細胞のタンパク質合成を
阻害している可能性がある. 第Ⅱ章６項で認められた
ラメラ構造が崩壊した繊維状の物質や凝集した粒子の
存在は, トリコテセン系毒素処理したラットやマウス
の腸や肝臓細胞にも確認されている（Bergmann et al. 
1989, Schiefer et al.1989）. このことから動物と植物と
いう違いがあるが, 細胞内のタンパク質合成が阻害さ
れたことによると推察される.
　また, 毒素による植物細胞の変化として一般に細
胞膜電荷の変動がしられ, 多くの毒素についても調
べられており, M. roridum産生毒素であるロリジンE
においてもマスクメロン葉での変化が調べられてい
る（Healy et al. 1994）.　この変動は毒素処理数分以内
に現れるため, 毒素の存在を示す有力な手段である
（Nishimura et al. 1974）. 一方, 第Ⅱ章5-2）項における
褐色粒子の存在によって調査する方法は, 毒素によっ
て損傷を受けた植物細胞の変色を利用したものである
ため, 先の方法と異なり大きな変化をとらえることに
なるが, 早い場合では数十分以内に検出された. このこ
とから, 本方法も有力な手段となりうると考えられた.
　本章では, クワ暗斑病菌産生毒素の病原性への関与
を中心に実験を行った. しかし, これを証明するには, 
病斑部における毒素の存在が証明されなくてはなら
ず, さらに詳細な研究が必要である. したがって, この
件については, 以降の章で取扱うことにする.
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Ⅲ　毒素単離と化学構造

　第Ⅱ章において, クワ暗斑病菌 Myrothecium roridum 
が培養物中にクワ葉に対して毒性を示し, 本菌の感染
効率および病斑の拡大を促進する毒素を産生するこ
と, また, 本毒素は病原性に関与することが示唆され
た. しかし, 本毒素を病原毒素とするには, 感染葉に
おいて産生されていることを証明する必要があり, 病
斑部からの単離が必要である（Dickinson and Lucas 
1982）. しかし, 一般的に毒素は病斑部における産生
量が少ない場合が多いため, 病斑部から単離, 同定す
るのは困難である. そこで, 本章では病斑部における
毒素の産生を実証するに先立ち, 毒素の効率的な産生
法の確立, 単離, 同定を目的として実験を行った.

１　毒素検出法の確立

　病斑部に産生される毒素を同定するためには, 精製
過程で目的とする毒素の存在を少量の毒素で, かつ簡
便に検出する方法を確立する必要がある. しかしクワ
暗斑病菌産生毒素には, このような検出法は確立されて
いない. そこで, TLCを用いた生物検出法を考案すること
によって, 本毒素を高感度かつ簡易に検出しようとした.

1） TLC生物検定法

⑴　材料と方法

　M３株の培養濾液を第Ⅱ章3-2）-（1）項に述べた方法
で作製した. この培養濾液を乾燥後, 20mlのメタノー
ルで抽出した. この抽出液を１mlに濃縮し, その20μl
をTLCプレートに塗布して, ジエチルエーテルで展開
した. 検定菌として, 本毒素に感受性であり, 有色の菌
糸をもち, 分生子が採取しやすい次の２菌株を供試し
た. すなわち, クワ由来のファイトアレキシンに感受
性であるCochliobolus miyabeanus （K-13）と未同定糸状
菌M9401株である. 両菌の分生子をPSに懸濁して, 毒
素を展開したTLCプレートに噴霧器を用いて散布し, 
両菌の生育の有無によって本毒素の抗菌活性スポット
を検出した.
　次に, 抗菌活性画分のクワ葉に対する毒性を調査し
た. すなわち, 各活性画分を削り取り, メタノールで抽

出後, 水に溶解してクワ葉有傷部に滴下し, 滴下２～３
日後に滴下部における壊死斑の形成の有無を調査した.

⑵　結果

　TLC上の抗菌活性スポットは, Rf値0.1と0.2の間およ
び 0.2, 0.3, 0.4に検出された（Fig. Ⅲ-1）. 各スポット
の面積を比較すると, Rf値0.3のものの面積が最も大き
く, 次いでRf値0.2, 0.4, Rf値 0.1と0.2の間に位置するも
のの順に小さかった. これらのスポットの成分をクワ
葉有傷部に滴下した結果, 本菌の培養濾液によって形
成される壊死斑と同様, 葉脈に沿った壊死が認められ
た. 一方, 抗菌活性が認められなかった部位では壊死斑
は形成されなかった. 以上の結果は, 本菌の産生毒素が
C. miyabeanusとM9401株を検定菌としたTLC生物検定
法によって検出できることを示している.
　また, M３株を10mlのPSA上で培養して得られた
クワ暗斑病菌産生毒素抽出液と, これを1/2倍, 1/4倍, 
1/8倍に希釈した毒素液を10μlずつTLCプレートに

Fig. Ⅲ-1  Thin layer chromatography (TLC) -bioassay of 
the toxins produced by Myrothecium roridum.  
The toxins were developed by diethyl ether on TLC-
plate and then conidia of Cochliobolus miyabeanus (C) and 
M9401 (M), the unidentified fungus isolated mulberry 
leaf, were sprayed on the plates. Areas showing 
antifungal activity were detected as white spots, because 
the growth of each hypha was inhibited by the toxins. 
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滴下して, 抗菌活性スポットの面積を比較した結果, 
各々165mm2, 112mm2, 43mm2, 12mm2と希釈率が高い
ほど小さく, 抗菌活性スポット面積と毒素量は比例す
る（r=0.97）ことがあきらかになった.
　以上の結果, 本方法によるクワ暗斑病菌産生毒素の
簡易定量は可能と考えられた.

2） TLC生物検定法による弱病原菌と標準病原菌株の

　　毒素産生能の比較

⑴　材料と方法

　M３株以外に, 弱病原菌株として本病発生地から分
離したM23株（第Ⅱ章4-2）項参照）, M３株に紫外線
照射して得られた弱病原変異株A-1株とA-2株を供試し
た（第Ⅱ章4項参照）各菌株の菌叢片を, M23株とM３
株は17日間, A-1株とA-2株, M３株は７日間, 各々20ml
および10mlのPSA上で培養した. 各培養物を乾燥後, 
各々20mlと10mlのメタノールで産生毒素を抽出し
た. 各液の20μlをTLCプレートに滴下し, M9401株を

検定菌としたTLC生物検定法によって各抽出液の抗菌
活性を検出した. この検出された抗菌活性スポットの
面積を毒素量の指標とした.

⑵　結果

　M３株とM23株の毒素抽出液の抗菌活性スポットを
検出した結果, M３株では毒素量が多かったため, ス
ポットがテーリングしたが, Rf値0.1と0.2の間, 0.2, 0.3, 
0.4の各位置に検出された. M23株では抗菌活性スポッ
トがRf値0.2, 0.3, 0.4の位置に検出され, これら抗菌活
性スポットの合計面積は48mm2であり, M３株による
373mm2の約1/8であった（Fig. Ⅲ-2）.
　M３株とA-1株, A-2株を比較すると, M３株の毒素
抽出液ではRf値0.1と0.2の間と 0.2, 0.3, 0.4の各位置に, 
各々の面積が19mm2, 75mm2, 24mm2, 36mm2の抗菌活
性スポットが検出されたのに対し, A-1株とA-2株では
全く検出されなかった（Fig. Ⅲ-3）.
　したがって, 本菌の毒素産生能と病原性発現の強弱
には相関があることがあきらかになった.

Fig. Ⅲ-2  The toxins produced by the wild type isolate 
M3 (N), and the weak pathogenicity isolate M23 (W) 
were detected by the thin layer chromatography-
bioassay method.

Fig. Ⅲ-3  Toxins produced by mutants with weak 
pathogenicity (A-1 and A-2) and M3 strain were 
detected by the thin layer chromatography-bioassay 
method. 
The toxins of each A-1, A-2 and M3 strains were 
produced on the same conditions.
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3） TLC生物検定法による病斑部からの毒素の検出

⑴　材料と方法

　病斑部に存在する毒素をTLC生物検定法によって検
出した. すなわち, 25℃の温室で生育中のクワ葉の有
傷部に, M３株の非洗浄分生子を筆で接種し, 株全体を
ポリエチレン袋で10日間覆った. 形成病斑15個を20ml
のメタノールを用いて３回抽出し, 100μlに濃縮した
後, このうちの20μlをTLCプレートに滴下した. これ
をジエチルエーテルで展開後, M9401株を検定菌とし
たTLC生物検定法によって抗菌活性を検出した. また, 
対照として, 第Ⅱ章3-2）-（1）項に述べたM３の培養濾
液を供試した. なお, 抗菌活性スポットの異同は, Rf値
を比較することによって判別した.

⑵　結果

　本病病斑部（Fig. Ⅲ-4-1）と本菌の培養物に存在
する抗菌成分を上記の方法で比較した結果, 共にRf値
0.2, 0.3, 0.4に抗菌活性スポットが検出された（Fig. Ⅲ
-4-2）. なお, 病斑部抽出液では, 葉由来の色素とこの
スポットが重なるものの, 抗菌活性部位は明瞭に検出
された. さらに, これらスポットの水抽出物はクワ葉
に壊死斑を形成した. （Fig. Ⅲ-4-3）.
　以上の結果, クワ暗斑病菌の病斑部には, 培養物と
同じかあるいは類似の成分が毒素として産生されてい
ると考えられた.

4） TLC生物検定法による毒素とファイトアレキシン

　　の異同

⑴　材料と方法

　TLC生物検定法での本菌産生毒素の検出は, 抗菌活
性の有無によって行うが, クワ葉では病原菌の感染に
よって抗菌活性を有するファイトアレキシンが産生
される（白田 1978）. そこで, ファイトアレキシンと
毒素が本方法によって区別できるか検討した. 無処理
のクワ葉（生葉）と60℃で３分間加熱処理することに
よってファイトアレキシンを産生しないように処理し
た葉（60℃処理葉）（白田 1978）に本菌を接種し, 各
区の抗菌活性を比較した. すなわち, 両クワ葉を幅１
cmに切断し, これらをM3株の洗浄分生子（分生子濃
度：107個/ml）に30秒間浸漬接種した後, 25℃に保持

した. 接種当日と以降１日おきに10日間, 接種葉３gを
回収し, 20mlのメタノールで３回抽出した液を100μl
に濃縮して, このうちの16μlをTLCプレートに塗布
した. その後, クワ由来のファイトアレキシンの検定
菌であるC. miyabeanusを用いたTLC生物検定法によっ
て抗菌活性を検出した. 各処理葉における抗菌活性ス
ポットの異同は, Rf値を比較することによって判別した.

⑵　結果

　生葉と60℃処理葉に分生子を接種した後, 各葉中の
抗菌活性をC. miyabeanusを検定菌として経時的に調査
した（Fig. Ⅲ-4-4）. 生葉はFig. Ⅲ-4-5左に示すように, 
処理直後は鮮やかな緑色であったが, 徐々に褐変した. 
一方, 60℃処理葉（Fig. Ⅲ-4-5右）は, 加熱処理直後か
ら褐変しており, 本菌の増殖も生葉に比べ速かった.
　生葉抽出物における抗菌活性をTLC生物検定法に
よって検出すると, 接種４日目の葉の抽出物にはRf値
0.1の抗菌活性スポットがみられ, ６日目には, その面
積が拡大していた. 10日目にはRf値0.2, 0.3にもスポッ
トが出現した. 各スポットの面積を比較すると, Rf値
0.1≒Rf値0.2>Rf値0.3であった.
　60℃処理葉抽出物においては, 接種４日目にはRf値
0.2の抗菌活性スポットが検出され, ６日目にRf値0.3, 
0.4にもスポットが出現した. 10日目には各スポットは
拡大していた.
　各抗菌活性スポット抽出物をクワ葉に接種する
と, Rf値0.2, 0.3, 0.4のスポットは壊死斑を形成した
（Fig. Ⅲ-4-3）が, Rf値0.1のスポットは形成しなかっ
た. クワ由来のファイトアレキシンはバニリン硫酸試
薬（83.3% 硫酸（w/v）, 12.5% メタノール（v/v）, 
4.2% バニリン（w/v））によって赤や黄, 緑などのさ
まざまに発色するが, クワ暗斑病菌産生毒素は発色し
ない（村上ら 1998）. そこで, バニリン硫酸試薬によ
る検出を試みた結果, Rf値0.1のスポットのみが赤色に
発色した. このことから, 本スポットの成分はクワ由
来のファイトアレキシンと判断した.
　以上のように, Rf値0.1の抗菌活性スポットはクワの
ファイトアレキシン, Rf値0.2, 0.3, 0.4のスポットはク
ワ暗斑病菌産生毒素として区別できることがあきらか
となった.
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Rf

Fig. Ⅲ-4  Detection of the toxins by the thin layer chromatography (TLC) - bioassay method.  
1: lesion on mulberry leaves induced by inoculation with Myrothecium roridum. 
2:detection of the toxins produced in the artificial infection lesion of M. roridum (right) and produced in potato sucrose 
agar medium by the fungus (left). 

3: necroces induced by the extract from antifungal area on the TLC - plate. 
4:detection of the toxins produced by M. roridum and phytoalexins induced in mulberry leaves. The cut leaves of 
mulberry were treated with heated conditions (60 oC, 3 min: H) and non-heated (R), were inoculated with M. roridum. 
The antifungal area was detected by Cochiliobolus miyabeanus. 

5: Left: raw mulberry leaves were cut and inoculated with M. roridum for 0 - 6 days after inoculation. Right: heat treated 
leaves were used same as above test. 
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２　毒素産生至適条件の検討

　第Ⅲ章1-3）項と4）項の実験によって, 本菌が培地上
において, 産生する毒素は病斑部で形成されるものと
同一と考えられた. そこで, 本項では本菌の培養物か
ら毒素を効率良く産生し, 抽出する条件を検討した.

1） 各種培地における毒素の産生能と簡易抽出法

⑴　材料と方法

　PSA, PDA, MSA, 半合成, KB, 変KBの６培地を供試
して, 毒素を効率良く産生する培地を探索した. 各培
地の培養物を, そのまま, もしくは乾燥した. これに水, 
メタノール, アセトンの各溶媒10mlを加え, 40rpmで
１時間振盪して培養物中の成分を抽出して毒素液とし
た. この毒素液をフィルター除菌し, このうちの５μl
をクワ葉有傷部に滴下した. 葉に形成された壊死斑面
積と培養物中の毒素量が比例すると考え, 滴下７日後
に形成される壊死斑面積を比較することによって, 各
培地における毒素産生能を比較した. すなわち, 壊死
斑面積が100mm2以上の場合を+++, 25～99mm2の場
合を++, １～24mm2の場合を+, 形成されなかった場
合を－とした.

⑵　結果

　PSA区, PDA区, 半合成区では, 培養物乾燥処理の有
無, 抽出溶媒の種類に関わらず, 100mm2以上の大きな
壊死斑が形成された（Table Ⅲ-1）. KBと変KB上に

形成されるクワ暗斑病菌の菌叢直径は, 他培地のもの
と比較して小さく, 両培地の培養物乾燥区抽出物では
クワ葉に形成される壊死斑も小さかった. また, KB培
養物乾燥区では抽出溶媒によって抽出される毒素量に
差異がみられ, アセトン抽出物ではクワ葉に壊死が認
められず, メタノール抽出物では20mm2, 水抽出物で
は25mm2の壊死斑が形成された. 変KB培養物乾燥区
のメタノール抽出物とアセトン抽出物によってクワ葉
に形成される壊死斑面積は24mm2以下と小さく, この
区の水抽出物と非乾燥区からの３溶媒による抽出物で
は25～100mm2の壊死斑が形成された.
　これらの結果, 効率的に毒素を産生させる培地とし
てはPSA, PDA, 半合成が適していると考えられた. し
かし, PDAはオートクレーブ処理によって培地組成材
料のグルコースが変性してpHが変化する恐れがある
（Stainer et al. 1973）. 半合成培地は材料の種類が多い
ため作製に手間がかかり, MSAを作製するにはクワ乾
燥葉が必要である. したがって, 毒素の産生は作製の
容易なPSAで行うことにした.
　また, 毒素の抽出は, 乾燥培養物にメタノールを加
えることによって行うことにした.

2） 培養条件と毒素産生能

⑴　材料と方法

　毒素産生至適温度を調べるため, M３株の菌叢片を
直径９cmのシャーレに注入した20mlのPSAに接種し, 
10～35℃の間で５℃間隔で６区設け, 各条件下で２週
間培養した. その後 , 第Ⅱ章2-1）-（1）項に述べた方法
にしたがって, 各培養物から水抽出した毒素液を作成
した. 各毒素液の1/2～1/256倍の8段階に希釈した液
５μlをクワ葉有傷部に滴下し, 滴下７日後に形成され
る壊死斑面積を比較して毒素産生能を調査した.
　次に, 物理的培養条件の差異による毒素産生能への
影響を調査した. すなわち, 固体培養PSA区とPS液体
培養区, 100rpmの直線振盪培養区を設けた. 固体培養
区は, 直径９cmのシャーレに注入した20mlのPSA中
央に菌叢片を接種し, 静置培養とした. 液体培養区は, 
20mlのPSを注入した50ml容の三角フラスコを用いた. 
これらは暗培養とした. 直線振盪区には明培養区（照
度：3000lux）と暗培養区を設けた. これらを25℃で培

a) The toxins were extracted from non-dried or dried 
culture of M. roridum.

b)Toxicity was classified by necrocis area on mulberry 
leaves: +++, > 100 mm2 ; ++, 99 - 25 mm2; +, 24 - 1  
mm2 ; -,  non-reaction. 

Table Ⅲ-1  Toxicity of the toxins extracted with water, 
methanol and acetone from 6 kinds of media incubated 
with Myrothecium roridum. 
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養して, １日おきに14日間, 培養物を得た. 各培養物由
来の水抽出した毒素液を作成し, 1/256倍に希釈した
各毒素液５μlをクワ葉有傷部に滴下することによっ
て, 毒素産生能を調査した.

⑵　結果

　各培養温度において形成されるPSA上の菌叢直径
を比較すると, 25℃区と30℃区では78mmと最も大き
く, 20℃区では56mm, 15℃区では32mm, 10℃区では
10mmとなり, 35℃区では生育がみられなかった.
　次に, 各培養温度の培養物抽出毒素液によって形
成されるクワ葉の壊死斑面積を比較すると, 10℃区
と35℃区では全く形成されなかった（Table Ⅲ-2）. 
15℃区では, 1/2倍希釈液が23mm2, 1/4倍希釈液が９
mm2の壊死斑を形成し, 1/8～1/256倍希釈液では壊
死斑を形成しなかった. 20℃区では, 1/2倍希釈液が
115mm2, 1/4倍希釈液が85mm2, 1/8倍希釈液が40mm2, 
1/16倍希釈液が22mm2の壊死斑を形成し, 1/32～
1/256倍希釈液では壊死斑を形成しなかった. 一方, 
25℃区と30℃区では全希釈液において100mm2以上の
壊死斑を形成した. 以上の結果, 本菌の毒素産生至適
温度は25～30℃にあると考えられた.
　また, 異なる物理的培養条件下による培養物から得
られた毒素液によって形成されるクワ葉壊死斑面積の
比較を行った結果, 固体培養区において培養４日目に
５mm2の壊死斑が形成された以外に差異はみられな
かった（Table Ⅲ-3）.

　したがって, 本菌の培養はPSA上で25℃の暗下で行
うことにした.

３　毒素の単離と構造決定

　M. roridum培養物における産生毒素の単離や同定を
行った研究は数多くあり（Bean and Jarvis 1987, Jarvis 
et al. 1983, 1985, 1986, 1991, Ueno 1980）, トリコテセ
ン類に属する毒素を産生することでよくしられてい
る. しかし,トリコテセン類の種類は多く, M. roridum

が産生する種類や量は菌株によって異なる（Grove 

 

a) Culture of M. roridum in potate sucrose liguid medium 
was shaken at 100 rpm. 

b) Light condition: culture was done under light at 3000 
lux or in dark for all days. 

c) Toxicity was classified by necrocis area on mulberry 
leaves: +++, > 100 mm2; ++, 100 - 25 mm2; +, 24 - 1 
mm2; -, non-reaction.

 

a) Diameter of M. roridum colony 10 - 35 ℃ after 7-day inoculations.
b) Toxicity was classified by necrocis area on mulberry leaves: +++, > 100 mm2; 
++, 100 - 25 mm2; +, 24 - 1 mm2; -, non-reaction. 

Table Ⅲ-3  Effects of culture condition on toxin production 
by Myrothecium roridum. 

Table Ⅲ-2  Effects of temperature on colony diameter and toxin production by Myrothecium roridum.
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1988,  1993, Ueno 1980）. また, 新規物質が存在する
可能性もある（Grove 1993）. さらに, 毒素はさまざ
まな機構で細胞に毒性を示すが, その機構は化学構
造によって異なっている（児玉ら 1997）. このため, 
毒素の化学構造決定は, 植物細胞への作用を調べる
上でも重要である. したがって, 本項では本菌産生毒
素の産生, 抽出, 精製, 単離, 構造決定あるいは推定を
行った.

1） 毒素の単離

⑴　材料と方法

　毒素の生産と抽出, 精製は, Fig. Ⅲ-5に示す以下の方
法で行った.
　毒素の産生は, 20mlのPSAが注入された直径９cmの
シャーレ100枚にM３株の菌叢片を接種し, １ヵ月間暗
培養して行った.
　抽出は, この培養物を乾燥後, 20mlのメタノールを
注入し, 60rpmで１時間振盪することによって行った. 
なお, 本抽出操作は３回繰り返した.

　続いて, メタノール抽出物の精製と単離を以下の４
過程で行った. ①水と酢酸エチルによる分配と②順相
用シリカゲル, ③逆相用シリカゲルを充填したオープ
ンカラムによる分離, ④HPLCによる単離である. 毒
素含有画分のアッセイは, クワ葉における壊死斑形成
の有無によって行った. すなわち, 得られた画分を乾
燥後, ５mlのメタノールに溶解し, このうちの10μlを
クワ葉有傷部に滴下して, 滴下４日後に形成される
Fig. Ⅲ-6に示すような壊死斑の有無によって判別し
た. ①はメタノール抽出物を乾燥し, 各400mlの水と
酢酸エチルの混合液に溶解した後, 20分間放置するこ
とで行った. 本分配操作は３回繰り返した. その後, 酢
酸エチル層を回収して濃縮・乾燥し, ②のワコーゲル 
C-300 を20g充填したオープンカラムで分離した. 展
開溶媒は, ヘキサン：酢酸エチル=２:１, １:１, １:２
（v:v）, 酢酸エチルを順次100mlずつ流した. 次に, ク
ワ葉に毒性を示す画分を③のCosmosil 140C18-OPNを
５g充填したオープンカラムで分離した. 30～80%へ
10%ごとに濃度を高めたメタノール水溶液各25mlで溶

Fig. Ⅲ-5  Procedures of production, extraction and isolation of the toxins from potato sucrose 
agar medium culture of Myrothecium roridum. 
Codes for each fraction are shown in parentheses.
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⑵　結果

　2000mlの培養物から①の操作で得られた酢酸エチ
ル画分は1.19gであった. 次に②の精製を行うと, Fig. 
Ⅲ-5に示す画分⑴と⑵に活性が認められ, 各画分の収
量は各々263mgと280mgであった. さらに③の精製を
行うと, 画分⑶, ⑷, ⑸に活性が認められた. HPLCに
よる精製によって, 透明～白色の７種の毒素（毒素
１～７）が単離された（Table Ⅲ-4）. 最も収量が多
かったのは毒素１であり, 97.0mgあった. これは単離
された毒素の95.1%を占めていた. 本毒素は, ②の処理
によって画分⑵に, ③の処理によって画分⑷に分画さ
れ, 乾燥した画分⑷をメタノールとクロロホルム混合
液に溶解して５℃で放置すると, 白色で立方体の結晶
を形成した. 毒素２と毒素３の収量は, 各々3.4mg（含
有量割合: 2.7%）と1.4mg（1.1%）あり, 画分⑴と⑸に
分画された. 毒素４は0.4mg（0.3%）あり, 画分⑴と⑷
に分画された. 毒素５と毒素６は, 0.3mg（0.2%）あり, 
各々画分⑵と⑷, 画分⑵と⑶に分画された. 毒素７の
収量は測定限界である0.3mg未満（0.2%未満）であり, 
画分⑴と⑸に分画された.

出して活性画分を得た. その後, この画分を④のHPLC
によって分離した. 分離条件は, 使用カラム：ODS-
II, 保持温度：40℃, 溶出溶媒：50%もしくは60%メタ
ノール, 20%もしくは30%イソプロピルアルコール, 溶
媒流速：１ml/min, 検出紫外線波長：260nmとした.

. 

Fig. Ⅲ-6  Necrocis induced by the toxins extracted from 
culture of Myrothecium roridum.

 

Table Ⅲ-4  Retention times, molecular weights, infrared spectra, ultraviolet spectra and melting point of the isolated toxins.

a) Columns used were Wakogel C-300 (upper) and Cosmosil 140C18-OPN (lower).
b) Retention time for each toxin by HPLC was measured using an ODS II column with 60 % (1st) or 50 % (2nd)  methanol 
and 30% (3rd) or 20% (4th) isopropanol at flow rate of 1 ml/min at 40 ℃ . 

c) Numbers in parentheses are percentages of the toxin on the basis of total isolated toxins (w/w).
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日本）を用いて行った.
(ⅲ)　 X線回析

　毒素1.50mgを0.2mlのクロロホルムに溶解させ, こ
れに20mlのメタノールを加え, ５℃で保持した容器の
中で結晶化を行った. 得られた単結晶はTable Ⅲ-5の
条件で解析し, 得られた構造モデルのジオメトリーを
MM2ソフトウェアで最適化を行った.
(ⅳ)　 FABマススペクトロメトリーの測定

　各毒素の分子量測定はJMX-SX 102A（JEOL）で
行った. 毒素１～７をメタノールに溶解し, グリセ
ロールをマトリックスとし, 塩化カリウムを加え, 
5×10-6Torrでアルゴンガスを放出して10KeVでイオン
化を行った.
(ⅴ)　 赤外線吸収スペクトルと紫外線吸収スペクトル

　各毒素をメタノールに溶解し, 赤外線吸収スペクト
ルの測定は, FTIR-8200（島津製作所）を用いて行っ
た. 同様に, 紫外線吸収スペクトルの測定はUV-3100
（島津製作所）を用いて行った.

2） 構造決定

⑴　材料と方法

(ⅰ)　 毒素の加水分解

　22.5mgの毒素１を22mlのメタノールに溶解し, これ
に炭酸カリウム200mgを加え, 室温で１時間反応させ
た後, １Mの塩化水素水を加えてpH2に調整し, 水と
酢酸エチルを加えた. これらを振盪後, 酢酸エチル相
を抽出し, 蒸留水と飽和塩化ナトリウムで洗浄後, 無
水硫酸ナトリウムを用いて脱水処理を行った. 得られ
た溶液を濾過して無水硫酸ナトリウムを除去した後, 
濃縮し, 反応混合物を得た. その後, この反応混合物
をODSシリカゲル（島津製作所）を用いて, オープン
カラムクロマトグラフィーで精製し, 加水分解生成物
3.7mgを得た.
(ⅱ)　 核磁気共鳴（NMR）スペクトル

　各毒素と上述の加水分解物をCDCl3に溶解し, 基準
物質としてテトラメチルシランを用いた. 1H-NMR
スペクトルと13C-NMRスペクトルの測定をARX-400
（Bruker, つくば, 日本）とJNM-α500（JEOL, 東京, 

Table Ⅲ-5  Crystal data and structure refinement for X-ray crystallographic analysis.
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(ⅵ)　 融点の測定

　結晶化した毒素１について, MP-J3（ヤナコ, 京都, 
日本）を用いて測定を行った.

⑵　結果

　毒素１～７の赤外線吸収スペクトルと紫外線吸収ス
ペクトルおよびマススペクトロメトリー分析の結果を
Table Ⅲ-4に示す. 赤外線吸収スペクトルの測定結果
より, 各毒素には共通して3300cm-1付近にO-H結合の
存在を示す強い吸収帯がみられた. また, 紫外線吸収
スペクトルの測定より, 毒素６では明瞭な紫外線部に
吸収ピークがみられず, 他の毒素では208nmと215nm
付近に強い吸収ピークがみられ, 官能基の違いが示さ
れた.
　毒素１のNMRスペクトルから得られた化学シフト
値をTable Ⅲ-6に示す. トリコテセン類は緒言で述べ
たように12,13,epoxytrichothecec-9-eneを基本骨格と
し, 12位, 13位にエポキシ基を有するセキステルペ
ン化合物である. この基本骨格の化学シフト値は側
鎖によってわずかに影響を受けるが, 一般に共通し
た値を示すことがしられている（Grove 1993）. 特
に13C-NMR上にはσC=47.5ppmのカーボンが, 1H-NMR
上にはσ=3.1ppmのダブレットのプロトンピークが
示されることからエポキシ基の存在が確認できる
（Fig. Ⅲ-7）（Grove 1988, 1993). 13C-NMR上の29シ
グナルのうちの15シグナル, 1H-NMR上の27シグナル
のうちの15シグナルが12,13,epoxytrichothecec-9-ene
のデータ（Grove 1988, 1993）と一致し, エポキシ基
特有のカーボンシグナルσC=47.5ppm, ダブレット
のプロトンシグナルσH=3.1ppmが検出されること
から, トリコテセン類であることが示唆される. σ
C=170.9ppmにカーボンシグナル, σH=2.0ppmにシ
ングレットのプロトンピークがみられることから, 
12,13,epoxytrichothecec-9-eneの15位にアセチル基が
結合していることが示される. また, σC=149.0ppm, 
121.9ppmにカーボンシグナル, σH=5.9ppmにダブ
レットのプロトンピーク, σH=6.6ppmにダブルトリ
プレットのプロトンピークが示されたことから側鎖の
10'位, 11'位にビニル水素基が存在し, σC=56.7ppmの
カーボンシグナル, σH=3.3ppmのプロトンピークよ

り, 2'位にエポキシ基が存在することが示される. さ
らにσC=150.9ppm, 109.8ppmのカーボンシグナル, σ
H=～4.7ppmのプロトンシグナルより7'位と8'位にビニ
ルエーテル基が存在することが, 既知の文献値（Grove 
1988, 1993, Jarvis et al. 1986）と比較することによっ
て判明した. これらのデータは, 両毒素がトリコテセ
ン類の中のミロトキシン類に属することを示し, ミロ
トキシンB（Jarvis et al. 1985, 1986）, ミロトキシン
D（Jarvis et al. 1986, 1991）のいずれかであることが
判った. 残りの６種類の毒素は, 過去のNMRスペクト
ルデータと完全に一致するものがなかったが, 毒素２

1H-NMR (400 MHz) and 13C-NMR (100 MHz) spectra were 
measured with CDCl3. Chemical shifts are reported 
ppm downfield from tetramethylsilane. 

Table Ⅲ-6  Chemical sift of toxin 1.
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あることが示された. また毒素４～７もトリコテセン
類に属し, 毒素４と毒素５はアセチル基を持たない類
似体, 毒素６は４個のメチル基を有する類似体である
ことが示された.

はトリコテセン類に共通するシグナルシフトが観察さ
れたことからトリコテセン類に属し, １個のアセチル
基と３個のメチル基を有することが判った. 毒素３は
３個のメチル基を有し, トリコテセン類以外の毒素で

Fig. Ⅲ-7  1H-NMR (upper) and 13C-NMR (lower) spectra of toxin 1. 
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　FABマススペクトロメトリー分析の測定では, 毒素
１と毒素２において各毒素の分子イオン（M+=558）
に水素が結合したと考えられるm/e=559と, カリウ
ムイオンが結合したと考えられるm/e=597のピーク

Fig. Ⅲ -9  Morecular conformation of myrotoxin B from 
X-ray analysis.

　● :carbon,  ○ : oxygen and ○ : hydrogen.

Fig. Ⅲ-10  Chemical structure of myrotoxin B.
Numbers in figure show position of carbons.

Fig. Ⅲ-8  Mass spectra of toxins 1 (upper) and 2 (lower).  
Peak of 559 shows toxins 1 or 2 plus H+, and peak of 
597 shows toxins 1 or 2 and plus K+.  Molecular weights 
of  toxins 1 and 2 are 558.  

が検出された（Fig. Ⅲ-8）. 同様に毒素３と毒素７で
は, m/e=587とm/e=625にピークが現れたことから, 
M+=586と考えられた. 毒素４と毒素５では, m/e=501
とm/e=539にピークが得られたことから, M+=500と
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考えられた. 毒素６では, m/e=549とm/e=587にピー
クが得られたことから, M+=548と考えられた.
　毒素１の分子量が558を示すことが判ったものの, 
ミロトキシンBとミロトキシンDは分子量が558と同じ

Symmetry transformations were used to generate equivalent atoms.

Table Ⅲ -7  Bond lengths ( Å ) and angles (deg.) of myrotoxin B by X-ray 
crystallographic analysis. 

であり, NMRスペクトルのデータも類似するため, 判
別が困難であった. しかし単結晶が得られ, X線回析に
よって原子間の結合距離と角度（Table Ⅲ-7）および
原子配位（Table Ⅲ-8）に関する情報が得られ, Fig. 



38

農業生物資源研究所研究資料 第４号（2005） 

39

村上理都子：クワ暗斑病菌の感染機構および生理生態 

Table Ⅲ-8  Atomic coordinates ( ×10-4) and equivalent isotropic 
displacement parameters (A2 × 103) by X-ray crystallographic analysis. 

U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Ⅲ-9に示す分子モデルが得られた. この結果は, ミロト
キシンBのX線回析によるデータ（Jarvis et al. 1991）
と一致し, ミロトキシンB（Fig. Ⅲ-10）と同定できた. 

しかし, 残り６種類の毒素については収量が少なかっ
たため, 化学構造の推定に必要な情報は得られなかった.
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４　クワ葉に対する毒性

　これまでの実験において, クワ暗斑病菌産生毒素と
して７種類の毒素が単離でき, そのうちの１種類をト
リコテセン類に属するミロトキシンBと同定した. 植
物病原菌産生毒素による病原性発現への関与程度を
推定するには, 各毒素の宿主への毒性の強弱を知る
必要がある. これまでトリコテセン類の生物に対す
る毒性は, 主に哺乳類と鳥類を対象にして調べられて
いる（Bergmann et al. 1989, Schiefer et al.1989, Ueno 
1980）. したがって, ミロトキシンBによる植物への毒
性の研究は行われていない. そこで本実験では, クワ
葉に対するクワ暗斑病菌産生７毒素の毒性を示す最低
濃度を測定した.

1） 材料と方法

　100ppm, 10ppmと1.0～0.008ppmの８段階に倍々希
釈した各毒素水溶液10μlを, クワ葉の無傷部と有傷部
３ヶ所ずつに滴下し, 滴下４日後に葉に形成される壊
死斑の有無を肉眼で調査して, 各毒素の壊死斑を形成
する最低濃度を推定した.

2） 結果

　クワ暗斑病菌培養物抽出物と同様, 各毒素によっても
クワ葉に形成される葉脈に沿った壊死斑が形成された.
　クワ葉無傷部では, 100ppmの全毒素が壊死斑を形成
し, 10ppmではミロトキシンBのみが壊死斑を形成し, 
1.0ppm以下ではいずれの毒素においても壊死は認め
られなかった.
　有傷部では, より低い濃度においても壊死斑を形成
した. 0.03ppm以下ではいずれの毒素においても壊死
斑は形成されなかったが, ミロトキシンBは0.06ppm以
上, 毒素７は0.13ppm以上, 毒素３は0.25ppm以上, 毒素
２と毒素５, 毒素６で0.5ppm以上, 毒素４は1.0ppm以
上の毒素液が壊死斑を形成した.
　以上の結果から, 単離された毒素の中で, ミロトキ
シンBの毒性が最も強いことが判明した.

５　考察

1） 毒素検定法の確立

　これまで全トリコテセン類に使用可能な呈色試薬
が見つかっていないため, 本物質の検出に有効な化学
的方法がなかった. これに対し, TLC生物検定法はトリ
コテセン類の有する抗生物活性を利用しているため, 
多くのトリコテセン類の検出, 同定に利用可能である. 
また, 従来, トリコテセン類を検出するには, 放射性同
位元素標識免疫検定法や気液クロマトグラフィー, 電
気分解自記法といった複雑な操作を要する手法によ
る検出法しかなかった（Bean et al. 1992, Scott 1982）. 
また,トリコテセン類には多くの種類があり, 産生量が
微量であるため, 簡便な感度のよい検出法が求められ
ていた（Bean et al. 1992, Fernando et al. 1986, Harris et 
al. 1999, Scott 1982, Ueno 1980）. 白田（1978）による
クワ由来のファイトアレキシンの検出法は, 目的とす
る成分が有する抗糸状菌活性を利用しており, ファイ
トアレキシンを高感度で検出できる. 本研究では, こ
の方法を改良してTLC生物検定法を開発した. 本検定
法は操作が容易であり, 少量のトリコテセンでも検出
可能である. このため, クワ暗斑病菌産生毒素をHPLC
を用いて単離する際, 各種毒素の確認に有効であった.
　TLC生物検定法によってM23菌株培養物や病斑部抽
出液における抗菌活性を検出した結果, M３菌株にみ
られたRf値0.1と0.2の間の抗菌活性スポットがみられ
なかった. この理由として, このスポットの成分が産
生されなかったことが考えられる. しかし, M３菌株
培養物由来抽出液を希釈して本検定法で検出すると, 
この成分は検出されなくなる（Fig. Ⅲ-4-2）ことから, 
この成分が存在しても, 本方法による検出限界以下で
あるため検出されなかったとも考えられる.
　植物病原菌産生毒素が病原性に関与する毒素である
ことをあきらかにするためには, 病斑部における毒素
の検出が不可欠である（Dickinson and Lucas 1982）. 
HPLC, NMR, ガスクロマトグラフィーなどの分析機
器を用いた病斑部からの毒素の検出, 単離, 同定が, 
Periconia circinataやRhizopus属菌などの数種の植物病原
糸状菌において行われている（Scheffer 1983）. TLC
生物検定法によって, クワ暗斑病菌病斑部と培養物中
に存在する毒素を抗菌活性スポットとして検出し, 比
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較した結果, 両者の特性は極めて類似しており, 培養
物中の毒素と病斑部に存在する毒素は同一である可能
性が高いと考えられた. また, クワ生葉と加熱処理し
て葉細胞を弱らせた葉において, ジエチルエーテルに
よって本菌培養物中に産生される毒素と同じRf値0.2, 
0.3, 0.4の各位置に展開される毒素の存在が示された. 
このことから, クワ生葉と加熱処理葉においても本菌
培養物と同じ, もしくは類似の毒素が産生されている
可能性が高く, 病斑形成時にも類似の毒素が産生され, 
病原性発現に関与する可能性があることが示唆され
た. しかし, 本方法ではこれ以上詳細に毒素を同定する
ことは困難であり, 他の手法による研究が必要である.

2） 毒素産生,  抽出系の確立

　病斑部からの抽出, 単離, 同定が困難な場合, 植物
病原菌の培養物から毒素の単離が行われる. 本方法は
Alternaria kikuchinataやA. alternataにおいて行われており
（児玉ら 1997, Macko 1983）, これらの菌では培養物
由来毒素を同定した後に, その特性や宿主への作用な
どの化学的, 生物学的性質を調査することによって, 
毒素の機能を調べている（児玉ら 1997）. 上述したよ
うにクワ暗斑病菌培養物中の毒素は, 病斑部に存在し, 
病原性発現に関与する可能性が高いと考えられるが, 
病斑部から直接, 毒素を単離するのは困難と考えられ
ることから, 培養物から毒素を単離することにした. 
そのためには, 本菌における毒素高産生系および効率
的な抽出系を確立する必要があった. そこで第Ⅲ章2
項では, さまざまな培地や培養条件を調査して毒素抽
出に最適な系の確立を試みた.
　クワ暗斑病菌産生毒素は培養培地によって産生効率
が異なり, KBと変KBにおいて低かった. この原因とし
て, 両培地には糖類が含まれていないことが考えられ
る. M. roridumは培養培地に含まれる単糖類や多糖類の
種類によって菌体の生育が異なることがしられている
（Ali et al. 1994, Jamaluddin and Tandon 1976, Joseph et 
al. 1989）. また, スクロースは本菌の生育を促進する
（Joseph et al. 1989）. そして例外を除き, 培地上にお
ける菌の二次代謝産物産生は菌の生育に伴って分泌さ
れることがしられている（Stanier et al. 1973）. 第Ⅲ章
2-1）項では, クワ暗斑病菌の菌糸の伸長が悪かったKB

と変KBにおいて, 毒素の産生も劣っており, 上記理由
と一致した.
　また, 培地上におけるクワ暗斑病菌の毒素産生能は
培養温度によって異なり, 本菌の生育至適温度である
25～30℃において毒素高産生能がみられた. また第Ⅲ
章2-2）項では, 本菌の毒素産生能は固形培地において
最も高いことが示された. 一般的に微生物の毒素産生
能は, 培養温度や培地の組成によって大きな影響を受
け, 光や振盪などの刺激が毒素産生を促進あるいは抑
制する例がしられている（Stanier et al. 1973）. しかし
第Ⅲ章2項では, クワ暗斑病菌の毒素産生能は, 培地の
組成や培養温度による影響が大きく, 光や振盪などの
刺激による影響は少ないことが示された.
　第Ⅲ章2-1）項では, クワ暗斑病菌培養物からの毒素
抽出にメタノールを選抜した. 天然物化合物の抽出有
機溶媒として, 極性の高いメタノールやアセトンが
よく使用される（大岳ら 1976）. しかし, アセトン
は蒸発しやすいため, 毒素濃度の調整が困難であっ
たため, 抽出溶媒としてはメタノールが最適と考え
られた.

3） 単離毒素の化学特性

　M. roridumは1961年に抗糸状菌活性成分を産生す
る菌として初めて報告された（Nespiak et al. 1961）. 
その後, 本成分は糸状菌以外の生物にも毒性を示
すことがあきらかになったため, 土壌から分離した 
M. roridumの培養物中の抗菌活性成分の探索が行わ
れた（Basel 1971）. 後に, この成分がトリコテセン
類であることがあきらかになり（Ueno 1980）, 現在
までに, 収量が多いことからロリジンAやロリジン
B, ロリジンC, ロリジンD, ロリジンE, ヴェルカリン
A, ヴェルカリンB, 2'-デハイドロヴェルカリンA, ジ
アセトキシヴェルカロールについてよく調べられて
いる（Ueno 1980）. また, 微量に産生される毒素も近
年になって多く報告されるようになった（Banburg 
and Strong 1971, Jarvis et al. 1985, 1986, 1991 Jarvis 
and Yatawara 1986）. 植物病原菌として分離された
M. roridumの培養物に産生される毒素では, トマトや
マスクメロン病原菌株からトリコテセン類の毒素
が同定されている（Bean and Jarvis 1987, Bean et al. 
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1987, Jarvis et al. 1985, 1991, Jarvis and Yatawara 
1986）. しかし, これまでに報告されているトリコテ
セン類は, コメやトウモロコシを主成分とした培養培
地上で産生されたものである（Bean and Jarvis 1987, 
Epply 1979, Fetz et al. 1965, Jarvis et al. 1985, Ueno 
1980）. 培養培地の組成によって産生されるトリコ
テセン類の種類は異なることがしられている（Grove 
1988, 1993, Ueno 1980）. そのため, 病原毒素の研究に
用いる培地を選択する際には, この点を考慮しなくて
はならない. そこで第Ⅲ章2-1）項では, まずジャガイ
モを主成分とした培地において産生される毒素がク
ワ暗斑病菌の病原性に関与する毒素に類似している
可能性が高いことを確認した. そして, 本菌産生毒素
の産生培地として用いた. その結果, ７種類の毒素を
単離した.
　上述のようにM. roridumは多種のトリコテセン類を
産生し, 特にロリジンAを大量に産生する菌株が多
い（Basel 1971）. 一方, 同種のクワ暗斑病菌はミロ
トキシンBを主として産生し, その含有量が95%以上
と他の毒素と比較して特異的に高い. このことから,  
M. roridumの中でも珍しい系統であるといえよう.
　毒素の化学構造を解明するためには, 化学的性状
をあきらかにする必要がある. その基本となる融点
について, ミロトキシンBのそれは224℃と測定され
た. これまでミロトキシンBに関する融点の報告は, ミ
ロトキシンBの加水分解物によるものしかなかった
（Jarvis et al. 1986）. このため今後, ミロトキシンBを
同定する際の有力なデータになると考えられる.
　また, 紫外線吸収スペクトルデータやNMRスペク
トルデータから, トリコテセン類に属さないと考えら
れる毒素も検出された. M. roridumの二次代謝産物でト
リコテセン類以外に毒性を示す物質の存在は確認さ
れていないが, 同属菌であるM. verrucariaにおいてジテ
ルペン化合物も二次代謝産物として得られ, 生物に毒
性を示すことがしられている（Hsu et al. 1988, 1989, 
Nakagawa et al. 1989）. 第Ⅲ章3項で収量が少なく, 詳
細な分析はできなかった毒素は, ジテルペンの可能性
がある.
　これまでのトリコテセン類のマススペクトルデー
タは, 古い測定機器によるものが多いため, 試料分子

から水やアルコールが失われた脱水, 脱水酸基イオン
のピークを示したものが多く, 分子量の推定が困難で
あった（Banburg and Strong 1971）. 第Ⅲ章3-1）-（1）-
ⅳ）項では, ほぼ完全な分子量が測定できるFABマス
スペクトロメトリーによる各毒素の測定を行った. し
かしこの実験で用いた毒素は, 通常行われるメタノー
ルに溶解して測定する方法では測定できなかったた
め, 毒素のメタノール溶解液に塩化カリウムを添加し
て測定した. 本方法は, あまり用いられない方法であ
るが, 溶媒に溶解したのみでは測定が不可能な試料に
おいて有効な方法であり, カリウムイオンと水素イオ
ンが試料に結合した結果が示されるため, 試料の分子
量の推測が容易という利点がある.
　トリコテセン類は化学構造によって大きく二つに
分けられる. 一つは基本骨格に簡単なアルコール基
やエステル基が結合したノン-マクロサイクリック-
トリコテセン類, もう一つは基本骨格に複数のアル
コール基やエステル基を有する複雑な側鎖をもつマ
クロサイクリック-トリコテセン類である（Tamm and 
Breitenstein 1980）. 今回得られたミロトキシンBは後
者に属する. 化学構造からみると, NMRスペクトルが
類似しており, 分子量が同じであるミロトキシンBと
ミロトキシンDは側鎖であるテトラハイドロピラニル
環の13'位炭素原子に結合する水酸基と水素基の立体
配置が異なり, 水酸基が前者はアキシアル位, 後者は
エクアトリアル位に結合している立体異性体である
（Jarvis et al. 1986）. NMRスペクトルの測定では立体
異性体の判別は困難なことがあるため, これまでに報
告された研究と同じく, 本研究においてもX線回析を
行うことによってミロトキシンBの同定に至った.

4） 単離毒素の毒性

　これまでのさまざまなトリコテセン類の生物に対
する毒性に関する研究において, トリコテセン類の生
物細胞に対する毒性はID50<0.1μg/mlとされている
（Ueno 1980）. 今回単離した毒素は0.06ppmでクワ葉
に壊死斑を形成したことから, これまでの結果と比較
して妥当な値であると考えられる. また, 植物病原菌が
産生する宿主特異的毒素の大部分は10-8～10-9Mという
極めて低濃度で宿主植物に細胞壊死毒性を示す（児
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玉ら 1997）. これに対して非特異的毒素の活性濃度は
宿主特異的毒素よりも比較的高濃度を要することが多
い. 第Ⅲ章4項において他の単離毒素も20-8～20-7 Mで
毒性を示した. このことからも, 第Ⅲ章4項で示された
各単離毒素の毒性は, 寄主植物に対して他の毒素と比
較して同等の毒性を示すことがあきらかになった.
　第Ⅲ章の研究結果から, クワ暗斑病菌産生毒素のう
ち, ミロトキシンBは含有量が最も高く, クワ葉への毒
性も他の毒素より強いことが示されたことから, 葉に
壊死斑を形成する主たる毒素と考えられる. また, ク
ワ葉病斑部に存在する可能性が高いことから, 本菌の
病原性に強く関与すると推察される. しかし, この点
をあきらかにするためには詳細な実験が必要であるた
め, 以降の章で調べることにした.

Ⅳ　クワ葉への感染と病徴発現時における毒素の役割

　第Ⅲ章において, ミロトキシンBがクワ暗斑病菌
（Myrothecium roridum）の産生する主たる植物毒素で
あることがあきらかになった. 本毒素が病原性発現に
関与していることを直接証明するには, クワ葉病斑部
から検出する必要がある（Dickinson and Lucas 1982, 
Gilchrist 1983, Mitchell 1984）. また, 感染因子と病徴発
現因子のいずれの因子として機能しているのか調べる
必要がある.
　そこで本章では, ミロトキシンBによって引き起こ
されるクワ葉の壊死斑とクワ暗斑病菌による病徴との
比較, ミロトキシンBの感染への影響, 病斑部からの検
出, 感染時と病斑形成時における濃度推移, 本菌とミ
ロトキシンBに対するクワ葉の反応, 本菌のミロトキ
シンB産生能と病徴発現程度との関係を調べた.

１　病徴およびミロトキシンBによるクワ葉の壊死

　病徴は病原菌と植物との相互関係によって現れる
ものであるが, 病原菌産生毒素によって病徴特有の症
状を再現できれば, その毒素が病徴発現に関与するこ
とを支持できる（Dickinson and Lucas 1982, Scheffer 
1983）. これは, Alternaria, Fusarium, Verticillium各属菌の
引き起こす植物病で行われているものの, 実証例は極

めて少ない（Scheffer 1983）. そこでミトロキシンBに
よって形成されるクワ葉上の壊死斑と, クワ暗斑病菌
によって形成される病斑の類似性を調査した.

1） 材料と方法

　M3株の洗浄分生子を供試した. 接種源として①洗浄
分生子の水懸濁液（分生子密度：106個/ml）と②洗浄
分生子を1/2倍に希釈したPSに懸濁した液（分生子濃
度：106個/ml）, ③第Ⅲ章3-1）項に述べた方法で作成
した毒素のメタノール抽出液10ppm, ④ミロトキシン
B 10ppm, を供試した. 各10μlをクワ葉有傷部に滴下
し, 処理５日後に形成された①と②による病斑と③と
④による壊死斑の形状を比較し, 各々に形成された病
斑面積（mm2）, 壊死斑面積（mm2）の平均値を示した.

2） 結果

　実験結果をFig. Ⅳ-1に示した. ①～④各処理区には
黒い点がみられるが, これは, 黒色の油性インクフェ
ルトペンで印を付けたためである. なお, 本処理によ
るクワ葉への影響はなかった.

Fig. IV-1  Lesions caused by conidia (106 conidia/ml) in 
water of Myrothecium roridum (1), by conidia (106 conidia/
ml) in potato sucrose liguid medium (2), necroces 
induced by extract from 1-month-old culture of 
M. roridum at 10 ppm (3) and myrotoxin B at 10 ppm (4).  
Photograph was taken at 5 days after treatment.  
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　①では葉に変化はみられず, 菌糸の生育もみられな
かった. ②では葉脈に沿った壊死を伴う79mm2の病
斑が形成され, 本菌の菌糸もみられた. ③と④では葉
脈に沿った壊死が形成され, 各々の形成壊死斑面積は
32mm2, 709mm2であり, ④の方が大きかった.
　以上の結果により, ③と④によって形成された壊死
斑は②によって形成された病斑と類似しており, ミロ
トキシンBはクワ暗斑病菌が形成する病斑と類似の症
状を呈することがあきらかであった. したがって, ミ
ロトキシンBは病徴発現因子としての機能を有する可
能性が高いと考えられる.

２　感染に及ぼす毒素の影響

　第Ⅱ章2項, 第Ⅱ章3-1）項で示したように, クワ暗斑
病菌産生毒素は分生子の感染効率を上昇させた. この
事実は, 病原菌が感染因子として機能することを示し
ている. そこで, その本体がミロトキシンBに帰せられ
るか調べるため, 本菌の感染への影響を調査した.

1） 材料と方法

　１枚のクワ葉有傷部に, ①M3株洗浄分生子の水懸
濁液（分生子密度：106個/ml）を10μl接種した区, ②
ミロトキシンBを10μl接種した区, ③ ②を滴下した後
に①を接種した区, の３区を設け, 処理5日後の各区に
おける病斑形成を調査した. 本実験では葉10枚を供試
し, 全ての区に共通してみられる現象と形成病斑面積
（mm2）の平均値を示した. なお, 本実験では, 菌接種部
における病斑形成によって感染が成立したと判断した.

2） 結果

　Fig. Ⅳ-2の①～③処理区にみられる黒点は, 第IV章
１項の実験と同様, 黒色ペンによる印であり, 影響は
認められなかった. ①接種区では変化はみられず, 菌
糸形成, 病斑形成ともにみられなかった. このことか
ら, 洗浄分生子は供試葉に感染しなかったことがあき
らかである. ②接種区においても変化はなく, 0.03ppm
ミロトキシンB 10μlの滴下処理はクワ葉に変化を
起こさないことがあきらかである. しかし, 前処理と
して②の接種を行った後, ①を接種した③接種区で

は, 供試葉全てに菌糸を伴う50mm2程度の褐色の病斑
が形成された. 本病斑には, わずかではあるが葉脈に
沿った壊死斑もみられた. このことから, 本接種区で
は感染が成立したと判断した.
　以上の結果から, 洗浄分生子のクワ葉への感染効率
は極めて低くく, あらかじめミロトキシンB処理する
と感染可能となることがあきらかである. これは, ミ
ロトキシンBに分生子の感染を促進する感染因子とし
ての機能があることを示している.

３　病斑部における毒素の機能

　毒素が病斑部から検出されなくては, その毒素が病
原菌の病原性発現に関与することを証明したことに
はならない（Dickinson and Lucas 1982, Gilchrist 1983）. 
このような病斑部からの毒素の検出はFusarium roseum

（Harris et al. 1999, Miller et al. 1983, 1985, Miller and 
Arison 1986, Proctor et al. 1995, Snijder and Perkowski 
1990）やHelminthosporium sacchari（Macko 1983）など
において行われ, その機能が論議されている. しかし, 

Fig. IV-2  Lesions caused by conidia (106 conidia/ml) of
Myrothecium roridum in water (1), 0.03 ppm of myrotoxin 
B (2) and conidia inoculation (106 conidia/ml in water) 
after treatment with 0.03 ppm of myrotoxin B (3).  
Photograph was taken at 5 days after treatment.
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M. roridumでは宿主上に存在する病原毒素さえあきら
かになっていなかった（Bean and Jarvis 1987, Bean 
et al. 1987, Cunfer et al. 1969, Jarvis et al. 1991, 1985, 
1989a, 1989b Kuti and Ng 1987, Mackay et al. 1994）. 
そこで, 本項では本菌の感染時と病斑形成時における
毒素の検出と同定, 定量を行うとともに, 各毒素の機能
についても検討することにした.

1） 病斑形成部における毒素濃度の経時的変化

⑴　材料と方法

　Fig. Ⅳ-3の手順にしたがって, 本菌がクワ葉上で産
生する毒素の単離と定量を行った. すなわち, クワ葉
を70%エタノールで表面殺菌し, 約1.5×1.5cmに切断
した. 各区につき200gを供試し, M３株の洗浄分生子の
水懸濁液（分生子濃度：5×105個/ml）に浸漬して接
種した. 接種当日と１日後, ２日後, 以降１日おきに接
種葉を回収し, 以下の毒素の抽出に供試した.
　毒素の抽出は, 接種葉を80℃で８時間乾燥後, 粉砕
し, 1500mlのメタノールに浸漬して, 90rpmで１時間

振盪することによって行った. 本抽出操作は３回繰り
返した. 毒素の精製はFig. Ⅲ-5と同じである.
　HPLCによる毒素の検出は, ミロトキシンBの精製
と同じ条件（使用カラム：ODS-Ⅱカラム, 溶出溶媒：
50%メタノール, 溶出溶媒の流速：１ml/min, 検出波
長：260nm）で行った. 毒素濃度はHPLCに付属の積算
器（Chromatopac, 島津製作所）のピーク面積によっ
て算出した.

⑵　結果

　Fig. Ⅳ-4に接種葉の経時的な変化とそれに対応し
た毒素濃度の推移を示す. 接種葉からは, 常にクワ暗
斑病菌が分離され, 接種６日後には肉眼で菌糸の形成
が確認でき, 早いものでは接種10日後には分生子塊を
形成した. 接種葉の壊死化は菌接種２日後からみられ, 
まず端部が壊死した. その後, 日数の経過に伴って壊
死斑は拡大し, 接種10日後には葉の約1/13, 12日後に
は約1/10, 14日後には2/3以上, 16日後には葉全体が壊
死した.

Fig. IV-3  Procedures of production, extraction, isolation, detection of the toxins from mulberry leaves 
infected with Myrothecium roridum.  
Codes for each fraction are shown in parenthesis.
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　葉抽出液のクワ葉に対する毒性は, 菌接種当日では
みられなかったが, 接種１日以降にはみられた. 接種
１日後の葉抽出液の画分⑴と⑵（Fig. Ⅳ-3）をクワ葉
に滴下した結果, 滴下部にわずかに壊死が認められた. 
さらに, 画分⑵をHPLCで分離し, 分離開始後20分に溶
出される画分を滴下すると, 壊死が認められた. また, 
接種２日後には小さなピークが検出された. このピー
ク強度は菌接種４日以降徐々に強くなり, 14日後には
最も強くなり, 16日以降には急激に弱まった.
　本ピークは, コ-クロマトグラフィーによって（Fig. 
Ⅳ-5）ミロトキシンBと同定された. また先に述べたよ
うに, 接種1日後ではHPLC分離開始20分後に溶出され
る画分にピークが認められなかったものの, クワ葉に
壊死斑を形成したことから, ミロトキシンBが含まれ
ていると判断した. したがって, ミロトキシンBは接種
１日後から実験期間最終日まで検出されたこととな
る. なお, 接種葉中の濃度は, 接種２日後には0.004ppm, 
接種14日後には11.5ppmと算出された. その濃度変化
はFig. Ⅳ-4のようであった.

Fig. IV-4  Concentrations (average ppm with standard errors at 3 replications) of myrotoxins B in mulberry 
leaves infected with Myrothecium roridum.  
Photographs of leaves are placed at the bottom.

Fig. IV-5  HPLC spectra of myrotoxin B extracted from 
diseased mulberry leaves.  
Upper: extracts of diseased leaves and added myrotoxin  
          B. 
Center: extracts of diseased leaves. 
Lower: myrotoxin B.
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3） 病斑部における毒素の定性検出

⑴　材料と方法

　クワ葉上に形成させたM３株の病斑（直径４cm）
を次の３部位に分けて供試した. すなわち, A部位：病
斑部外周０～５mmの部分, B部位：菌糸が確認できる
葉脈のみが壊死している健全部に近い部分, C部位：
分生子が形成され葉が壊死している接種源に近い部
分である（Fig. Ⅳ-6, 左）. 各部位の生重量１gを10ml
のメタノールに浸漬して, 40rpmで１時間振盪し, 含有
成分を抽出した. 本抽出操作は３回繰り返し, 抽出液
を１mlに濃縮して, その40μlをTLCプレートに滴下し
た. 同時にミロトキシンBも滴下した. ジエチルエーテ
ルで展開後, M9401株を検定菌としたTLC生物検定法
によって抗菌活性を検出した. 毒素の同定は, ミロト
キシンBのRf値と比較することによって行った.

⑵　結果

　検出された抗菌活性スポットの抽出液は, クワ葉に
壊死斑を形成した. これらのスポットはミロトキシン
B（Rf値: 0.23）と同じRf値を持つことから, 本毒素に
よるものと判断した（Fig. Ⅳ-6, 中央）. その結果, ミ
ロトキシンB（Rf値: 0.23）は, A部位ではわずかに, B

部位では明瞭に検出された. C部位での検出面積はB部
位より大きく, B部位よりあきらかに多く含まれていた.
　以上の結果, ミロトキシンBは病斑部および病斑部
周辺に分布し, その濃度は, 菌接種部に近いほど高い
ことがあきらかになった.

4） 病斑部における毒素の定量検出

⑴　材料と方法

　第Ⅳ章3-2）-（1）項に述べた方法で作出した病斑のA
～C部位の抽出物を乾燥後, 倍々希釈して, 各区の４～
(1/2)14倍の17段階の濃度に調整した. 各希釈液10μlを
クワ葉有傷部に滴下し, 滴下４日後に形成された壊死
斑の有無を調査した. また, 各部位の毒素濃度をミロ
トキシンBの毒性で比較するために, 0.01～100ppmの
ミロトキシンB各10μlも同様に滴下した.

⑵　結果

　ミロトキシンBがクワ葉に壊死斑を形成する最低濃
度は0.06ppmであった. A部位抽出物では, ２倍濃縮液
と４倍濃縮液がクワ葉に壊死斑を形成させ, これ以下
の濃度では壊死は認められなかった. このため, ２倍
濃縮液が毒性を示す最低濃度と考えられ, A部位にお

Fig. IV-6  Detection of the toxin by the thin layer chromatography-bioassay method (center) at 3 different sites on lesions 
(A - C, left) and total toxicity at each site estimated by the data on the basis of toxicity of myrotoxin B (right).  
MB: myrotoxin B.

Sampling sites of lesion

Sampling sites of lesion
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ける毒素の毒性は0.03ppmのミロトキシンBに相当す
ることが判明した（Fig. Ⅳ-6, 右）. 同様に, B部位お
よびC部位の抽出物では, 各々４倍濃縮液～1/32倍希
釈液, ４倍濃縮液～1/256倍希釈液が壊死斑を形成さ
せたことから, 両者の壊死斑を形成させる最低濃度は
1/16～1/32倍希釈液, 1/128～1/256倍希釈液と考えら
れた. したがって, 各部位における毒素の毒性は, 各々
平均1.6ppm, 12.5ppmのミロトキシンBに相当する. し
たがって, クワ暗斑病病斑における毒素濃度は, 菌感
染部で最も高く, 感染部から隔たるほど低いことがあ
きらかになった.

４　感染時における毒素の機能

　感染因子は病原菌感染時に宿主に作用するため, 宿
主上での分生子発芽時における放出を確認する必要が
ある（児玉ら 1997）. この条件を満たすには, 宿主上
における菌接種24～48時間以内の毒素の存在を確認し
なくてはならない. 第Ⅳ章3-1）項であきらかになった
ようにミロトキシンBは, 分生子発芽時から感染成立
時の接種24時間後の葉中に認められ, 感染因子である
ことが示唆された. そこで本項では, 本菌をクワ葉に
接種して24時間以内におけるミロトキシンB産生を経
時的に調査した.

1） 材料と方法

　クワ葉を70%エタノールで表面殺菌して, コーヒーミ
ル（MCG-180, マツバラ, 大阪, 日本）を用いて, 約１×
１mmに切断し, 各試験区に４gずつ供試した. M３株の
洗浄分生子の水懸濁液（分生子濃度：５×105個/ml）
に, この葉片を浸漬して菌接種後２時間おきに接種葉
を取り出し, 以下の処理を行った. 接種葉を80℃で８時
間乾燥した後, 20mlのメタノールに浸漬し, 90rpmで１
時間振盪して葉中の成分を抽出した. 本抽出操作は３
回行った. この抽出液を100μlに濃縮し, このうちの20
μlを第Ⅳ章3-1）-（1）項に述べた条件下でHPLCで分離
した. 本条件では, ミロトキシンBは分離開始20分後に溶
出されるため, 19.5～20.5分後に溶出される画分を採取し
た. 各画分中のミロトキシンBの存在は, クワ葉有傷部に
滴下して形成される壊死斑の有無で判別した.

2） 結果

　クワ暗斑病菌を接種した１×１mm粉砕葉は, 接種
経過時間が長いほど褐色が濃くなった.
　接種18時間以前の葉抽出物ではクワ葉に壊死斑は形
成されなかった（Table Ⅳ-1）. 一方, 接種20時間以降
の葉抽出物と葉抽出HPLC分離画分は滴下部周辺に壊
死斑を形成した. 以上の結果から, ミロトキシンBは本
菌を接種して少なくとも20時間後には分泌されること
があきらかになり, 分生子発芽時すなわち感染時に分
泌されると判断した.

Table IV-1  The formation of necroces on mulberry leaves 
spotted with extracts of leaves inoculated by 
Myrothecium roridum.

a)Hour indicates when extracts are got from mulberry 
leaves after inoculation of M. roridum conidia.

b)Necroces were found on spotted extracts of leaves 
inoculated with M. roridum conidia: +, non-reaction: -.

５　毒素およびクワ暗斑病菌に対する各クワ品種の反応

　ミロトキシンBが本病の病徴発現に関与すれば, 毒
素と菌接種に対するクワ葉の反応には類似性があると
考えられる. そこで, 第Ⅱ章2項において選抜した弱感
受性品種と感受性品種を供試して, ミロトキシンBに
対する感受性の差異を調査した.
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1） 材料と方法

　第Ⅱ章2項で選択した弱感受性品種‘青多胡’, 
‘細江’, ‘伊東早生’, ‘直立’, ‘剣山桑’, ‘大
和早生’の６品種と, 感受性品種‘伊那桑’, ‘鶏冠
桑’, ‘強国’, ‘落井’, ‘奥州桑’, ‘清十郎’の
６品種を供試した. 各品種の新梢先端から30cm下位の
葉を採取した. これらの有傷部に10ppmと１ppmのミ
ロトキシンB各５μlを滴下し, 滴下４日後に各葉に形
成された壊死斑面積（mm2）を測定して, その平均値
を算出した. その面積によって, 各品種葉のミロトキ
シンBへの感受性程度を比較した.

2） 結果

　10ppmミロトキシンB滴下区では, 弱感受性品種葉
と感受性品種葉のいずれにおいても, 本毒素滴下部か
ら周辺部に拡散した褐色～暗褐色の壊死斑が形成さ
れた. 壊死斑面積は, 各々255mm2と270mm2であり, 両
者間に差はみられなかった（p>0.05, t-検定）. 一方, １
ppm滴下区の弱感受性品種葉では, ミロトキシンB滴下
部のみに帯緑褐色の壊死斑が形成され, 感受性品種で
は滴下部周辺に壊死斑が形成された（Fig. Ⅳ-7）. 壊
死斑面積は, 各々22mm2と92mm2であり, 両者間に明
瞭な差異がみられた（p=0.02, t-検定）.

　以上の結果, ミロトキシンB滴下によって, クワ暗斑
病菌感受性品種葉は弱感受性品種葉に比べて強い毒性
が示されることがあきらかになった.

６　病原力の異なる菌株の毒素産生能

　本病の病徴発現と病原菌のミロトキシンB産生能に
相関があることを証明するための実験を行った. すな
わち, 全国各地よりM. roridumを収集してミロトキシン
B産生株を選抜し, 選抜菌株の毒素産生能と病徴発現
程度との相関を調査した.

1） 材料と方法

⑴　ミロトキシンB産生株の選抜方法

　M. roridumをAmerican Type Culture Collection
（ATCC）と農業生物資源研究所のジーンバンク
（MAFF）, 全国の桑園の土壌から収集して, 各菌株
が産生する毒素の種類を調査し, ミロトキシンB産生
株を選抜した.
　各収集菌株の菌叢片を８mlのPSAが入った直径４
cmのシャーレに接種し, ７日間培養した. また, MAで
培養して作成した菌叢片を, ８mlのMAが入った同サ
イズのシャーレに接種し, 同様に培養した. 各培養物
を乾燥後, ２mlのメタノールを入れ, 40rpmで１時間
振盪して培養物中の成分を抽出し, このうちの40μlを
TLCプレートに滴下した. これらをジエチルエーテル
で展開後, M9401株を検定菌としたTLC生物検定法に
よって, 抗菌活性を検出した. 検出された抗菌活性ス
ポットのRf値を比較することによって, ミロトキシン
Bを同定し, ミロトキシンB産生株を選抜した.

⑵　ミロトキシンB産生株の毒素産生能と形成病斑の

　　測定

　毒素産生能の比較は以下のとおりに行った. 第Ⅳ
章6-1）-（1）項に述べた方法でミロトキシンB産生株を
PSAもしくはMA上で４日間, あるいは７日間, 10日間
培養し, 各培養物中の成分と共に毒素を抽出した. 各
毒素抽出液５μlを３箇所ずつクワ葉有傷部に滴下し
て, 滴下７日後における壊死斑面積（mm2）を測定し, 
その平均値を算出して各菌株の毒素産生能を比較し

Fig. IV-7  Cultivar-specific response of mulberry to application  
  with 1 ppm myrotoxin B (4-day after treatment).  
The black spot are for ink marking of the site of 
myrotoxin B treatment. 

Aotago Hosoe Inaguwa Keikansou

Itouwase Sugudate Kyoukoku Ochii

Tsurugi
sannsou

Yamatowase Oushuguwa Seijuurou

Weak - sensitive cultivars Sensitive cultivars
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た. すなわち, 大きい壊死斑を形成した菌株ほど毒素
産生能は高いものとした.
　次に, ミロトキシンB産生株の病徴発現程度を, 形成
病斑部面積（mm2）によって比較した. すなわち, ミ
ロトキシンB産生株の洗浄分生子を1/2倍希釈したPS
とMに, 各々2x106個/mlとなるよう懸濁し, 各10μlを
クワ葉有傷部３箇所に滴下した. これらの液体培地
に洗浄分生子を懸濁した理由は, 第Ⅱ章3-1）項で示し
たように, 洗浄分生子がクワ葉有傷部に感染するに
は養分が必要なためである. 接種７日後に病斑部面積
（mm2）を測定し, この面積によって各菌株における
病徴発現程度を比較した.

2） 結果

⑴　ミロトキシンB産生株の選抜

　病徴発現程度の異なる79菌株を収集した. 各収集
菌株はPSA上の25℃暗培養によって, 白色の菌叢を形
成し, 黄～薄いピンク色の色素を分泌して, 培養５～
14日後には分生子を形成した. いずれの菌株もPSAと
MA上において同じ速度の菌糸伸長を示した. 各菌株
のPSAとMA上での毒素産生能を比較した結果, MA
区はPSA区に比べて低かった. また, TLC生物検定法に
よって各菌株の培養物抽出液中の抗菌活性を検出した
結果, 菌株によってさまざまな組成の抗菌活性スポッ
トが示されたが, 同一菌株のMA区とPSA区における
培養抽出液のスポットのRf値は同じであった.
　収集菌株の中でセクターの形成が少なく, 分生子を
安定して形成し, ミロトキシンBを産生する菌株は36
菌株であった. これらの菌株を以下の実験に供試する
菌株として選抜した.

⑵　ミロトキシンB産生株の毒素産生能と病斑形成能

　ミロトキシンB産生36菌株のPSA区とMA区での毒
素産生能と病徴発現程度を散布図プロットした結果
（Fig. Ⅳ-8）, 各菌株を4日間培養して得た区では, 左
側に多くの菌株がプロットされた. PSA区とMA区に
おける各菌株の毒素産生能と病徴発現程度の相関係
数は, 各々r=0.42, r=0.37と相関が低かった. 一方, ７日
間培養して得た区では, 左下から右上にかけてプロッ
トされる菌株が多く, PSA区とMA区における毒素産

生能と病徴発現程度の相関係数は, 各々r=0.69, r=0.57
であり, 相関があることが示された. また, 10日間培養
して得た区では, 前者より比較的右側にプロットされ
る菌株が多くみられ, 両区における相関係数は, 各々
r=0.65, r=0.67であり, 相関があることが示された.
　本実験においてミロトキシンB産生株の毒素産生能
と病徴発現程度の相関を調べた結果, ７日間と10日間
培養した培養物抽出液では, 両者間に高い相関がある
ことが示された. したがって, ミロトキシンBは病徴発
現因子として病原性に関与すると考えられる.

７　サプレッサーとしてのミロトキシンBの機能

　植物は病原菌の侵入に対し, 活性酸素やファイト
アレキシンの生成, 過敏感反応などの抵抗反応を示す 
（Dickinson and Lucas 1982）. これに対し, 病原菌は宿
主植物の抵抗性反応を抑制する物質（サプレッサー）
を産生する. この代表的な事例はジャガイモ疫病菌, 
エンドウ褐紋病菌, メロンつる枯れ病菌などである. 
このような病原菌・植物の組合せでは, 非病原菌をサ
プレッサー処理植物に接種すると, 病原性を示すよう
になる（ 奥・白石 1997）.

Fig.  IV-8  Relationship between the sizes of necroces 
induced by the toxins produced by strains producing 
myrotoxin B and lesions formed by conidia of each 
fungus on mulberry leaves.  
Number in figure is correlation coefficients. 
Left: the toxins produced by each strain on potato 
sucrose agar medium and conidia suspended in 
1/2× potato sucrose liquid medium were used. 

Right: the toxins produced by each strain on mulberry 
agar medium and conidia suspended in 1/2× 
mulberry leaves broth liquid medium were used. 
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　そこで, ミロトキシンBにも本機能があるか調査
することにした. ミロトキシンBがクワ葉にサプレッ
サーとして機能するのであれば, クワ葉にミロトキシ
ンBを処理することによって, クワ非病原菌が病原性
を示すと考えられる. そこで本項では, ミロトキシンB
に対して比較的耐性を示すクワ葉非病原菌が, ミロト
キシンBを処理したクワ葉に病原性を示すか調査する
ことによって, あきらかにしようとした.

1） 材料と方法

⑴　供試菌株

　ミロトキシンBに比較的耐性のクワ葉非病原性菌を
選抜するため, 福島県梁川市と茨城県つくば市の桑園
から, クワ葉各100枚を採取し, 葉１枚あたり10ヶ所の
有傷部に５ppmのミロトキシンBを10μlずつ滴下し, 
形成された壊死斑に検出された糸状菌を分離した. そ
の後, 各分離菌の菌叢片をクワ葉有傷部に接種して, 
病斑非形成菌株を選抜した.

⑵　サプレッサーとしての検定

　同一クワ葉の有傷部に, ①選抜菌株の菌叢片, ②
0.03ppmのミロトキシンBを10μl, ③ ②を滴下後, 液が
乾燥した後に①を接種した. 本実験では, 菌接種部に
おける病斑形成によって感染成立を判断した. このこ
とから, ①と②の接種によって病斑や壊死斑は形成さ
れず, ③の接種によって病斑が形成された場合, ミロ
トキシンBはサプレッサー的機能を有すると判断した.

2） 結果

　常法の単菌糸分離や単胞子分離によって, 福島県と
茨城県からの採取葉から, 各々43菌株と56菌株のクワ
葉非病原菌株が分離された. これらの菌株をPSA上で
培養すると, 全菌株が白色の菌叢を形成した. 稀に菌
叢中央に薄いピンク色や紫色, 黄色を呈する菌株がみ
られた.
　これらの菌株の中で③の接種によって, 福島県から
分離した２菌株と茨城県から分離した10菌株が病斑を
形成した. これらの菌株をPSA上で培養すると, ２菌株
が分生子非形成白色菌株 , ６菌株が無色の円～楕円形
の分生子を形成する白色菌株, ４菌株がFusarium属菌

にみられる無色の鎌型分生子を形成し, 白色の菌叢中
央に薄紫色を呈する菌株であった. しかし, これらの
菌株を同定するには至らなかった.
　一例としてFig. Ⅳ-9に, 茨城県から分離したFusarium

属菌と考えられる菌株による結果を示す. 本菌は①の
接種のみでは病斑を形成しなかったことから, クワ葉
非感染菌株であることが示されたが, ③の接種によっ
て, 白色菌糸の形成を伴う円形の褐色の病斑を形成し, 
クワ葉に感染することがあきらかになった.
　以上の結果, ミロトキシンBがサプレッサー的機能
を有すると考えられた.

Fig. IV-9  Function of myrotoxin B as a suppressor of non-
pathogenic fungus against mulberry.  
1: isolated non-pathogenic fungus from Ibaraki Pref. 
2: myrotoxin B at 0.03 ppm.  
3: non-pathogenic fungus was inoculated after dropping 
　with myrotoxin B at 0.03 ppm. 
Photograph was taken at 5 days after treatment.
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いても得られており, これらの毒素は病徴発現因子と
されている（Harris et al. 1999）.
　さらに, 本病害抵抗性とクワ葉のミロトキシンB耐
性度に相関があることが示された. 同様の現象は, メ
ロン病原菌M. roridumが培地上で産生し, 病徴発現因
子とされているトリコテセン類, ロリジンEにおいて
もみられる（Bean et al. 1987）. 一般に, このような現
象は宿主特異的毒素においてみられ, ナシ病原菌
A. alternataが産生するAK-toxinでの実験は有名である
（児玉ら 1997）. このことから, ミロトキシンBには
宿主特異的毒素の側面もあると考えられる.
　以上のことから, ミロトキシンBは感染因子および
病徴発現因子として機能すると判断された. 植物病原
菌産生毒素にはAlternaria属やCochliobolus属菌産生毒素
のように, 感染因子として機能する毒素なのか, ある
いは病徴発現因子として機能する毒素なのか, 明瞭に
分類できるものがある（児玉ら 1997, Rudolph 1976, 
Yoder 1980, Walton and Panaccione 1993）. しかし, 大
抵の毒素は感染因子と病徴発現因子の両方の性質を有
したり, 中間の性質を示したりして, 明瞭に分類する
ことができない（Rudolph 1976, Scheffer 1983）. ミロ
トキシンBも感染因子と病徴発現因子両方の機能を有
することから, どちらの因子なのか分類できない毒素
と考えられる.
　また, サプレッサー的な機能を有することもあきらか
になった. 第Ⅳ章2項の結果は, ミロトキシンBに暴露さ
れることによってクワ葉細胞がクワ暗斑病菌を受容す
るようになり, 本菌の感染効率を高めることを示した. 
同様の現象はAlternaria属やCochliobolus属菌と各菌の宿
主植物であるナシ葉やトウモロコシ葉との間におい
ても確認されており, これらの菌の産生する毒素のサ
プレッサー的機能が示されている（児玉ら 1997）. さ
らに, 第Ⅳ章7項ではミロトキシンB処理したクワ葉に
非病原菌が感染することがあきらかになった. このよ
うに, ある病原菌の培養濾液や胞子発芽液などのサプ
レッサーの植物への前接種によって, 別種の処理植物
非病原菌が病原性を示すようになる例は, Stemphylium 

sarcinaeformeやMycoshaerella属, Botrytis属菌由来サプレッ
サーによるA. alternata非宿主植物であるエンドウや
キュウリ, ワケギ, ニンニクなどへのA. alternataの感

８　考察

　本章では, 病原性におけるミロトキシンBの機能を
解明することを目的に実験を行った.
　まず, ミロトキシンBが本病の病斑の特徴である葉
脈の壊死を引き起こすことを示した.
　次いで, 本菌を接種したクワ葉病斑部からミロトキ
シンBを検出した. このような病斑部からのトリコテ
セン類の検出は, F. roseum形成病斑部による検出に次
ぐものであり, M. roridumの形成する病斑部からの検
出としては初めてである. 両毒素はクワ葉に毒性を示
し, 病徴を発現することから, 病原毒素であると判断
される. 特にミロトキシンBは単離毒素の中で最も毒
性が強く, 病斑部から検出した毒素の中で最も高い濃
度で検出され, 病原性発現の主因毒素と考えられた. 
最高時には11.5ppmに達することが示され, トリコテ
セン類産生がしられるF. roseum接種宿主植物体内にお
ける検出濃度, 0.001～25ppm（Miller et al. 1983, 1985, 
Miller and Arnison 1986, Ueno 1980）と一致した.
　さらに, ミロトキシンBは分生子の感染を促進する
こと, 本菌接種20時間後に検出されたことから, 感染
因子であることが示された. 感染因子であるAK-toxin
を産生することでしられるAlternaria kikuchinataでは, 接
種２～６時間後に毒素を分泌することが確認されて
いる（Nishimura et al. 1974）. この検出時間の差は, 毒
素検出方法の差異によるものと考えられる. すなわち, 
A. kikuchinataでは毒素処理によって引き起こされる感
受性品種葉細胞の細胞膜電位差変動によって検出した
ものであり, 間接的なものである. 一方, 筆者はミロト
キシンBを含む画分をHPLCで分離後クワ葉に滴下し, 
確認するという手法によって検出した. このため, 葉
内に本毒素が存在しても検出限界以下の場合, 検出さ
れなかったと考えられる. しかし, いずれにしても, ミ
ロトキシンBは本菌の感染時に分泌されることがあき
らかになった.
　また, 病徴発現因子としての機能も示された. すな
わち, 病斑形成時にも産生されること, 本菌のミロト
キシンB産生能と病徴発現能に相関があることがあき
らかになった. 後者と同様の結果はF. roseumと本菌が
産生するトリコテセン類, デオキシニバレノールにお
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染によっても認められている（奥・白石 1997）.
　また, 第Ⅱ章2項, 第Ⅱ章3-1）項, 第Ⅳ章2項において, 
分生子の周囲に養分が存在する場合, クワ暗斑病菌は
葉脈に沿った壊死を伴った病斑を形成することがわ
かっている. 本菌はクワ葉上の養分を利用してミロト
キシンBを含む毒素を産生し, ミロトキシンBのサプ
レッサー的作用によって, 葉の抵抗性を抑えて感染し, 
感染部でさらにミロトキシンBを多量に含む毒素を産
生して, 病斑を拡大すると考えられる. このことから
本菌は周囲に養分があるほど, ミロトキシンBを産生
して, 感染しやすい環境を形成すると考えられる.
　以上のことから, ミロトキシンBは低濃度ではクワ
暗斑病菌感染時のクワ葉に対してサプレッサーとして
機能し, 感染後の高濃度では病斑を拡大する毒素とし
て作用すると考えられる.

第Ⅴ章　圃場における生態

　Myrothecium roridumの生態に関しては, 土壌や下水
における生棲に関する研究があるものの, ほとんど
判っていない（Gees and Coffey 1989, Munjal 1960, 椿 
1978）. また, 土壌でのM. roridumの生態を調査する際
に必要な分離法も確立されていない. そこで, 本章で
はM. roridum分離用の選択培地を考案し, これを利用して, 
クワ暗斑病発生桑園土壌における本菌の生態を調査した.
　クワ暗斑病は地表面に近い下位の葉に発生がみられ
る（高橋ら 1994）. また, M. roridumは土壌生息菌であ
る（瀬川ら 1993, 椿 1978）. このことから, 雨滴や風, 
農作業などによって土壌と共に飛散してクワ葉に付着
することが, 本病の第一次感染源になっていると考え
られる. また, 発生桑園では, クワ残渣が非発生桑園より
も多くみられること, 今後, 人手不足によって, クワ残渣
が放置される機会が多くなると考えられることから, ク
ワ残渣も感染源となる可能性がある. そこで, これらの
基質における本菌の動態も調査した. さらに, 本病は密
植桑園において発生がみられる（高橋ら 1994）. した
がってクワの栽培密度が大きな影響を与えることはあ
きらかである. このため, 発病率との関係を調査した.
　現在のところ, M. roridumによるクワ暗斑病は鹿児島
県のみにおいて報告され, 他県の桑園ではみられない. 

他県の桑園にはM. roridumが存在しないのか, 存在して
も発生していないのかは本病の防除法確立の上で重要
な問題点である. そのため, 全国の桑園土壌における
M. roridumの分布状況も調査した.

１　選択培地

　クワ暗斑病菌の土壌における生態の調査には, 本
菌分離用の選択培地が必要である. しかし, 現在使
用されている選択培地では, カルベンダゾール耐性
M. roridumしか分離できない（Gees and Coffey 1989）. 
したがって, 野生型M. roridumを選択的に分離する方法
はない. 第Ⅱ章5-1）項と第Ⅲ章1-1）項であきらかにし
たように本菌産生毒素は, 数種の糸状菌に対して抗菌
活性を示すことから, 本菌の選択培地に利用できる可
能性がある. 本項では, 本毒素の各種微生物に対する
抗菌活性を調べるとともに, 野生型M. roridum分離用選
択培地の開発を行った.

1） 基礎培地の選抜

⑴　材料と方法

(ⅰ)　 土壌懸濁液

　供試土壌10gに40mlの滅菌水を加えて懸濁し, 二重
のガーゼで濾過して50ml容のメスフラスコに入れ, １
時間静置した. その上澄み液100μlを取り出し, 以下の
実験に供試した.
(ⅱ)　 供試培地

　選択培地に使用できる基礎培地をあきらかにする
ため, クワ暗斑病菌は生育するが, 他の菌の生育や増
殖が抑制される培地の選抜を行った. PSAとMSA, PA, 
MAの４培地を供試し, 平板培地を作成した. 次に, 鹿
児島県蚕業試験場のクワ暗斑病の発生桑園土壌に, M
３株の洗浄分生子を5×105個/gとなるよう懸濁して４
培地に塗布し, 25℃で培養した. 各培地における細菌
の増殖やクワ暗斑病菌以外の糸状菌の生育を調査し, 
多くみられた場合を++, 少ない場合を+とした.
　さらに, ４培地上でのクワ暗斑病菌の生育を以下の
方法で調査した. あらかじめ各培地でM３株を前培養し
た菌叢片を同一培地に再度接種して25℃で培養し, 培養
７日後における形成菌叢の直径（mm）を測定した.
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⑵　結果

　供試したいずれの培地においても, クワ暗斑病菌は
直径57mmの菌叢を形成したことから, どの培地も基
礎培地に利用可能なことが判明した（Table Ⅴ-1）. 
しかし, 本菌以外の菌の増殖には差異がみられた. すな
わち, PSA区では細菌や本菌以外の糸状菌の増殖が良く, 
MSA区とPA区では前者の増殖がPSA区よりやや劣り, 
MA区では他の３培地に比べて両者とも生育が劣った. 
以上のことから, 基礎培地としてMAが最適と判断した.

2） 抗生物質の選抜

⑴　材料と方法

　土壌懸濁液中の細菌は増殖が速く, クワ暗斑病菌が
菌叢を形成する前に培地全面を覆い, 本菌の検出は不
可能となる. そこで, 細菌の増殖を抑えるため, ０ppm
と50ppm, 100ppmの各濃度のアンピシリンとオキシテ
トラサイクリン, リファンピシン, ストレプトマイシ
ンを単独もしくはTable Ⅴ-2に示す組み合わせで, 培
地に添加した. これに5×105個/gのM３株の洗浄分生子
を含む土壌懸濁液を塗布して, クワ暗斑病菌以外の菌
の増殖抑制と本菌の検出頻度を調査した.

⑵　結果

　抗生物質を含まないPSA, MSA, MA上では, クワ暗
斑病菌は検出されず, 供試抗生物質は本菌の生育に抑
制作用を示さなかった.
　PSAに各50ppmの抗生物質を混入した区では, 各抗
生物質を単独で混入した区とアンピシリンとオキシテ
トラサイクリン混合した区以外の区で本菌の菌叢形成
がみられた（Table Ⅴ-2）. 各100ppmの抗生物質を混
入した区では, アンピシリンとリファンピシンを単独
で混入した区以外の区で菌叢形成がみられた. MSAと
MAに各100ppmの抗生物質を混入した区では, MSA区

Table V-1  Detection and growth of microorganisms 
except for Myrothecium roridum on various media plated 
with soil suspension and diameter of colony of M. roridum 
on various media.

a) Soil microorganisms appeared on the media plated with 
the soil suspension.

b) The growth of microorganisms except M. roridum was 
profuse (++), moderate (+). 

Table V-2  Effects of antibiotic substances and media on the detection of Myrothecium roridum.

a) A: ampicillin, O: oxytetracycline,  R: rifampicin, S: streptmycin sulfate.
b) - : not detected,  + : detected.
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はPSA区と同じ結果が得られ, MA区は全区に菌叢形
成がみられた.
　以上の結果, 選択培地に用いる抗生物質としてはオ
キシテトラサイクリンとストレプトマイシンが適して
いると考えられた. 中でもストレプトマイシンは水に
溶解し, 使用方法が容易であり, 安価なことから, 以降
の実験ではストレプトマイシン100ppmをMAに添加
した培地を使用することにした.

3） 毒素の抗菌活性

⑴　材料と方法

　第Ⅲ章3-1）項に述べた方法でM３株の培養濾液を作
成し, これを１倍濃度の毒素液とした. １～1/16倍に
希釈した毒素液を, 放線菌３種と細菌16種（グラム陽
性菌６種およびグラム陰性菌10種）, 糸状菌20種（卵
菌類１種と接合菌類１種, 子のう菌類5種, 担子菌類５
種, 不完全菌類８種）, 酵母６種に対する抗菌活性を
調べた. 供試菌は, MAFF, 旧蚕糸・昆虫農業技術研究
所の桑病害研究室で保存していた菌株である.
　放線菌に対する抗菌活性は以下の方法で調査し
た. 供試放線菌を酵母・麦芽・グルコース平板培地
（YPA：0.4%酵母エキス(w/v), １%麦芽エキス(w/v), 
0.4%グルコース(w/v), 1.8%寒天(w/v), pH7.3）で培養
した. 培養２日後の放線菌を108cells/mlに懸濁して, こ
の菌液と同量のYPAに混入し, シャーレに注入した. 
この培地に直径５mmのコルクボーラーで穴をあけ, 
10μlの毒素液を注入した. 抗菌活性度は阻止円の半径
で比較し, 評価は, 阻止円なし：－, １～５mm：+,６
～10mm：++とした.
　細菌に対する抗菌活性は, 放線菌に準じた方法で調
査した. ただし, 培養培地をKBとした.
　卵菌類以外の糸状菌に対する抗菌活性を以下の方法
で調査した. 供試菌株の菌叢片をPSAに接種し, これに
10μlの毒素液を滴下した. また, 各菌株の毒素液非滴
下区を対照区とした. 対照区と毒素滴下区の菌叢直径
を比較することによって, 各毒素液の各菌株に対する
抗菌活性度を調査した. すなわち, （毒素滴下区の菌
叢直径）/（対照区の菌叢直径）= 0～0.3：++, 0.3～
0.9：+, 0.9～１未満：+/－, １：－とした.
　鞭毛菌類に対する抗菌活性を先の方法に準じて調

査した. ただし, 培養培地をV8平板培地（市販のV8
ジュース400mlに水600mlとCaCO3 4.5gを加えて攪拌
した後, 遠心分離して得られた上澄200mlに水800mlと
寒天18gを加えたもの）とした.
　酵母に対する抗菌活性は放線菌および細菌に準じ
た方法で調査した. ただし, 培養培地を酵母・麦芽・
ペプトン平板培地（YM：0.3%酵母エキス(w/v), 0.3%
麦芽エキス(w/v), 0.5%ペプトン(w/v), １% グルコース
(w/v), 1.8%寒天(w/v)）とした.

⑵　結果

　1倍濃度のクワ暗斑病菌産生毒素は, 供試したいず
れの放線菌にも抗菌活性を示さなかった（Table Ⅴ
-3）. また, 本毒素は供試17細菌のうち, 15細菌に抗菌
活性を示さなかったが, 残り２グラム陽性細菌に対し
ては抗菌活性を示し, １倍と1/4倍希釈毒素液区では
５～10mm, 1/16倍希釈毒素液区では１～４mmの阻
止円を形成した. 糸状菌に対しては,全濃度の毒素液区
でMyrothecium属以外の供試菌全ての菌糸伸長を阻害し
た. 一方, Myrothecium属菌に対しては１倍の毒素液区
でも抗菌活性を示さなかった. 酵母に対しては, １倍
の毒素液区で供試全酵母に, 1/4倍希釈毒素液区では
Candida apicola以外の供試酵母の生育を阻害した.
　以上の結果, クワ暗斑病菌産生毒素はMyrothecium属
菌の選択培地に利用可能と考えられた.
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4）　選択培地に適した毒素濃度の検定

⑴　材料と方法

　クワ暗斑病菌産生毒素の濃度が高過ぎる場合, 毒素
が本菌自身の生育を阻害することが考えられた. そこ
で, 本菌以外の菌の増殖を抑制し, かつ, 本菌の生育を
阻害しない本毒素の濃度を調査した. 第Ⅴ章3-1）-（1）
項に述べた毒素液を, ０倍（無添加）と1/10倍希釈, 
1/2倍希釈, １倍, ５倍濃縮となるよう20mlのMAに混
入して, 直径9cmのシャーレに注入した. 各培地に, M
３株の洗浄分生子（菌密度：５×105個/g）混入土壌
の土壌懸濁液を塗布して行った.

⑵　結果

　各濃度の毒素添加培地における本菌検出の可否を
調査した結果, 毒素無添加区や1/10倍希釈毒素添加区, 

1/2倍希釈毒素添加区では本菌以外の糸状菌や細菌が
培地上を覆い, 本菌の検出は不可能であった（Fig. Ⅴ
-1）. １倍毒素添加区では, 菌接種７日後に本菌が検出
されたが, 共存菌によって生育が阻害され, 不定形の
菌叢を形成した. また, 分生子の形成も著しく遅れ, 同
定は困難であった. ５倍毒素添加区では, 円形の菌叢
を形成した本菌のみが検出された. しかし, 本濃度で
は本菌の生育速度が遅延し, 検出までに１倍毒素添加
区の２倍以上の時間を要した.

a) The toxins at 1× concentration the same concentration of the toxins produced on potato sucrose agar medium incubated 
for 1 month. 

b) For actinomycetes, bacteria and yeasts, radius of inhibition zone of each microorganism are ++, 5 - 10 mm; +, 1 - 4 mm; -, 
non-inhibition.  
For fungi,  (diameter of colony applied the toxins) / (diameter of colony non-applied the toxins) = ++, 0 - 0.3; +, 0.3 - 0.9;  
+/-, 0.9 - 1; -, non-inhibition.

Table V-3  Antimicrobial activity of the toxins produced by Myrothecium roridum.
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Fig. V-1  Detection of Myrotehcium roridum on mulberry 
agar medium supplemented with different 
concentrations (0 - 5× ) of the toxins produced by the 
fungus.  
Streptomycin sulfate was not supplemented. The 
number shows the concentration of the toxins in each 
medium. Arrows show the colonies of M. roridum. 
The 0 and 1×media were incubated for 7-day, and the 
5× medium was incubated for 17-day. At 1× , the 
growth of fungi except for M. roridum inhibited by 
growth of bacteria.

Fig. V-2  Detection of Myrothecium roridum on mulberry 
agar medium supplemented with different 
concentrations of the toxins and 100 ppm of 
streptomycin sulfate.  
The number shows the concentration of the toxins in 
each medium. Arrows show the colonies of M. roridum. 
They were incubated for 2-day.

5） 選択培地の作成

⑴　材料と方法

　第Ⅴ章1-4）項において, 毒素が1倍を越えた高濃度で
は本菌自身の生育が阻害されることが考えられたた
め, １倍以下の毒素濃度で本菌が分離できるか検討し
た. すなわち, 100ppmのストレプトマイシンを混入し
たMAに1/10倍, 1/2倍, １倍濃度の毒素を添加して, 検
出および分離の可能性を調査した.

⑵　結果

　毒素無添加区と1/10倍区では, 本菌以外の糸状菌に
よって生育が阻害され, 検出さえできなかった（Fig. 
Ⅴ-2）. 1/2倍区では本菌は不定形の菌叢を形成して
いるのがみられたが, 他の糸状菌の生育も認められた. 
１倍区では本菌のみが接種2日後に検出され, 分離可
能であった.
　以上の結果, クワ暗斑病菌の選択培地の組成として, 
１倍濃度の毒素と100ppmのストレプトマイシンを混
入したMA（以下, M. roridum分離用選択培地と称す）
が適すことがあきらかになった.

２　選択培地の平板効率

　本選択培地を利用してクワ暗斑病発生地土壌におけ
る本菌の菌密度を定量的に調査するため, 平板効率を
調査した.

1） 材料と方法

　M３株の洗浄分生子を１～107個/mlの８段階に調整
した分生子懸濁液を作成し, 各液100μlをM. roridum分
離用選択培地に接種し, その平板効率（ = 選択培地を
用いて検出された菌数 / 供試菌数×100）を算出した. 
さらに, 本病発生地の表土と地表から10～20cm下部の
土壌（以下, 地下土壌と称す）, 茨城県つくば市の桑
園および山芋畑の土壌を供試した. 各々を穴径８mm
の篩にかけて夾雑物を取り除き, オートクレーブ滅菌
（121℃, 20分）した後に, １～107個/mlの８段階にな
るようM３株の洗浄分生子を接種して, 平板効率を算
出した. なお, 土壌中の菌密度が本方法の検出限界範囲
を越える場合には, 土壌の割合の増減を適宜行った.
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2） 結果

　平板効率を求めるにあたって, 分生子混入密度が105

個/ml以上の区では, 出現する菌数が多いため, カウン
トできず, 滅菌水で希釈する必要があった. 各区にお
ける本培地の平板効率は, 分生子懸濁液区では82.5%, 
クワ暗斑病発生地の表土区では25.2%, 地下土壌区で
は13.6%, 茨城県の桑園土壌区では2.5%, 山芋畑土壌区
では0.04%であった. この結果は, 本病発生土壌におけ
る本菌密度の測定が可能なことを意味している.

３　発生土壌における菌密度の周年変動

　クワは落葉樹であり, クワ暗斑病の発生地である鹿
児島県では, ５月初旬に萌芽し, 11月に落葉する. 本病
は初夏に発生し, クワの落葉と共に終息する（高橋ら 
1994）. 本病の発生原因の一つに, 土壌からの飛散が
考えられることから, 桑園土壌における本菌の生態と
発生との関係をあきらかにするため, 本病発生地土壌
における本菌菌密度の年変動を調査した.

Fig. V-3  Fluctuations in density of Myrothecium roridum in surface soil and 10-cm-deep subsurface soil in a mulberry field at 
Kagoshima Pref. from April 1996 to June 1998 (A), and average temperature and monthly precipitation (B).  
Bars in figure A are standard errors of the average colony formation unit (cfu). Surface soil (     ), 10-cm-deep subsurface 
soil (      ), average temperature (      ), monthly precipitation (      ).     

1）　材料と方法

　鹿児島県蚕業試験場内桑園の３地点から, 表土と地
下土壌を1996年４月～1998年６月まで２ヶ月おきに採
取した. 各土壌の土壌懸濁液を第Ⅴ章1-1）-（1）-（ⅰ）項
に述べた方法で作成し, この上澄100μlをM. roridum分
離用選択培地に接種した. 接種後５日目に検出される
菌数から菌密度を算出した. 各区の菌密度は乾燥土壌
１gあたりの菌数とした. 土壌の乾燥重量は, 採取した
土壌10gを80℃で８時間乾燥して恒量に達した後に測
定した. また, Fig. Ⅴ-3に示した気温と降水量は, 現地
桑園のアメダスのデータである.

2） 結果

　クワ暗斑病発生地における表土と地下土壌における
菌密度の年変動をFig. Ⅴ-3に示す. 1996年４月の地下
土壌区と1997年４月, ６月, 1998年４月の表土区と地
下土壌区は, 通常の測定法では検出される菌数が少な
く定量は困難であったため, 試料土壌量を多くして定
量した. 逆に, 1996年の10月における表土区では, 培地
上の検出菌数が多すぎて, カウント不能であったため, 
土壌量を少なくして定量した.
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　表土区と地下土壌区におけるクワ暗斑病菌の菌密
度には差異がみられなかったが, 月ごとに大きく変動
した（p<0.001, 分散分析）. ２年間を通して, 表土区に
おける菌密度は10月に最大（1996年：1.7×105colony 
formation unit : cfu/g, 1997年：2.2×104 cfu/g）となり, 
４月に最小（1996年：6.0×103cfu/g, 1997年：8.5×
10cfu/g, 1998年：9.3×102cfu/g）となった. また, 地下
土壌区では1996年では12月の1.1×104cfu/g, 1997年で
は８月の5.4×103cfu/gが最大となり, 最小となったの
は表土と同じ４月（1996年：１cfu/g, 1997年：8.3×
10cfu/g, 1998年：3.0×102cfu/g）であった. このよう
に, 本菌は年間を通して検出されたことから, 土壌中
で越冬すると判断された.
　一方, 気温との関係をみると, ２年間を通して８月
が最も高く, １月が最も低かった. 表土区においては, 
菌密度と観測時点から２ヶ月前の気温と相関がみられ
た（r=0.65, 0.02<p<0.05）. しかし, 地下土壌では相関
はみられなかった. また, 菌密度と降水量との間にも
相関はみられなかった.
　本調査期間において, 本病は６～７月に発生し, 11
月中旬に終息した. 本土壌における菌密度は６月から
上昇し始め, 10月前後で最大となっており, 菌密度の
上昇時期は本病の発生時期と一致していた.

４　土壌からクワ葉への感染

　これまで, クワ暗斑病菌の発生要因について, 推測
されてはいたものの, 実際には調査されていなかった
（瀬川ら 1993, 高橋ら 1993, 1994, 高橋・瀬川 1995）. 
そこで本項では, 土壌からクワ葉への感染条件をあき
らかにすることにした. また, クワ残渣が放置された
桑園や密植桑園において発生がみられることから, こ
れらとの関係も調査した.

1） クワ葉に感染する菌密度

⑴　材料と方法

　茨城県つくば市の桑園の土壌を採取し, 第Ⅴ章2項
で述べた方法でM３株の洗浄分生子を混入した. 直径
16cm, 高さ19cmのポットに, これらの土壌150gを入れ, 
高さ30cmのクワ接木苗（品種：しんいちのせ. 以下, 

本品種を供試）を１本ずつ植えた. 実験期間中３日お
きに, 高さ１mの位置からジョウロを用いて２Lずつ
灌水した.
　各区における罹病葉率（=クワ１本あたりの罹病葉
数/クワ１本あたりの全葉数×100）と土壌中の菌密度
の推移を31日間調査した. 土壌における菌密度は第V
章4-1）-（1）項に述べた方法で測定した.
　これらの実験は気温が25～27℃に設定された温室に
おいて行った.

⑵　結果

　１～102個/g接種区では, 病斑は形成されなかった
（Fig. Ⅴ-4-A）. 一方, 103個/g以上の接種区では接種
13日後に罹病葉が現れ（103個/g接種区罹病葉率：
8.3%, 105個/g接種区罹病葉率：9.2%, 107個/g接種区
罹病葉率：28.3%）, 土壌の菌密度と罹病葉率には, 
r=0.65の正の相関があった. 実験後期では, 接種菌密度
の高低によって罹病葉率の差が大きくなり, 分散分析
の結果, 罹病葉率は接種菌密度（p<0.001）と経過日数
（0.001<p<0.01）によって影響を受けていることがあ
きらかになった. なお, 接種31日以降には105個/g接種
区以上の接種区で落葉し始めた.
　土壌における菌密度の推移を調査した結果, １個/g
と10個/g接種区では接種10日以降, 103個/g接種区で
は接種15日以降に検出されなくなった（Fig. Ⅴ-4-C）. 
106個/g接種区と107個/g接種区の接種15日後におけ
る菌密度は各々8.2×102cfu/g, 3.2×104cfu/gであっ
たが, その後, 徐々に低下し, 分散分析の結果, 菌密
度の変動は接種菌密度（0.01<p<0.05）と経過日数
（0.01<p<0.05）によって影響を受けていることが示
された.
　以上の結果により, クワ暗斑病菌は土壌中に103個/g
以上の菌密度で存在するとクワ葉が発病すること, 土
壌の菌密度が高いほど罹病葉率は高まることがあきら
かになった.
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2） 残渣からの感染と菌密度への影響

⑴　材料と方法

　クワ落葉をクワの残渣として供試した. 落葉はオー
トクレーブ滅菌（121℃, 20分）後, 乾燥（80℃, ８時
間）した. これをつくば市の乾燥土壌に, 土壌：落葉
＝5:1（w:w）の割合で混入した. 各区における罹病葉
率と土壌の菌密度の推移は第Ⅴ章4-1）-（1）項に述べた
方法で調査した.

⑵　結果

　クワ葉残渣混入土壌区の罹病葉率は非混入土壌区
よりも高く, １個/g接種区と10個/g接種区において
接種13日後に病斑形成葉がみられ, 各々の罹病葉率は
16.7%と33.3%であった（Fig. Ⅴ-4-B）. 他の接種区に
おいても罹病葉がみられ（103個/g接種区罹病葉率：
30.0%, 105個/g接種区罹病葉率：43.3%, 107個/g接種区
罹病葉率：65.0%）, 菌接種密度が高いほど罹病葉率
も高まり, 接種13日後におけるクワ暗斑病菌の土壌の
菌密度と罹病葉率の相関係数は0.52であった. また, こ
の時点における残渣混入土壌区の罹病葉率は, 残渣非

混入土壌区よりも高かった（分散分析：p<0.001）.
　実験期間中における10個/g以上の接種区では, 接種
13日以降の罹病葉率は増加し, 各菌接種密度の罹病葉
率は第Ⅴ章4-1）項の残渣非混入区よりも高く, 接種菌
密度によって影響を受けていることが示された（分散
分析：0.01<p<0.05）. しかし, 経過日数には相関はみ
られなかった. なお, 接種22日後における107個/g接種
区では, クワが落葉し始め, 31日後には枯死した.
　菌接種10日後における土壌の菌密度は, １個/g接
種区と10個/g接種区, 103個/g接種区で急激に高まり, 
各区の菌密度は1.0×104cfu/gと9.2×105cfu/g, 1.2×
106cfu/gであった（Fig. Ⅴ-4-D）. また, 105個/g接種区
においてもわずかに増加し, 2.2×106cfu/gであったが, 
107個/g接種区では低下して7.0×106cfu/gであった. 各
菌接種密度ごとにおける菌密度の変動は接種菌密度と
経過日数に相関しなかった.
　以上の結果, 土壌における残渣の存在が, 土壌のク
ワ暗斑病菌の菌密度を高め, クワ暗斑病の発生を助長
することがあきらかになった.

Fig. V-4  Effects of various conidial densities of Myrothecium roridum (a: 100-7 conidia/g soil) in artificially infested soil with (B) 
or without the leaf debris (A) on the disease incidence (average % with standard errors) of the mulberries, and 
fluctuations in conidial densities of M. roridum (average colony formation unit : cfu with standard errors at 3 replications) 
in the soils with (D) or without the leaf debris (C).    
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3） クワ栽培密度による感染への影響

⑴　材料と方法

　つくば市の乾燥土壌に, M３株の洗浄分生子を105個
/gと106個/g, 107個/gになるよう接種した. 本土壌450g
が入ったプランター（30×50×15cm）にクワ接木苗を
3本（疎植区）あるいは10本（密植区）植えて, 第Ⅴ章
4-1）-（1）項に述べた方法で罹病葉率の推移を調査した.

⑵　結果

　接種13日後での105個/g接種区と106個/g接種区に
おける疎植区と密植区の罹病率は, 各々16.7%と24.4%, 
13.3%と20.0%, 接種45日後では34.1%と47.1%, 28.2%と
38.8%を示し, 接種菌密度と経過日数に相関しなかっ
た（Fig. Ⅴ-5）. また, 両接種区の疎植区と密植区間の
罹病葉率にも差異はみられなかった.
　一方, 107個/g接種区の密植区と疎植区における接
種13日後の罹病率は, 各々64.4%と31.1%を示し, 疎植
区では接種20日後（罹病葉率：58.9%）, 密植区では
接種30日後（88.9%）まで増加し, 密植区では接種45日
後, 疎植区では接種30日後から落葉のため減少に転じ
た. 本接種区では, 密植区の罹病葉率が疎植区よりも高
かった（分散分析：接種20日後：0.01<p<0.05, 接種30
日後：0.01<p<0.05, 接種45日後：p<0.001）.

　以上の結果は, 土壌のクワ暗斑病菌の菌密度が低い
場合にはクワの栽培密度によるクワ暗斑病の被害への
影響は小さいが, 菌密度とクワ栽培密度が高い場合に
は本病の被害が増大することを示している.

５　土壌における生存

　これまでのM. roridumの土壌における生存期間に関
する研究は, 本菌感染葉を土壌に埋め, 定期的に回収
してPDAに置床し, 本菌が検出されるか調べたものの
みである（Munjal 1960）. したがって, 環境条件の差
異による影響を調べた事例は認められていない. また, 
近年クワが密植栽培されるようになり, クワ暗斑病菌
への日光の照射量が減少したことも, クワ暗斑病の発
生に影響を与えていると考えられた. そこで本項では, 
環境条件の差異と日光照射による本菌の生存期間への
影響を調査した.

1） 材料と方法

　第Ⅴ章2項に述べた方法で篩にかけて乾燥したクワ
暗斑病菌非検出桑園の土壌（非滅菌土壌）またはオー
トクレーブ滅菌した（121℃, 20分）同土壌（滅菌土
壌）50gずつを直径９cmのプラスチックシャーレに満

Fig. V-5  Percentage of infected leaves (average % with standard errors at 3 replications) on 
mulberries at dense or sparse plantings in artificially infested soils with different conidial densities 
of Myrothecium roridum (105-7 conidia/g soil).
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たし, 実験用の土壌とした.
　生育期間調査用の試料は以下のように調整した. す
なわち, M３株の洗浄分生子の水懸濁液（分生子密
度：107個/ml）10μlをスコッチテープ（住友３M, 東
京, 日本）の粘着面に滴下して乾燥した. このテープ
を, 先に作成した実験用土壌に埋め込み, このシャー
レをパラフィルム R○（American National Can, シカゴ, 
アメリカ合衆国）で密封して, ５～35℃の間で５℃間隔
で７区設け, 暗下に保持した. また, 上述のテープを無土
壌のシャーレに入れ, 日光に曝した区も設けた. １ヶ月
おきにテープを取り出して, M. roridum分離用選択培地
に置床し, 各条件下における本菌の生存期間を調べた.

2） 結果

　非滅菌土壌区の20～35℃区では, 接種３ヶ月以上経
過すると, 本菌は検出されなくなった（Table Ⅴ-4）. 
また, 滅菌土壌区の35℃区では３ヶ月以上, 30℃区で
は４ヶ月以上, 25℃と20℃区では５ヶ月以上経つと検
出されなくなった. 15℃区と10℃区では, 滅菌土壌区
と非滅菌土壌区において, 各々８ヶ月以上, ５ヶ月以
上経つと検出されなくなった. ５℃区では滅菌土壌区
の９ヶ月以上, 非滅菌土壌区の８ヶ月以上経つと検出
されなくなった. また, 日光に曝した区では１ヶ月後
には検出されなくなった.
　以上の結果から, 土壌の温度が高い場合や本菌以外
の菌が存在する場合, また, 日光に曝された場合, クワ
暗斑病菌の生存期間が短くなることはあきらかである.

６　産生毒素の種類による菌のグループ分けと分布

　日本の土壌にM. roridumが存在していることは報告
されていたものの, 全国的な分布状況や, 菌系につい
ては調べられていなかった（椿 1978, 宇田川 1978）. 
そこで, 日本各地の桑園土壌から本菌を収集し, 各菌
株の産生毒素の組成を調査し, 毒素の組成によってグ
ループ分けを行った.

1） 材料と方法

⑴　M. roridumの収集
　Table Ⅴ-5とFig. Ⅴ-6に示す県の桑園土壌とクワ葉
からM. roridumを収集した. クワ葉からの本菌の収集は
以下のとおりに行った. 病斑が形成されたクワ葉を採
取し, 70%エタノールで表面殺菌し, M. roridum分離用選
択培地に置床して, M. roridumを分離した.

⑵　各菌株が産生する毒素の検出

　第Ⅳ章6-1）-（1）項に述べた方法でPSA上で培養した
収集菌株培養物の成分を抽出して, 毒素液とした. 本
毒素液40μlおよびミロトキシンB ５ppm（５μl）, ミ
ロトキシンD 10ppm（10μl）もTLCプレートに滴
下した. これを①酢酸エチル, ②クロロホルム：メタ
ノール= 98 : ２（v : v）, ③ベンゼン：テトラヒドロ
フラン = 85 : 15（v : v）の3溶媒で展開し, 抗菌活性
をM9401株を検定菌としたTLC生物検定法によって検
出した. 検出された抗菌活性スポットのRf値に基づき, 
菌系のとりまとめを行った.

2）　結果

　収集菌系のリストをTable Ⅴ-5に示す. 15都府県の
桑園土壌からM. roridumの分離を試みた結果, 13都府県
から70菌株が分離された（Fig. Ⅴ-6）. 各収集菌株は
25℃におけるPSA上の暗培養によって, 白色の菌叢を
形成した. 大半の菌株は黄色の色素を分泌したが, 山
形県から分離した菌株は薄いピンク色の色素を分泌
した. 各菌株は培養５～14日間で分生子を形成したが, 
分生子形成能は菌株によって異なっていた. 産生毒素
の組成をTLC生物検定法によって調査した結果, 産生
する毒素の組み合わせの異なる組成A～Eの５種類に

a) Month indicates that M. roridum are not detected under 
each conditions.

Table V-4  Detection of Myrothecium roridum incubation 
under 5 - 35 ℃ in soil. 
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分けられることがあきらかになった（Fig. Ⅴ-7）. 組
成Aの毒素は, 溶媒①と③によって３個, 溶媒②では２
個の抗菌活性スポットが検出され, これらのRf値にミ
ロトキシンB, Dと一致するものがみられることから, 
これらの毒素を含むと考えられた. また, 組成Bの毒素
には, いずれの溶媒においてもミロトキシンBとRf値
が一致するスポットが検出されたことから, 本毒素が
含まれていると考えられた. 組成Bの毒素は, 溶媒①に
よって３個, 溶媒②では４個, 溶媒③では７個の抗菌
活性スポットが検出された. 一方, 組成C～Eの毒素で
はこれらの毒素と同じRf値の抗菌活性スポットは検
出されなかった. 組成C, D, Eの毒素は, 溶媒①～③に
よって, 各々４個, ２個, ４個の抗菌活性スポットが検
出された. なお, 組成Eの毒素は溶媒③において, ミロ
トキシンBと一致するRf値をもつ抗菌活性スポットが
検出されたが, 溶媒①と②では検出されなかったこと
から, これらのスポットは本毒素由来ものではないと
判断した. 供試70菌株のグループ分けを行った結果, 組
成Aの毒素を産生する菌系は30菌株, 組成Cは34菌株, 組
成Dは４菌株, 組成Bと組成Eは各々１菌株であった.
　また, これらを分離地ごとに整理すると, クワ暗斑
病の発生地である鹿児島県の桑園から分離した15菌株
全てが組成Aの毒素を産生する菌系であった. 一方, 他
県の桑園には, 複数の菌系が分離された所があり, 茨

a) Number of strains producing toxins of each kind (A - E).
b) Soil from rhizosphere of mulberry trees in mulberry field.
c) The strain was supplied by Dr. Takano, a pathogen of leaf spot of vinca.

Table V-5  Collected strains of Myrothecium roridum. 

Fig. V-6  Existence of Myrothecium roridum in soil of 
mulberry field for each prefecture in Japan.  　: 
M. roridum was detected but Myrothecium leaf spot 
mulberry disease caused by the fangis was not 
happpen,　  : M. roridum was not detected and　  : the 
disease was occurred and M. roridum was detected.  
Pie charts shows percentage of the collected M. roridum 
(Table V-5) grouped into 5 groups (A:　  , B:  　, C:     , 
D: 　 and E: 　 ) by toxins produced by each strain 
(Figure V-7). In frame pie chart shows total percentage 
of each group.
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城県と東京都, 大分県からは毒素組成AとC, 京都府か
らは組成AとC, E, 兵庫県からは組成AとB, C, 沖縄県
からは組成CとDを産生する菌系が分離された. なお, 
土壌のM. roridumの菌密度を調べた結果, 鹿児島県の土
壌において最も高い値を示し, 1996年の10月には1.7×
105cfu/gであった.
　以上の結果から, 日本には少なくとも産生毒素組成
の異なる５菌系のM. roridumが存在すること, その中で
もクワ暗斑病発生地である鹿児島県ではミロトキシン
BとDを産生する菌系のみが分布することがあきらか
になった.

７　考察

　M. roridumは菌株によって産生毒素が異なり, その
種類によって生物に対する毒性が異なる（Awar et al. 
1965, Bergmann et al. 1989, Brian et al. 1948, Kaneko et 
al. 1982, Nespiak et al. 1961, Schiefer et al. 1989, Turhan 
and Grossmann 1994, Ueno et al. 1968, Ueno 1980）. ク
ワ暗斑病菌が主として産生するミロトキシンBの毒性
についてはこれまで, ラットやマウスに対する急性毒
性に関する研究しかなかった（Bergmann et al. 1989, 
Schiefer et al. 1989）. 第Ⅴ章1-3）項では, クワ暗斑病菌
産生毒素がMyrothecium属菌以外の糸状菌や酵母に強い
抗菌活性を示す一方, 本属菌や放線菌, 大部分の細菌
に対しては, ほとんど抗菌活性を示さないという特異
性を有することをあきらかにした.
　このクワ暗斑病菌産生毒素が示す特異性を利用し
て, M. roridumのみを検出する選択培地を作成した. こ
れまでに作成された選択培地は, 目的とする菌の色
素や抗生物質に対する感受性や栄養要求性の違いを
利用する, あるいは, 目的の菌に他の菌にない性質を
付加して分離するなどの菌系特異的な性質を利用し
たものであった. したがって, 特定の菌種を普遍的に
検出することは困難であった（Gees and Coffey 1989, 
駒田 1993）. しかし筆者が今回考案した選択培地は, 
M. roridumの産生する二次代謝産物の抗菌活性の特異
性を利用した培地であるため, 本菌の生育を阻害せず, 
雑菌の混入も少なく, 土壌から本菌のみを容易に分離
することができるものである.

Fig. V-7  Toxins produced by collected strains of 
Myrothecium roridum detected by the thin layer 
chromatography bioassay.  
Toxins were developed with diethyl ether (upper), 
chloroform-methanol (98 : 2, v/v) (middle) and benzene-
tetrahydrofuran (85 : 15, v/v) (lower). Collected strains 
were grouped into 5 groups on the basis of composition 
of toxins produced by each strain. 
MB: myrotoxin B. MD: myrotoxin D. 
A: toxins produced by strains producing myrotoxins B 
and D (As an example, toxins produced by M9403 are 
shown.).
C-E: toxins produced by strains non-producing 
myrotoxins B and D.  
Total rates of each group are A: 43 %, B: 1 %, C: 49 %, 
D: 6 % and E: 1 %. Data of each strain were shown in 
Table V-5.
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　本研究において作成した選択培地の平板効率を他の
選択培地と比較すると, 分生子懸濁液では80%以上あ
り, 他の選択培地の67.7～91.6%（Sumino et al. 1991）
と同等の平板効率を示した. また, 発生土壌懸濁液に
おいても, 13.6～25.2%あり, 他の培地における12.0～
23.0%（Reis 1983）と同程度であることが示された. 
しかし, 土壌の採取圃場によって平板効率に差異がみ
られた. これは土壌の組成による本菌の土壌への吸着
の差異が影響していると考えられる. このような土壌
の種類によって平板効率が異なることはRhyzoctonia 

solaniでも報告されており（Gangopadhyay and Grover 
1985）, 一般に, 細菌やウイルスの検出においても
普遍的な現象と考えられる（Okabe and Toriyama 
1995）. したがって, M. roridum分離用選択培地を利用
した土壌の本菌密度定量時には, あらかじめ土壌の種
類ごとに平板効率を調べておく必要がある.
　また, トリコテセン類産生菌はM. roridumの他にも
存在する（Ueno 1980）ことから, 本菌以外のトリコ
テセン類産生菌にもクワ暗斑病菌産生毒素に対する
耐性機構が備わっている可能性がある. このことから
別種類のトリコテセン類産生菌も, M. roridum分離用
選択培地上で生育できる可能性が高い. したがって, 
M. roridum分離時には分離菌の菌叢の色や形状, 分生子
の形態などを調べ, M. roridumであることを確認する必
要がある. このことは逆に, 本培地が他のトリコテセ
ン類産生菌の分離にも利用できる可能性を示すもので
ある. 第V章1-3）項に示したように同属菌M. verrucaria

は, 本毒素によって生育が阻害されなかったことから, 
本培地はM. verrucaria分離用の選択培地としても利用
できるものと推察される.
　これまでM. roridumの土壌における菌密度の年変
動を調べた研究はなく, 本研究によって初めてあき
らかになった. 本菌はクワ暗斑病発生土壌から１～
1.7×105cfu/gの菌密度で通年検出され, 発生時期に
は103～106cfu/gで検出された. R. solaniも発生時期に
は102～104cfu/g（Reis 1983）で, Pseudocercosporella 

herpotrichoidesは3.2×103～3.8×104cfu/gで検出される
（Sumino et al. 1991）. このことから, M. roridumも103～
104cfu/gのイノキャラムポテンシャルが必要と考えられる.
　土壌中でのクワ暗斑病菌の菌密度は気温の変動に連

動していた. このような病原菌の菌密度の変動要因と
しては湿度や温度, 土壌の組成が考えられている（平
井 1969）. しかし, 気温との相関が明瞭に実証された
例は少なく, Fusarium属菌やRhizoctonia属菌において報
告されているに過ぎない（平井 1969）. したがって, 
本実験の結果は土壌における病原菌の生態を解明する
ための重要な知見である.
　クワ暗斑病菌の土壌からクワ葉への感染条件を調
査した実験において, 灌水を高さ１mの位置から行っ
た結果, ポットやプランターからの飛散土壌の葉への
付着が観察された. また, 本病の病斑は地表近くの葉
に多く形成される（高橋ら 1994）. このことから, 土
壌中の菌が本病の重要な感染源であり, 本菌は土壌
を媒介として土壌からクワ葉に感染すると考えられ
た. 圃場では, 雨や風, 機械による耕耘や農薬散布など
によって飛散した土壌と共に, 本菌がクワ葉に付着し, 
感染すると推察される.
　土壌に生棲する病原菌の感染能力は, 菌密度によっ
て異なり, 一定以上の菌密度で存在すると宿主に感染
するようになる（平井 1969）. クワ暗斑病菌は土壌に
103cfu/g以上の菌密度で存在すると, クワ葉に感染す
ることがあきらかになった. また, クワ暗斑病菌は土
壌で越冬すること, 菌密度は気温変動によって影響を
受け, 気温の上昇と共に高まることがあきらかになっ
た. このことから, 本菌は, 土壌中で越冬した菌が春以降
の気温の上昇に伴って増殖し, 菌密度が103cfu/g以上に
達したときに降雨などによって土壌とともに飛散して
クワ葉に付着し, 感染する経過をたどると考えられる.
　クワ暗斑病では, 土壌における宿主作物の残渣の存
在が, 病原菌の増殖の原因となり, 発病要因の一つと
なり得ることがあきらかになった. また, 本実験にお
いて, クワの栽培密度が高い場合, 被害が大きくなる
ことも示された. このように作物の栽培条件によって
病害の発生や被害が異なり, 作物の作型や栽培様式と
大きく関連することは, トマト萎ちょう病やイチゴ萎
黄病などの多くの病害においても一般的な現象である
（平井 1969）. したがって, 土壌からの宿主の残渣の
除去やクワの栽培条件を変更することによって, クワ
暗斑病の被害を少なくすることは可能と考えられる.
　クワ暗斑病菌は20～35℃の非滅菌土壌に埋没する
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と, ３ヶ月後から検出されなくなった. ワタの病原菌
M. roridumにおいても, 野外の土壌に埋没した感染葉
から２～３ヶ月後には分離されなくなる（Munjal 
1960）. また, 日光照射によってクワ暗斑病菌の生存
期間が短くなることから, 日光に弱いことはあきらか
であった. 一般的に病原菌には日光照射に弱いものが
多い（平井 1969）. 従来のクワの栽培法では栽培密
度は低かったため, 地面への日照時間が現在より長く, 
樹間の湿度も低かったと考えられる. また, 感染して
も, 葉同士が接触する機会が現在普及している密植栽
培の場合より少なく, 菌の伝染率は低かったと考えら
れる. さらに, 以前は労働力も充分あって, クワ残渣が
桑園に放置されることも少なかった. 近年ではクワを
密植栽培し, 機械で樹間に分け入って除草や耕耘, 農
薬散布, 刈り取りなどの作業を行っている. このよう
な栽培法がクワを傷つけ, 菌の伝染率を高め, 日光照
射時間を短縮し, 樹間の湿度を上げ, 本菌が増殖しや
すい状況を作り出していると考えられる. また, 栽培
密度が高くなるとクワも病原菌の侵入に対して弱くな
る可能性もある. 病害を防除するには病原菌を完全に
殺滅する必要はなく, 土壌における病原菌の密度を感
染できない程度に減少させればよい（平井 1969）. 本
菌は102cfu/g以下の菌密度ではクワ葉に感染しないこ
とがあきらかになったことから, クワの栽培条件の改
善によって土壌の菌密度を102cfu/g以下にできれば, 
発生を抑制することが可能と考えられる.
　これまでM. roridumにおける菌系についての研究は
行われておらず, 本研究において初めて産生毒素の組
成によるグルーピングが可能なことがあきらかになっ
た. この方法は, トリコテセン類産生菌群において初
めての試みであり, 今後のトリコテセン類産生菌系の
グルーピングや生態の研究に利用可能と考えられる. 
本方法によって, クワ暗斑病の非発生桑園では, 産生
毒素組成の異なる複数の菌系が生棲するのに対し, 発
生桑園では, 同一の産生毒素菌系のみが高密度で生棲
することが判明した. このことが本病発生の一要因と
なっていると推察される.
　諸外国においてはM. roridumによる病害がクワ以外
にもしられており, これは湿度や気温が高い温室栽培
に近い状況下で認められている. 日本においても多く

の作物で温室栽培やマルチ栽培が行われており, 高
温多湿の条件下で栽培される機会が増えている. ま
た, 日本の土壌には, 複数の組成の毒素を産生する
M. roridumが存在していることもあきらかになった. こ
のようなことから, 今後, 作物の栽培方法の変換や, 
M. roridum産生毒素に感受性を示す品種の普及によっ
て, 日本においてもクワ以外の作物にM. roridumによる
病害が発生する可能性が高いと推測される. 本研究の
結果は, 他の作物においても発生が認められた場合, 直
ちに対応処置を講じる基礎資料として利用できよう.

第Ⅵ章　Myrothecium verrucariaとの比較

　1995年, 群馬県赤城村の桑園において, クワ暗斑病
に極めて類似した病徴を示す病害が発見された. この
病斑部からは, Myrothecium verrucariaが分離され, クワ
葉への病原性が認められた（村上ら 1999）. 海外での
M. verrucariaによる病害の研究は数多くある（Braverman 
1976, Healy et al. 1994, Stevenson and McColloch 1947, 
Yang and Jong 1995a, 1995b）. しかし, 日本において
は初めて発生したものであった.
　Myrothecium verrucariaは医学分野でよく研究されて
いる菌の一つであり, エンドキチナーゼや, ビリルビ
ンオキシダーゼの産生がしられている（Koikeda et al. 
1993, Vyas and Despande 1993）. また, トリコテセン
類産生も有名である（Banburg and Strong 1971, Basel 
1971, Grove 1988, 1993, Jarvis et al. 1983, Ueno 1980）. 
しかし, 農学分野での研究は少なく, M. roridumと同じ
く, 病原性発現とトリコテセン類産生を関連づけた研
究は行われていなかった.
　また, 生態に関する研究もほとんど行われていな
かった. 第Ⅴ章1-3）項において, 本菌はM. roridum産生
毒素に対して耐性を示したことから, M. roridum分離用
の選択培地（以下, M. roridum分離用選択培地と称す）
は本菌にも利用できると考えられた.
　以上のことから, 本章ではM. roridumと比較するため
に, M. verrucariaの病原性を調査し, 本菌産生トリコテ
セン類を同定して, 病原性発現への関与についてあき
らかにした. また, M. roridum分離用選択培地を用いて
日本各地の桑園からM. verrucariaを収集し, 収集菌株の
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グループ分けを行い, 日本における分布状況を調査した.

１　M. verrucariaの分離, 同定, 培養性状, 病原性

　これまで, 日本におけるM. verrucariaの病害は報告さ
れていなかったため, 本菌の培養上の性質や病原性な
どに関する知見も不足していた. そこで本章では, こ
れらについて調査することにした.

1） M. verrucariaの分離
⑴　材料と方法

　1995年８月下旬, 群馬県赤城村において発生していた
クワ暗斑病類似病斑部（Figs. Ⅵ-1-1, 3）から常法にした
がって単胞子分離株を得た. 分離菌株の中から病原性が明
瞭なM95082株とM95084株, MAFF840074株を選抜した.
　これらの菌株をPDA上で培養し, 形成された菌叢や
分生子, 分生子形成部の形態を光学顕微鏡下で観察し
て, 過去の知見と比較して同定した. また, 農業生物資

源研究所ジーンバンクに保存されているM. verrucaria

（MAFF237492株）を対照菌株として供試した.

⑵　結果

　M95 0 8 2株とM95 0 8 4株 ,  MAFF8 4 0 0 7 4株 ,  
MAFF237492株の分生子と分生子形成細胞の形態は
一致していた. いずれの菌株も平板～凸レンズ型の直
径100～250μmで緑色の分生子塊から成る分生子座を
形成し, 分生子塊周囲は房状の白色のmarginal hyphae
に囲まれており, Myrothecium属菌に特有の形態を示し
た（Preston 1943, Tulloch 1972）. 分生子は長レモン型, 
淡緑色, 表面は平滑, 大きさ7.5-8.8μm × 2.0-3.0μmで
あった（Table Ⅵ-1, Figs. Ⅵ-1-5, 6）. 分生子は密生し
た長円筒形, 無色, 大きさ10.5-15.0μm × 1.5-2.0μmの
分生子形成細胞先端から, １個ずつ放出された. これ
らの形態が, 既往の知見（Tulloch 1972, 宇田川 1978, 
Watanabe 1994）やMAFF237492と一致したことから, 
M. verrucariaと同定した.

a) Isolate M95083 was deposited to MAFF Genebank (Ministry of Agriculture, Forestry, Japan).
b) The isolate was provided by MAFF Genebank.
c) Cited from Preston (1943).

Table VI-1  Morophological comparison between the unknown fungus from Gunma Pref. and Myrothecium verrucaria. 
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Fig. VI-1  Symptoms caused by Myrothecium verrucaria, appearance of mycelia on potate dextrose agar medium (PDA) and 
electron microscope image of the fungus.  
1: symptoms of Myrothecium leaf spot of mulberry caused by M. verrucaria. 
2: Myrothecium verrucaria (MAFF840074) was inoculated on mulberry in greenhouse for 10-day. 
3: lesion of the disease. 
4: Myrothecium verrucaria was inoculated on detached mulberry leaf for 7-day. In frame: spore masses formed on lesions. 
5: colony of M. verrucaria (MAFF840074) on PDA after 21-day incubation. In frame: an optical microscope image of 
conidia of the fungus. Bar = 10μm. 

6: a scanning electron microscope image of phialides and conidia of M. verrucaria (MAFF840074).
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2） 培養性状

⑴　材料と方法

　供試菌株の生育至適温度を調査するため, M95082株
とM95084株とMAFF840074株, M. roridumのM３株の菌
叢片をPDA平板上に接種して, ５～35℃の間で５℃間
隔で７区設け, 各条件下で培養した. 培養６日後にお
ける各菌叢の直径を測定し, 各温度での生育を比較した.
　次に, 組成の異なる培地における生育を調査し
た. 供試した培地はPSAとMSA, 半合成, PA, MA, 
M. roridum分離用選択培地（第Ⅴ章1-5）項参照）の６
培地である. 各培地に上述４菌株の菌叢片を接種して
25℃で培養し, 培養６日後の菌叢の直径を測定し, 各
培地における生育を比較した.

⑵　結果

　M. verrucariaとM. roridumは, 共に５℃と35℃では生
育せず, 両菌の生育は10～30℃にかけて温度に比例し, 
30℃区において最大の菌叢を形成した（Fig. Ⅵ-2）. 
その菌叢直径は各々50.8mmと52.9mmであった. 30℃
を越えると菌叢生育は急速に劣えた. M. verrucariaは
M. roridum分離用選択培地上でもよく生育し, 供試した
組織の異なる６種の培地上において両菌の培養上の性
質は類似していた.

3） 病原性

⑴　材料と方法

　分離菌株のクワ葉に対する病原性を調査するため, 
M95082株とM95084株, MAFF840074株由来の４種類
の接種源①洗浄分生子, ②菌叢片, ③培養濾液, ④ ①の
③懸濁液を第Ⅱ章3-2）-（1）項に述べた方法で作成した. 
各接種源を, 切取葉や温室と圃場で栽培されたクワ葉
の無傷部と有傷部, 各３箇所ずつに接種し, 病原性を
調査した.
　また, クワ90品種（系統を含む）の切取葉を供試し
て, 各品種に上述した①～④の接種源を接種した. 各
接種源の感染品種割合と壊死斑形成品種割合は, 第Ⅱ
章3-2）-（1）項に述べた方法で調査した.
　さらに, 108種45科の植物の切取葉を供試して, 各植
物葉に①～④の接種源を接種し, 感染植物種割合（病
斑形成植物種数/108×100）と壊死斑形成植物種割合
（壊死斑形成植物種数/108×100）を調査した. また, 
M. roridum M３株を対照として供試した.

⑵　結果

　切取葉での接種実験において, ①の洗浄分生子の接
種では病斑を形成せず, ②の菌叢片の接種では, 無傷
接種と有傷接種のいずれの区においても接種５日後
に暗褐色の病斑の形成が認められ, 平均直径は各々８
mmと17mmであった. これらの病斑は白色の菌糸を伴
い, ７日後には分生子塊も形成した（Fig. Ⅵ-1-4）. ③
の培養濾液の接種では, 無傷接種と有傷接種のいずれ
の場合もクワ葉の葉脈に沿った壊死斑を形成し, 接種
７日後における各接種区の直径は平均６mmと８mm
であった. ④洗浄分生子の培養濾液懸濁液の接種では, 
葉脈に沿った壊死斑を伴う暗褐色病斑を形成し, 接種
部には菌糸もみられた. 接種７日後における各接種区の
直径は平均７mmと15mmであり, 分生子塊も形成され
ていた.
　次に, 温室と圃場において接種実験を行った結果, 
①の接種では, 病斑を形成しなかった. ②の接種では, 
無傷接種と有傷接種のいずれの接種区でも暗褐色の病
斑を形成し, 接種部には菌糸の形成もみられた. 接種
７日後における各接種区の直径は平均８mmと12mm
であり, 接種14日後と10日後に分生子塊を形成した

Fig. VI-2  Diameter of colony of Myrothecium verrucaria 
(         ) and M. roridum (         ) on potato dextrose 
medium agar at 5 - 35 ℃ after 6-day inoculations. 
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（Fig. Ⅵ-1-2）. ③の接種では, 無傷接種と有傷接種の
いずれの場合もクワ葉の葉脈に沿った壊死を引き起こ
し, 接種７日後における各接種区の直径は平均５mm
と７mmであった. ④の接種では, 葉脈に沿った暗褐色
の病斑を形成し, 接種７日後における各接種区の直径
は平均７mm, 10mmであった. これらの病斑上には菌
糸や分生子塊が形成されていた.
　以上のようにM. verrucariaのクワ葉への病原性はあ
きらかであった.
　クワ90品種におけるM. verrucariaの感染品種割合と
壊死斑形成品種割合を調査した結果, ①の無傷接種区
では病斑を形成するものは認められなかった（感染
品種割合：０%）が, 有傷接種区では７品種（８%）
に平均直径1.6mmの病斑を形成した. ②の無傷接種区
では12品種（感染品種割合：13%）に平均直径９mm
の病斑を形成した. 有傷接種区では64品種（71%）, 
17mmであった. ③の無傷接種区では82品種（壊死斑
形成品種割合：91%）に平均直径８mmの壊死斑を形
成した. 有傷接種区では全90品種（100%）に平均直径
10mmの壊死斑を形成した. ④の接種では無傷接種と
有傷接種のいずれの接種区も90品種に病斑を形成し
（両者の感染品種割合：100%）, 各接種区の病斑部平
均直径は12mmと28mmであった.
　クワ以外の植物葉に対してM. verrucariaはさまざま
な大きさの病斑や壊死斑を形成し, ①や②, ④の接種
では菌糸や分生子塊を伴った暗褐色の病斑を形成し
ているのがみられた. ③の接種では葉脈に沿った壊死
が認められた. 各接種源の感染植物種割合と壊死斑形
成植物種割合を以下に示す（Fig. Ⅵ-3）. ①の無傷接
区では病斑は形成されず（感染植物種割合：０%）, 
有傷接種区では２種類（1.9%）の植物葉に平均直径
1.7mmの病斑を形成した. ②の無傷接種区では19種
（感染植物種割合：17.6%）に平均直径12mmの病斑
を形成した. 有傷接種区では52種（48.1%）, 17mmで
あった. ③の無傷接種区では15種（壊死斑形成植物種
割合：13.9%）に平均直径５mmの壊死斑を形成した. 
有傷接種区では66種（61.1%）, ９mmであった. ④の
無傷接種区では29種（感染植物種割合：26.9%）に平
均直径11mmの病斑を形成した. 有傷接種区では76種
（70.7%）, 25mmであった.

　M. roridumの接種においても, M. verrucariaと同様の
傾向がみられ, ①の無傷接種区では病斑は形成され
ず（感染植物種割合：０%）, 有傷接種区では６種
（６%）に平均直径2.0mmの病斑を形成した. ②の無
傷接種区では52種（感染植物種割合：48.1%）に平均
直径15mmの病斑を形成した. 有傷接種区では, 86種
（79.6%）, 20mmであった. ③の無傷接種区では39種
（壊死斑形成植物種割合：36.1%）に平均直径18mm
の壊死斑を形成した. 有傷接種区では83種（76.9%）, 
22mmであった. ④の無傷接種区では86種（感染植物
種割合：79.6%）に平均直径15mmの病斑を形成した. 
有傷接種区では104種（96.3%）, 17mmであった.
　以上の結果, M. verrucariaの培養濾液（③）の接種に
よって植物葉に壊死斑が形成され, 毒性が示されたこ
とから, M. verrucariaの培養物中にはM. roridumの場合と
同様, 植物に毒性を示す成分（以下, 毒素と称す）が
存在することが示された. また, M. verrucariaの洗浄分
生子（①）の接種における品種割合や感染植物種割合
は低かったが, 培養濾液と共に接種した区（④）では
高かったことから, M. verrucaria産生毒素には本菌の分
生子の感染効率を上昇させる機能もあると推測され
た. 以上のことから, M. verrucaria産生毒素は本菌の病
原性発現に関与していると考えられた.

Fig. VI-3  Inducing percentages of lesions or necroses 
caused by Myrothecium verrucaria and M. roridum on 
108 species belonging to 45 families of intact (upper) 
or punctured (lower) detached leaves.  Bars in figures 
were standard errors of average by 3 replications.
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２　M. verrucariaの産生毒素とその役割

　上述の実験によって, M. verrucariaの培養物には毒
素が存在すると考えられた. M. verrucariaはM. roridum

と同じく, トリコテセン類を産生するが, 抗腫瘍作用
を示すジテルペン系毒素も産生する（Hsu et al. 1988, 
Jamaluddin and Tandon 1976, Nakagawa et al. 1989）. 
クワ暗斑病菌M. verrucariaはトリコテセン類を毒素と
して産生しているのか, ジテルペン類を産生している
のか, 判っていない. そこで本章では, 本菌の産生毒素
を単離 , 同定し, 本毒素による病原性発現への関与に
ついてあきらかにした.

1） M. verrucaria産生毒素の同定
⑴　材料と方法

　本菌産生毒素の抽出と単離, 同定の方法をFig. VI-4
に示す. これらの操作は第Ⅲ章3-1）項と第Ⅲ章4-1）
-（2）項に準じて行ったが, 異なる点を以下に示す.
　供試菌株はMAFF840074株とした.
　有機溶媒による抽出は極性の低い順に, ヘキサン：

酢酸エチル= ２:１, １:１, １:２（v:v）, 酢酸エチル, 酢
酸エチル：メタノール= ５:１（v:v）, メタノールの８
溶媒各120mlを用いて行った.
　単離毒素の1H-NMRスペクトルと13C-NMRスペク
トルの測定はARX-400（Brucker）とJNM A600 FT-
NMRシステム（JEOL）を用いて行った. また, FABマ
ススペクトルの測定は, 各毒素をイソブタンに溶解さ
せ, JMX-SX102 AとJNS-SX 120 A（JEOL）を用いて
行った.

⑵　結果

　M.verrucaria培養抽出物を水－酢酸エチルで振盪さ
せ, 得られた酢酸エチル相を順相用シリカゲルを充填
したオープンカラムを用いて分離した. その結果, Fig. 
Ⅵ-4に示す画分⑴～⑶に, クワ葉に対する毒性が認め
られた. これらの画分を逆相用シリカゲルを充填し
たオープンカラムを用いて分離を行った結果, 画分⑷
～⑺に毒性がみられた. これらの画分の成分をHPLC
で分離し, ４種類の精製物（毒素１: 19.1mg, 毒素２: 
10mg, 毒素３:５mg, 毒素４: 0.3mg以下）を得た.

Fig. VI-4   Procedures of production, extraction, isolation the toxins from potato sucrose agar medium 
culture of Myrothecium verrucaria. 
Codes for each fraction are shown in parenthesis.
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　なお, 毒素１は順相用シリカゲルを充填したオープ
ンカラムによる分離によって, 画分⑴と⑺で検出され, 
HPLCによって溶出時間24.2分で溶出した. 毒素２は画
分⑵および画分⑹で溶出し, HPLCでは9.9分で溶出し
た. 毒素3は画分⑶と⑸で溶出し, HPLCでは11.9分で溶
出した. また毒素4は画分⑶と⑷で溶出し, HPLCでは
6.9分で溶出した.
　各毒素のNMRスペクトルから得られた化学シフ
ト値をTable Ⅵ-2に示す. これら毒素の化学シフト
値には, 共通して第Ⅲ章-4-2）項に述べたトリコテセ
ン類特有のシグナルがみられた. またσC=126.4～
127.5ppm,σC=138.8～139.0ppmにカーボンシグナル, 
σH=6.0～6.1ppmにダブレットのプロトンピーク, σ
H=7.7～8.1ppmにトリプレットのプロトンピークが
共通してみられ, 7'位と8'位, 9'位と10'位に二重結合を

有するジエンが存在し, σC=166.1～166.6ppmのカー
ボンシグナルによって11'位にケトン基が結合してい
ることがあきらかになった. 特に毒素１と毒素２はσ
C=165.3～165.5ppmのカーボンシグナルがみられるこ
とから, 6'位にケトン基が結合していることが判明し, 
既知の文献値（Grove 1988, 1993, Jarvis et al. 1986）と
比較することによって, ヴェルカリン類に属する化合
物であることが示された.
　毒素１は質量分析の測定結果より,  分子式は
C27H32O8で与えられ, 分子量が500であることから, 
ヴェルカリンJ（Fetz et al. 1965, Jarvis et al. 1983, 
Jarvis and Yatawara 1986）であると判断された（Fig. 
Ⅵ-5）. また, 毒素２の分子式はC27H34O9, 分子量は
502と考えられ, 文献値（Gutzwiller and Tamm 1965, 
Harri et al. 1962, Jarvis et al. 1983, Jarvis and Yatawara 

1H- NMR (400 MHz) and 13C-NMR (100 MHz) spectra were measured with CDCI3.
Chemical shifts are reported ppm downfield from tetramethylsilane.
(s) singlet, (d) doublet, (dd) double double doblet, (t) triplet, (q) quartet, (m) multiplet, (br) broad. 

Table VI-2  Chemical sift of toxins 1, 2 and 3.
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1986）と比較を行った結果ヴェルカリンAであること
が示された. 毒素３はσC=82.6ppmにカーボンシグナ
ル, σH=2.2ppmにマルチプレットのプロトンピーク
がみられたことから, 6'位に炭素原子が結合している
ロリジン類関連化合物であると考えられた. 質量分析
の結果より, 分子式はC29H402O9, 分子量が532と考えら
れ, 文献値（Bohner and Tamm 1966, Harri et al. 1962, 
Jarvis et al. 1983）と比較を行った結果, ロリジンAと
同定した. 毒素４は収量が少なく, 13C-NMRスペクトル
および質量分析の測定が行えなかったが, 1H-NMRス
ペクトルによって, トリコテセン類の基本骨格を有す
ることが示唆された. 本毒素は, 既知毒素の1H-NMRス
ペクトルと類似する化学シフト値がみられず, 種類の
異なる毒素と考えられたが同定には至らなかった（以
下, 毒素Aと称す）.

Fig. VI-5  Chemical structures of verrucarins A and J and 
roridin A. 
R depends on chemical species. Numbers in figure 
show position of carbons.

⑵　結果

　単離毒素の毒性の差異を示す例として, 各毒素
100ppmと10ppm, １ppmによるクワ葉上における形成
壊死斑をFig. Ⅵ-6に示す. 各濃度における壊死斑の面
積を比較すると, ロリジンAとヴェルカリンJは同程度
の面積の壊死斑を形成し, 次に大きい壊死斑を形成し
たのはヴェルカリンAと毒素Aであった.
　各毒素のクワ葉における壊死斑形成最低濃度を比較
すると, ロリジンAとヴェルカリンJが単離毒素の中で
最も低かった. これらの毒性はミロトキシンBと同様, 
0.03ppmではクワ葉に壊死斑を形成せず, 0.06ppm以上
で壊死斑を形成した. ヴェルカリンAと毒素Aの壊死
斑形成最低濃度は0.12ppmであった. 

Fig. VI-6  Necroces on mulberry leaves induced by 
verrucarin A (VA), verrucarin J (VJ), roridin A (RA) 
and the unidentified toxin (Frc4). 

2） 単離毒素のクワ葉への毒性

⑴　材料と方法

　毒性を示す最低濃度を調べるため, 単離毒素を
0.03ppmと0.06ppm, 0.13ppm, 0.25ppm, 0.5ppm, 
1.0ppm, 10ppm, 100ppmの8段階の濃度に調整した後, 
クワ葉有傷部に各10μlを滴下して, 滴下４日後に形成
される壊死斑の有無を調査した. 
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3） 病葉における毒素の定性検出

⑴　材料と方法

　第Ⅳ章3-1）-（1）項に述べた方法で,  クワ葉を
MAFF840074株の洗浄分生子水懸濁液（分生子濃
度：106個/ml）に浸漬して, 接種葉を作成した.
　その後, 各区の接種葉の成分を1500mlのメタノール
で3回抽出して10mlに濃縮し, その40μlをTLCプレー
トに滴下した. なお, 同プレートにはM. verrucaria PSA
培養物由来の単離毒素を標準物質として用いた. ジエ
チルエーテルで展開後, M9601株を検定菌としたTLC
生物検定法で抗菌活性を検出し, 抗菌活性スポットの
Rf値から病葉に存在する毒素を同定した.

⑵　結果

　葉抽出物の抗菌活性スポットはM. verrucaria接種４
日後以前では検出されず, 接種６日後になってRf値0.1
と0.17に初めて検出された（Fig. Ⅵ-7）. 接種10日後
以降には, さらにRf値0.28に検出された. 各スポットの
面積は接種12日後に最大となり, 14日後には減少した. 
各スポットの成分をメタノール抽出してクワ葉に滴

下すると, 壊死斑を形成したことから, 毒性があると
考えられ, 各スポットはクワ由来のファイトアレキシ
ンのものではないと判明した. 各スポットは標準物質
と一致したことから, 各々ロリジンA, ヴェルカリンA, 
毒素Aと同定した. 以上の結果, 病葉においてこれらの
毒素が存在することが示された. しかし, ヴェルカリ
ンJに相当するスポットは検出されなかった.

4） 病葉における毒素の定量検出

⑴　材料と方法

　第Ⅳ章3-1）-（1）項に述べた方法に準じたFig. Ⅵ-8に
示す方法で, クワ葉中に存在する毒素を抽出, 精製し, 
濃度測定を行った. 異なる点を以下に示す. クワ葉を
MAFF840074の洗浄分生子水懸濁液（分生子濃度：
106個/ml）に浸漬してM. verrucariaを接種した. 接種葉
回収期間は14日間とした. クワ葉のメタノール抽出物
を第Ⅵ章2-1）-（1）項に述べた方法で分画した. HPLCに
よる毒素の同定と定量に用いる溶出溶媒は60%メタ
ノールとした.

Fig. VI-7  Detection of the toxins in diseased mulberry leaves inoculated with Myrothecium verrucaria.  Samples were prepared 14 days 
past inoculation and analyzed by the thin layer chromatography-bioassay method. 
VA: verrucarin A, RA: roridin A, Frc4: the unidentified toxin, VJ: verrucarin J.
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⑵　結果

　接種葉はM. verrucaria接種当日において鮮やかな緑
色を呈していたが, ２日後には, やや黒ずみ, 接種４日
以降には葉の先端部から壊死した（Fig. Ⅵ-9）. 接種
６日後には全体の約２割が, ８日後には半数が, 10日
後には８割以上が壊死して本菌の白色菌糸も検出され
るようになった. 接種12日後には, 全体の９割以上が
壊死して, 分生子塊の形成もみられた. 接種14日後に
は, 葉全体が暗褐色～黒色に変色した.
　接種当日の葉抽出物は, クワ葉に壊死斑を形成しな
かったが, 接種２日後のFig. Ⅵ-8に示す画分⑴と⑵を, 
クワ葉に滴下すると, 壊死斑を形成した. その後の接
種葉抽出物もクワ葉に壊死斑を形成し, 接種14日目に
は画分⑴～⑷によって壊死斑が形成された.
　これらの画分をHPLCで分離して, クワ葉への毒性
を調査した結果, 溶出時間6.9分に検出される成分が壊
死斑を形成した. この成分は毒素Aとのコ-クロマトグ
ラフィーによって毒素Aと同定できた（Fig. Ⅵ-10）. 
同様にロリジンA（HPLCによる溶出時間：11.9min）

とヴェルカリンA（HPLCによる溶出時間：9.9min）
も検出・同定した. ヴェルカリンJはHPLCによっても
検出されなかった. なお, 毒素AとロリジンA, ヴェル
カリンAは接種12日後の葉で最も濃度が高く, 各々の
最高検出濃度は10.5ppmと2.5ppm, 2.0ppmであった.
　以上の結果, ロリジンAとヴェルカリンA, 毒素Aは
病斑部にも存在することが示され, 病原毒素と判明し
た. 一方, ヴェルカリンJは培地中で産生されるが, 病斑
部では産生されないことから, 病原性発現に関与しな
い毒素と考えられた.

Fig. VI-8  Procedures of production, extraction, isolation, detection of the toxins from mulberry leaves 
infected with Myrothecium verrucaria.  
Codes for each fraction are shown in parenthesis.
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３　M. verrucaria産生毒素の種類による菌のグループ
　　分けと分布

　第Ⅵ章2項の実験によって ,  日本に分布する 
M. verrucariaもM. roridumと同様, トリコテセン類を毒素
として産生することがあきらかになった. M. roridumで
は, 供試したいずれの菌株も形態に差がみられなかっ
たが, 産生毒素の組成に違いがあった（第Ⅴ章6項参
照）. 同様のことがM. verrucariaでもありうると考えら
れたため, 全国の桑園土壌から M. verrucariaを分離し, 
各菌株の産生毒素の組成を調査して, 毒素の組成によ
るグループ分けを行った.

1） 材料と方法

⑴　M. verrucariaの収集
　Table Ⅵ-3に示す県の桑園から土壌を採取し, 第Ⅴ
章6-1）-（1）項に述べた方法でM. verrucariaを収集した. 
また, MAFFに保存されている静岡県のイチゴから分
離された菌株（MAFF425379）も供試した.

 
 

 
 

 

  

 

Fig. VI-9  Concentrations (average ppm with standard errors at 3 replications) of the unidentified toxin, roridin A and 
verrucarin A in mulberry leaves infected with Myrothecium verrucaria.  
Photographs of leaves are at the bottom.

Fig. VI-10  HPLC spectra of the unidentified toxin (left), 
verrucarin A (center) and roridin A (right) extracted 
from diseased mulberry leaves.
Upper: extracts of diseased leaves and added the 
unidentified toxin, verrucarin A or roridin A.  
Center: extracts of diseased leaves. 
Lower: purified the unidentified toxin, verrucarin A or 
roridin A. 
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⑵　毒素による菌のグループ分け

　第Ⅳ章6-1）-（1）項に述べた方法で各菌株の毒素液
を作成した. 各液40μlおよび標準物質のヴェルカリ
ンA, ヴェルカリンJ, ロリジンA, 毒素AをTLCプレー
トに滴下した. ジエチルエーテルで展開後, M9401株
を検定菌としたTLC生物検定法で, 抗菌活性スポット
を検出し, これらのRf値を測定した. その後, 各スポッ
トのRf値を比較することによって培養物中に産生さ
れた毒素の組成を調査し, この毒素の組成によって
M. verrucaria収集菌株のグループ分けを行った.

2） 結果

⑴　収集菌株

　M. roridum分離用選択培地を用いて, M. verrucariaを分
離することができた. 14都府県の桑園土壌とクワ葉病
葉からM. verrucariaの分離を試みた結果, ８都府県から
57菌株が分離された（Table Ⅵ-3）. 採取土壌での菌
密度を比較すると, 本菌によるクワ暗斑病が発生した
群馬県の桑園土壌では, 1999年10月において104cfu/g
以上と土壌の菌密度が高いことが示された. それ以外
では菌密度が1～102cfu/gであった.
　分離したいずれの菌株もPSA上における形成菌叢の
色調や形態, 菌糸生育速度, 色素産生などの培養上の
性質に大きな差はみられなかった.

⑵　毒素による菌のグループ分け

　収集菌株にMAFF425379株を加えた58菌株の毒素
液の抗菌活性をTLC生物検定法で検出して, 各菌株の

産生毒素を調査した結果, 異なる毒素組成の組成A～
Cの３菌系に分けられることが判明した（Fig. Ⅵ-11). 
組成Aは４個の抗菌活性スポットが検出され, 各々が
ヴェルカリンAとヴェルカリンJ, ロリジンA, 毒素A
によるスポットであった. 組成Bは, ２個の抗菌活性ス
ポットが検出され, ヴェルカリンJとRf値0.4から成る
ものである. 後者は, MAFF840074株のPSA産生毒素に
みられないスポットである. 組成CはRf値0.5の抗菌活
性スポットのみが検出された. これもMAFF840074株
のPSA産生毒素にはみられないスポットである.

Table VI-3  Collected strains of Myrothecium verrucaria. 

a) Number of strains producing the toxins of each kind (A - C).
b) Soil from rhizosphere of mulberry trees. 

Fig. VI-11 Detection of the toxins produced by collected 
strains of Myrothecium verrucaria by the thin layer 
chromatography-bioassay method.
The toxins were developed by diethyl ether and the 
collected strains were grouped into 3 groups (A - C).
VA: verrucarin A, RA: roridin A, VJ: verrucarin J. Total 
rates of each group are A; 85%, B: 5%. and C: 10%.
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　この毒素の組成による菌株のグループ分けを試みた
結果, 採取58菌株は, 組成Aの毒素を産生する菌系49菌
株と組成B ３菌株, 組成C ６菌株となった. また, クワ
暗斑病の発生地である群馬県から分離した菌系はいず
れも組成Aの毒素を産生することが判明した（Fig. Ⅵ
-12）. 一方, 非発生桑園では, 組成の異なる毒素を産生
する複数の菌系が共存している事例がみられ, 千葉県
からは毒素組成AとC, 東京都からは組成AとBを産生
する菌系が分離された.

４　考察

　M. verrucariaはM. roridumと同様, 多犯性の植物病原
菌としてしられ（Braverman 1976, Healy et al. 1994, 
Stevenson and McColloch 1947, Yang and Jong 1995a, 
1995b）, その病原性はM. roridumと比較して研究され
ることもあった（Cunfer et al. 1969, Healey et al. 1994, 
Stevenson and McColloch 1974）. また, 本菌の形態に
ついてはPreston（1943）, 宇田川（1978）, Watanabe
（1994）によって研究され, 両菌の菌糸や分生子形
成細胞などの形態がM. roridumと類似していることが
しられていた. さらに, M. verrucariaはM. roridumと同
様, 培養物中にトリコテセン類を産生することもよ
くしられていた（Banburg and Strong 1971, Jarvis et 
al. 1983, Ueno 1980）. しかし, これまでM. verrucaria

産生毒素を病原性と関連づけて研究した報告はな
く, 本菌産生トリコテセン類の病原性への関与は不
明であった. M. verrucariaのクワ葉上における病原性
について調べた結果, 本菌の洗浄分生子は無傷部に
は感染しないこと, 培養濾液は毒素を含み, 分生子
の感染効率を高める機能があることが本研究で初め
て示され, M . roridumと同様であることがあきらかに
なった. また, 両菌の多種の植物に対する分生子や培
養濾液, 菌叢片などの各接種源が示す病原性の傾向
も同じであった. しかし, 多種の植物に対する各接種
源による感染効率や壊死斑形成率を比較すると, ほ
とんどの条件下においてM. roridumの値がM. verrucaria

より高かった. これまでにも, 赤クローバーの病原菌
である両菌の無洗浄分生子を宿主に接種した結果, 
M. roridumの感染効率がM.verrucariaより高いと報告
されている（Cunfer et al. 1969）. 以上のことから, 
M. verrucariaよりもM. roridumの方が強い病原性を示す
と推察される. PSAやクワ病葉中に産生する両菌の毒
素を測定した結果, M. roridumでは毒性の強いミロトキ
シンBを多量に検出したが, M. verrucriaでは毒性の弱い
毒素をより多く検出した. 両菌の生育速度はほぼ同じ
であったことから, 両菌の病原性の差異には, 両菌の
産生毒素の毒性の差異が関与していることはあきらか
である.
　M. verrucariaはPSA上においてトリコテセン類である

Fig. VI-12  Existence of Myrothecium verrucaria in soil of 
mulberry field for each prefecture in Japan.
  　: M. verrucaria was detected but Myrothecium leaf 
spot of mulberry disease caused by the fungus was not 
happen, 　 : M. verrucaria was not detected and 　 : the 
disease was occurred and M. verrucaria was detected. 
Pie charts shows percentage of the collected 
M. verrucaria  (Table VI-2) grouped into 3 groups (A:
　 , B:　  and C: 　 ) by toxins produced by each 
strain (Figure VI-11). In frame pie chart shows total 
percentage of each group.
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ヴェルカリンAとヴェルカリンJ, ロリジンA, 未同定
の毒素Aを産生した. 今回同定された毒素はいずれも
マクロサイクリックトリコテセン類に属する類縁化合
物であった（Basel 1971）. ヴェルカリンA（別名, ム
コノマイシンA）は, M. verrucariaによって産生される
代表的な代謝産物の一つであるが, 最初に報告された
のはM. roridumが産生する抗菌活性成分としてである
（Nespiak et al. 1961）. この抗菌活性成分には代謝産
物IとIIが含まれ, 各々グルチノシン, ミロテシンと命
名され, その後の研究により, 各成分がヴェルカリン
A, ヴェルカリンBと同定された（Basel 1971）. ヴェ
ルカリンAはM. roridumとM. verrucariaの培養物から精
製され, 構造決定された（Gutzwiller and Tamm 1965, 
Harri et al. 1962）. ヴェルカリンJ（別名, ムコノマイ
シンB）とロリジンAは, ヴェルカリンAと同時に単
離され（Fetz et al. 1965, Gutzwiller and Tamm 1965）, 
ロリジンAはM. roridumの代表的な代謝産物である
（Harri et al. 1962）. これらのことから, クワ暗斑病菌
M. verrucariaは, これまでに研究された菌株と類似の毒
素を産生する菌系と考えられた.
　M. verrucaria産生毒素のクワ葉に壊死斑を形成する
最低濃度を測定した結果, 毒素の種類によって0.06～
0.12ppmと異なることが示された. この値は, クワ暗斑
病菌M. roridumや, 他の植物病原菌の産生毒素と比較し
ても大きな差はみられず, M. verrucaria産生毒素は他の
植物病原菌産生毒素と同等の毒性を示すことがあきら
かである.
　M. roridum産生毒素の中で, ミロトキシンBはPSA培
養物とクワ病葉のどちらにおいても, 最も高い含有量
で検出され, 病原毒素と判断された. 一方, M. verrucaria

産生毒素では, ヴェルカリンJがPSA培養物中, 最も含
有量が高い毒素であったが, 病葉からは検出されず, 
病原毒素とは考えられなかった. このように, 培養物
中で産生される毒素と病葉中で産生される毒素が異な
ることはよくあり, 培養物から得られた毒素を病原毒
素とするには注意を要する（Dickinson and Lucas 1982, 
Scheffer 1983）.
　本研究においてM. verrucariaによる病葉に存在する
毒素を検出した結果, 0.002～10.5ppmの濃度の毒素が
検出され, M. roridumによる病葉に存在する毒素濃度と

ほぼ一致した. 病葉から検出した毒素の中で, 毒素A
は本菌の病斑形成と同時期に検出され, その含有量も
最も多く, クワ葉への毒性もみられた. このことから, 
M. verrucariaの重要な病徴発現因子と考えられる. しか
し, 本研究では, 毒素Aを病斑部から検出することはで
きたが, 同定や化学構造を解析するには充分な量の毒
素を単離することができなかった. このため, 毒素Aの
同定と化学構造の解析は今後の課題として残された. 
また, 毒素Aと同様に検出されたロリジンAと, これら
よりも少し時間をおいて検出されたヴェルカリンAも
M. verrucariaの病徴発現因子と考えられる.
　上述したようにM. verrucaria産生毒素には, M. roridum

の場合と同様に, 分生子の感染効率を高める感染因子
としての機能があることが示された. この中で, 毒素
AとロリジンAは接種２日後から検出されることから, 
これらがその機能を担っている可能性がある. しかし, 
このことを証明するためには, より詳細な実験を行う
必要がある.
　第Ⅵ章1-1）項において, M. roridum用に考案した選択
培地がM. verrucariaの選択培地としても利用できるこ
とがあきらかになった. これまでM. verrucariaの選択培
地は確立されていなかったことから, 本選択培地を用
いることによって, 土壌におけるM. verrucariaの生態を
調査することが可能なことを意味する. また本研究に
おいて, 本選択培地を用いて収集したM. verrucariaを産
生毒素の組成によってグループ分けした. すなわち, 
菌の形態に差異のない58菌株を, 組成の異なる毒素を
産生する３グループに分けた. この結果から, クワ暗
斑病発生桑園土壌では, 同一の毒素を産生する菌系が
高密度で生息していること, 一方, 非発生桑園の土壌
では菌密度は低く, 組成の異なる毒素を産生する複数
の菌系が共存している箇所があることがあきらかに
なった. この同一の毒素を産生する菌系が高密度で生
息することは, 本病の発生要因の一つと考えられる.
　本研究においてM. verrucariaによるクワ暗斑病の病
徴や培養性質, 病原性, 産生毒素, 本毒素の病原性にお
ける機能をM. roridumと比較した結果, 毒素の病原性
における機能以外の性質において, 極めて類似性が強
いことがあきらかになった. このことは, M. roridumと
M. verrucariaによるクワ暗斑病の発生に, 産生毒素によ
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る発病機構の違いが影響しており, 発病時におけるク
ワ暗斑病菌産生毒素が示す機能の多様性を示している
と推察された. 以上のように本毒素が病原毒素として
機能している実態があきらかになったことは, クワ暗
斑病のみならず, 植物病原菌産生毒素の機能研究にも
大きな意義があると考えられる.

Ⅶ　総合考察

　Myrothecium roridumは, 多くの植物を加害する多犯
性の糸状菌である. 日本では, クワ暗斑病菌として
しられている. 本研究では, M. roridumを中心にして, 
Myrothecium属菌の病原性発現におけるトリコテセン類
の機能を調べた. その結果, 本菌が産生する毒素ミロ
トキシンBは, 宿主特異的毒素, 宿主非特異的毒素に分
類不能な感染因子と病徴発現因子の機能を有するサプ
レッサー的毒素であることがあきらかになった.
　これまでの植物病原菌の病原性に関する研究では, 
複数の病原菌と宿主を調べた例は少なく, 特定の病原
菌と宿主の間でみられた感染学的特性を一般的な性質
と考えがちであった. たとえば, Alterneria alternataが産
生する毒素では, AM毒素やACR毒素は宿主特異的毒
素であって感染因子として作用し, テントキシンやア
ルタナリック酸は宿主非特異的毒素であって病徴発現
因子として作用する（児玉ら, 1997）. このように, 植
物病原菌が産生する毒素は性質や機能によって, 宿主
特異的毒素か宿主非特異的毒素, 感染因子か病徴発現
因子に分類できるとの考え方が一般的であった. 一方, 
クワ暗斑病菌が産生するミロトキシンBは, 宿主特異
的毒素と宿主非特異的毒素の性質をともに有し, また, 
感染因子と病徴発現因子の機能も有しており, 植物病
原菌産生毒素としての性質や機能の面において多機能
性を有することがあきらかになった.
　植物病原菌の病原性には, １）植物体の中に侵入す
る性質, ２）宿主の抵抗性に打ち勝つ性質, ３）発病
させる性質, の三つの性質があるとされている（奥・
白石 1997）. １）には病原菌が植物体中に傷口や気
孔, クチクラなどから侵入する能力, ２）には宿主の
抵抗性誘導を抑制する能力を有するサプレッサーなど
が, ３）には宿主細胞の殺傷能力を有する酵素や毒素

などが関与している.
　これまで, サプレッサーは植物の病原菌の侵入に
対する抵抗性を抑制する物質として, 毒素は植物に毒
性を示す低分子量の物質として, 個々に機能するもの
として扱われてきた. しかし近年になって, サプレッ
サー的な機能を有する毒素の存在が宿主特異的毒素
においてしられるようになってきた. 主な例として, 
Cochiliobolus carbonumが産生するHC-toxinが挙げられる
（Brosch et al. 1995）. 本毒素はC. carbonumの病徴発現
に関与する毒素であり, 第Ⅱ章5-1）項でも述べたよう
に宿主であるトウモロコシのヒストンジアセチラーゼ
の機能を阻害することで本菌侵入に対する抵抗性を抑
制する.
　先述したように, クワ暗斑病菌M. roridumはトリコテ
セン類に属するミロトキシンBを産生する. トリコテ
セン類は, 真核生物の60Sリボゾーマルサブユニット
に結合することによって, ポリペプチド合成反応を妨
げ, タンパク質の合成を阻害することによって毒性を
示す（Cundliffe and Davies 1977, Ehlich and Daigle 1987, 
Ueno et al. 1968, Ueno 1980）. したがってミロトキシ
ンBはクワ葉のタンパク質合成を阻害することによっ
て, 抵抗性を抑制しているものと推察される.
　以上のように, 宿主特異的毒素や宿主非特異的毒素
に明確に分類できないクワ暗斑病菌の産生毒素は, サ
プレッサー的機能を合わせ持つ新しい範疇に属する毒
素と考えられ, 植物病原糸状菌の産生毒素の病徴発現
における機能を研究するためのよい材料になると考え
られる.
　これまで植物病原菌におけるトリコテセン類産生
の意義については, さまざまな研究が行われてきた
（Caldwell and Tuite 1970, Cullen et al. 1982, Desjardins 
et al. 1989, Harris et al. 1999, Miller et al. 1983, 1985, 
Miller and Arnison 1986, Proctor et al. 1995, Scott et 
al. 1984, Snijders and Perkowski 1990）. たとえば, 
Fusarium属菌ではトリコテセン類の産生は菌の生存
には不可欠ではないことが示されている（Hohn and 
Desjardins 1992）. また, Fusarium属菌やMyrothecium属
菌が属する腐生菌は, 周囲の菌に犯されないように
抗菌活性成分を産生する突然変異を起こしやすい. こ
の抗菌活性成分の中には植物にも毒性を示すものも
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ある. 植物に非病原性の腐生菌の中には, このような
成分を産生することによって植物に侵入するように
なり, 植物病原菌化したAlternaria属菌のような菌もあ
る（Nishimura and Kohmoto 1983, Scheffer 1983）. 本
研究においても, 突然変異の誘導や圃場土壌の探索
によって, 生育速度や形成菌叢の形態などの培養的
性質が同一であるにもかかわらず, 毒素産生能が低い
M. roridum菌系が分離されたことから, M. roridumにとっ
ても毒素産生は菌の生存には不可欠ではないと推察さ
れる. これらのことから, Myrothecium属におけるトリコ
テセン類の産生の意義と植物病原菌化は, 以下のよう
な過程で起こったと考えられる. Myrothecium属菌は元
来, 周囲の菌の増殖を抑制するための抗菌活性成分と
してトリコテセン類を産生するようになった. しかし, 
このトリコテセン類は植物にも毒性を示すため, 本属
菌は植物の細胞に障害を与えることで植物の細胞に侵
入できるようになった. その後, 植物体上で生棲し, 増
殖するようになったと考えられる.
　本研究では, M. roridumとM. verrucariaによる病害の発
生桑園土壌に生棲する菌株を産生毒素の組成によっ
てグループ分けを行った. クワ暗斑病非発生桑園では, 
土壌中の菌密度は低く, 組成の異なる毒素を産生する
複数の菌系が共存する箇所や, M. roridumとM. verrcaria

が共存する箇所があるのに対して, M. roridumによる
本病発生桑園土壌からは,ミロトキシンBを産生する
M. roridum菌系のみが, また, M. verrucariaによる発生桑
園土壌からは, ヴェルカリンAとヴェルカリンJ, ロリ
ジンA, 毒素Aを産生するM. verrucaria菌系のみが高頻
度で分離された. これらのことから, 特定の菌系が高
密度に存在することが本病の発生に関与すると考えら
れる. 作物の連作地では, 単一の作物の残渣が土壌に
蓄積し, 土壌の微生物相が単純化して, 特定の病原菌
が増殖し, 発病に至ることがある（平井 1969）. クワ
暗斑病菌においても, 初めは組成の異なる毒素を産生
する複数の菌系が土壌に共存していたが, 桑園ではク
ワのみが栽培されるので, クワに強い毒性を示す毒素
を産生する菌系が優位となり, やがてこの菌系の割合
が高まり, 本病の発生に至ったと推察される.
　緒言で述べたように, かつては世界一を誇った日本
の養蚕業は現在, 衰退の一途をたどっている. しかし, 

日本の養蚕技術は極めて高く, 現在では発展途上国へ
の技術支援の対象となっており, クワは養蚕業にとっ
て欠かすことのできない植物である. これまでにし
られてきたクワ葉の病害による被害は, 収量が低下す
る程度で, カイコの成育にはほとんど影響はみられな
かった. しかし, クワ暗斑病に感染したクワ葉を摂食し
たカイコは成長が停滞し, 場合によっては死に至る. し
たがって本病が蔓延すれば養蚕業にとって重大な被害
がもたらされるため, 防除技術の確立を急ぐ必要がある.
　これまで各種植物におけるM. roridumによる病害の
防除は, 農薬によって行われている（Carter 1980, 浜
ら 1994, Schieber and Zentmyer 1968, Singh 1980）. ク
ワはカイコの飼料として与えられるため, カイコに害
を与える農薬は使用できず, 新たな防除方法が求めら
れていた. 植物病理の分野におけるMyrothecium属菌の
研究は, 新病害の病原菌としての報告や菌の形態につ
いての研究が多く, 本属菌のトリコテセン類と病原性
発現との関係については解明されていなかった. 一方, 
医学や化学の分野では, 本属菌がトリコテセン類を産
生すること, トリコテセン類が広い生物毒性スペクト
ルを示すマイコトキシンであること, トリコテセン類
が抗ガン剤としての機能を有することなどが研究さ
れ, 報告されていたが, 菌にとってのこれら毒素の産
生意義については研究されてこなかった（Awar et al. 
1965, Bergmann et al. 1989, Brian et al. 1948, Kaneko et 
al. 1982, Nespiak et al. 1961, Okuchi et al. 1968, Schiefer 
et al. 1989, Turhan and Grossmann 1994, Ueno et al. 
1968, Ueno 1980） . 本研究によって, M. roridumによ
るクワ暗斑病菌の主たる病原因子がミロトキシンB
であることが判明した. このことはトリコテセン類が
M. roridumの病原性発現に関与することをMyrothecium属
において初めてあきらかにしたものである.
　また, 本研究で得られた知見から, ミロトキシンB耐
性クワ品種の選抜, 本菌のミロトキシンB産生を抑制
あるいは分解する物質や微生物の探索などがクワ暗斑
病の防除に役立つと考えられる. また, 近年トリコテ
セン類に対する耐性機構がF. roseumによる研究によっ
てあきらかにされつつあり, トリコテセン類の基本骨
格にある３位にある炭素原子に結合する置換基がアセ
チル化されることによって, トリコテセン類の生物に
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対する毒性が著しく低下することが判明し, この機能
を有する遺伝子がクローニングされた（Kimura et al. 
1998）. このことから, この遺伝子をクワに導入する
ことができれば, 耐病性品種の作出も可能と考えられ
る. さらに本研究において, クワ暗斑病の感染源と感
染条件があきらかになったため, これらの知見を基に
クワの栽培環境を改善すれば, 発生を抑制することが
できると考えられる.
　現在のところ, 日本におけるMyrothecium属菌による
病害は少ない. しかし, 海外では多くの植物において, 
本属菌が病原菌として報告されており, 年々その数は
増加している. また, 本属菌は多犯性の病原菌である
ことから, 新しい栽培法の普及などによって, 現在は
病原菌化していない作物に対しても病原菌化する可能
性がある. したがって今後, 日本においても本属菌に
よる病害の増加する可能性があり, 注意する必要がある.
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摘要

　クワはカイコの給餌用作物として全国各地で栽培さ
れてきたが, 近年の養蚕業の衰退に伴い, 桑園が以前
のように管理できなくなったこと, 省力化と高収量が
期待できる機械収穫, 密植栽培などの新技術が普及し
たことから, 過去にはなかった病害が発生するように
なった. その一つであるクワ暗斑病は, 1994年に発見
されたばかりであり, 本病に関する植物病理学的な研
究は, ほとんど行われていなかった.
　本病の病原菌は糸状菌Myrothecium roridumである. 本
菌による病害については, 海外では多く報告されて
いるが, 日本ではニチニチソウの褐斑病とクワ暗斑病
のみである. また, M. roridumについての研究は病原菌
としての報告に偏っており, 感染機構や生態は解明
されていなかった. そこで本研究では, クワ暗斑病菌
（M. roridum）が産生する毒素の本菌の病原性発現へ
の関与, 生態をあきらかにした.

１．クワ暗斑病菌（Myrothecium roridum）の病原性
　　と毒素産生

　クワ暗斑病菌であるM. roridumの感染機構を解明す
るために, 病原因子をあきらかにするとともに, その
特徴を調査した. 本菌の分生子を水で洗浄して（以下, 
洗浄分生子とする）クワ葉に接種した結果, 感染効率
は低かった. しかし, 本菌の培養瀘液を洗浄分生子に
加えて接種したところ, 感染効率が高まった. また, 本
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培養瀘液はクワ葉に壊死斑を形成させることから, 本
菌は培養物中にクワ葉に壊死斑を形成する成分（毒
素）を産生することがあきらかとなった. 以上のこと
から, 本毒素が本菌の病原性に関与することが考えら
れたため, 本毒素と病原性との関連性を調査した.
　分生子への紫外線照射や発生圃場からの分離によっ
て得られた弱病原性菌株について, その毒素産生能を
通常の病原性を有する菌株と比較した結果, 弱病原菌
株の毒素産生能は低いことが判明した. 病斑部と病斑
部周辺における毒素と菌糸の存在を調査した結果, 本
毒素が菌糸の伸長に先行して菌接種部からクワ葉健全
部に存在していることがあきらかになった.
　毒素によるクワ葉細胞内の変化を透過型電子顕微
鏡で観察した結果, 細胞内器官のラメラ構造の崩壊や
細胞壁の崩壊が認められた. また, 本毒素はクワ以外
の多くの種類の植物にも毒性を示すことがあきらかと
なった.
　以上の結果から, クワ暗斑病菌産生毒素はクワ暗斑
病菌の感染や病斑形成を促進する機能をもつ病原性発
現に関与する毒素と考えられた.

２．毒素の産生条件および毒素の単離と化学構造

　クワ暗斑病菌M. roridum産生毒素の検出法の確立お
よび産生, 抽出, 単離と同定を行った. 薄層クロマトグ
ラフィーと本菌産生毒素に感受性の菌を利用したバイ
オアッセイ法（TLCバイオアッセイ法）を確立した. 
本方法によって本菌産生毒素を容易に検出できるよう
になった.
　本毒素を効率良く産生する培地としてジャガイ
モ・スクロース・寒天平板培地（PSA）を得た. 抽出
法としては, 乾燥した培養物からメタノール抽出す
る方法が適していた. 高速液体クロマトグラフィー
（HPLC）を用いて, 得られた抽出物から単離を試
みた結果, ７種類の毒素が単離された. 最も収量が多
かった毒素はトリコテセン類化合物に属するミロトキ
シンBであり, 毒素収量の95%以上を占めていた. また, 
残り６種類の毒素のうちの５種類も,トリコテセン類
に属することが判明した. また, クワ葉に対する毒性
はミロトキシンBが最も高かった.

３．クワ葉への感染と病徴発現時における毒素の役割

　ミロトキシンBは, クワ暗斑病菌M. roridum産生毒素
の中で毒性が最も強く, 本菌の培養物中における濃度
も最も高かったことから, 本菌の病原性発現の主たる
因子と考えられた. しかし, ミロトキシンBが病原性
に関与していることを証明するには, 病葉から検出す
る必要がある. そこで, 本菌を大量のクワ葉に接種し, 
HPLCを用いて病葉からの毒素の検出を試みた. その
結果, ミトロキシンBは, 本菌の感染時および病徴進展
時に検出された. また, ミロトキシンBを添加して接種
した洗浄分生子は高い感染効率を示したことから, 本
毒素は分生子の感染効率を促進すると考えられた. さ
らに, ミトロキシンBとともにクワ葉に非病原性を示
す菌をクワ葉に接種した結果, 本菌はクワ葉に感染し
たことから, クワ葉に対してサプレッサーとしても機
能することが示された. また, クワ葉へのミロトキシ
ンBの毒性と本菌の病徴発現程度および本菌のミロト
キシンB産生能と病徴発現程度には正の相関がみら
れた. 以上のことから, 本毒素は感染因子および病徴
発現因子として機能する病原毒素であることが示さ
れた.

４．圃場における生態

　クワ暗斑病発生桑園土壌におけるクワ暗斑病菌
M. roridumの生態と土壌からクワ葉への感染条件を調
査した. まず, 本菌を土壌から分離するための選択培
地を作成した. 基本培地として選抜したクワ葉寒天平
板培地にストレプトマイシンを添加することによっ
て, 糸状菌以外の菌の増殖を抑制することがあきらか
になった. これに本菌以外の糸状菌の生育を阻害する
性質を有する本菌の産生毒素を添加することによっ
て, 本菌のみが検出できるようになった.
　クワ暗斑病発生桑園土壌における本菌の菌密度の年
変動を選択培地を用いて調査した結果, 10月に最も高
く, ４月に最も低いことが判明し, 菌密度の上昇時期
は本病の発生時期と一致していた. また, 菌密度の変
動は気温によって影響を受けていること, 本菌は土壌
で越冬することがあきらかになった.
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　分生子を１～107個/gと濃度を変えて土壌に本菌を
接種してクワへの感染を調べた結果, 本菌は, 土壌に
おいて103cfu/g以上の菌密度で存在すると感染するこ
とが示された. また, 菌密度を変えて本菌を接種した
土にクワの残渣を混入して本菌の感染を調査した結
果, 分生子を１個/g以上を接種した区から感染がみと
められ, その原因として土壌中の菌密度が急増したこ
とが考えられた. また分生子を105～107個/gとなるよ
う接種した土壌にクワを栽培密度を変えて栽培し, 発
病を調査した結果, 本菌を高密度で接種し, なおかつ
クワの栽培密度が高い区において発病率が高いことが
示された. 以上の結果から, 土壌に存在するクワ残渣
やクワの栽培密度が本病の発生と被害を助長すること
があきらかになった.
　日本に生棲するM. roridumを収集して各菌の産生
毒素の組成をTLCバイオアッセイ法で調査した結果, 
M. roridumは産生毒素の組成によって５グループに分
けられた. 本病発生桑園土壌では, PSA上でミロトキシ
シンBとDを産生するグループに属する菌系のみが高
い菌密度で生棲していることが判明した.

５．Myrothecium verrucariaとの比較

　クワ暗斑病菌として新しく追加したM. verrucaria

の培地上での性質や病原性, 分布状況を調査した.
　M .  ro r i d u mと同様の接種実験を行った結果 ,
M. verrucaria は培養物中に植物に対して毒性を示す毒
素を産生し, 本毒素は分生子の感染効率を促進するな
ど, クワ葉への病原性に関する性質がM. roridumと類似
していることが示された.
　M. verrucariaがPSA培養物上において産生する毒素を
HPLCを用いて単離した結果, トリコテセン類化合物
に属するヴェルカリンAとヴェルカリンJ, ロリジンA, 
本研究では同定できなかった毒素（毒素A）が単離さ
れた. また, クワ葉に本菌を接種して病葉中に産生さ
れる毒素をHPLCにより検出した結果, ヴェルカリン
Jを除く上述の毒素が存在することがあきらかになっ
た. このことから, ヴェルカリンAとロリジンA, 毒素A
は病原毒素としてとして機能すると考えられた.
　日本に生棲するM. verrucariaを収集して, 各菌の産生

毒素をTLCバイオアッセイ法で調査した. その結果, 
M. verrucariaは産生毒素の組成によって３グループに
分けられた. 本菌によるクワ暗斑病発生桑園土壌では, 
PSA上でヴェルカリンAとヴェルカリンJ, ロリジンA, 
毒素Aを産生するグループに属する菌系のみが高菌密
度で生棲していることが判明した.
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Summary

Studies on Infection Mechanisms, Physiology and 
Ecology of Myrothecium roridum, a Pathogen of 
Myrothecium Leaf Spot of Mulberry

Murakami R.

Insect Genetics and Evolution Department 
National Institute of Agrobiological Sciences
1-2, Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8634, 
Japan

 Mulberry has been widely planted for feeding silkworms 
in Japan. However, because sericulture has recently 
declined, labor to manage mulberry fields is being 
decreased. Mechanization for harvesting mulberry 
leaves and dense planting techniques for mulberry 
trees have become common to save labor, resulting 
in an increase in several mulberry diseases which 
had previously been unknown. Leaf spot of mulberry 
caused by Myrothecium roridum was reported as a new 
disease in 1994. The fungus causes diseases of many 
species of plants in many foreign countries, but only leaf 
spot of vinca and leaf spot of mulberry have yet been 
reported in Japan. To date, no method of controlling 
Myrothecium leaf spot of mulberry disease has been 
established because chemicals which are toxic to 
silkworms cannot be used. It is therefore necessary to 
clarify the mechanisms of infection and the ecology of 
M. roridum in order to fight effectively against this disease. 
In the present study, the relationship between toxins 
secreted by the fungus and the pathogenicity and ecology 
of M. roridum were investigated.

1. Relationship between the pathogenicity of 
Myrothecium roridum and toxins secreted by the fungus
 In order to control Myrothecium leaf spot of mulberry, 
it is necessary to clarify the mechanisms of infection and 
the pathogenic factors of Myrothecium roridum. Because 

filtrate of the fungus caused necroses on mulberry leaves, 
it showed that M. roridum secreted toxic substances 
(toxins) . The infection rate of M. roridum conidia was low 
when the toxins were washed away (washed conidia), but 
the infection rate increased when the filtrate was applied. 
Thus, it is clear that the toxins promote the infection of 
the fungus.
 Mutants of M. roridum which showed weak pathogencity 
were obtained by irradiation with ultraviolet rays, and 
another mutant strain with weak pathogenicity was 
isolated from the mulberry field. These mutants secreted 
fewer toxins than strains with normal pathogenicity, 
suggesting that the toxins have a strong relationship to 
the pathogenicity of M. roridum.
 The toxins and hyphae of M. roridum were detected in 
mulberry cells around lesion; as a result, toxins were 
detected at lesion part, around lesion part and healty 
leaves part, but hyphae were detected at only lesion part 
and around lesion part. The results show that the toxins 
spread ahead of growing hyphae in infection site. 
 Based on these results, I conclude that the toxins 
secreted by M. roridum are pathotoxins which are 
strongly related to the infection rate of the fungus and 
lesion formation.

2. Isolation and identification of the toxins and their 
chemical structures
 In order to clarify the role of the toxins secreted by 
M. roridum in the pathogenesis of the fungus, it is crucial 
to identify these toxins. The toxins were produced by the 
fungus on potato sucrose agar medium (PSA). The toxins 
were detected using thin layer chromatography with 
a fungus having sensitivity to the toxins (TLC-bioassay 
method) and were extracted from dried culture of 
M. roridum on PSA. Seven toxins were isolated using 
a high performance chromatography (HPLC) from 
the extract. The proportions of myrotoxin B in total 
toxins was more than 95%. Six out of the seven toxins, 
myrotoxin B and other five toxins, were trichothecenes. 
Toxicity of myrotoxin B to mulberry leaves was the 
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highest in them of other six toxins.

3. Role of the toxins in infection of M. roridum and 
progress of the disease
 In order to prove that myrotoxin B is a pathotoxin of 
M. roridum, it is necessary to detect the toxin in the lesions 
of the disease. Conidia of the fungus were inoculated 
on mulberry leaves, and then toxins in the leaves were 
detected using HPLC; as a result, myrotoxin B was 
detected at infection of the fungus and at development 
of the disease. Washed conidia of M. roridum had high 
infection rate when myrotoxin B was added at infection. 
Furthermore, suppressed resistant mechanisms of 
mulberry leaves against infection with fungal pathogens; 
fungi avirulent to mulberry leaves infected the leaves 
when myrotoxin B was supplied with conidia of the fungi.
 Therefore, myrotoxin B may act as an infection factor 
in pathogenicity of the fungus. Myrotoxin B also proved 
to be a virulence factor because the size of the necrosis 
caused by the toxin on mulberry leaves was proportional 
to the size of the lesions formed by M. roridum on the 
leaves, and the productivity of the toxin by M. roridum 
was likewise proportional to the virulence of the fungus. 
These results showed that myrotoxin B is a pathotoxin 
of M. roridum functioning as infection factor and virulence 
factor.

4. Ecology of M. roridum in mulberry fields
 To date, there have been few reports on the ecology 
of M. roridum; therefore, it is important to understand 
its ecology in order to develop effective methods for 
controlling leaf spot diseases of mulberry.
 First, a selective medium for the detection of M. roridum 
was developed to isolate the fungus from soils. The 
growth of microorganisms other than fungi was inhibited 
with streptomycin sulfate on mulberry leaves as well 
as on agar medium (MA), and the growth of fungi other 
than M. roridum was inhibited by the toxins secreted 
by M. roridum on MA. Therefore, MA with streptomycin 
sulfate and the toxins are useful to selectively isolate 

M. roridum from soil which from the disease was 
happened.
 The density of M. roridum reached the highest level in 
October and was the lowest in April in the mulberry field 
soil tested here. The period during which the population 
of the fungus increased in the soil was consistent with the 
period of disease occurrence. Fluctuation in the density 
of M. roridum was also affected by temperature, and the 
fungus overwintered in the soil. Mulberry trees were 
planted in soils inoculated with 1 - 107 conidia/g of the 
fungus, and then the disease occurred when the density 
of M. roridum exceeded 103 cfu/g in the soil. Mulberry 
trees were planted in soils with mulberry residues, and 
then the disease occured at soil inoculated with 1 conidia/g 
of the fungus because of increase of the fungus in the 
soil. Therefore, mulberry residues in the soil and dense 
planting of mulberry trees may promote infection of the 
fungus in the management of mulberry fields.
 By TLC-bioassay method, M. roridum isolated in Japan 
and tested here was classified into five strains according 
to the specific toxins secreted by the fungus. As results, I 
found that only the strain secreting myrotoxins B and D 
on PSA survived at high density in the soil of mulberry 
field where the disease occurred.

5. Myrothecium verrucaria
 Myrothecium verrucaria came to be known as a pathogen 
of leaf spot of mulberry in 1999, although there has been 
no report on the disease in Japan. The mechanisms of 
infection by M. verrucaria in the disease were not as 
clear as those by M. roridum. I therefore investigated the 
cultural characteristics, pathogenicity and distribution of 
M. verrucaria in Japan in comparison with M. roridum.
 By examination of inoculations with washed conidia of 
M. verrucaria, culture filtrate of the fungus and washed 
conidia and the filtrate on many species of plants, 
it showed that M. verrucaria secreted toxins which 
caused necroses on plant leaves. The toxins promoted 
the infection of the fungus, and the pathogenetic 
characteristics of the toxins in this disease resembled 
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those of M. roridum. By isolation of toxins in PSA culture 
of the fungus using HPLC, verrucarins A and J, roridin A 
and another unidentificated toxin (toxin A) were isolated. 
All toxins belong to trichothecenes. Washed conidia of 
M. verrucaria were inoculated with mulberry leaves and 
then toxins in diseased leaves were detected using HPLC. 
As results, all the toxins other than verrucarin J were 
detected at development of lesions. Therefore, it showed 
that they functioned as a virulence factor in the progress 
of the disease.
 By TLC-bioassay method, M. verrucaria isolated in Japan 
was classified into three strains according to the specific 
toxins secreted by the fungus. As results, it showed that 
only the strain secreting verrucarins A and J, roridin A 
and toxin A on PSA was found to survive at high density 
in the soil of mulberry field where the disease occurred.
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