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Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 79， April， 1971 

PCNB ・DBCP混合剤の白紋羽病防除効果

家城 i'( 之

79 

(1紋羽病防除薬剤として筆者はすでにPC N B ('pentachloronitrobenzene)剤1，4，6)お

よUDB C P (1， 2-dibromo-3一chloropropane)剤2，日について報告した すなわち PC

NB斉uは白紋羽病菌K対してすぐれた生育抑制効果と，土壌中での長期間 (49カ月[Iま

で調査)にわたる残効性を持っているが，殺菌力を有していない ζれに対してDBC

P剤は土壊中でのすぐれた拡散性と殺菌力を持っているが，残効期間(約 1カ月)が短

いのが欠点である.

そこでこれらの薬剤を混合する乙とにより両薬剤の特徴ある性質を合わせ持ち，かっ

両薬剤の欠点をカバーすることが可能であるか百かを調べるため， P CNB20%粉剤と

DB C P20%粒剤を混合して，沖積土波中で各向の試験を行ない，効果および混合の>~

響等について検討を試みた

一本研究にあたり，と校閲を賜わった病理部長小林勝利博士，中部支場長入戸野康彦

博士，中部支場病m!研究窓長高須敏夫氏，と援助いただいた山梨県蚕業試験場米山光郎

氏に厚くお礼申しあげる.

材 料 お よ び 方 法

PCNB ・DBCP混合剤はPCNB20%粉剤と DBCP20%粒剤を重量比で 1 1， 

2: 1， 3: 2の割合で混合した 3陸類を使用した

1. PCNB.DBCP混合剤の白紋羽病菌生育抑tlilJ.殺菌効果および浅効期間

と壕中での白紋羽病菌生育抑制および殺菌効果はつぎのようにして調べた 風乾illl績

土 1kg当たり PCNB・ DBCP混合剤を 0.5~3 目 Og の割合で混合した土嬢約 200 gを

白紋羽病菌ライ麦培養を入れた牛乳びんに満たし，土壌水分を最大手手水量の約50%に調

整した後， 25"C'乙保った. 2週間後l乙牛乳ぴん側墜にそって伸長する菌糸の量により生

育抑制効果を調べ，また，殺菌効果は臼紋羽病菌ライ麦培養を取り出してシャーレ内の

湿室l乙保ち菌の生死によって調べた

一方， PCNB.DBCP混合剤の土壊中での残効期間はつぎのようにして調べた.

直径約30cmのブリキ製底なし円筒(以下ブリキ製底なし円筒)を露地に埋没し，その中
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l乙土駿lOl当たり PCNB'DBCP混合邦jを20gの割合で混合した土磁を入れた そ

の後，一定期間Cとに円筒内の処理土壊を取り出して， ζれを白紋羽病菌ライ麦培養を

入れた牛乳びんに満たし，菌糸の生育抑制程度から残効の有無を調べ7こ

2. P C N B . D B C P混合剤による臼紋羽病菌の桑校への定着阻止効果

ブリキ製底なし円筒内 l乙臼紋羽病菌柔校培養を接触させた桑校切片束(長さ 5~6cm ，

2本)を 5個ずつならべ，土壌lOl当たり PCNB'DBCP混合剤を10，15および

20gの割合で混合した土壌で埋め，一定期間ごとに掘り取り桑校への菌糸の定着状態お

よび君主校培養菌の生死を調べた

また，深さ・幅約40cmの値務lζ桑校束(山'径約20cm，長さ50cm)を入れ，これを 1m

当たり 100gの PCNB.DBCP組合剤で処坦!してから， CI紋羽病的ライ安倍策汚染

~I二段 (20 g j基i(10lJ:境)で用め， 一定WJ間こ‘とに1"1紋羽病閣の桑校>lミへの定者状態を調

べfこ.

!<:士 m
旬、ロ高

1. PCNB'DBCP似合剤のfl紋:J;Jlv'ii羽生育ー抑制，殺崎効烈および残効WJ問

PCNB'DBCP混合剤の土岐中て‘の1'1紋羽病的生育抑制および殺菌効果は， L:竣

に乙の似合剤を混合してから 2週間後の凋代では，いずれの混合比の似合剤の場介でも

風乾 i二1kg当たり混合剤 0.5g i1il iS 1><:でl宥糸の'1:fJ' i~lj 1えは完全に抑制3れた(釘 1ぷ)ー

-乃¥殺菌効果を調べるため'1乳びんの底部より fi紋羽病関ライ麦焔養を取りt!¥して

第 1表 PCNB.DBCP出fT剤のEJ紋羽病菌生育抑制および殺菌効果

i薬剤g(kg! 1:1* 2:1 3:2 
処 理 区 一一一 」一一一一一一一| 一一

1風乾土!菌糸の閣の l菌糸の 菌 の | 菌 糸 の 菌 の
1 ."'" TW  ~ ! iiii長生死|伸長生死|伸長生死

0.5 !叶 l 朴 i一株

1.0 i ー +件 : 十什 i 朴

PCNB'DBCP 

混 合 剤 |

1.5 判十 一 十什!一 十件

2.0 !一

2.5 ! 

3.0 

対

(ii:) PCNB.DBCP似合剤を風位れ11M層 1:岐に混介し住l紋羽病居住ライ麦t'J;益を
入れたι|二乳びんに t尾道約 200gを制して， 水分をI設大符7](なの約50%に調抱後

25"C f乙2週間保った

la!i糸の仲良:-t十十(旺盛)ー→ー(なし)

菌の生死.廿十(生育庇~)ー→ (なし)

* P CNB20%粉剤と DBCP20%粒剤のilli合比 (w(w)
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生死を調べた結果， 1.5g混合区では医i糸の旦予すがみられ商は生{/していたが， 2.0g混

合ばでは菌糸の生育はみられず菌は死滅していた

また， PCNB. DBCP混合剤の~I二境中での残効期間については，混合剤を土竣

10l当たり 20g混合処理後露五!J条件に保ち，一定期間ごとに乙の上壌を取り出して前記

の万法により残タJを調べTこ結果，いずれの混合比の場合でも処理5カ月後(継続調査中)

も完全に菌糸のヨ育伸長を抑制し残効を訂していた(第 2表)• 

第 2表 PCNB'DBCP似合剤の[-.岐にr
における残効期間

処 理 区 5カJ]

PCNB'DBCP 
(1 : 1) * 

PCNB. DBCP I 

(2 : 1) 

PCNB'DBCP' 
(3 : 2) 

女す 間一 十社

(注) ブリキ製底なし円筒を露地l乙理没し， ζの

中l乙PCNB.DBCPiLLff斉リをilV¥した.r.
壌を入れた.残効期間の調j1j'はノド乳びんの底

部にライ麦培養磁を入れ，これに処理土壌を

満して25'C に保ち，露i糸~I'.育のtT!!i(により判

定した

* ( )内は混合lt

第 3表 PCNB.DBCP 混合剤の口紋羽1内保iへの殺菌および桑校への定着阻止効果

I j薬剤 g/I 1:1* 2・1 3:2 
処 理 ぼ • I一一一ー一一一--一一一一一一一一一|一一一一一一

I 10l土壌 Ij妾尽商条校へ l 掻内閣安佼へ|銭径菌桑校へ
-.-Iの生存の定着 lの生存の定着!の生存の定着

10 一一 ! ー | 

PCNB'DBCP I 寸~ 1- _1_  _1  
混合剤 1 山

20 

~1--'-~---[-1tt一一-E-i

mJ ブリキ製底なし円筒を露地に埋没し，この中l乙桑校培養を接触させた桑校束 5

コをならべ薬剤処理:と壌でうめた.

1および 2カ月後l乙調査した

接隠菌の生存:朴〔生育l圧盛)ー→ (死)

桑枝への定着:十件(多)ー→ (なし)

*混合比
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2. P C N B . D B C P混合剤による!ヨ紋羽病菌の桑校への定着阻止効果

PCNB'DBCP混合剤による桑枝への臼紋羽病菌定着阻止効果を調べるため1 il~ 

合剤を混合した土竣中で美枝と臼紋3]~J病菌桑校培養を接触させ，桑校への菌糸の移行と

接極菌の生死を調べた結果， いずれの混合比の混合剤の場合でも土壊 10l当たりlOg混

合区で 1および 2ヵ月後の調査では，桑枝への繭l糸の定着は全くみられず，また， f表向

菌も死滅していた(第 3表)

悩構内で桑枝束(直径約20cm，長さ50cm)を1m~1たり 100g の PCNB・DBCP混合

剤で処理後，自紋羽病菌ライ麦倍養汚染土壊で坦I没した場合の柔校束への菌、糸の定着liJl

J1効果は，いずれの混合比の場合でも処理 3カ月後の調査では完全に阻止されていた

第4表 PCNB'DBCP混合剤のぞi紋羽病菌の柔枝への定着阻止効果

処理区

PCNB'DBCP 
(1 : 1) * 

PCNB'DBCP 
(2・1)

PCNB'DBCP 
(3・2)

対 fi日

0.5カ月

++ 

柔校*七における菌の定着生育程度

1.0カ月 2.0カ月 3.0カJ'J

十俳 十社 十件

(注) 深さ.~llî約40cmの海 l乙50 gのPCNB.DBCP混合剤を処理した柔枝京(u'( 
筏約20cm，長さ50cm)を入れ， Ë'I紋羽li~菌ライ麦培養による汚染土竣 (20g/101 

t壌)でうめた

閣の定着程度:耕(多い)ー→ (なし)

本( )内は混合比

柔校の儲+0状況は 3カバ IcIで表!支が手で容易にはげ，かつ折れる状態となっており， tl 

紋羽府闘が定着できない状態であった(第 4表)• 

論議

ごL嬢約三I~:の中で桑1ヨ紋羽病は防除の最もむずかしいものの一つである 本病!の除IIJの

薬剤としてはクロルピクリン4l P CN B剤 1人 6)およびDBCP剤 2，5)が報告されてい

る.クロノレピクリンはくん蒸効果によりDliを殺滅するものであり，その強烈な刺激性等

により使用にはいくつかの問題点がある.また， PCNB剤は選侭性の強い薬剤で仁1紋

羽病的l乙対してr'iJ'菌作用によりすぐれた生育抑制効果を持つとともに残効期間がきわめ

て長いが、殺菌力を有していないのが欠点である. これに対してDBCP剤は殺菌作川

により歯を殺滅し，かつ土壌中での鉱散性(くん蒸効果)はすぐれているが残効性に乏

しいのが欠点である このように両薬剤は全く1'11反する性質を持つ薬剤といえる この
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ような両薬剤のすぐれた性質を合わせ持つ薬剤こそ白紋羽病防除薬剤の理組像といえ

る そこで両薬剤を混合しその効果および混合割合等について検討を試みた玖

P CNB20%粉剤と DBCP20%粒剤を重量比で 1・1，2: 1， 3: 2の割合で混合し

た混合剤を作製して試験を行なった結果，牛乳びん中での生育抑制効果は0.5g!kg風乾

土区，殺菌効果は2.0g/kg風乾土区以上でみられた 一方，ほ場試験で桑校への移行阻

TJおよび殺菌効果は各混合比の混合剤とも 10g/lOl土壌区で， 植蒋内での桑枝束への

菌糸の定着阻止効果は 1m当たり 100g処理区で処理 3カ月後も完全にみられた 土壌

中での残効性は処理 5カ月後の中間調査では完全にみられ，継続中の調査の進展にとも

ないPCNB剤のようにさらに長期間残効を有することが判明するものと思われる.

乙のようにPCNB・DBCP混合剤はすでに報告したように個々の薬剤が単独薬剤

として持っているすぐれたと主育抑制効果，殺菌力、土;陵中での拡散性および残効性とい

った性質をかねそなえたl陪の広い白紋羽病防|徐薬剤といえる.乙のPCNB'DBCP

混合剤のすぐれた性質をいかし，既設桑園および開拓桑園において，白紋羽病発生ほ場

での(1)土壌との混合処理や， (2)粗大有機質への処理により防|徐剤として利用するばかり

でなく， もう一つの可括性として(3)際病株(将症株)の治療剤としても利用できるもの

と考えられる.

摘 要

1. 風乾沖積二[ーを 1kg当たり 0.5gの PCNB'DBCP混合剤で処理することによ

り臼紋羽病菌の生育を抑制したが，殺菌効果は 2.0g以上でなければ認められなかっ

た また， PCNB' DBCP混合剤20g /10l土壌をほ場状態に保った場合， 5カ月

後も生育抑制効果が認められた(さらに長期間の残効については継続調査中)• 

2. ほ場における桑校への菌糸の移行阻止および殺菌効果は， PCNB' DBCP混

合剤 10g /10l土譲処理区で完全にみられた. また，桑枝束(直径約20cm)1 m当たり混

合剤100gの割合で処理し，臼紋羽病菌汚染土壊でうめると，菌糸の定着は阻止された.

以上の結果から， PCNB'DBCP混合剤は， (1)自紋羽病発生桑園での土嬢との混

合処理， (2)白紋羽病発生柔閣における粗大有機質への処理により有効な防除剤として利

用できると考えられる.
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Summary 

Control of the white root rot disease of mulberry trees with 

PCNB (pentachloronitrobenzene)・DBCP(1， 2-dibromo-3-chloro 

propane) compound chemicals 

By 

Hiroyuki IEKI 

1. PCNB (20%， dust) was mixed with DBCP (20%， granule) at 1 : 1， 2 : 1， or 

:l : 2 w/w and th巴nthose chemicals were mixed with dry alluvail soil at a rate of 

0.5 g/kg. The mixed chemical had an inhibitory effect upon Rosellinia necatrix 

(HART.) BERL.， and a killing effect upon the fungus at a mixed proportion of 2. 0 

g/kg soil. 

2. Afore-going chemicals mixed with the alluvail soils at a rate of 20 g/lO l 

had an inhibitory effect upon the fungus for 5 months (as for the longer term， 

experim巴ntsare continu巴d)in the soil under field conditions. 

3. Under field conditions， PCNB. DBCP mentioned above mixed with the 

alluvail soils at a rate of 10 g/10 l had an inhibitory巴ffecton the colonization of 

the fungus to mulberry branches and a killing effect on the fungus. 

4. In the bundles of mulberry branches (diameter ca. 20 cm) treated with those 

chemicals at a rate of 100 g/m of bundle and then buried in the alluvail soils in-

fested with Rosellu訂正1 llecatr ix， th巴 colonizationof Rosellinia necatrix to bundles 

was inhibited. 

5. From above-mentioned results， PCNB・DBCPcompound chemicals seem 

to be used as a fungicide in following two ways: (1) soil tre旦tmentsin the field 

infested with Rosellinia necatrix， (2) treatments of coarse organic matters in the 

field infested with Rosellinia l1ecatrix. 

(The Sericllltllral EゅerimentStation， Suginami-lm， Tokyo) 
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