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TWO NEW SPECIES OF APHIDS PARASITIC 

ON POPLAR IN HOKKAIDO 

BY 

MATSUJI HORI 

(With 2 Text F抱町田）

、，、，、，、，岨

北海道に於けるヤマナラシ属に寄生するこ新扮森に就で

堀 松 衣

In 1918 and 1919, Prof. Dr. S, MATSUMURA has described six species of 

aphids parasitic on the poplar-tree in Hokkaido. Sinどethat time, any speむies

of this group on the same host plant has not been reported up to the present. 

In the course of the study on the Japanese insects, the writer .fot1nd a few 

species unrecorded on ou.r poplar－~rees. Among, them, one species belonging to 

the genus Melanozantheli・umseems to be a new to science, and another one 

species does not belong to any one of the hitherto published genera.一 The

present paper was intended to report these two interesting species of aphids. 

In this place, the writer wishes to express his heartiestthanks to Prof. S. MA’rsu-

MURA, and also indebted to Mr. S. KuwAYAMA for many valuable suggestions. 

Melanoxanthel・伽怖叙e?.:oenseHoru, n. sp. (Fig. 1, a-1) 

(Alate viviparous female)-General colour 、reddishbrown. Antennae 

black, except the basal half of Joint III which is yeliowish. Legs black, greater 

part of the femora yellow. Abdomen with the six .or seven tral.lsversal blackish 

markings and the several black spots on the lateral side of the dorsum. Cor-

nicles pale yellow with the blackish apices. Body provided with many rather 

long hairs. .Head with the several long bristles, no prominent frontal tubercles. 

Antennae stout, much shorter than body, imbricated, with numerous conspicu-

[Transact. Sapporo Nat. Hist. s~c. XXV, Pt.匂 1929・］
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ous bristles along the ,uppar margin; hair long, twice as broad as the joint 

民こ〉

III; III longest, slightly shorter 

than IV and V combined ; the base 

of VI longer than the half length 

of the unguis; joint III with 20-28 

circular sensoria almost on one side 

丈ごコ証付日山gth. 附 um

reaches to the 3rd coxae. Pro-

thorax with a wart”like horn on 

1 

E抱.1. 
ぷ必lat却 ＇Xant!uliumye脱却eHORT, n. sp. 

a-f Alate viviparous female 
a. H剖. b. III joint of antenna 
c. IV-VI join包 ofantenna d. Thoracic horn 
e. Comicle f. Cauda & anal plate 

g-1 Apt町·ou~ viviparous female 
g. m joint of甜 tenna h. IV-V joints of antenna 
i. VI joint of紐 lenna j. Thoracic horn 
k. Cornicle I. Cauda ＆岨alplate 

each lateral side. Wing-venation 

normal, stigma narrow. Legs fur-

nished with many long bristles 

which are as long as the width of 

the hind fem~ra ; hind tarsi as long 

as the base of VI antennal joint. 

Cornicles bottle-shaped as in .M弘

bicolor 0ESTLUND, with the promi-

nent flange at the tip, imbricated, 

as long as IV antennal joint. 

Cauda and anal plate rounded, with 

the several bristles. 

Ke剖町em阻旬。fthe姐句＇nnaljoints 

(No) III Sen駒，ria IV v VI 
。nIlI 

(1) 0・506 28 0.3句 0,31口0 0・394(0巧0+0.244)
0・544 23 0.319 0.281 0・394(0.150+0.244)

(2) 0・563 25 0.300 0・363 0.41量（o.150+0.262)
0.619 量6 。.338 0・363

(3) 0.656 26 0.368 0・336 0・416(0.1白＋0.256)
0.624 28 0・368 0.320 0・416(0.16o+o.宜56)

(4) 0.552 25 0.320 
0.576 26 0.304 0.27量 o世4(0.150+0.234)

(S} 0624 宮0 0.320 0.3宜O 0.440(0・168+0.272)
o.6o8 宜2 0.330 0.3む4 0・416(0.168+0.248)

(6) 0.624 宜0 0.320 0.320 0・43量（0.176+0・勾6)
0.616 21 0.328 。3。4 0.416(0.176+0.240) 
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Gen舵晶lme剖 uremen:旬：

Body-length 2.760-3引 5mm.（抑・ 3・ 188 mm). Body-width 1.013-1.229 mm. Antennae r.688-

1.913mm. （町 .1.838mm）・ Fore-wing4・500mm. Comicles 0・281・o.319mm.（机 O伊 9）；地x.width 

0.096 mm. Min. width 0・051mm. Flange 0,074 mm. cauda 0・210mm; Width at the ba艶 o.263mm.

Thoracic horn 0.065 mm. Hind'tarsi 0.150 mm. 

(Apterous viviparous female）ーColourationand general appearance much 

similar to those of the alate form. Antennae with no secondary sensoria, short, 

a half length of the body; joint III the longest, slightly shorter than joints 

IV and V; IV equal to V ; unguis of VI much shorter than twice as long as 

base. Rostrum reaching between 2nd and 3rd coxae. Cauda broad and short, 

a half length of the width at base. 

Me己surementsof the' antenna! joints 

No. III IV v VI 

(1) 0.563 o.31y 0・319 0・384(0169+0.215) 
0.544 0・338 0.319 0却 4(0・169+0.225)

（宮） 0.413 o.宮25 o.宮25 0・338(0.150+0.188)
0.431 0.225 0.225 0・375(0・160+0・225)

(3) 0.512 0,288 o.宮72 0・344(0・160.,-0・184)
0・；456 0・256 0.256 0・238(0.150+0・188)

General measurements 

Body-length 3.243 mm. Body-width 1.313 mm. Antennae 1.388-1.781 mm. (av. 1.574 mm). Cor・

nicles 0,300ー0.319mm.; Max. width 0.104 mm., Min. width 0・c64mm., ・Flange 0.080 mm. Cauda o. l 50 

mm.; Width at base 0・319mm. Hind tarsi 0.150 mm. 

Foo d-p 1 ants-Pl少ulusspp. (Popul11sルfaximowiczii,P. mon均（era,P. ・ 

f砲m and P. alba). 

L o c a l i t y-Hokkaido (Sapporo and Kotoni)・

0 b s e r v at i o n s-This large aphid parasites on tne tender shoots and 

the branches of the several species belonging to the genus Populus. During 

early summer, numerous alate forms migrate to the secondary host plant, which 

we are unable to detect up to the present. Sexual forms, alate male and apter-

ous oviparous female, occur in November. Many eggs are laid on the buds 

and rough barks. 

Rem arks-This-species somewhat resembles to Melano:tanthelium bicolor 
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0ESTLUND, but it di佐rsfrom the latter in the relative length of base and 

ung!JiS of VI antennal joint, also in the structure of the thoracic horn. . This 

aphid is. also quite distinct from Z似 cqreatumTAKAHASHI by the structure of 

the cornicles which are much longer. than tarsi and conspicuously flanged, as 

well as by the large number of the secondary sensotia .on III antenna! joint. 

Coty p e s-Deposited in the Hokkaido Agricultural Experiment Station. 

Doraphis MATSUMURA et HORI, n. g. 

（必ateviviparous female)-Body with no prominent hairs. Head pro-

vided with some moderate sized horns on the front. Frontal tubercles absent. 

Eyes with small ocular tubercles. Antennae short, four or five jointed, armed 

with annular sensoria over the whole length; each of I and II has a short 

hair; ungtiis of last・ joint劃verysmall. Rostrum very short reaching only to 

the first coxae. Fore”wings with the 3rd oblique (M) simple, stigma! vein some-

what curved; hind wings with one oblique vein (M). Cornicles p問 sentmerely 

as a ring ; cauda knobbed with several irregularly sized hairs. Anal plate 

bilobed, provided with several long. hairs. 

(Pupa)-Body provided with many bristles, evidently pulverulent. Head 

with two prominent long horns, a~ in the genus Or句ma.which are旬pering

toward the apices and curved somewhat inwardly, being far separated from 

each other. 'Antennae four jointed，はronglyexcurved in the last joint, with an 

apical obscure ringlet sensorium with a long hair on the outside of the last 

joint. Corniel句 similarto the alate form. Cauda and anal plate rounded, 

with many long hairs. 

Geno t ype-Dorap，加 populiMA・百 UMURAet HoRr, n. sp. 

I.Jo仰 "Phispopuli MATSUMURA et HoRJ, n. sp. (Fig. II, a-i.) 

(Ala旬 vivi伊.rousfemale）ーGeneralcolour pu中lishbrown, with three 

large bands on the back in. front of cauda. Head with two horn-like tubercles 

on the frontal margin; eyes large. Antennae very short, four and five jointed, 

armed with annul訂 sensoriaover the whole length ; each of I and II furnished 

with a moderately long hair .. ,In the case of four jointed, III the longest, as 
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13-25 

large, simple 

011 the dorsum. Stigmatic vein of 

the fore-wing moderately curved; 

Ist and 2nd oblique veins ftised 

near their bases ; hind-wings with 

two or three hooklets. Legs stout 

but not long, provided with few fine 

hairs. Spiracles slightly protube-

r祖 t. Diameter of the cornicles 

a.bout as long as the II antennal 

joint. Cauda with 10-12 stout 

e 

宝

~ 

~ "C(f 

Fig. 2. 

Doraphis POJ加IiMATSUMURA et HORI, n. sp. 

a-g Alate viviparous female. 

a. Antenna (4 jninted )• b. do・（sjointed）・
c. H回 d. . d. R＇団仕 um.
e. 可11/ings. f. Cornicle. 
g. Cauda and anal plate. 

h-i Pupa. 

long hairs, as long as the hind h. Antenna. i. Horns on the front. 

tarsi; anal plate with about 12 rather long hairs. 

班easurementsof品eantennal join匂

(No・） I II III Sensoria IV Sensoria v 品目soria
on III on IV onV 

(1) 0.075 0.056 o.宮81 19 o.宮25 16 
0.075 0.056 0.281 23 0.188 17 

(2) 0.065 0.047 0.391 18 O.I6g :14 
0.070 0.047 0.300 21 o.16o II 

(3) 0.281 I8 0.225 16 
0.28I 21 0.169 15 

ω） 0.375 22 0.244 15 
0.375 宮2 0.244 16 

(s) 0.338 2I 0.244 16 

ロ・356 宮0 0.244 13 

(6) 0・338 宮E 0.225 16 

0・338 22 0.225 17 

4 
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(No・） 1 II III Sens恒 ia IV Sensoria v Sensoria 
on III on IV 四zv 

(7) 0・356 19 

0・356 宮Z

(8) 0.150 9 0.169 12 0.188 宮5
0.150 9 o,I匂 14 0.169 16 

(g) 0.159 IO 0.188 II 0.159 13 
o.宮81 宮0 0.169 13 

(10) 0.104 II 0.120 I2 0.192 18 

Genぽalm伺 surement.s:

Body-length z泊－2・59mm. (av. 234 mm). Body-width 0・750-0・938mm (av. o. 844 mm). An-, 

tennae 0・704--0.731mm (av. 0.716 mm）・ For.←wing 3.656-3.675 mm. Cornicles (diam鳴り o巧gmm.

C剖ida0・1o6mm; longest hair 0.090 mm. Hind tarsi 0.100 mm. 

(Pupa）.ーGeneralcolour almost similar to that of the alatae. Body cover-

ed by white and powdery secretion. Horns on the frontal margin large, almost 

as long as the IV antennal ・joint, with a fine hair; Eyes composed of 3 facets. 

Antennae short, as long as or a little shorter than the hind tibiae and tarsi 

combined, strongly curved, stout, four Jointed ; I broader and longer than II; 

III longer than IV; each of joints I, II and IV with a rather long hair. Ros－’ 

trum stout, very short, reaching to the part slightly beyond the first coxae. 

Legs stout, short, with a few rigid bristles; hind tarsi a little shorter t'han the 

frontal horn. Wing-pads broad, much longer than the antennae. 

Measurements of the antennal join:旬

(No・｝ I II III IV 

(1) 0.075 0.040 0.188 0.156 

0.075 0.056 0.206 o.I6g 

(2) 0.075 0.056 0.188 0・150
品075 0.056 0.1旬 0.150 

(3) 0.188 0.150 
0.188 0.150 

(4) 0.188 0.150 
0,178 0.150 

(S) 0.188 0.150 ・.188 0.150 
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General me踊 urements:

Body-le暗th2.719-2.944 mm(av. 2.830 mm). Body-width E引 3-1.425mm (av. I・39.f.mm・） An-

回 nae0.453-0.506 mm (av. o・468mm). R冊 trumo・352mm. Horn 0・to3-o.I6g(av. o・14omm）・ Wing.

凶 0・句4-0.938mm (av. o.8II mm）・ Hind-tarsi o.12om瓜

Food p I an t-Poplus Maximowiczii 

Locality-Hokkaido (July 22, 1924, Leg. Mr. K. OSHIMA, at Sapporo), 

Honshu Gune 23, 1917, Leg. Mr. G. HARUKAWA. at Okayama). 

0 b s er vat ions-This remarkable pulverulent species occurs in some large 

colonies on the underside of the leaves of F》ulusMaximowiczii without caus・

ing any obvious curl of the foliage. Materials collected by the above mention” 

ed collectors were all alate forms and pupae. 

Cotypes-Deposited in the Entomological Museum of the Hokkaido Im-

perial University and the Hokkaido Agricultural Experiment Station. 

摘要

従来本選に於てヤマ歩ラシ腸を食事与する厨轟さしては、大正七、八年松村博士·~主って舵録せられ

1~宍績が知られて居るのみであつれ、その後今日までーの主主加をも見なかヲ？とが私は近年来との植物の

野Aを調査して夏に二種を議見し！大。 とれらは従来記録t!られれことのないもの主題まめ議に次の様

に命名して費表するととにし7：。 その中ー租は脆・lanoxantluliumtこ属するもので、池のものは務局

「ドロツノアプラムシJ腸 Do：，ψMsMATSUMURA et HORI r.:属ナるものでるる。

Melanoxantlulium yezoense HORI Vロツポアプラ Ay 

Doraphis J勾mliMATSUMURA et HoRI Vロツノアプ，晶ν



BESCHREIBUNG EINER NEUEN GATTUNG 

DER ICHNEUMONIDEN (HYM.) 

VON 

To1cHI UcmoA 

(Mit + Textfigu四n)

内角，、．

姫蜂科の一新属

内

I Kopf von vom, um den am Vorderrand 
ausgerandeten Cl ypeus zu zeigen. 

II Hinterleib. G. Gastroci:ile 
III Hinterhiifte von unten, um die Biirste zu 

zeigen. B. Biirste 
VI Metathorax von oben und hinten, um 

die Felderung zu zeigen. L. Luftli:icher 
A. Area superomedia 

田 登

Eine neue Art von der Gattung: Ckas-

mias AsH., namlich C仇 smiasagita.血S

MATS. et UcH., welche ich im Jahre 1926 

im ,,}our. Coll. Agric., Hokkaido Imp. 

Univ., Vol. XVIII, pt. 2, p. 72, PI. X, 

Fig. 15“veroffentlicht habe, ist nicht 

Chasmias-Art, und da sie zu einer neuen 

Gattung gehort, gebe ich ihr einem neuen 

Gattungsnamen”Egurich仰仰惚“ undim

folgenden die Beschreibung derselben. 

Egurichneumon gen. nov. 

Korper und Hinterleib schlank; Kopf 

gross, hinter den Augen nur wenig aufge-

trieben ; Schlafen breit ; Occiput breit und 

schwach ausgerandet; Gesicht fast flach; 

Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, am 

V orderrand schwach ausgerandet wie bei 

der Gattung CんasmiasAsH. ; Labrum 

etwas vorragend, am Vorderrand mit ziem喝

lich dichten langen Haaren ; Mandibeln 

(T岡田act.Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. X, Pt. 2, Jan., 1929.] 
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schlank,・mit 2 ungleichen Zahnen, der obere vie! Ianger als der untere. Fiihler 

massig dick, borstenfるrmig,in der Mitte erweitert, gegen das Ende aber etwas 

verdiinnt; einige Basalgeisselglieder Iお1gerals breit, von denen das erste so 

Jang wie das 2te ist, diese 2 Glieder l丞ngerals die anderen; Schaft Jang, zylind-

risch. Thorax zerstreut grob punktiert wie beim Kopf; Schildchen fast flach; 

Felderung des Metathorax ganz gebildet; Area superomedia hexagonal, I如 ger

als breit; Luftlocher linear. Areola im Vorderfliigel pentagonal; Nervulus in-

terstitial oder etwas hinter der Gabel; Nervellus ein wenig hinter der Mitte ge-

brochen. Hinterleib lang, am Ende zugespitzt ; Gastrocる！endeutlich tief, gross 

und quer, vie! gr白serals der Raum dazwischen ; Postpetiolus in der Mitte grob 

punktiert; <las 2te und 3te Segment deutlich dicht grob runzelig punktiert; die 

Einschnitte zwischen dem 2ten, 3ten und 4ten Segment sehr tief wie bei der Gat-

tungζ-:Oel£chneumon THOMS. R)hrer kurz vorragend. Beine schlank; die hin 

tersten Hiiften auf der Unterseite mit einer deutlichen Biirste. 

G e n o t y p e : Chasmias agitatus MATSUMURA et UCHIDA. 

Nahe verwandt mit der Gattung Melanichneumon THOMS. und Coel£chneu-

mon THOMS., und zwar ist sie eine Zwischenform dieser beiden Gattungen. Sie 

unterscheidet sich von der erstere <lurch den am Vorderrand ausgerandeten Cly’ 

peus, die tiefen grossen Gastrocolen und die tief eingeschniirten Hinterleibsseg-

mente, und auch von der letztere durこhdie Felderung des Metathorax un<l den 

ausgerandeten Clypeus. 

Egurichnewnwnαgif1αtus MATSUMURA et UCHIDA 

Chasmias ag£tatus MATSUMURA et UcHTDA, Jour. Coll. Agric., Hokkaido Imp. 

Univ., Vol. XVIII, pt. 2, p. 72, Pl. X, Fig. 15, ~ (1926). 

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, 2平，7/IV,1922, ges. vom Autor; Jozankei, 

3平， 5/VII,1927, ges. vom Autor; Teshio, I平， 15/VII,1923, ges. vom Autor), 

Honshu (2平， Aomori,25/VI, 1904, ges. von I. NrTOBE; Tokio, 2 9, 19/IV, 

1928, ges. von K. K1sHIDA; Tokio, 3平， 12/IX,1911, ges. von S. HIRAYAMA; 

Sitama, 3 9, 1/IV, 1920, ges. vom Autor). 

var.門 tfipesUCHIDA 

αasmiasψ 
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Agric.1 Hokkaido Imp. Univ., Vol. XVIII, pt. 2, pp. 72-73，♀（1926）・－－

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, 2平， IO/VII,1923, ges. vom Autor), Hon- • 

shu (Fukushima, I平， 17jVIII,1927, ges. von S. MATSUMURA; Tokio, 2平， 19/IX,

1911, ges. von S. HIRAYAMA; Tokio, I平， IS/VII,1925, ges. vom Autor; Sai-

tama, 2平， 1flV,1920, ges. vom Autor). Das Weibchen noch nicht auf旨efunden.

摘要

著者が一九ニ六年北海道帝岡大皐農事部記要第拾八巻第威裁に、アカZグリヒメバチ（αasmias

勾古atusMATS. et UcH.）として護表せしものは‘その局する所の局は Ch市 m如にわらずして、其の特徴

は本濁に酷似すれども、 Co1/ichneumon及び Me:anichneumo持層との中間の特徴を有するものにして、

金〈新しきー属なれば、議に Eugr女・hneumonと命名せり。



ADDITIONAL NOTES ON 

THE MELAMPSORACEAE・OF SAGHALIEN 

BY 

NAOHIDE HIRATSUKA 

~劃ト~・・

樺太産メラムプソラ科補遺

平 塚 直 秀

In January, 1928, the writer published a short pap.er, entitled “A pro吋－

sional list of the Melampsoraceae collected in Saghalien”in the Tokyo Botanical 

Magazine, and in his list, the following 28 species were enumer吐ed. They are 

Melampsora 5 sps., Chnoopsora I sp., Mela問psorellaI sp., Me!ampsori鴻＇um3 sps., 

Puce初出trum6 sps., Thekopsora 5 sps., Calyptospora I sp.，正{yalopsoraI sp., 

αヴ・som；ノxa4 sps. and Cronartz・umI sp. 

In the summer of 1928, the writer made a second visit to Southern Sag-

halien to collect specimens for the investigation of the Melampsoraceae, and spent 

about a month along its eastern coast. During this excursion, a large number 

of specimens wεre collected, and the following notes are supplementaηr to the 

armer list. 

I. Additional Species 

1. Melampsora Hypericorum ScHR1δT・inBrand-u. Rostpilze Schles. p. 

26, 1869. 

Hab. On leaves ofめpericumerectum TauNB. ( Otogiriso ). Sakaehama 

(July, 28, 1928, NAQHIDE HrRATSUKA, .S. SHIMADA, M. TERUI & K. FUJITA). 

2. Uredinopsis Pteridis DIET. et HoLw. in Ber. Deutsch. bot. Ges. XIII, 

p. 331, tab. XXVI, fig. Io, 11, 1895. 

Hab. On leaves of Pteridium aquili:ηum KUHN (Warabz). Manui (Aug. 

[Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. X, pt. 2, Jan., 1929・1
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20, 1928, NAOHIDE HIRATSは A).

3. Uredinopsis filicina P. MAGN. in Atti Congr. Bot. Internat. d. Genova 

(1892), p. 167, tab. IX, fig.ト 13,1893・

Hab. On leaves of Dヴザ！erisPhψ1jJ!eris C. CHR. (M£yama-warabi). Mt. 

Shiritori (Aug. 5, 1928, NAOIUDE HrRATSUKA, S. SHIMADA, M. TERUI & K. 

FUJITA); Mt. Kasl印o(Aug. 23, 1928, NAOHIDE HIRATSUKA). 

4. Uredinopsis Struthiopteridis STδRM. in Bot. Notizer (1895), p. 81, 1895. 

Hab. On leaves of Matteuccia Struthiopteris (L.) ToDARO ( Kusa-sotetsu). 

Nairo (Sept. 6, 1906, T. MIYAKE). 

fJ. Pucciniastrum arc世cumTRANZSCH. in Script. Bot. Hort. Univ. Petro-

pol. IV, p. 302, 1895. 

Hab. On leaves of Rubus arcticus L. ( Chi'shima司 Z抗告；o). Shisuka (Aug・13,

1928, NAOHIDE HIRATSUKA). 

Remarks: This species is new to the mycological flora of Japan. Our sped-

men has only its uredostage, and its character is as follows：・

Uredosori hypophyllous, scattered or gregarious, minute, round, 0.1 to 0.25 

mm. in diameter, yellow or pale yellow in colour; pseudoperidia hemispherical, 

firm, covered by the epidermis ; peridial cells polygonal, hyaline; ostiolar cells 

large, rather thick, sparsely echinulate at the apex; uredospores ellipsoidal or' 

oblong, 17-26 x I 2-16 μ; epispore finely echinulate, colourless. 

6. Pucciniastrum Hydrangeae-petiolaridis HIRATs. in Jour. Facul. Agric. 

Hokkaido Imp. Univ. XXI, p. 27, 1927・

Hab. On leaves of H_シ-dra昭；：apetiolaris SrnB. et Zucc. (Tsuru－ψ：isai). Shi-

ritori (Aug. IO, 1928, NAOHIDE HIRATSUKA). 

7. Chrysomy玄aPirolae RosTR. in Bot. Centralbl. V, p. 127, 1881. 

Rab. On leaves of Pirola minor L. (Yezo-ichiyakuso). Mt. Tosso (July 30, 

1928, NAOHIDE HIRATSUKA, s. SHIMADA, M. TERUI & K. FUJITA). 

Il. Additional H1倒旬

1. Ca1yp加sporaG悌 1ppe此ianaKCHN in Hedw. VIII, p. 81, 1869・（HIRA-

TSUKA in Bot. Mag. Tokyo, XLII, p. 31, 1928). 
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Hab. On leaves of Abies sac.必alinen:.

(July 28, 1928, NAOHlDE HIRATSUKA, S. SHIMADA, M. TERUI & K. F町ITA).

2. Thekopsora gu伽旬（ScHROT.)Svo., Monogr. Ured. III, p. 467, 1915. 

Hab. On leaves of Galium trグor衿1rmeKoM. ( Kuruma-mugura). Mt. Shi-

ritori (Aug. 5, 1928, NAOHIDE HJRATSUKA, S. SmMADA, M. TERUI & K. FUJITA). 

3. Chryomyxa Ledi DE BARY in Bot. Zeitg. XXXVII, p. 809, tab. X, 

fig. 7, 8, 1879・（HIRATSUKAin Bot. Mag. Tokyo, XLII, p・32,192g). 

Hab. On leaves of Picea j'ezoensis CARR. (Yezo・matsu). Manui (Aug. 20, 

1928, NAOHIDE HIRATSUKA). 

H《JtanicalInstitute, Faculty of Agriculture, 

Hokkaido Imperial Univenity, 

Sapporo, Japan 

摘要

一九二八年一月、予F、栂太産メラム~＇）ラ科J 二十八種7東京植物事雑誌上＝漫表セ防庁、本報

文J、共J補遺ナ !lo

本報交＝於テJ骨太産ト bテ新＝次ギノ七種類、却チ、 Melampsorat砂pericorumScHRoT., Uredi 

nopsis Pteridis DIET. et HoLw., V. Jilicina P. MAGN., U. Struthiopteridis S時 RM.,Pucciniastru"' arcticum 

T.RANZSCH., P. y々drangeae-petiolaridisHIRA:官官．及ピ α，ysomyxaPirolae ROSTR・及ピ併セテ樺太度低

知種f新寄主植物三種ヲ量産表セ，。此等ノ内 Pucciniastrumarclicum TRANZSCH.戸本邦領土内＝於テ

《米グ産スル事ヲ知ヲレザ， v種類ナ，。



チヨヴキリ亜科の二新属並びにその

生活史に就いて

f本邦産象鼻最類生活史の研究 V)

河野康道

UEBER ・2 NEUE OATTUNOEN VON RHYNCHITLNEN 

UND IHRE LEBENSWEISEN (COL. CURO,) 

von 

HrnoM1cm KoNo 

(Mit 4 Figuren) 

著者は本報文民於て本邦産象鼻掻科 Curculioniden チョッキ 9亜 科

R砂nchitinenの二新属を記載し、その生活史を越ぺ、終0に本邦産チョッキ 9

亜科各属の形態撃的直別芭産卵習性（搭笠製作法）の特長を列暴した。

本文をなすに賞。御懇切なる御指導を給はりし思師理、農皐博士松村松

年先生に謹んで深謝の意を捧げ、叉本文に引用した植物名の鑑定主快諾せら

れた農皐士舘脇操氏にも同様心より戚謝する次第である。

I. シリ7・トチョッキリ属 Ohokkiriusn. g.の記載

象鼻掻科 Curculionidaeチョッキ Y亜科 Rわmclzitinaek属L、同亜科中の

ナジチヨヲキヲ麗 Rhynchztrs HERBST 芝ペクピチョッキヲ愚 DeporausSA-

MOUELLEさの中閉じ位しヤドカ 9チョッキ 9属 Paraaゆ・arausKoNO，ヒメチョ

ッキ 9麗 Rhyncht"tobiusKoNo等に最も近い。近縁の属どの形態の相異、生活

史の比較等は後章に於て精速する。

頭部は後方首般に緊経せられ、複眼は頭部雨側の前方にあり、竿球肢を

なして突出す。口吻は雄雄其の形を異にし、雌にあっては細長（少しぐ弓曲

し、基部に於ける断面は固形なるも前方rrcflJるrrc従ひ少し（扇卒且幅慶〈な

り、基部氏毛塊あり、雄にありては短かく太C、先端箆放区虞まれ基部の

毛塊は短か〈して疎な h。鯛角は十一節よ 0なれ球梓部各節の連結は疎な

。。胸背板は雌にありては長幅ほ Y等し（、側方僅かrrc園球を帯びて前方自E
[Transact. Sapi:回roNat. Hist. Soc., X, Pt. 2, 1929] 
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細まるも、雄にありでは少し〈幅庚〈、側方よ b固しO 稜吠部は小形にして

は立正方形を呈す。麹鞘は胸背板より蓬カコ/[C幅虞く、後方庚ま b別々に固く

終る、規則正しき黙妥lj列を具へ、最後及ぴその直前の勲刻列は合流せ歩、各々

末端に走るn 雄にあ bては尾節板とその直前の腹節背板の一部さを露出し、

雄氏あ bては此の二節の他に夏に他の一節の背板の一部を露出す。後肢第一

蹴節は失の二節を合したるものさ同長。各爪は先端二分す。

Genotypus : Rhynchites ( Dψoraus) Rosti SCHILSKY (1906). 

II. シリヲ..手ヨッキ •J Chokki刊を:ts1•osti ScHILSKY 

R!t nchites (Deporaus) Rost£ SCHILSKY, Kiif, Eur. XLII, 79 (r906). 

1. 種の記載

c;.体倒卵形を呈す。頭部は首肢に緊経せられたる部分を除けば幅康き

四角形を墨し、黙刻を密布す。複眼は頭部の菌性方側方にわり宇球般を呈して

突出す。口吻は胸背板より少し（長（、前方次第に扇卒Zなb先端部は箆肢

をなして蹟まる、中央に縦溝を供へ、勲弗lは側方に於て梢々密なり、基部に

軟毛を生ず。嫡角は口吻のほ Y中央雨側よ b出する。柄節は長惰固形を呈す。

第一鞭節は長楕固形にして柄節さはい同長、第二鞭節は細長（、第三及0.第

四節は幅よ h明か区長きも第二節よ hは少しぐ短かし、第五一第七の三節は

各々殆んご球形を呈ず。球梓部第一節は幅よ b少しく長〈、第二節はほ Y正

方形を曇し、第三節は第一節Z同長な b。胸背板は長幅等しい勲刻を密布

し側方園 L-O 麹鞘は後方幅庚〈、勲弗j列は規則正し（、第九及び第十黙刻列

は各々濁立に後方迄走。合流せ今、各開室は少しく高まり各一列の細き黙刻

列を有し、短わき軟毛を供ふ、最後の開室は基部に近く張〈細長き凹みを有

す、尾節板及びその直前の腹節背板の一部を露出す。尾節板及び体の下面は！

勲刻を密布し、短かき軟毛を具ふ。腔節は端直なれ附節は幅庚から今、後

肢第一附節は突の二節を合したるものご殆んざ同長なり。

♀．口吻は少しく弓曲し雄よ bも細長ぐ、基部の断面は固形を曇し、杢

長に豆 9？骨かにして前方少しく幅庚さも雄に於げるよりは細ぐ、基部の毛塊

は密にして長しO 鯛角は口吻の中央よりもや、後方側面より出づO 胸背板は

雄氏於げるよりも少し〈小形なり。麹鞘は後方幅康し。尾節板及びその直前

の腹節背板の外に克広他の一節の背板の一部を露出す。

色彩一体黒紫色、若しくは緑青色を帯び？とる黒色にして脚さ趨鞘は金属
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発揮を帯ぷ。軟毛は黒色なるも雄D口吻基部の毛塊は褐色を曇す。

体長－o，平： 3--5mm（口吻を除〈）。

産地ー北海道（札幌、野幌〉、本州（中藤寺）

本種は SCHILSKY氏に依bROST氏が本邦 Kokuraよb採集せる雄纏を

Rか・nckites属 Deporaus亜局の一種芭して記載せられたるものであるが私は

FAUST氏 SHARP氏Voss氏等同様 R砂nckites ~ D.φ•oraus I!を各々濁立せる

別の属さ認め、更に Y'9プトチョッキ 9は形態皐的並びに生態皐的見地よ b

濁立せる一新属を形成するものさなし、地慮にジ 9プトチョッキ 9属 Ckokla・

riusなる新麗に属せしめた。

2. 生 活 史

本種の形態は前述の如〈イクピチョッキ 9属 Deporaus，ヒメチョッキ 9

属 Rめmckitobius ヤドカ 9 チョッキ 9 属 Parat旬。•raus 属に近いが生活史は董

ゐナジチョッキ 9属 Rkynckitestこ近く特IJr.R. (Lasior.めincht"tes)pubescens F組・

RICIUS ( = cabrfrons GYLLENHι.） (WASMAN, E.: T巾 hterwickler,1884 Iこ依る）、

R. (Involvulus) coer'ltlleus DEGEER (=cot.昨USlLLIGER) (W  ASMAN, E.：前出文献庇

依る）等のそれさよ〈似て居る。

成識は五月末よ 0六月始め頃出現し、イタヤ Acerpie如m，ベユイタヤ

Acer Mayri，ヤマ毛ミヂ Acerpalmatum，メイグ'7j1へデ Acerfaponicum，オ

ガラバナ Acerukurundense等の若葉を食害する。

雌は交尾後間もなく此等の植物の若い枝を鯛角を以て探b乍ら歩きまは

り、産卵に遁嘗なる個慮を物色し、気にλった場所を見出す芝、その遺を載

岡上下しっ、鯛角を以て検しっ、次第に歩行の範園を縮め、途民一個所に止

まる。そしてその部分の表皮に下面の一小部分を残して、横に周 bっ、、口

吻の先端にあ b外縁に歯肢突起を具へた大顎を以て細い輸肢の傷をつりる。

此の線を便宜上裁断線さ呼.J{c衣lこ裁断線に沿ひ究第に深〈噛み切 b、逮庇

始め裁断線を設りる際Uと蔑された狭い表皮を残すのみ芭なる。従って裁断能

よb先の部分は基部さ唯此の切h残された狭It、表皮のみを以て連結されて居

b先端を下方に向りて垂れ下る（挿圃 I,3〕。

それから母車は垂れ下った部分の裁断線よりや、下方に（即ち先端部tこ

託Ir、方向に）下b更ぴ胸角を以て探りつ、載断線さの聞を数回往復しっ、産

卵に越する個所を撰揮する c そして遁嘗の場所を見出すさ其虞広口吻を以て

小孔を穿ち、その小孔よ b口吻を掃入して内部を次第に噛み蹟げ、その部分
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l二小室を造る。然し外部よ bは始めに穿たれた小孔を認め得るのみで小室の

内部を見るニとは出来ない。

小室の設りられる個所は一定して居ら令、著者の所有する揺箪の標本中

手稲山にて 1928年6月4

日広採集せる ;tガラバナ

の吉枝に浩られた揺壁で

は裁断線よ I;6mm乃至

ISmm下方（即も先端に近

き方） !IL設けられたもの

が最も多く、此の距離の

最小のものは僅か民2mm

最大のものは r8mmで、あ

る。叉札幌郊外国山に於

て同年5月30日及び6月8

日広採集したイタャの若

枝に造られた搭霊では裁

断線より 5mm内至18mm

のもの最も多〈、その距

Fig. 1. 
~ Fプトチヨヅキ官 Chokkirius1・ostiの 捺 鐙

ぐメイゲッカへ'7") ( ! ) o 裁断線

離の最大のものは 2jmmを距って居tzo
往々二重若しくは三重の裁断線及小孔を有する搭盤を見るが、か》る場

令にもその搭箆には常に一個の卵が産下されて居る1：：けであった。此は恐ら

く初めに一匹の雌が裁断線のみを若しくは載断線と小孔のみを設け産卵せすも

iこ去った枝氏後に他の雌が来て新たに裁断線を設け、小室を遣 h産卵して完

全なる搭宣言したものであらう。裁断線を明かじ認め得るが小孔を認め得な

いもの、又は肢に小室まで設けてあるがその中に卵を産下してなし、揺盤等も

少な〈な l.'0挿国3に於ては二個の裁断線。， d さ一個の小孔6を認めるニご

が出来る。

完成された小室の大きは惰園若し〈は長惰固形を墨し、径 Imm乃至 1.5

mm、長さ I・Smm乃至 2.5mm位である（挿園 2A）。枝が細い場合民は側壁は

極めτ薄〈、僅かに表皮一枚の場合もあるが、太い場合にはそれ!IL相臆ιて
側壁も厚〈なる。小室が一定の大喜氏蹟げられるさ充分に内墜を滑かtこした

後民体の位置をかへ、尾端を小孔lこあて、室内氏ー卵を納ある（挿園 2A）。

産卵がすむご再び体の位置を換へ、卵の位置を検し、始め!IL穿？とれた小
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孔を粘液を以て閉塞する。

かくしτ完成せる搭箆は母議院依つては地上に切落されることなれそ

の部分の若い枝は一見何等かの外障庇因って折られて垂下して居るかの様に

見える。卵は外部からは金（見えないo小室の存在する個所は小孔を閉塞す

．、一

.. -

也f

（除
Fig. 2. 

シ’プトチョッキ， Chokkir£m

1'ostiの捺盤 ぐ繍大J

A 縦断面 e 卵．
Fig. 3. 

シPプトチョッキ， Chokkirius1-ostiの格盤

Cメイゲッカヘヂ〉 （~） a,o!裁断線品産卵孔

る錫庇塗られ？と勲肢の粘液塊の存在によって漸ぐ認め得る。その部分を日：地’

![c:透して見るさ小室の形を淡｛認めることが出来る。

母最は搭鑑を完成してしまふさ共の場を去って再び顧みない。放置せら

れた搭盤は基部ご連絡する細い表皮が乾燥萎縮する矯めに、その部分が切れ

て敷日の後には地上に横はる。

搭霊が乾燥して来る芭卵を納めて居る部分のみが高〈膨起して来るのマ

その部分は容易に認めるこさが出来る。

揺箪が遺られるのは若い枝のみ民止まらすも、私が札幌郊外国山氏於て19・

28午6月上旬広観察した際院はイタャの太い葉柄広造られたものを多数民見

花。特民間山山頂に於りるイタヤは被害最も著しぐ、若い枝吉生育した葉の

太い葉柄の大半が切 b取られて居ftoカ当、る現象は恐らぐ日光のよ（あたる

山頂に多数に集ったジ9プトチョッキ 9（ジ9プトチョッキ 9は趨光性を有す
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る）が始めは技を切断して搭笠を遭って居？とが、次第~t.若い枝を切断し轟し

その不足の分を太い葉柄を以て代用し？と矯め起ったものさ思はれる。

ジ9プトチヨ少キリは多くの場合に群居して居。、一本の木に多載の雌

雄を見るのが普通で車濁に居るのは稀である。 E WASMANN氏は R砂町・!tites 

sericeus, R. pubescens, R. betulae ( =Dφoraus betulae）につき同様の事貨を認

め同氏著Trichterwickler(I 884）第r91頁に，，Sofanden wir z. B. im Mai einige 

junge Birl王enoder Buchen, anfangs Juni einen Erlenstrauch, zahlreich mit arbei-

tenclen Trichterwicklern (Rん.betulae) besetzt, wahrend die benachbarten S仕忌u-

cher derselben Art leer standen. Vielleicht hat auch bei diesen Kunstinstink-

ten der Nachahmungstrieb eine wenn gleich sehr untergeordnete Rolle zu spielen. 

Der bedeutende Einfluss dieses Triebes bei den Instinkten der geselligen Bienen, 

Wespen und Ameisen, namentlich beim Schwarmen der Bienen, ist eine all-

bekannte Thatsache.“さ記述して居るが果してチョッキ 9類tこ摸械性があるも

のかざうかは未t：：確貨には謹明されて居ない。

私が飼育箱内に於て観察したジ 9プトイクピチョッキ 9の雄は何れも搭

盤製作の仕事ire.益々従事せ十数日の後tこは線ての雌雄が死滅するのを常ざし

？とo

2. 卵

卵は長惰固形を呈して居。、その産下される小室の大きょ hもや、小さ

く、色は白色でや》透明である。

3. 幼轟

卵よ bは数日の後ι乳白色の小形の幼畠が癖化する。幼識は頭部を上方

民向りて居る場合（裁断線の方へ）も下方に向けて居る場合（搭置の先端の方）

もある。

解化した幼最は先づ室の側壁よ O食し：始め夏らに上下何れかの方向に搭

筆の外皮のみを捜して食しっ、移動して行く。此の方向は始め庇頭の向いて

居？と方向吉一致するものらしい私の観察したものでは大部分下方（却も若

い棺の先端の方）に向って進んで居t~ 。

私が1928年6月8日に手稲山より持も撮った搭盤（その日広造られたもの〉

敷個を日日後（同月訪日）民開いて見？と時仁は幼識は既に 3乃至4mmk達し

て居。揺盤の内部は大学食ひ謹され、その部分は？と v、外皮のみが原形を保つ
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τ居？とo

幼識の体は細長い固筒肢を墨し、頭部は淡褐色を呈じ、胸腹部は十二節

よbなり乳白色を呈して居る。胸脚は退化して全（消滅して居る。第一胸節

の背板はや、硬化して滑炉マゐるが、第二胸節背板よ 0第八腹節背板に到る

各節の背板は各深い横敏を有し、前後雨背板に分れて居る。第二胸節背板よ

h第五腹節背板迄の七節の各前背板は中央部高ま hその隆起の中央後方は少

しく凹んで居る。第一J腹節背板よ b第七腹節背板迄の各前背板はその雨側に

各一個宛の抗肢隆起を具へ、その施状隆起は各一個の斜後方に曲れる疎肢突

起を具へて居る（挿園 4）。か、る疎肢突起

を有するものはチョッキ YE科の他属の幼

議院は未Tご知られて居ない。

Fig. 4・ 成熟し？と幼轟は六月下旬よ b七月上旬

シ事プトチヨ神甲 Chokkirius1-osti- 頃J;:に土中に入b塾居する。私の飼育した
の幼識の第三暖節〈背面〉く讃大〉

ものでは七月五日比土中氏入ったものが最

後であった。

III. スヂハマキチョッキリ属 Tαt・wαnobyctiscusn. g.の記載

象鼻品科 Curculionidaeチョッキ 9fill:科 Rltyndzitinaeに嵐し、 J、マキチョ

ッキ 9属 旦yctiscusTHOMSON K最も近い。

体は金属先揮を有す。頭部は前方細ま h、複眼は頭部前方の側方にゐり

殆んど突出せ-t・。口吻は J、マキチョッキ Y属¢其れ民似、先端に二個の歯肢

突起を有し、雄にあ bては下面前端の雨側は銃（突出す。燭角は口吻中央の

直前若しくはや、前方より出で十一節よ bなる。柄節tj短かく第一鞭節ごほ

ぼ同民。胸背板は側方聞く、雄にありては強大にして側面に各一個の前方に

向へる疎放突起を有するも雌は此を換し稜肢部は横に長き矩形を呈し、幅

のきょ 0少しく短かし。麹鞘は上方よ b見るさきはや、長き四角形を呈し、明

かなる勲刻列を具ふ。尾節板を露出す。後肢基節は側方第一腹節の伸出部の

下氏程れ後胸側板に達せすもO

J、マキチョッキ Y属 ByctiscusTHOMSON ~の主要なる相違黙は嫡角が口

吻の中央の直前若し〈はそのや、前方よ h出て居るこさ（Byctiscus l二あって

は中央若しくは共のや、後方よ b出て居る〉、稜服部が幅のきょ b少し〈短い

こ三（Byctiscusにあっては少（さも幅のきの長さをと有す｝、麹鞘広明かなる黙

刻列を有し、幅慶き問室を有するこさ（弓yctiscusにあっては勲費jを密布する
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か、無裁の黙~J列を有す）等マゐる。

Typus: アヲ ρ マヂヨツキ 9・ Byct:"scus p.n1ici AuRrvILLIUS〔N.Arch. Mus. 

Paris (3), iii, p. 207 (1892）〕。

Ryctiscus pavieiは AURIVILUUS氏に依 ly Laos産の標本によ h詑載せら

れた種類であるが、 Voss氏は此を憂轡〔Arch.f. Naturg;, A; 87, II, p. 184 

( 192 I）〕より報告し、更民同地よ b同種の麓異型 tmarina Voss （前出文献 p.

285）を記載した。命此の新嵐広はスヂJ、？キチョッキ Y弓yctiscusfonnosanus ・ 

Voss [Arch, f. Naturg,. A, 87, 11, p. 285 (1921刀が属する。

アヲ J、マキチョッキリ pavieiAuRIVILLIL'Sの搭箪袈作法は高橋良一氏〔東

動雑、 xxxx,p. 202, f. 8 ( 1928）〕によって報告せられた。氏は『巣はノプ

ドク防tisルteropliy仰 の 新l.,I,、葉に作られ、一個の菓は一枚の葉から成り立

って居る。葉は裏面を内にして先端よ b基部氏向って捲かれる。葉柄の先端

tこ近（傷がつけられ毛から、葉は杢〈枯れるが地上に落下しない。長3約40-

4Smmある』ご連ィて居られるがか、る揺箆製作法をなすものは生活史既知

のρ マキチョッキ 9類には杢〈見嘗らない。郎もチョッヨFY亜科 Rhynehi仰 ae

の昆最で葉を捲いて搭盤を遺る習性を有するもので生活史の既知のものは、

此のアヲ J、マキチョッキ Y を除いては、何れも葉を縦に即も中肋が搭盤の縦

軸となる模区一方の葉縁よ 0他側の葉縁へ捲いて行〈のである。

Voss, E.氏は〔Stett.Ent. Zeit., 87, i, p・7( 1926）〕オトジプミ類さチョ

ッキ 9類の産卵習生の相異t二関して，，Alswichtigste Feststellung erscheint mir 

die nach biologischen Gesichtpunkten vorgenommene Abgrenzung der Rhinclii司

tinen von den Attelabinen. Es gehoren hiernach die Attelabi・nenund Apoderinen 

zu den Querrollern; im Gegensatz zu den blattrollenden Arten der Rhinchitinen, 

die dep. Uingsrollern angehるren. ＼九f品hrendbei den letzteren die Blattmittelrippe 

der ideellen Achse der Rolle gleichgerichtet ist, bildet bei den Querrollern im 

Gegensatz dazu die Blattmittelrippe den Oberrand der Blattrolle, ist also quer zur 

ideellen Achse aufgerollt.“ご逮ぺて居るがか、る方則は高橋氏のアア J、マキ

チョッキ 9の観察院ょっτ訂正を要するこさになった。

かくの如〈アヲ J、マキチョッキ Yは外部形態のみならず措置製作法に於

ても Byctiscus属さは異った特性を備へて居るこ Eは注目庇値する。

向Voss氏の皐げ比オトジプミ類の揺箪の特徴も杢的般のものではない。

却も同氏は上に引用せる文中にある如〈『オトジプミ類の揺箪民於ては葉の

中肋が上底を形遣って居る Jl~述ぺて居るが、 JVPオトシプミ Euopspunctato-

ー
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striata MOTSCHULSKY llC.闘する DJUKIN氏の観察〔RevueRusse Entomologie, 

XV, 3, p. 4II, f, 19 (1915）〕、及び私が観察し？と同種の地方型 f.aceri K(jNo 

〔束、動雑、 XXXVIII,pp・222-223,f. 5 (1926）；札、農林、 89,PP・ 664-665, 

f. 6 (1928）〕 lこ於てはその搭鑑の上底の外線は裁断線によって形造られ、中

肋によって縁ざられて居ることはない。

IV. 本邦に産するチョッキリE科 Rhynchitinae各麗の

外部形態並びに搭藍製作法に闘する考察

本邦領土内に産するチョッキ 9亜科の属は衣の二族十三麗である。

Tribus Rhynchitiniチョッキリ族

I. Aspido砂ctiscusSCHILSKY ( l 90 3) シJ、J、マキチョッキ 9麗

2. Byctiscus THOMSON (1865) J、？キチョッキ 9麗

3. Tαi切α陶•byetisα'JS KC>NO スヂノ、マキチョッキ Y属

4・ ListroぞyctiscusVoss (1923) チピチョッキ 9属

5. RhyneんitesHERBST (I 797) ナシチョッキ 9属

6. Aderorhinus SHARP ( l 889) ヒグナガチョッキ 9属

7. Eugnamptus ScHδNHERR (1839) ホ Yチョッキヲ属

8. R砂町んitobiusKoNo (1928) ヒメチヨクキ Y属

9・ Para必アorausKC>No (1927) ヤドカ 9チョッキ 9属

Io. σzokkirius KoNo 事〆 9プトチヨクキ 9属

II. Deporaus SAMOUELLE ( 1 8 I 9) イクピチヨyキ9属

12. Neodeporaus KC>No ( 1928) 毛、プトチヨクキタ属

Tribus A.uletiniサメハタチョッキリ族

13・AuletobiusDESBROCHERS ( 1868 / 69) サメ J、ダチヨyキ9属

以下此等各局の形態撃的匡別並びl[C産卵膏性の主要なる特長を筒草民連

ぐる。

A. 外部形態

RわinchitiniR属するものは尾節板を露出し、麹鞘は規則正しき黙刻列を

有するが（稀に Bye前cus 属の如ぐ不規則なる勲刻列を密布するものあ~ ) ... 
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Auletini qr:於ては尾節板は常に麹鞘、に覆はれ、麹輸は普通不規則なる勲j!Jを

有する（稀lit勲刻が列肢に配列するものもあ b）。
Auletiniの麗で本邦に産するのは Auletobius属のみマある。本邦よ hROE-

LOFS氏（1874）及び SHARP氏（1889）によって Auletus芭して詑戴せられ

た種頼は Voss氏（ 1922）に依って伺れも Auletobz'us属に編入せられた。私も

同氏に従ふ。

Rhynchz'tz"nz' t：二麗する 12昆中、強めの必戸'dobyctz'scus,Bycti'scus, Taz'wano-

宅yctiscus及び Lzstro今1ctzscusの困層は後肢基節が側方に於て第一腹節の伸出部

仁よって覆はれ、後胸後側板に遣して居ない。口吻は一般に比較的長（力強

旬、。雄は常民胸背板側方下方に線放或は庇肢の突起を具へて居る。然るに他

の八属庇於ては後肢基節は明らか院後胸後側板tこ遣し、雄の掬背板側方Uと突

起を有するものは唯 R砂nchz"tes麗の一部のもの庇限られて居る。此等四属中

最初の三属は後肢基節が後胸後側板よ bか1.l:hの距離を距て、居るが Lか

b叫yctzscus属では僅か庇離れて居るのみで此の黙では向島は R勿nchz'tes麗に

近接して居るoA伊z'do砂c均C附属は胸背板背面が細かに鍛肢をなし、稜肢部の

幅が長さの約三倍あ h、麹鞘は鍛肢の勲3舗の外に1］、溝肢の帯j!Jの現lを有する。

砂ι均 cus属芭 Taz'wa仰毛yctz'sc仰の特徴は陵l二連ぺ？と。

此等の四属及び Rhynchites,Aderorhz'nus, Eugnamptusの諸属は尾節板の

みを露出し、極めて稀にその直前の腹節背板のー小部分を露はすものがある

が、私の五車問。nchz"tobius,Paradepora：悩， Cho泌 rz'us,Depora•悩， Neodepora悩

tこ於ては少〈芭も尾節板及びその直前の腹節背板の一部分を明かに露出して

居る。

Rhynchites, Aderor/z;切us,Bug間協会加の三車をみるでこ、 R句椛kites車ロ甲車

角球梓部が短〈太〈、蜘節は短〈頭部後方は首肢に経れて居らず、口吻は多

様であるが一般院長〈先端に向ってあまり幅虞くなって居ない。 Eugnampt附

属は後方が首般民溢れた頭部、大なる複眼、著し〈延長した鯛角の球梓部、細

長な体、狭長な附節等院依って特徴づりられて居るoAderorhz'nus属は R砂n-

chz'tesさEugnamptusさの中間に位し、頭部後方は著しき首肢を曇せ今、附節

は Eugnampt郎氏於ける程陪延長せず、鯛角の球梓部は Eugnamptus同様甚

7ざし〈延長して居る。口吻は Aderorhinus,Eugnmψtus 共区比較的短（断面

は幅庚い。

E玉、の玉恵 Rhy舵 hz'tobius,Paiγ叫抑制， Chokkziγius,De抑制， Neode抑制

は鯛角¢構造民於て Rhynchites属に近（、球梓部は短かいが、頭部が後方に
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於て首肢に経れて居る黙は Eugnamp加属lこ似て居る。此等五属の中でR毛yn-

c!zitobius属は外形 R毛ynchz・tes属に最も近〈、複眼は竿球肢を呈し、蹴節は太

〈支ぜいが、口吻は比較的短〈、その断面は Aderorh!"nus,Eugnamptus雨嵐広

於ける如（幅虞い、趨鞘は稜肢部の後方に於て不規則なる黙刻を有し、尾節

板の外広その直前の背板をf雄では僅かIF:雌では大部分〉露出レτ居る。共の

他の四属 Paradeporaus，αokkirius,Dφoraus, 1Veodeporaus に於ては（R.砂nchites,

Aderorhinus, Eugnamptus lこ於ても同様）麹輸の勲費l列は稜肢部の後方氏於て

も規則正しい。

ChDkkirius l:: P,仰のorausは互に近接した属マ共に体倒卵形を呈し、雄ぞ

は尾節板ごその直前の腹節背板の一部どを露出するのみであるが雌に於ては

此等二節の外に更民その直前の腹節背板の一部を露出し、雌の口吻の基部の

断面は固形を呈し、前者では口吻の基部複眼の直前に毛塊を有し側方に突出

物はなνが、後者では基部に毛塊を快き且つ雄の口吻の雨側胸角基部の直下

院側方ι突出せる舌蹴突出物を有する。此の Paraゐ?foraus属の雄の口吻の特

徴ば杢〈縄特のもので未Tご他のチョyキ9類には知られτ居ない。雨属共に

複眼は小さく竿球肢をなして突出し、後肢附節の第一節は次のニ節を合した

るものごほ~同長である。

Dφoraus及び Neodeporausの二届は雌雄共広尾節板及びその直前の腹節

背板の外に更に他の一節の背板の一部を露出し（但例外ごしてD.mannerheimi 

HuMELの如〈雄では尾節板三その直前の背板の一部のみを露出するこさる

9 1，口吻の構造は Aderorhinus,Eugnamptus, Rh nchitobiusの諸属の様に比較

的短〈、断面は常に幅嘆い。 Dヂ刀’ausの体ほ一般に細長〈、附節は狭長守、

複眼大きく Eugnampt叫に似た特徴が多いが稀に D.betulae LINNEの如〈体

倒卵形を呈し、附節も短〈太いものがある。

ルodeporaus屈は著しく費達した後肢腿節を有するこど（跳躍肢）、後肢

腿節下面に先端氏近〈二個の小疎肢突起を有するこさ、後肢腔節がや、弓曲

せること等により Deporaus 属ご匝別出来る。後肢腿節 ~t.疎肢突起を有ずる

ものはチョッキ 9亜科の中で、は此の属が知られて居るのみである。

B. 揺藍製作法

dザイdo毛yctiscus及ぴ旦yctisc仰の二属は同様の方法で搭藍を製作し、雌は

I）私が以前に俊表しれ Pm’'fl(ん'f'Jraus腐の記載中腹節背板に閥する部分は、InsectaMatsumurana, 

II，宮， p.6o (1927）及び東京動物準雑誌、 xxxx,p・42( 1928）に挙げれ言己主Eでは雄のみの特徴であm、
Insecta Matsumurana II, 4, p. 177 (1928）に事げれ記載では峰のみの特徴である。



KONO: UEBER 2 NEUE GATTUNGEN VON RHYNCHITINEN I 33 

葉を捲いてその中に産卵する。葉に裁断線を造るものはなく一葉の全部若し

くは敷葉乃至敷十葉を捲いて一個の揺笠ざする。その場合常広葉のー側の葉

縁よ b捲き始められ中肋は揺笠の縦軸の方向を示して居る。一葉を捲いて搭

重量を造るものにはプドク J、マキチヨ yキリ dザzdo毛yctiscuslacunipemむ｝EKEL,

宅ycti'scuspopulz LINN乏があれ大形の葉の場合院は一葉を小形の葉の場合に

は敷葉を用ふるものに宅yctisc弘sbetulae LTNN立があり、常に多数の葉を捲く

ものにはドロ J、？キチヨ yキ9宅yctzscusc01伊 zerJ~KEL，同種の鑓異型 E prin-

cφs SOLS KY，サメ J、グJ、？キチヨ少キ Y B. rugoszσGEBLER, -1タヤ J、7 キチ

ヨyキヲ B.venustus PASCOE等がある。

Taiwanoぞyctz'scustこ属するこ種中生活史の知られて居るのはアヲ J、マキチ

ヨヅキ y T. paviei AuRrvrLLJUS であるが、此の障は前述の如く葉を先端より

上方氏捲き上げて搭笠を造り、裁断線を設げず、搭笠は一葉全部よ 0なら。

かく葉を下方よ 0上方へ捲き上げるものは他のチヨァキ Yで生活史蹴知のも

のには杢〈見嘗らない。

Listro宅yctiscusの生活史は不明であるが体の構造が前詑三属に近く口吻の

構造も似て居るから（口吻の構造は産卵習生ご密接なる関係主有する）多分捧

葉して揺鑑を造るものであらうさ思はれる。

R毛y町ゑites属の搭笠製作法は多様で（口吻の構造も盤化が多いがん呆賃

収穴をあけて産卵するもの、葉の中肋に穿孔して卵を産むもの、芽に産卵す

るもの、若い枝に産卵するもの等あるが、共通の性質吉見る可きことは必ず

孔を穿もその中に卵を産卵することである。果賃Uと産卵するものにはナシチ

ョッキ 9 Rlzy11chites heros ROELOFS チョウセシチヨ少キ 9 R. koreanus Kfmo, 

毛、チョ yキリ R.δacc.んusLINN孟，ヤマナシチョ yキP R. cupreus LINN企，向

精の襲異型 f.jJU1アureo-z山laceaVoss, R. auratus ScoPOLI, R. aeタuatusLnrnf:, 

R. giganteus KRYNICKI, R. r必erFAIRt.加問 （cribripenni'sDESBROCHERS), R. biw!or 

FA8RICIUS等が代表的のものである。葉肋に産卵するものに R.pau.xillus Gは－

MARI), R.かたゆunctatusSTEPHENS (alliariae I、AYKULL）があり、若い枝、茅等

tと産卵するものに R.pubescms FABRJCIUS (cabjfr.Jns GYLLENHAL), R con’uleus 

DEGEER (conicus lLLIGER）等がゐる。

Eugnamptus屈の種類で生活史の知られて居るものは本邦にはないが

I) R. paux品目 GERMARは E.WASMANN氏は（Trichterwickler,p. 223, 1884) Triebbohrerな

りさ記して梼ろが.E. SCHMIDT氏（Zeitschr.f. wiss. Ins. Biol円gie,XIX, pp. 187-190, 1924）によれ

1:0艇の中肋に裏面より穿孔して産卵するものである。
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FLE.TCHER氏が E.mirgina~us PASCOE〔S3meS:mth Indian Insects, p. 329 (1914）〕

Uとついて観察したものによるさ葉の基部氏近〈裁断線を設け（南側より中肋

迄）その裁断線以下の部分の裏面に中肋に沿ひ数個慮に一個宛の卵を産下ず

る。葉を捲くことはない。

Ad》rorlzinus属の生活史は未知でゐるが口吻の構造!J>Eugnamptus属に最

もよく似て居るわら向島ご近似の産卵習性を有するものご思はれる。

R砂nchitobius属はヒメチヨ yヨr, R. tristzs F ABRICIUS一穂区よって代表

されてゐる。同種は外見は Rめ111c!zites属に似て居るが産卵習性は Depor.ws

と共通性を有する。此の種類は FABRIC!US氏に依bAttelabus trzstis (1794）ご

して費表され後 GERMAR氏（1833）によ 9Rhynch:'tes 属 ~t.入れられたが FAUST
氏は D伊oraus属に移し、後 SHARP氏（1889）民依り耳ぴ R砂nc!z£tes属lこ入

れられた。 SCHILSKY氏（1903）は D:porausを Rlzynchitesの亜局芭しτ認め

Rlzynchites ・ (D伊oraus)tris的ごして取 b扱って居る。 E.Voss氏（1922）ば産

卵習性が Rhynclzites麗とは全く異 bDヂora us属ご似て居るニさに依b後者

Uζ属するものとした。然し私（1928）は同種が体の構造に於て濁特の特長を有

するこ芭を認め新属 Rhynchitobiusを新設した。葉にー側よ b裁断線を設けそ

れ以下の部分を縦に捲いて搭箆を造る捲葉者でゐる0

CJzokkirzus 属は院に述~t"C.如〈シ 9 プトチヨ y ヨF ') C rosti SCHILSKY に

よって代表せられ、外見は R毛ynchitesよbも Deporausに近いが産卵習性は

Rhync!zites k近い。即も若い枝若しくは太い葉柄を搭鑑乏し此庇穿孔して産

卵する。

産卵習性と相侯って（体の構造の外見に反して） Rhy町 hitobiusの口吻の

構造が Deporauslこ似、 αokkzriusの口吻が Rめme!tite s uz:似て居るのは、口

吻の構造さ産卵習性ごの関連を物語るものである。

Parad.ザora us属lこはヤドカ 9チヨ少キ ＇） P. paras£ticus KoNo一種が知ら

れて居るのみである。此の種類は既仁揺盤製作の本能を失ひ、イタヤ J、7 キ

チヨァキ 9宅yctiscusvenus加 PASCOE の搭堂氏産卵し、幼識はその寄主の接

盤の！な部を食して生長する。此句麗は外部形態が αokkirius属lこ最も近CH.

その食する植物も共通でゐるから此れよ b分れたものさ思はれる。私は翼民

ジ Yアトチヨ yキ＇） Chokkirius rosti SCHILSKY が未t:• Depora仰さして取扱は

れて店－ ！）且その生活史が不明であった鋳に、東京動物皐雑誌 xxxx,p. 44 

(19~8）には『ヤ J.＇カ 9 チヨアキ 9 属は形態皐的に Deporaus 属より分化せる

ものご思はれるが、 Depon1us麗の種類で生活史の既知のものは何れも葉を捲
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いてその中に産卵する揺鑑製作者であるから、恐らく本種も葉を捲いて搭盤

を造る本能を有して居たものが、何等かの機曾に他種の搭盤に寄生的生活を

管む様になり、本来の揺笠製作の本能を失ったものであちろcJご遮ベ？とが

此は多分謀。であって、雌の口吻の構造を見ても αokkiriusの如〈穿孔して

産卵する習性を有するものよ b分れたものと信守らる。因みbてか、る容生的

生活を管むものは他のチョッキヲ類には知られて居ない。

Deporaus扇は Voss氏〔Deutsch.Ent. Zeitschr. pp. 335-337 (1923）〕が

述べて居る知〈、葉に雨側よ 0裁断線を設げてそれ以下の部分を縦に捲いて

搭霊を造る捲葉者である。代表的のものはカバイクピチョッキ ＇） D. betulae 

L!N'.'<E ~コナライグピチヨ少キリ D unグormゐROELOFSの二積であって、前

種マは裁断線は ω 形の曲線を書くが、後種で、は直線若しくは中肋上のー黙

（稀K太＼｛、葉肋が中肋に代るこさがある〉を頂黙とする鈍角をなす。

Rhynピh佐spacatus FAUST〔De，比scheEnt. Zeitschr. XXVI, p. 285 (1882）〕

は SCHILS口氏［K託 Eur.XXXX, 18 (1903）〕は Dφora usにλれて居るが此

の梧は DJUKIN氏〔RevueRusse Entomologie, XV, 3, p. 410, f. 18 (1915）〕に

依るミジ9プトチヨァキ ＇） ~ 同様の方法マ若い枝氏搭盤を造る。然し FAUST氏

の原詑載にも SCHILSKY氏の詑載にも口吻の構造に関する精細な記述がなく

私l士一頭の標本をも持たないので本種がざの属に入る可きものが剣らない0・

ルodeporaus届の生活史は未知で、あるが口吻の構造が Dψora附属吉一致

して居るから恐らく同局芭近似の揺霊製作をなすものマゐらう。

Auletobius属の生活史も不明で、あも。

格。 lこ雌の口吻の構造2その揺笠製作法さの関係を総括して見ると、 As-

pido宅yctiscus,Byctiscus，訪ね仰0わIC出cus等の如く比較的太〈長〈先端の幅康

〈なった口吻を有するものが葉に裁断線を設けず此を捲いて揺箪を造る捲葉

者であ b、R砂町んよ＇tes，αokk:'riusの如〈日吻が細長く先端のゐまり幅庚くな

いものが穿孔してそのhに卵を蔵め、 E’ψzamptus,Rltyndzitobius, Deporaus等

の撲に口吻の短〈て幅庚いものが葉に裁断線を設けてそれ以下の部分仁産卵

する搭笠製作者でゐるこどが剣る。葉に裁断線を設け甚だ巧妙に葉を捲tt、て

揺箪を造るオトシプミ類に於ては口吻は甚だ短く頑健である。かくの如く口

吻の構造さ産卵習性さは甚だ宮接な関係を有するものであるからそのーを知

っτ他を大体類推するこさが出来る 01)

1) 欧洲産のチヨヅキリ類数種の口吻の構造k~卵習性さの関係については E. WASMANN氏が

同氏著 Trichterwickler(1884）巾に精逃してゐる。
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RESUME 

Gattung Ohokki'l'ius n. g. 

Kοrper verkehrt eifOrmig. Kopf hinten deutlich halsartig verschm品lert;

Stirn zwischen den Augen breit; Augen halbkugelich hervorstehend. Russel 

beim Weibchen ziemlich schmal, an der Basis stielrund, vorn etwas verbreitert, 

etwas gebogen, dicht vor den Augen mit einem Haargiirtel, welcher aus l孟n-

gercn, dicht stehenden Harchen bestehend ; beim Mannchen ziemlich kiirzer, 

breiter, vorn spatelformig verbreitert, die Hiirchen an der Basis kiirzer und 

sparlicher. Fiihler nicht gekniet, I 1-gliederig; Keule etwas losegegliedert. 

Halsschild an den Seiten gerundet. Schildchen klein, fast rechteckig. Fliigel岨

decken viel breiter als das Halsschikl, hinten verbreitert, an der Spitze einzeln 

abgerundet, die Punktstreifen regelmassig, der Rand『 und・ vorletzte Punktstreifen 

nicht abgekiirzt; beim :vlannchen ausser dem Pygidium nur ein Dorsalsegment 

sichtbar, beim Weibchen aber z. 

Diese Gattung steht der Gattung Parat旬。＇YausKoN01) sehr nahe, von ihr 

jedoch <lurch den Bau des Riissels und <las schm込lereHalsschild verschieden. 

Genotypus : Rhy釘 ・hites(D伊oraus)Rosti Sc即 日KY2)

Biologie: Chokkirius rosti ist ein Zweigbohrer. Der・ Kafer fliegt von Mai 

bis Juli. Das Weibchen schneidet den jungen Zweig oder Blattstiel von Acer-

Arten, z. B. Acer pie却m,A. Mayri, A. palmatum, A. j'aponicum, und A. uku-

rutulense, fast ganz durch (Fig. I und 3), dann bohrt es sich in ein Loch, in 

dem es ein Ei legt (Fig. z). Die Larve verlasst die Brutst品tte,wenn sie reif 

ist, und verpuppt sich in der Erde. 

Gattung Tαiwαnobyctiscus n. g. 

Farbung metallisch. Kopf nach vorn gleichmassig verschm込lert;Augen 

kaum hervorstehend. Russel ziemlich lang, aber kraftig, an der Spitze zwei-

spitzig. Fiihler mehr oder weniger vor der Mitte des Riissels eingelenkt, nicht 

gekniet, I r-griederig. Schaft und das erste Geisselglied fast gleich lang, das 

I) Ins. Mats., II, p. 60 (1927）・

2) KaιEur., XXXXII, 79 (19ロ6).



KONO: UEBER 2 NEUE GATTUNGEN VON RHYNCHITINEN 137 

7te Geisselglied stark quer. Halsschild seitlich abgerundet, l:>eim Mannchen an 

jeder Seite mit einem nach vorn ge巾 htetenDorn, beim Weibchen ohne solche. 

Schildchen quer, kiirzer als halb der Breite. Fliigeldecken mit ziemlich regel-

mas~igen, normalen Punktstreifen und deutlichen Zwischenraume. Pygidium 

合d. Hinterhiiften erreichen nicht die Episternen der Hinterbrust. 

Diese Gattung ist verwandt mit der Gattung宅yctiscusTHOMSON1', unter-

scheidet sich von dieser aber <lurch die Fiihlereinlenkungsstelle, das kiirzere 

Schildchen und die ziemlich regelmassigen, normalen Punktstreifen der Fliigel-

deck en. 

Genotypus：砂ctiscuspaviei AURIVILLIUs2' 

Zu dieser Gattung geh釘tnoch eine Art ：宅yctiscusformosanus Voss3' 

Biologie : Taiwano毛yctiscuspaviei ist, nach Herrn R. TAKAHASHIρ，ein 

Blattwickler. Das Weibchen rollt ein Blatt von Vitis heterophylla von der Spitze 

nach oben, bis auf die Basis, auf. 

1) Sk. Col •. VII, p. 29 (1865) 
2) N. Arch. Mus. Paris (3), iii, p. 207 (1892）・
3) Arch. f. Naturg., A, 87, n, p. 285 (1921）・
+) Dobutsugaku Zasshi, Tokio, XXXX, p. 202, f. 8 (1928). 

． 
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安斑票占病 菌の子嚢殻時代

栗林敷衛
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THE ASαOEROUS STAOE OF HELMINTHOSPORIUM SATIVUM 

BY 

KAzUE KuRIBAYASHI 

(With plate II) 

緒 雷

婆班勲病々原菌 Helmin必oザoriumsativum P. K. et B.は 19ro年 L.H. 

PAMMEL, c. M. KING, A. L. BAKKE三氏（rs）が北米合衆園アイオヲ州にて大要

民殺生せしもの~就き初めて記載せしもの広して、現今同困の中部及北部θ

諸州民は康〈分布し、大妻、裸妻、小妻、ライ妻、燕萎等の重要禾穀類の外多

数の禾本科植物を侵し、就中小委には根腐（Foot-rot）を惹起し大害を輿ふる

地方砂からさーるを以て、 1920年頃よ b植物病理皐者の注意を惹く蕗巴なれ

LOUISE J. STAKMAN (r6), L. T. DosDALL(9). F. L. STEVENS (17), c. DRECHSLER 

(10), J. J. CHRISTENSEN (J）諸氏の詳細なる研究相腫ぎて現はれたの 。本病菌

は合衆閣の外カナダ、アY ゼンチン、イギ9ス、ドイツ、スクエーデン、イ

タ Yア、ロシヤ、南アフ 9ヵ、オーストラ Yァ等にも費生すo斯如〈庚〈分

布せるにも拘らず、共接見の比較的近年に属するは DRECHSLER氏の云ふが如

し従来大要綱斑病々原菌 Helmintlw乎oriumteres SAcc. 芭混同されし；場合多

かちし~よるものなるべし。我園に於ては、 1919年津田兼吉氏（6）が圭湾に

於て本病の殺生を記載せるを以て鴨矢ごすべく、西門義一氏（3）は 1925年

岡山鯨下にて大要民普通に稜生しつ》あるを報告せb。北海道広於ては石狩

渡島、北見の諸地方にて標本を採集せh。札幌市町近にでも近年慮々に費生

す。本皐農皐部附属試作園には、毎年大妻、裸妻、小委等広費生多〈、葉、

種子等を侵害する ([C止らず根腐を惹起し、立枯株、萎縮抹等を生珍しめて被

害砂からず。故に榎本鈴雄氏（r)(2）は 1923年以来本病菌に就きて研究主行

ひっ、あり。

[1、悶nsact.Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. X, Pt. 21 1929] 
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本病菌の子嚢殻時代tこ就き CHRISTENSEN氏（7）は共生活史を研究中、種々

の方法を試みしも之れを形成せしむるこさ能は Fりしを報告せb。 STEVENS 

氏（17）は、菌の系統によ bて蒸米培養基上広於℃菌核を豊富に形成するもの

あるを遁ぺ？とるも、未t：•完全に成熟せし子嚢殻時代を記載せしものあるを見

ず。然るに著者は本菌につき賓験中、共子嚢殻の成生を認めたるを以て、弦

Wt其時代につきて報告せんとす。

本研究を行ょに嘗 hて伊藤敬授の指導に負ふ研多し、詑して以て感謝の

意を表すo

手嚢殻の形成及設育

供試材料は 1927年八月上旬に北海道帝園大皐農皐部附属試作国民於て

採集せし、瑳黙病菌に設しく侵害されし大萎及小委の葉氏して、之れを稲妻

煎汁寒天培養基（乾燥稲藁 1oog.寒天 20g.蒸溜水 IOOOC.C・）を用ひて分離せ

り。第一四分離は八月中旬に行ひ室温中氏静置せし氏、四五日経て被害粗織

上及共周縁の培養基上に費育せし菌線中には、 Helmin必o伊orimnsativum菌の

分生胞子を密生せしのみならず、黒色の菌按様小体を散生せり。此菌核様体

は衣第U亡成長し、約三週間後民至りて、共少数には子嚢胞子略々成熟して、

Ophiobolusじ属する子嚢殻時代を生守0。共後供試材料は乾燥標本芭して貯

識し置き、絶え今、同一方法を用ひて其分離を行ぴたり。九月下旬よ b翌年五

月上旬に至る迄の聞は外気低温にて、室温中氏ては分離材料より本病菌の費

育を見ぎるによ b掻氏 25度乃至 28度の定温器中にて培養せし氏、子嚢殻の

形成及費育は常に頁好な 0しも、其内容の成熟するもの殆んざなく、説れも

菌核肢態にて終るを見たり。然るに五月中旬以降は外気温暖に向ひしを以て、

分離後室温中氏静置せし(fr.菌はよく鞍育し、常に容易氏子嚢殻を形成し、約

四五週間を経れば、共大部分は内容成熟し、完全なる子嚢胞子を生壱0。本

病菌は被害組械を混室中氏配列するも子嚢殻を形成せず、又野外tこ於て寄主

体上院形成せしものは未t：•之れを認めぎるな 0 。

手嚢殻時代の形態

子嚢殻は杢形アラスコ肢をなす。殻壁は黒褐色茨質にて、敷居の細胞よ

b擬柔組織をなすO 表面は粗雑なる網肢紋を呈し、初期には共表面より菌織

を密生し、後捨子梗{t'生ずるも、成熟期に至れば大概ね萎凋す。成熟せる子

嚢殻に於て往々頭部の下方に未熟携子梗己認むぺき短き剛毛を疎生ずるもの
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あ bo体部は球形叉は擬球形、頚部はよく費遣し、未熟期には描物線形なる

も完熟せば園筒形をなすo

子嚢は多数生じ、国筒形叉は紡緯形にて、其中央よ b少し、〈基部tと偏
して膨大し、頂部は鈍頭、基部は急に細まる。基脚は短〈、多少屈曲す。異

直なるか、殻壁に沿ひて湾曲すO 皮膜は無色にして薄しo

綜肢体は無色にして、長形薄膜の細胞よ bなる。子嚢殻の内容の未熟な

る時期に擬柔組織の中央に生じ、束肢をなして額著に見ゆるも、共聞に黙々

子嚢を生じ、共成熟するに及びでは、擬柔組織さ相混じて、存在不明瞭さな

る場合多し。

子嚢胞子は低度の廓大にては淡撒撹色を呈す。倒鞭股又は綜肢にて雨端

尖り、基部よ b頂部の幾分膨大せるもの多LG 波肢をなして緩わに屈曲し、

子嚢よ b脱出営時は外面無色の腰皮に包まる。皮膜は薄し。隔膜は6乃至 13

個生以吸水して各細胞膨大せば額著に緊経す。子嚢中に I 乃至 8個蔵せ

られ、普通 4,6, 8，個等のもの多 Lo 左旋して数回螺旋肢に撚捲し、子嚢の

膨大部にて最も密にして規則正しく、雨端＇r;t緩かにして、基部は不規則なり。

子嚢を慶すれば共頂部を破り、廻轄踊躍しっ、念速に脱出す。培養基上k形

成後五十日以上放置せば、過熟に陥りて各細胞は隔膜部よ b切断し、各々濁

立の施子の如くな b終る。

子嚢殻時代の各部の大きさ衣の如し。

子 嚢殻 体部

子嚢殻頭部

子嚢

子嚢胞子

高さ 340-47011 

90-150 

長さ Iro-220 

160ー360

幅 370-530/1

80-l JO 

32-45 

6-9 

子嚢殻時代三分生胞子時代~の関係

子嚢胞子は蒸潟水中にて揺氏25度の時に三時間後に費芽せh。費芽管は

各細胞よ h一本宛稀に二本を生じ、中間細胞は側面に向ひ、雨端細胞よ hは

頂生す。無色にて多少波状民屈曲しつ冶伸長し、後隔膜及分岐を生ず。子嚢

胞子の車一胞子培養を行ふごきは、各程の培養基上lfCて常によ＜ Helmi1励。『

ザorz・um 属の分生胞子を形成し、稀に菌核肢の未熟子嚢殻を生守b。稲藁煎

汁寒天培養基上に形成せし分生施子は黒褐色を呈し、皮膜は厚〈、紡緯形、

ffl!t昆棒形、長橋固形、卵形等をなし、屡々先端叉肢に分岐せる崎形を生ず。
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隔膜は3乃至 9個、普通 5乃至 7個のもの最も多く、長さ 38乃至90μ幅 15

乃至 25μ あり、皮膜は脆弱なればカバーグラス上よ b座せば容易に破壊す。

蒸溜水中揖氏25度にて一時間後に接芽し始め、畿芽管は常に一端又は雨端細

胞よ 0極生す。この分生胞子の形態、費芽法及培養上の性質は、 Helmintho・

乎oriumsativun宮 P.K. et B.菌ι全〈一致す。

次に此分生胞子を大妻、裸妻、ライ妻、燕2喜一稲、粟、玉萄黍、黍、稗

等の葉に接種せしに、説れも病斑の形成を認めしも、特に大妻、裸萎及’！、妻

lこは濃褐色、紡繕形又は構固形の病斑を密生し、天然に費生せし萎瑳黙病の

病肢ご一致するを認めらる。今接種試験の結果を示せば衣表の如L() 

大 妻

裸 妻

小 委

ライ萎

燕 婆

稲

粟

玉萄黍

黍

稗

供試植物 品種名 議病程度
Hord.印符zsati：加 悦 恒 三τ1句、 二角ジユバヲー 十十十＋

Hor.伽 nsativum (Naked ba巾 y) 丸寅九競 十＋十十

Tγiticum匂u!g.αγε 札幌春播小委 ＋＋＋ 

Secαle cereαle 秋 播種 ＋ 

A旬開αsativa ピグト 9イー蝶 ＋＋ 

Oryza sativa 赤 毛 ＋ 

Setaria it.αlie a 奉 天 ＋ 

Zea切zays 官ソグフエ『2 ヲ ＋ 

Panicum miliaceum 中生白 ＋＋ 

Panicum Crus-gali var.frumentaceum 在来種（水田栽培） ＋ 

東区探－~普及小妻の種子区分生胞子を接種して播積せしに、雅苗Uと於ける

子葉鞘の土際部氏濃褐色の病斑を生じ、根腐の病肢を呈するものを生守りo

分類上の考察

Helminthosporium菌の子嚢殻時代として従来記載されし菌にはPleospora

或は Pyrenophora属ご Ophiobolus属とあり。前二属の子嚢胞子は、橋固形に

して縦横に隔膜を生じて俵形をなし、後の属にては総状を呈し、多数の隔嘆

を有し、子嚢中にありて螺旋肢に撚捲す。 DRECHSLER(I I）西門（4）氏等の己

ι唱へたる如く、此雨者は分生胞子の形態及稜芽法に於ても明かに異なる慮

ありo即ち Pleospora或は Pyrenophora菌に屈するもの、分生胞子は、国筒

形にして雨端園〈、設芽管を各細胞より生ずるも、 Ophiobolus菌に属するも

の冶分生胞子は、紡種形、伊j根棒形、長楕固形等をなし、一方氏湾曲するも
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の多〈、費芽管を雨端細胞のみよ b生ずる性質あり。

委煩に寄生ずる Helminthosporium菌中、其子嚢殻時代の院に記載されし

ものは、大委燥斑病菌 H.gramineum RABENH.及大萎網瑳病菌 H teres SAcc. 

の雨菌な ho H.gra仰 ・neumRABENH.の子嚢殻時代に劃して、 DIEDICKE氏（8）は

Pleospora graminea DIEDICKEさ命名 L、NOACK氏（14）は P.triclwstoma WINT. 

菌を之れに宛て？と 0。H.たresSACC.菌の子嚢殻時代ごして、 DRECHSLER(10) 

西門（5）氏等は Pyrenop.んorateres (Omo.) DRECHSLER菌なるを確めt-cI;。然

して本病菌は共子嚢殻時代の形態及分生胞子の形態並に殺芽法より見て、：正

!Ir. Ophiobolus属に隷入すべきものなるこど明かにして、以上雨菌さは全く

別府績なるこさ勿論なり。

禾本科植物に寄生する Helminthosporium菌中、 Ophiobolus 属の子嚢殻

時代を有するこごを費見せられしは、玉樹黍斑黙病菌 0 んeterostropltus

DRECHSLER (I I）稲胡麻葉枯病菌 0./J!fiyabeanus ITO et KuRIBAYASHI (12）及ス

ズメガヤ葉枯病菌 O.Kusanoi NrsHIKADO (13）の三菌にして、落に本病菌を

加へて四穏となれb。此等四菌共に執れも共形態極めてよく類似すれざも、

子嚢穀時代の大きさは衣表に示すが如く、各々異れり。

本病菌 0,heterostrophus発 0.Miyabeanus O. Kusanoi発券

子薬殺体$ 340-470×370 -530μ 400 x 400 -6oop.・ 370-66ox 370-780件 300..0350tJ. 

子嚢殻頚部 90-150×80-IIO 15ox 150 100-200×55-IIo 

子 嚢 110-220x 32-45 160-18ox25-28 160-200×25-32 130-170×14ー且8

子嚢）j包子 160 -360×6-g 130-34ox6-7 235-468×6-g 140-170×5 

子褒胞子隔膜数 6・・13 5-9 6-16 6-8 

即ち本病菌は他の三菌に比して子嚢の幅著し（庚き黙に於て異なれb。

又 0.ルterostroplzusDRECHSLER及 O.Kusanoi NrsHIKADO雨菌よ bは子嚢胞

子大にして隔膜数多い o.. &lケabeanusITO et KuRIBAYASHf菌に比して各部分

の大きさ幾分小な b。

ヨたに此四菌は分生胞子の形態に於ても亦、各々異なれる慮あ h。0.んetero-

stro,'1. 

一方に湾曲せるもの多〈、前者は膨大部中央又は少しく頂部に偏在し、雨端

略々？目栴形に漸細せるも、後者は共膨大部常に中央より梢々基部に偏在し、

寧ろ一方に湾曲せる倒視棒形をなすもの多し0•0. K加anoiN1SHJKADO菌は倒

件DRECHSLER氏州西門氏の原記載による。
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根棒形にしτ真直なるもの多〈、他の三菌に比して著しく小形な b。本病菌

は倒視棒形、紡緯形、長橋固形、卵形或は叉肢に分岐せるもの等あ bて形態

の擾化に富み、湾曲せるもの少く、外皮は黒褐色を呈して厚〈、極めて脆弱

なるを特徴ごすo以上子嚢殻及分生胞子雨時代の形態上よ b見て、本病菌は

類似の三菌さは明か民匝別し得るを以て、別種類2認め得ぺし。

既に逮ぺしがま日〈、本病菌は共子嚢胞子の草ー胞子培養より得？とる分生

胞子の形態及該分生施子を寄主植物に劃して接種試験を行ひし結果よ b委瑳

勲病々原菌島.Zmin功。•sporium sativum P. K. et B. の子嚢殻時代ご確認せるを

以て、共事名主 Ophiobolussativus (P. K. et B.) ho et KuRIBAYASHI と命名

せb。

R企SUM立

In the present paper it is intended to report on the ascigerous stage of 

正retmintho.乎oriumsativum P. K. et B. which was produced in an artificial culture, 

In the summer of 1927, the leaves of barley and wheat a佐ctedby H. 

sativum were collected in the experimental farm of our University, and the 

isolation experiments of the fungus were conducted from these leaves on rice-

culm decoction agar. Small blackish sclerotium-like bodies as well as the conidia 

of H. sativum were always formed on all sides of the small pieces of the host 

tissue placed on the media and about four to five weeks later, these sclerotium-

like bodies developed into the perfectly matured perithecia, showing the charact-

ers of the genus Ophiobolus. 

In a single-spore ιulture from the filamentous ascospore in the perithecia, 

the conidial spores identical to H. sativum were produced abundantly on various 

cultural media. Moreover, the successful inoculation by the conidia was ob-

tained on barley and wheat, and the characteristic lesions appeared on the leaves 

and foots of the host plants. 

Since the ascigerous stage of H. sativum seems to have not yet been des-

cribed up to the present, We wish to propose the new name, Ophiobolus sativus 

(P. K. et B.) !To et KuRIBAYASHI for the fungus, and its description is given 

as follows ：一
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Ophiobolus sativus (P. K. et B.) ho ~t KuRlBAYASHI 

Conidial stage : ・ Helmintho.乎oriumsativu?n PAMMEL, KING. et BAKKI;:, Iowa 

Agr. Exp. Sta. Bul. 116, p. 178-190. 1910. 

Ascigerous stage: Perithecia developing on dead host tissue on cultural media, 

国 rlyerumpent; wall _black, pseudoparenchymatous; .. bodies globose or sub-

globose, 370-530×340-470μ; ostiolar beaks well developed, subconical or 

cylindrical, 8b to I roμ in width, 90 to 150μ in height. 

Asci m:merous, hyaline, thin-walled, cylindrical or long fusiform, straight 

or curもred,shortly stipitate, with round apex, I Io -220×32-4$,l!, containing 

I to 8, mostly 4 or 8 ascospores. 

Ascospores flagelliform or filiform, light olive green in colour, 160ー360×

6-w1., coiled in a close herix, 6 to r 3 septate. 

The present fungus is easily distinguishable from the hitherto described three 

graminicolous species of Ophiobolus, having Helminthosporium conidia,( Ophiobolus 

heterostr.ザ／zus・DRECHSLER, 0. Aめabeanusho et KuRIBAYASHI and 0. Kusanoi 

N出はADO)by the size of all parts in its ascigerous stage, especially by the 

broader width of its asci as well as by the well known di任erencesin the conidial 

stage. 

~I 用

Botanical Institute, Hokkaido Imperial 

Unive目 ity,Sapporo, Japan 
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第二圃版の設明

I 稲苦言煎汁塞天培養基にて分離し、組織上に形成せし Ophiobolussativus (P. K, et B.) !To et 

KUR!BAYASHI 1l置の子嚢殻 170倍

2 同上、成熟せしニ個の子嚢中に子嚢胞子を包蔵せる依強 460倍

3 岡上．成熟せし三個の子議胞子、右方のニ個は蒸溜水中にて携氏25度三時間後に於ける軍基芽献態

460倍

4 子嚢胞子の島幸養によりて得T：る分生胞子を裸奈の棄に接種し、量産病せし病斑部を漉室中lこ置き

て形成せしめたる分生胞子、上方の一個は蒸溜水中lこて揺氏25度三時間後に於ける後芽員長態

460倍



農業植物の露菌病に閲する研究

I. 粟の露菌病菌 （Sclerosp<Wαg側側伽icol，α）Iこ就て

（第一環報）

樋浦誠

一一一一一ーードコ咽－＝－＞＜－ー一一ー一

STUDIES ON SOME DOWNY MILDEWS OF AGRICULTURAL PLANTS. 

I. O~ SCLEROSPORA GRAMINICOLA (SACC.) SCHROET., 

THE CAUSAL FUNGUS OF THE DOWNY MILDEW 

OF ITALIAN MILLET. (THE l"'IRST PRELIMINARY NOTE) 

BY 

MAKOTO HruRA 

緒 雷

著者ほ数年来、各穂農業植物の重要なる露菌病の研究に着手し、特に従

来、未解決の偉残されて居る諸問題の攻究院努力して居る者そあるが、稀巴見

る可き成績を扇も得たので、取敢へ今報告して、護者の参考に供したいと思

ふ。

此の論文では、粟の露菌病々原菌の生理的性質l[C闘する貫験の一部分を

報告したい心算マあるが、貫験成績の詑通院入る前に、病原菌の串名l二就て

一言し？とい。

TRAVERSO (13）氏が、粟の露菌病菌を研究して、其の卵施子が、エノョロ

グサの露菌病菌の卵胞子よ 0も、著しく大型で、あるのを認め、雨菌を同ーの

種類吉見倣すのは穏嘗で無いごして、粟η菌に劃しては、特に Sclerospora

p匂 minicola(SAcc.) ScHROET. var. Setariae-z"talicae TRAVERSOなる新接種名を奥

へたのは、賞広一九O二年の事マあるが、其れ以来菌皐者並に植物病理皐者

の聞に、粟の露菌病菌の串名に艶して二つの見解が生じ、或者は TRAVERSO

氏に同意して、新盤種名を採用して居るが、他の者は、粟の菌も、エノコログ

サの菌も、金〈同一種類さ認めて、従来週 f) Sclero伊oragram仇icola(SAcc.) 

ScHROET. を皐名さして採用して居る。例へば前の意見の維持者ざしては、

[Transact. Sapporo Nat. Hist.日tc. X, Pt. 2, 1929] 
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本邦の津田（rr）、原（4）、笠井（6）氏等があ 0、後の意見の維持者ごしては、

BUTLER (1) (2）、 .MELHUS(7) (8) (9）氏等がある。尤も BUTLER氏は彼の論文民

明記してある様に、彼が研究した粟の露菌に於ては、その卵施子の大きが、

エノコログサのものよ 0も、別段大き〈ないこさを認めた。従って、彼の菌

は TRAVERSO 氏の新盤碕には営らないさ云ふのであって、卵胞子の大きい事

を認めながらも、それだけの根擦で、新捷樺を作るの民は、反封t：：：：~云ふの

ではないので、ある。 MELHUS氏等の論文に於ては、皐名の論議はされて居な

いけれざ、彼は ScleroザJragrami・nicolaが、玉萄黍、粟、エノコログサ等位寄

生するこさを報じて居る。本邦に於ける前記の人遣は、粟の菌の卵胞子の形

態、が TRAVERSO 氏の新接種に符合するから、共の佳採用して居る様ι思は

れる。

著者は之等のごつの意見に劃して、最初二重の興味を持った。即も其ー

は、粟に寄生する露菌病菌に、或は二種類有るのではないか．例へば BUTLER

氏等が認めて居る小形卵胞子のものと TRAVERSO氏及び本邦の諸皐者が認め

て居る大型の卵胞子のものごの二種類そある。而も、大型卵胞子のものほ、

粟？ごけ民寄生し、小型卵胞子のものは粟及びエノョロク・サの類に寄生するの

かも知れない。或は又大型の方も、小型の方も、各々粟及びエノョログサの

類に寄生しながら種類は異って居るのわ也知れない、ど云ふ様な興味である。

其の二は、全〈反主tu亡、粟の菌は一種類でゐるが、環境の知何によって共の

卵胞子が著し〈大きくなった b、小さく成ったりするのではなからうか。そ

の上エノコログサに見出される露菌病菌も、或は粟のご同じ菌ぞはながらう

か。それごも、異った菌であらうかo と云ふ興味で・ある。之等の疑問が充分

仁解決される迄は、粟の菌の正嘗な皐名を決定するこさが出来ないのぞある、

而も、之等の問題を解決する民は、粟の菌及エノコログすの菌の充分なる形

態的検査が肝要で、あると同時l二、接種試験をも行ふ必要がある。

著者の研究は未だ不充分で、あって、軽々な断定を慎まねばならぬが、今

迄になされた卵胞子の測定結果わら見る芝、同じ畑の病穂の中にも、或もの

は主·~して小型卵胞子を生じ、或ものは大型の方を主ざして生じて居る。若

し、その小型胞子を生守、る病穂t：•けを検査すれば BUTLER 氏等の記載l[C.一致

する、若し叉、大型卵胞子の方の材料だけを検査すれば TRAVERSO氏の新獲

種に符合する、さ云ふ様な結果になって居る。而も、同様な関係をエノコ官

グサの材料中にも見出すこ芭が出来た。今若し、粟に見出された小型卵胞子

のものも大型卵胞子のものも杢〈同じ菌広島して居るものさ仮定し、又エノ
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ヨログヲF~見出された爾型卵胞子l司e志も矢張b 同じ菌に属して居るものさ般
定すれば、卵施子Tゴけの比較では、金〈粟の菌もエノコログテの菌も同一種

類ご看倣さねばならぬ程よく一致して居る。而も面白い事には、批等の菌は、

今迄記載されて来た Sc!erosporagraminicola菌にも符合しないし、きりさて

Sc!. graminicola var Setariae-italicaeにも符合しない。恰もこの雨者の詑載を

会して一つにした様な記載に符合するわけである。併しながら、卵胞子だけ

の性質を比較して、種類を云々するのは可な bの危険を免れないし、且叉著

者が見出しti右の如き成績だけでは、果して粟に見出された大型及小型の卵

胞子が同じ菌に属するものか否炉、断定するこさが出来ない。又、エノコログ

サの菌に於ても同じ事が言へる。接種試験や分生胞子時代の比較研究に侯っ

て、剣定するより道が無It、。何れにせよ、著者は目下のごころ、唯、卵胞子

だげの比較によって新設された TRAVERSO氏の新嬢稽に費して賛否を決め難

いから、此慮ではしばらく、従来通bSc!erosp.Jra graminz~ola (SAcc.) ScnRo町．

をそのま h 粟の菌の皐名古して襲踏し、後日その正否に就て詳論したい芝

居、ふ。

分生胞子時代の病衛

Sc!ero.乎oragraminicolaが卵施子時代の外に分生胞子時代を持って居る事

は、古い昔から知られて居る事であるが、卵施子時代の病徴が極めて顕著な

るK卦して、分生胞子時代の病徴は、それほ吉、人目を引カコない矯めに、従

来、未tt、精細な観察が行はれて居ない恨みが有る。粟の菌に於て特に然。

である。因て著者は先づこの分生施子時代の接現経過を精しく知らん芭欲し

戸外で越年3せ？と卵胞子を、畑及び素焼の植木鉢K津山混入し、共蕗へ粟の

種子を播いて接病肢態を観察した0・粟の品穏は、岐阜高等農林皐校農場産の

『ムコグ？ジ』及ぴ『越前演椅』（之は品種名が不明なので、偲に産地名を共

の憧用ひる事にした）の二種類を貫験民供した。其の結果によるさ、分生胞

子時代は粟の第一葉が地上に現はれるさ同時に現はれ得るものである。其の

場合、病葉は一見、金〈健杢に見えるが、裏面に微かな白粉様の徴を生ずる

から、横から注意して観察すれば、比較的容易に認めるこさが出来る。尤も、

方通、る病徴は粟の子苗時代に於ては、あまり永〈績くものでは無い数日に

して、被害葉の表面が慶色し、聞も無〈枯死する。此の場合若L：被害が甚し

げれば子苗まで枯死するが多〈は生長をつ Yけるものであるo面白い事院は

一度、子苗時代に擢病じた植物は、著者の観察じた限bに於ては、全く例外
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無しb亡、必今、次々の葉が順々に礎病する。而も此の連績的な接病は決して外

部からの戚換では無〈、内部の組織を通して侵害する潜在菌繰民基因するも

の、如〈観察された。

粟の子苗時代に於げる分生胞子は、斯の知〈、甚だ振はないものである

が、大形の成葉に現はれる分生胞子は非常に頴著なものである。純白の粉股

物が縦線広務、うて密接族生する肢態は、確かに重要な病徴卒して、見逃しで

はならないものマある。同一の成葉上に、三週間或はそれ以上も永〈連績し

て、夜毎民分生胞子が形成されるあ？と O仕事著しい特徴己認めねばならない。

之が従来、あま bよく観察されて居ないさ云うのは、寧しろ不思議に思はれ

る枕マある。

併しながら、か、る顕著な分生胞子並に捨子梗も、一度、雨が降れば、殆

んざ杢部洗ひ流喜れて仕舞ふもので、ある。のみな ιず、雨天の連績は、分生

胞子及び捨子梗の形成を阻止する様に見える。分生胞子が最もよく、形成さ

れるのは晴天の日の翌朝、露深き時であって、確カコに分生胞子の産出さ寄主

体の管養生理芝の聞には、密接な闘係があるものらしい。

成葉に於ても、子昔時代の如〈分生胞子時代は原則ごして、葉の裏面に

生ずるが、菌の侵害程度が激甚な場舎には、時々、葉の表面にも形成される。

病植物は大体に於て健杢な植物さ襲。なく或期間は生長するものである

が、出穂の頃Uとなると、雨者の開に明かな直別が出来る。乃も、病植物に於

τは、逼常穂が形成されずに、尖端の葉が、まだ開かないうも区寅化又は白

捜して仕舞ひ、やがて褐色に襲じ、それが風雨Uとさらされると乱髪肢になっ

て仕舞ふ。そして杢体の大きも一般に小きい。禍色に鍵じたのは卵施子の形

成を物語って居るわりである。著者の賓験岡では、子苗時代から接病した粟

植物の生涯は何れも上述の知き経路を辿って居る。著者は不幸にして、病穂

殺生の経路を未だ明かにすることが出来なかった。叉著者の貫験聞に於吃仕、

分生胞子による二衣的戚染は少〈も、葉が相官に大きく生長してから後には

殆らざ認められなかった。その矯めか否炉、不明で、あるりれざ、兎に角病穂

は不幸にして費生しなかった。併し、著者は、越後園角田潰村の畑マ病穂を

津山観察したが、病穂を生じて居る植物の葉は健全で、あって、分生胞子時代

を生じて居ないところから見るど二次的戚染の結果でないかと思れるが、或

は子苗時代の擢病程度が極めて軽微で、あって穂に主として費病し？とのかも知

れない。それ等の精しい事情吋今後の研究に待たねばなら泊。

猶、病植物の尖端が白援又は黄化して居る時、採集して尖端の葉を閥ν、
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て見ると、時には、津山の分生胞子が内壁に形成されて居ることがある。又、

内壁にはス，ツプスが見嘗ることもある。

分生胞子の生存力

最初、幾度カコ議芽試験を行クたりれど、皆一個も費芽しなわったので、

恐らく、分生胞子の生存力が短いものであらうと考へ的確な生存力主知らむ

鋳めに次の如き貫験を行ク1~ 。

寅験第一（一九二八、七、四）

方法朝八時及十一時の二回に病葉を採集し、諌め用意せる清静なスラ

イ 1: （捺色）上に、蒸溜水を二滴落し、その中へ分生胞子を、注意深き接濁

じよって落下せしめ、それをとペト 9皿で、造クf己犠室中広入れ、定温器に入れ

て一定時間後に畿芽歩合を検査し？と 0 

共の成績次の如し。

第一表 午前八時採集のもの

「＼
ス ラ イ ドの番強

I 2 3 4 5 

f昼 度 IS。 150 150 15-16。 15-16＇。

一 一
定湿時器巾
の閃 3 4 4 IO 20 

一
登 芽 率 。 。 。 。 。

第二表 午前十一時採集のもの

定温君事巾
の時間

還を芽卒

3 

。

見 ラ イ ド の 番 機

4 

6 

一
15-160 

24 

。
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上表に於りる温度は、夜の溢度に近いので、あるから、温度の矯めに接芽

が害されたものとは考へられないのマ恐〈、分生胞子が著しく短命なもので

あらうさ考へ、克広三えの如き試験を行つ？とo

賞験第二（一九二八、七、六）

方法 日出前、露の未だ乾燥せぎる時病葉を採集して、直も院議室中に

保存し、 1温度二四度、滋度七五併の賃験室に持束。、賃験牽上に病葉をと。

出し、次の如き時間毎Ii?:費芽試験を行った。此貫J験マは各スライ 1：毎に一滴

宛蒸溜水を落し？とo その結果次表の如しO

第三表 即時民畿芽させたもの

＼＼！ 
スラィ γ の 呑 競
一一一一 平 均

I 2 3 

温 首苦 170 170 170 

定湿時器中
の問 3 3 3 

愛芽率 昨 323l 276：叫 312 : 252 1002 : 799 
(78%) (81%) (81%) (80%) 

第四表 五分後殺芽させたもの

「ぐ
ス ヲイ 1－・の番 競

卒 均
I 宮 3 4 

,. 

温 度 170 I7。 17。 170 

定の湿時器中間 4 4 4 4 

霊童芽望事
ヨ48: 81 ~~4%)9 786 : 263 

(33%) (38%) (33%) (33%) 
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第五表 拾分後に接芽させたもの

＼＼＼！  
3ζ ラ イ ドの番号虎

ヱド 均
l 2 3 4 

温 度 170 170 17。 170 

定温·：！~間中
の時 4 4 4 4 

愛芽理解
254: 19 246 : 17 196 ; 14 2II : 17 907 : 67 

(7%) (7%) (7%) ｛也%） (7%) 

第六表 拾五分後民費芽させたもの

＼＼、 ス ラ イ ド の 番 披
＼ ＼ ＼ 

卒 均＼ ＼ 

＼＼  ＼ 
l 2 3 4 

＼ 

湿 度 170 17° 170 x70 

定湿器中
4 4 4 4 の時間

発芽望事 520 : 2 480 .. : IO 500: 0 2%4・7%)6

此の外に二十分、二十五分、三十分、六十分、九十分、百二十分毎に夫

々謙芽させたものは、何れも杢然礎芽しなわった。猶此寅i験に於ては、病葉

を質験蚕上にと 0出してから七分位で、殆んぎ露摘は消失したかの如（認め

られた。又、第六表即も、拾五分後に費芽させた場合に於ては、殺芽して居

る分生胞子は何れも費芽管で畿芽して居1~。これから見ると、或は不通蛍な
外界の肢三日ど、費芽管で、接芽することの聞には、何等カコの関係が存在するも

の、知〈見える。尤も、其後の接芽試験の際に戸外わら朝早く採集して得？と

材料乃中には時々費芽管マ接芽して居る分生胞子ゃ、時には、活字走子も見出

されだ場合があるわら、それ等の黙を考慮すれば、これだけの結果からは、

不通常の肢丑が稜芽管による費芽を促濯するどは断定出来ないであらう、何

れにしても、此の貫験によって、本菌の分生胞子が、甚し〈短命であるこど

を生llることが出来ると思ふo殊に、露の消失後に於ける費芽率の念滋な低下

から考へれば、恐らく乾燥が重要なる致命的因子のーで、あることを想像する

に雑くない。著者は同様な賃験を更に二回繰返したが、その結果責験室の温
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度及濃度が異って居る院もわ、わら今、二回巴も、寅験肇上Uと取。出しでわ

ら二十分後の分生胞子には費芽を認めるこどが出来なかった。尤も二三個宛、

費芽皆で費芽して居るものを見出し？とけれざも、之は最初わら混巴て居たも

のかも知れないと思ひ、考窟？に入れて居ないので、ある。兎に角、露滴の乾く

のが早ければ早いほざ、分生施子の生存力は早く失はれる様に思はれた。其

の後著者は、分生胞子の産出巴溢度の閥係を試験して居る際に、材料を議室

lit:入れて、通営な温度に保てば、容易区新しく分生胞子を生守ιむるニごが

出来る事を見出し？とのマ、そうした装置によって、潟室中で形成させた分生胞

子を用ひて、土建と同様な生存力の寅験をやった。その場合~t.は材料が充分

水滴を載いて居tl矯め氏、水分の乾燥がや、晩れて、材料を出してから十三

分まで、水漏か微カコ民認めらた。その結果二十分後に費芽させたものから急

撤区議芽率が低下し；初め、三十分後のもので、は、全々費芽を認め得なかった。

之等の貫験わちして、分生胞子の生存力は乾燥によって、著し（害され

ることを認めたので、著者は兎広材料を爆室ι保存すること侭よクて生存力

を永〈維持出来るか否かを寅験し？と。その結果、二十二度の室温マは拾時間

の後になほ、多〈の分生胞子が立振に費芽するのを認めた。以上の寅験結果

からして、明かに戸外に於ては、露の蒸費と共に、分生胞子の生命は失はれ

るものであると考へて誤りないと信7炉る。

分 生 胞 子 の 設芽法

Sele仰伊oragraminicola菌の分生胞子が瀞走子で費芽するこ巴は、従来i

められて居るのではあるが、粟の菌の分生胞子の費芽に就ては、未だ充分に

観察きれて居ない雄ひがある。それで著者は、吾が菌も果して瀞走子で殺芽

するか否か、護芽管マ費芽するものを混-t・るが如き事は無いか、若し、有る

ならば瀞走子で畿芽するものとの割合は、ざうで、あらうか、而も雨者の歩合

はざれだけ間定的であるか、或は環境によって容易に一方の畿芽法侭麓化移

行出来るものかざうか、之等の諸黙を吟味することは、本菌の分類事的位置

を定める上に、極めて重要な意義があるので、特に注意深〈貫験観察し？とo

著者は最初、分生胞子の費芽ど混度どの闘係主知らむが矯めに、各種の

温度に就いて数回に渡る接芽試験を試みたが其の際、議芽法をも観察する機

曾を得tz.。その結果、本菌の分生胞子は、その最大多数が瀞走子で接芽する

が、中には費芽管を以て接芽するものもあることを認めた。此費芽管を以て

接芽する分生胞子は撮氏五度わら三十二度に於て認められたが、概して言へ
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ば低温に於ては少ない高温ほざ多〈見出された。例へば新鮮な分生施子を

用ひて試験するとき拾度にては、遁常一個の水滴中氏、杢然見常らないか、

又は一個から二三個位しが見つからぬが、三十度に於ては常広敷個見出され、

時には二十個も見出されることがある。従って、接芽管で、接芽せんとする傾

向は、高温によって、多少促、進されるもので、あると言はねばならぬ。

著者はまた、分生胞子の生存力の試験の際に見出したこさずをあるが、議

室ぞ永〈保存して置いた材料わら得た分生胞子では、議芽管マ稜芽ずるもの

が司般に多い。之等の結果は一面わら見れば、分生胞子の接芽法が環境によ

って、襲動ずることを裏書きするものであって、分類事上興味深い問題であ

る。

併しながら、著者が観察した限bに於ては、なる程、接芽管マ費芽せん

とする傾向が、環境の影響によって多少襲動する事は、認めたもの、、杢般

を遁巴て考察すれば、瀞走子で、殺芽するのが、接芽の本態であることは、明

白マあって、接芽管で費芽ずるものは、むしろ、特異例ご見るのが至営マあ

る。恐ら〈本菌を溢帯わら熱帯に移し、熱帯わら溢帯に移しても、費芽管寸き

接芽する分生胞子が最大多数を占め、活字走子マ接芽するものが特異例jt見倣

きれる耗少数になるご云ふが如きことは、到底考へられない。従って今百の

分類皐的立場から見れば、本菌の分生施子が畿管芽マ費芽すると云ふこさは、

杢〈看過しても lt、、ものであると認める。

柊 I;f[C.思師、宮部、伊藤雨博士の絶えFる御指導を深謝し、叉文献並に

材料の採集で御世話になった逸見博士、阿部農皐士に厚き戚謝の意を表する。

R立SUM立

バ
I. The present paper ww; intended to report the results of some field ob-

servations on the conidial stage and of some experiments on the viability as 

well as on the germination mode of conidia of Scんmザoragraminicola (SAcc.) 

ScHROET. on Italian millet. 

2. The conidia are produced in every stage of the development of the. 

plant. In its younger stage, the symptoms are not easily recognized. Only 

a small indistinct white patch of the conidia and conidiophores of this ungus 

occt:rs en the lower surface of the leaves. In a few days, these a任じcteclleaves 

‘・
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begin to show a discoloured appearance, then soon shrivel and die out. It seems 

to be a .noteworthy fact that, when a young seedling was once affected, its 

・subsequentleaves are infected in succession by the hyphae which extended 

through. the tissue. The con1dia and conidiophores on the lower surface of 

the mature green leaves are conspicuous and easily recognizable at a glance. 

So far as the writer’s observations are concerned, they are produced night after 

night on the same leaves during three weeks or more. 

3; In the field, the viabili匂rof the conidia is lost as soon as the dew 

dries up. The viability of the conidia, collected before sunrise and brought 

in the .laboratory which was kept at 24°C. and humidiザ75%, is mostly lost 

after 20 minutes, while the viability of them kept in the moist condition is 

prolonged far longer. Indeed, dryness is fatally injurious to the conidia. 

4. As the mode of conidial germination is very significant in the taxo-

n'omy of the fungus under consideration, a special attention was paid on it. 

As' a rule, the conidia germinぽeby the liberation of zoospores, but a few by 

_sending out germ-tubes. This latter mode of conidial germination, however, 

is found more freqnently at high temperature or in a prolonged moist condi-

tion. To a certain extent, the both types of germination are reversible to each 

other. After a careful ・observation, the writer came to the conclusion that the 

mode of germination by zoospores is the typical, because the conidia ger-

minated by germtubes were generally so small in number that they might be 

aim:Bt negligible from the ta,xonomic stand-point. 

Botanical Laboratory, 
Imperial College of Agriculture, 

Gifu, Japan 
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禾本科植物寄生ウド ン コ 菌

生態種ノ統計的研究

本間 ヤ 3屯

A STATISTICAL ・s1uov ON THE .BIOLOOICAL FORMS 

OF ERYSIPHE ORAMINIS DC. 

BY 

YASU HOMMA 

現時禾本科植物に寄生するラドシコ菌Eしでは只一種 bァsipkegrami》泊

DC.あるのみ院して、本菌の寄生植物芭して知らる、もの寒に多〈、賃Uとヨk
lit詑ずる二十六属の慶き U亡豆れh。即も Agropyron, Agrostis, Alopecurus, 

Apera, Arrhenatherum, Avena, Bechmannia, Brachypodium, Bromus, Dactylis, 

Deschampsia, Elymus, Festuca, Glyceria, Holcus, Hordeum, Lolium, Miliuni, 

Panicum, Phleum, Poa, Saccharum, Secale, Sesleria, Stipa, Triticumの二十六

属さなす。

如斯ー菌院して多数の寄主植物を有する場合区於て、彼の萎類誘菌類さ

同撲に敷種の生態種の存すぺきは嘗然考察し得らるぐき事賃にして、既UとE.

MARCHAL氏（r902）は本ヲドシコ菌に就きて接種試験を行ひたる結果次の七種

の生態種を記せ b。即も r. E1アsiphegraminis f. sp. Tritici, 2,. f. sp. Hordi, 

3・ f.sp. Secalis, 4・Esp. Avenae, 5. f. sp. Poae. 6.. £ sp. Agr.勾'Jyri, 7・
f. sp .. Bromi ~す。然して更に多数の寄主植物広就きて接種試験を行は Y尚一

層其載を増加すべきを思はしむ。

著者は数年前よ b小萎に寄生せるヲドY コ菌Uと就きて、其形態友生理的

性質rrc就き研究しつ冶ある聞に、是等生態種聞に於て、 1923年 M.N. LEVINE 

氏が委黒鋳病菌 Pucciniagramini's PERS. の生態種間Uと形態的差異を認めたる

が如〈、本種 BァsiphegraminゐDC. に於ても形態的差違あることを認め得

たるによれ本夏小委 （Triticum仰なare）楳妻（品＇rdeumsativum [naked bar-

ley］）スすメノカタピラ （Poaann仰）並ぴにアンーキグサ （E抑制 mollis)Uζ寄

[Transact. Sapporo Nat. Hist fo:., X, Pt.宮， 1929]
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生せるもの、分生胞子に就きて共比較調査を行ひたし其結果次の如し。

先づ是等四寄主植物に

寄生せるラドンコ菌の分生

胞子の形に就きて検するに

左の同に於て示せるが如〈

楕固形、長楕固形、圏構形、

長卵形にして軌れも大差あ

るこまなし、然れ共唯ス v

メノカタピラ上のものは先

端稀尖れるを以て他のもの

と明かに匝別ずることを得

ベ Lo 兎らに進むで分生胞

子の大き f[C就きて除するに

寄主植物の異る U乙従ひ明わ

に差異の存することを認め

らる。故 ~t.之れを統計的に調査せる f[C究の表に示せるが如き結果を得たり。

0 
iCご〉

。’ク
パレ
3

も、
4て：）__ d 

I，小委上に脊生せるもの

2・線大多上に寄生せるもの

3・ 2 ズメノカタピラ上に寄生せるもの

4・ テンキグサ上lこ寄生ぜるもの

1. 小夢に寄生せるもの

長 （μを車位ごす）

長ザ・ I30・.031.2 32.4 33.6 34.8 36.0 37・238.4 39.6 40.8 42・043.2 44・445.6 I卒均償

倒体数 1 3 13 20 28 36 71 98 99 46 40 24 14 6 2 I 37必こと0.087

。高

平均債騎 12.0 13・2 14・4 15.6 16.8 

14・50土 0.035個体数 1 24 97 209 128 41 
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2. 穂夢に寄生せるもの

長

サI27.6 28.8 30・03I.2 32.4 33.6 34・836.0 37.2 384 39.6 40.8 42・043・；244.4 45・646.8 

8 12 37 43 67 78 90 58 49 30 lg 3 2 I I I 

中高

縞 12.0 13・2 144 15.6 16.8 18.0 19.2 卒均償

個体数 22 99 208 104 49 17 14.64土0.040

3. ス、。メJカタ広ラに寄生せるもの

長

25・2 26.4 27.6 28.8 30.0 31.2 32.4 33.6 34.8 36.0 37・2 38.4 

7 21 43 71 73 98 84 63 23 II 5 

幅

幅 13.宮 14.4 I 5.6 I 6.8 18.0 19.2 20.4 卒均償

個体数 9 89 139 162 67 29 5 16.31土0.043

卒均債

35・45土：：＞.078

平均債

31.00土ロ巧4

以上三種のものは新鮮なる材料を混室中広保も表面に接育せる胞子主静

かι採 b蒸溜水中にて五百個の大きを計りたる結果なり。

4. テンキタサに寄生せるもの

長

長サ 22.8 24・0 25・2 26.4 27.6 28.8 30.0 31.2 32.4 卒均償

個体数 4 14 17 26 15 14 5 3 宮 26.67土0.144
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申冨

幅 1 lo.s 12.0 13・2 14・4 lS.6 16.8 I 平均償

個体重tI I 9 37 44 7 2 I 13・84士0.068

以上のアシキグヲTR寄生せるものは！堅乾し、約二週間を経たるものを潟

室中に保も苛性加里液に慮理して百個を計。？とるものな b、此アシキグサ上

のラドンコ菌は外闘に於ては~Iこ知られたるものなるも本邦に於ては最初に

接鬼せられしものなり。

上表に依bその平均債を見る時は究の如し。

長 申耳
I. /J、 妻 37,35土 0.037 14.50士 0.035

2. 楳 委 35,45土 0・078 14.64士 0.040

3. ス V メノカタピラ 3r.oo士 0.054 16.31土 0,043

4・ プ シ キグサ 26.67士 0.144 13.84士 0.068

即も長径に於ては小委に寄生せるもの最大にしてアンキグずに寄生せる

ものは最少なり、而して楳萎のものは小委に近似せるを知るィし。幅径Uと於

てはスずメノカタピラのもの最大にしてアンキク・ずに於て最小な b、而して

楳妻小委に於けるものは共中位にあ bて互に相似たり。

以上統計的調査の結果よりするときは小萎反楳萎上のものは近遁しつ当

あるも、スぃメノカタピラ並にアンキグサ上のものは著しく相違しっ、ある

を認めらる。而して小委上のものは f.sp. Triticiに、穂萎上のものは f.sp. Hordi 

スいメノカタピラ上のものは ιsp.Poae ~t.相嘗するものと認められ、従って

各生態種聞に於ては、只接種試験による生態的差異の外、形態的に明かに匡

別せらる、ことを認め得tc.b。尚今回供試せるアンキグサ上のものは其形態

著しく他と異なりあること叙上の如く、従って特立せるー型なるを疑はさ3

Lとよ 0進んで、接種試験を企岡せんと欲しつ》あるも、未Tご其機を得ぎるを遺

憾とす。然れ共其形態上よ 0惑に一新生態樟五ケsiphegraminis f. sp. Elymi 

として暫〈後来の研究を侯たんとす。

昭和三年十月 於北海道帝園大事植物皐教室
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RESUME 

No previous record of the comparative study on the morphology of the 

biological forms of Erysiphe graminis could be found. In this summer, the writer 

intended to determine the di佐rencesin the dimensions of the conidia of these 

biological forms. The material used in this study was collected at Sapporo and 

its vicinity. The form on the common wheat wasβ：ysiphe graminis f. sp. 

Tritiヒi;on the naked barley it w訂正 sp・正｛ordi・； on Poa annua it was f. sp. 
』

Poae; and on Elymus mollis it was f. sp. Elymz which is newly proposed by 

the writer. Five hundred conidia of each of the first three forms and one 

hundred of the last were measured. The mean values for the length and width 

of each forms were as follows : 

f. sp. Tritici・ 

f. sp. Hordi 

f. sp. Poae 

f. sp・Elymi 

37.35士0.037

35.45土0.078

31.00士0.054

26.67士0.144

14,50土0.035

. 14.64士0.040

16.31士0.043

13.84士0.068

From these results, we can easily recognize the differences in the spore-

size of these biological forms of b仰がb graminis. 

Oct. 1928 
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