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イネタイヌビエの Benthi.ocarhに対する感受

性差異ならびに生育反応に関する研究

ー前宣正

Stndy on the difference in snsceptibility 

and growth response of rice and barnyard-

grass against Benthiocarb. 

by 

N obumasa ICHIZEN 

Resume 

Since olden time barnyardgrass is one of the most troublesome weeds not-only in this 

country but also in world rice growing areas. Control・methods against this weed as 

practiced at present time are hand weeding, ecological control and chemical control and 

further biological controrl is under determination in recent years. 

In this report benthiocarb was taken as test herbicide to compare interplant suscepti-

bility to benthiocarb and to clarify the difference in susceptibility and growth response of 

rice and barnyardgrass to b enthiocarb aiming at achieving apropriate barnyardgrass 

control in direct sowing in flooded paddy field. Based on these experimental results, the 

writer resumed the establishment of appropriate barnyardgrass control method in direct 

sowing in flooded paddy field. 

1. Study was made to compare the susceptibility of various plants to benthiocarb. As a 

result it was found interesting from the weed control aspect that so-called baryardgrass 

inclusive of Echinochloa crus-galli var. oryzicola, E. crus-galli var. candata, E. crus-galli, 

which are most troublesome weeds in rice culture, was shown most susceptible, while 

rice was lower in its susceptibility. Rice susceptibility was also different with variety. 

2. Study was pursued to determine, from the various angle, the difference in susceptibility 

of rice and barnyardgrass to benthiocarb. As a result a range of the difference in the 

susceptibility as calculated from ED.。valuefor rice by ED5。valuefor barnyardgrass 

was extremely changing at growth stage, environmental conditions and site of treatment. 

Rice seed weights 9 times as much as that of Echinocloa crus-galli var. oryzicola and 

lasting period of seed nutrition during growth stage after germination is long enough 



2 

to permit the different susceptibility to benthiocarb between rice and Echinocloa crus-

galli var. ory函cola.

3. Study was made to determine the growth response o-f rice and Echinochloa crus-galli 

var. oryzicola to benthiocarb. 

As a result although the germination of both rice and E. crus-galli var. oryzicola was 

not affected at all, growth of -the. top after germination was extremely inhibited. Rice 

is less affected in the growth of top as compared to E. crus-galli var. oryzicola and if 

affected, recovered easily. 

4. Study was pursued to determined the growth response to benthiocarb between rice 

and E. crus-galli var. oryzicola at seedling stage. As a result most striking growth 

response was the inhibition of the top as in case of germination. On the other hand 

photosynthesis and respiration of rice and E. crus-galli var. oryzicola are less affected 

by Benthiocarb. However a few systems closely associated with auxin and protein 

synthesis were strongly inhibited. Therefore the inhibition of top growth of rice and 

E. crus-galli var. oryzicola is considered to be partly due to the inhibition of cell elonga-

tion governed by auxin and protein synthesis by benthiocarb. 

5. Study results stated above are resumed from the aspect of the establishment of the 

appropriate barnyardgrass control. As a result it is a principal way of control in direct 

sowing in flooded paddy to treat benthiocarb at around 2-leaf stage under irrigation. 

Besides, it is important to judge totaly the change of the susceptibility degree by 

irrigation procedure, soil type, water percolation, envirommental factor such as 

temperature, light intensity and rice variety. Rice hardly recieves the inhibition of the 

top as compared to barnyardgrass and even easily recovered even if once inhibited. 

However under the practical field condition, since there is a chance for delayed recovery 

due to sudden change of climatic condition, it is considered important from the crop 

protection aspect to establish appropriate method not so as to recieve the inhibition of 

the initial growth of rice. 



緒 論

人類は，数千年にわたる長い農耕生活の歴史を通じ'

て，雑草との間に過酷な戦いをくり返し，多大の労力を

費やしてきた．そこで，今世紀の後半から，、雑草ならび

に雑草防除に関する基礎的な研究が開始され2,s1,93J,今

日までに，耕地雑草の種類41り雑草の生理生態89)および

雑草害8)などが次々と解明され，同時に，新しい雑草防

除法が確立されてきた．

わが国をはじめとする世界のイネ栽培地帯でも雑草に

よる被害はきわめて大きく，これを防除しないまま放置

すると，移植栽培では20-40%,直播栽培では70-90%

の減収になるといわれている93)・とくに， イヌビエ

(Echinochloa crus-galli), クイヌビエ (E.crus-

galli var .. oryzicola), ケイヌビエ (E.crus-galli 

var. caudata) などの，いわゆるノビエは水田雑草の

中で最も厄介な雑草として広く知られている20,42,61,98)•

したがって，適切なノビエ防除法を確立することは，ィ

ネの収量を高める一手段として重要な研究といえよう．

現在の主な防除法としては90J, 古くからの手取除草のほ

か，生態的防除法，機械的防除法および化学的防除法が

あり，さらに昨今では生物学的防除法43)に関しても検討

がおこなわれている．今後は，これらの防除法を相互に

組合せることによって適切な防除体系の確立を図ること

が望まれる．本研究でとりあげた除草剤による化学的防

除法は，除草労働力を大幅に削減し，米の生産費低減に

大きな役割を果していることから59J, 安全使用を厳守す

る限り有効な防除法と考えられる．また，イネ栽培形態

の現状をみると，湛水直播栽培では籾を散播するため手

取除草や機械的防除法をとりあげることが甚だ困難とな

り，除草剤による防除法にたよらざるを得ない側面もあ

る 83)•

イネの栽培においては，ノビエ防除を目的として数多

くの除草剤が導入されている．これらの除草剤を安全に

使用するには，一つとして人間を含めた環境における除
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様相などについて熟知することが必要となる．したがっ

て，適切な防除法を確立するための基礎研究として，ロイ

ネとノビエ問にどの程度の感受性差異が存在するかを究

明することは重要な意義を有する． ， 

筆者は，以上の現況ならびに見地にもとずいて，イネ

とクイヌビエの除草剤に対する感受性差異ならびに生育

反応を解明しようとした．本研究でとりあげた除草剤

benthiocarb (4-chloro benzyl N, N-diethyl thio~ 

carbamate)は，水田雑草に対して制御作用を有し，

世界のイネ栽培地帯で開発が進められている 16)• 本研究

では，イネの湛水直播栽培における適切なクイヌビエ防

除法の確立を念頭におき， benthiocarbに対する各種

植物の感受性を調べ，ついでイネとクイヌビエの感受性

差異を生育時期，環境要因，処理部位ならびに種子重量

を変えて検討し，また，生育反応の様相を詳細に究明し

た．さらに，これらの感受性差異ならびに生育反応に関

する実験結果を基礎に適切なクイヌビエ防除法について

考察を加えた．

その結果，いまだ研究を要すべき点も少くないが，一

応所期の目的を達したので，ここに研究結果の大要をま

とめて報告する次第である．

本研究を行うに当り，終始懇切なる御指導と，本論文

のとりまとめに種々御教示を賜った京都大学植木邦和教

授に深甚なる感謝の念を捧げる．また，本研究実施に当

り，終始懇切なる御指導と御助言を戴いた宇都宮大学雑

草防除研究施設長，竹松哲夫教授に深甚なる謝意を表す

る．研究実施にあたり多大の御協力を戴いた宇都宮大学

雑草防除研究施設の近内誠登教授，竹内安智助教授，重

川弘宜講師に感謝の意を表する．さらに，本研究実施

上，適切なる御指導と温い激励を戴いた神戸大学松中昭

ー教授，京都大学伊藤操子助教授，山末祐二助手，小林

央往助手に謝意を表するものである．なお，本研究の遂

行にあたり，深い理解を示されたクミアイ化学工業株式

会社，開発部長滝田清博士，研究所木村一郎主席主任研

究員に対し厚くお礼申し上げる．

草剤の行動と毒性を究明することであり45),他の一つは ~章 植物と benthiocarb感受性

イネの生育が除草剤によって悪影響を受けないように適

切な防除方法を確立することである．雑草防除の基礎理 農業生産において問題とされる作物におよぼす雑草の

念に立てば，イネの生育を助長することにあるが，湛水直 害作用に関しては， Clements8>以来， Mannand Ba-

播栽培のように，イネとノビエが同じ時期に発芽するよ rnes56', Bleasdale6', Aspinal5>, 沼田・新山75),荒

うな環境下ではイネが除草剤によって生育阻害を受ける 井叫笠原40)らの研究がある．それらによると，雑草の

ことも多々報告箔39,5ゆo,72lされている． このような生育 種類，雑草量，雑草と作物との時期的関係あるいは距離

阻害を防止するには，イネとノビエの生理生態s,12,13,92>, 的関係などによって作物の被害の受け方は異なるが，害

形態21,so,73,84l, 雑草害1,7>ならびに除草剤に対する反応の 作用の機構は，養分，水分ならびに光線をめぐる雑草と



4 

作物の競争現象に基くものと考えられている．

そこで．，作物の方が優位を示すように除草剤を施用し

ようとすれば，作物と雑草間で除草剤に対する感受性に

差異のあることが不可欠の条件となる．例えば，除草剤

の端緒となった a-naphthylaceticacidに対しては，

エンバク(Apenasativa)とアプラナ科雑草 (Brassica

sinapis)の間で感受性に大きな差のあることが Slade

ら認）によって見い出されている．それゆえ，数多くの雑

草や作物を供試して，除草剤に対する感受性の強さを比

較することは化学的防除法を進める上で重要な意義を有

する．

本研究でとりあげた benthiocarb_ Ii, 1965年杉山

ら81)によって合成された除草剤で，第1表に示したよう

な物理化学的性質を有し，その後，イネに対して安全に

水田雑草を制御するための一つの手段として研究が進め

られている24,10>.

Table 1: Physical and chemical properties 

of benthiocarb 

chemical name. I 4-chlorobenzyl. N, N-diethyl 
thiocarbama te 

chemical 
structure 

appearance 

melting point 

boiling point 

solubility 

゜Cl 
II C2H5 /―‘ ＼ 

"-=/ 
'-CH2SCN/ 

＼ C2H5 

colorless liquid 

3.3℃ 

126~129℃ /0.008mg Hg 

30ppm in water at 20℃ 
soluble in organic solvent 

農耕地に生える雑草の種類はきわめて多い．わが国の

例をとると，かって笠原は，水田雑草が43科191種，畑

地雑草が53科302種と算定しており，これらの中で駆除

の困難な強害草は，水田30種，畑地63種であると報告41)

している．本研究では，まずわが国の農耕地に普遍的に

みられる 110種の雑草をとりあげ， 33種の栽培植物を加

えて，これら植物の benthiocarb感受性を比較した．

つぎに， 20種類のイネ科植物における種子重量と感受性

との関係を検討し，さらにイネの品種間における感受性

差異についても検討をおこなった．

第 1節各種植物の感受性

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：第2表ならびに第3表に示した 146種の植

物種子あるいは地下栄養繁殖器官を供試した．この中で

110種の植物は宇都宮大学中央農場から採集し， 33種の

栽培植物についてほ市販の種子を供試した．栽培植物

（品種）は，イネ（金南風）， トウモロコシ（ゴールデ

ンクロスバンクム），エンバク（前進），コムギ（農林26

号），オオムギ（栃木関取1号）， ネギ（石倉）， フダン

ソウ（小葉種），サトウダイコン（テッドロイド），ホウ

レンソウ（日本法蓮草），ダイコン（時無）， カラシナ

（黄カラシナ）， キャベツ（長岡新早生）， アプラナ（チ

サヤナクネ）， ダイズ（赤英）， ゴガッササゲ（金時），

エンドウ（三十日絹サヤ），ソラマメ（一寸ソラマメ），

ラッカセイ（千葉43号），ワク（アジア綿），セリ（在来

種），ニンジン（鮮紅五寸）， ナス（新橘真ナス）， トマ

ト（福寿）， トウガラシ（五色）， スイカ（こだま），ヵ

ボチャ（東京カボチャ），キュウリ（新ときわ地這），マ

クワウリ（ニューメロン）， ゴボウ（渡辺早生）， チサ

（小葉種），シュンギク（中葉種）である．

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

湛水条件下の土壌処理： 500cm2バットに沖積埴壌土を

充填し，水を加えて代かき操作の後，水深を2cmに保ち，

第2表に示した植物の種子あるいは地下栄養繁殖器官を

土壌表面に栽植した． バットは， 20~30℃のガラス室

内に置いて管理育成し，植物の発芽前と，2葉期に hen-

thiocarbの水希釈液を水面に滴下処理した．処理後20

日目に各植物の生体重を測定して，生体重を90%抑制す

る薬量を求めた．

畑地条件下の土壌処理： 500cm2バットに洪積埴壌土を

充填し，第3表に記載した植物の種子あるいは地下茎を

栽植し， 0.5cmの深さに覆士した・ その後， benthiocarb

の水希釈液を土壌表面に処理し，処理20日目に各植物の

90%生育抑制薬量を求めた．なお90%生育抑制薬量は感

受性の程度を示しており，数値が小さい植物ほど感受性

ほ高いことになる．

2 実験結果ならびに考察

(1) 湛水条件下で生育する植物間の比較

湛水条件下で生育する 56種の植物を供試して， bent-

hiocarbによる 90%生育抑制薬量を調べ， その結果86)

を第2表に示した．

第2表によれば， 90%生育抑制薬量は植物の種類に

よってかなりの変異がみられる．ここでは供試植物を，

植物分類学による科別に分けた場合，生活型で分類した

場合，さらには雑草と作物に分類した場合の感受性をそ

れぞれ比較した．

まず，植物学的に分類した場合には， 90%生育抑制薬

量が 30g以下の植物を感受性が高いもの， 30:--lOOgの

植物を感受性が中程度， 100g以上の植物を感受性が低

いものとしてとりあつかった．その結果，植物の発芽前

では，デンジソウ科，イネ科，ヵャッリグサ科，ホシク
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Table 2. Susceptibility of test plants against benthiocarb under flooded condition. 

Test plants 

Family Scientific name 

Algae 

Hepaticae 

Salviniaceae 

Marsileaceae 

Potamogetonaceae 

Alisrnataceae 

Gramineae 

ヽ

Cyperaceae 

Lemnaceae 

Eriocaulaceae 

Commelinaceae 

Pontederiaceae 

Juncaceae 

Hydrodictyon reticulatum Lagerh.** 

Spirogyra crassa kiitz.** 

Ricciocarpus natans Corda** 

Azolla imbricata Nakai** 

Salvina natans All.** 

Marsilea quadrifolia Linn.* 

Potamogeton distinctus A. Benn.* 

Alisma ca四 liculatumA. Br. et Bouche 

Sagittaria aginashi Makino* 

S. pygmaea Miq* 

S. trifolia Linn. 

Arthraxon hispidus Makino 

Echinochloa crus-galli P. Beauv 

E. crus-galli P. Beauv. var. caudata Kitagawa 

E. crus-galli P. Beauv. var. f ormosensis Ohwi 

E. crus-galli P. Beauv. var. oryzicola Ohwi 

Leersia sayanuka Ohwi* 

Leptochloa chinensis Nees. 

Microstgium vimineum A. Camus var. polysta-
chyum Ohwi 

Qryza sativa Linn. 

Paspalum distichum Linn.* 

Phalaris arundinacea Linn.* 

Sacciolepis indica Chase var. oryzetorum Ohwi 

Cyperus brevifolius Hassk. var. leiolepis T. Ko-
yama* 

C. dif formis Linn. 

C. hakonensis Franch. et Savat 

C. sanguinolentus Vahl 

C. serotinus Rottb.* 

C. tenui~pica Steud. 
Eleocharis acicularis Roem. et Schult.* 

E. kuroguwai Ohwi* 

E. pellucida Pres! 

Fimbris初lisdichotoma V ahl 

F. miliacea Vahl 

S cirpus juncoides Roxb. 

S. maritimus Linn.* 

Lemna paucicostata Hegelm.** 

Spirodela polyrhiza Schleid** 

Eriocaulon sieboldtianum Sieb. et Zucc. 

Aneilema keisak Hassk 

Monochoria vaginalis Pres! 

Juncus leschenaultii Gay 

ED9。value(g/a) 
germination 

stage J 2-leaf stage 

~-\ 
l 
I 

2
0
6
0
6
0
6
0
4
5
4
5
6
5
6
5
5
2
0
6
6
2
0
3
0
2
0
5
1
5
5
5
5
2
0
5
4
5
0
5
8
8
4
0
6
0
 

60 

60 

80 

80 

80 

60 

200 

200 

200 

100 

100 

20 

15 

15 

15 

15 

60 

15 

20 

240 

240 

60 

10 

30 

-
1
0
2
0
1
0
2
0
 

15 

15 

15 

60 

15 

8 

200 

15 

20 

20 

100 

240 

45 

45 

20 

50 

35 

35 
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Test plants 
---- - --- . 

Family ! Scientific name 

Polygonaceae ¥ Poligonum hydropiper Linn. 

Callitrichaceae ! Callitriche verna Linn. 

Elatinaceae i Elatine triandra Schk. 

Lythraceae I A mmannia multiflora Roxb. 

I Rotala indica Koehne 
I 
i R. pusilla Tulasne 

Ludwigia prostrata Roxb. Oenotheraceae 

Umbelliferae 

I ED9。value(g/a) 

germination 
stage 2-leaf stage 

--・・・・-

I 30 I 60 

30 1 60 

Labiatae 

Scrophulariaceae 

Campanulaceae 

Compositae• 

Oenanthe javanica DC.* 

Mosla dianthera Maxim 

Deinostema violacea Yamazaki 

Dopatrium junceum Hamilt. 

Gratiola violacea Maxim. var. saginoides Franch. 1 

et Savat. f 

Limnophila sessiliflora Blume 

Lindernia pyxidaria Linn. 

Vandellia angustifolia Benth. 

Lobelia chinensis Lour. 

Bidens frondosa Linn. 

B. tripartita Linn. 

Eclipta prostrata Linn. 

40 80 

20 50 

20 50 

20 50 

80 120 

160 200 

40 120 

20 50 

20 50 

20 50 

15 40 

20 80 

20 50 

70 100 

80 150 

40 100 

40 100 

* ; vegetative organ of subterranean part was used 

**; mature seedling was used 

サ科， ツユクサ科， ミズアオイ科，イグサ科，クデ科，

アワゴケ科， ミソハギ科，アカバナ科およびゴマノハグ

サ科には感受性の高い植物がみられ，とくに，イネ科な

らびにカヤツリグサ科の中に感受性の著しく高い植物が

あった． また， オモダカ科， ミゾハコペ科， アカバナ

科，シソ科，キキョウ科およびキク科には感受性が中程

度のもの，ヒルムシロ科とセリ科には感受性の低い植物

がみられた．

一方，植物が 2葉期になると，イネ科，ヵャッ 1)グサ

科およびホシクサ科に感受性の高い植物が多かった．ま

た，サンショウモ科，デンジソウ科，ウキクサ科，ッュ

クサ科， ミズアオイ科， イグサ科， クデ科， アワゴケ

科， ミゾハコベ科， ミゾハギ科，ゴマノハグサ科ならび

にキキョウ科には感受性が中程度のもの，ヒルムシロ

科，オモダカ科，アカバナ科，セリ科，シソ科およびキ

ク科には感受性の低い植物がみられた．さらに藻類と苔

類には惑受性が中程度のものが多かった．このように，

イネ科には感受性の高い植物が多かったが，栽培イネは

感受性が低く， 90%生育抑制薬量が 240gとなり，供試

植物の中で最大値を示した．

つぎに，生活型で分類すると，同じ科の植物であれ

250 

200 

一"' 
ヽ~1 、 150

且

■ germination stage 
□ 2-Jeaf stage 

Weeds 

Fig. 1. ED9。valueof rice plant and lowland 
weeds. A ; annual gramineous weed, 

B ; annual cyperaceous weed. C; 

annual broad leaved weed, D ; 

perennial gramineous weed, E ; 

perennial cyperaceous weed, F ; 
perennial broad leaved weed, G ; 

Iloating weed H ; algae. 



ば， 1年生植物は多年生植物よりも感受性の高い傾向を

示した．

7 

性が低かった．そこで，感受性の高かった 1年生イネ科

雑草と感受性の低かった作物であるイネの90%生育抑制

薬量を比較すると，植物の発芽前では約3倍程度の差に

すぎないが， 2葉期では約15倍という大きな差異が認め

られた．このように，イネと 1年生イネ科雑草の間で除

草剤に対する感受性の違いが大きな例は，きわめて少な

く，興味ある現象である．すなわち，雑草防除の観点か

らみると，感受性が高かった 1年生イネ科雑草の中には

イネの栽培において世界的に問題となるタイヌビエが含

さらに，雑草防除の鍛点より，供試植物を雑草と作物

であるイネに分類し，それらの90%生育抑制薬量を比較

すると，第1図に示すとおりである．第1図によれば，

水田雑草の中では， 1年生イネ科雑草ならびに 1年生力

ャッリグサ科雑草は感受性が特異的に高く，その他の 1

年生広葉雑草，多年生イネ科雑草，多年生カヤツリグサ

科雑草，多年生広葉雑草，浮遊性雑草および藻類は感受

Table 3. Susceptibility of test plant against benthiocarb under upland condition 

Family 

Gramineae 

Cyperaceae 

Commelinaceae 

Liliaceae 

Polygonacece . 

Chenopodiaceae 

-―ーー ・=. ・ . .. 

Test plants ~I ED9。value
Scientific name I (g/a) 

Agropyron repens Beauv.* 

Alopecurus aequalis Sobol var. amurensis Ohwi 

Avena fatua Linn. 

Beckmannia erucaeform捻 Host

Cynodon dactylon Persoon* 

Digitaria adscendens Henr. 

Echinochloa crus-galli P. Beauv. 

Eleusine indica Gaertner 

Hordeum vulgare Linn. var. hexastichon Aschers. 

01・yza sativa Linn. 

Poa annua Linn. 

Setaria lutescens F. T. Hubbard 

S. viridis Beauv. 

Sorghum halepens Pers. 

Triticum aestivum Linn. 

Zea mays Linn. 

Cyperus hakonensis Franch. et Savat. 

C. iria Linn. 

C. microiria Steud. 

C. rotundus. Linn.* 

Lipocarpha microcephala V ahl 

Com切 elinacommunis Linn. 

Allium fistulosum Linn. 

Polygonum blumei Meisn. 

P. nodosum Pers. 

P. persicaria Linn. 

Rumex japonicus Houtt. 

Beta匹 lgarisLinn. var. cicla Linn. 

B. vulgaris Linn. var. rapa Dumort. 

Chenopodium album Linn. 

C. ficifolium Smith. 

K ochia scoparia Schrad. 

Spinacia oleracea Linn. 

360 

20 

60 

30 

360 

20 

20 

30 

60 

100 

30 

16 

16 

80 

60 

160 

16 

16. 

16 

160 

16 

80 

140 

140 

140 

140 

120 

140 

160 

120 

120 

100 

160 
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Family 

Test plants 

Scientific name ___— IE~ ぬ悶lue

Amaranthaceae I A切 aranthusblitu切 Linn.

A. retroflexus Linn. 

Portulacaceae Portulaca oleracea Linn. 

Caryophyllaceae Stellaria alsine Grimm var. undulata Ohwi 

s. 節 ediaVillars 

Cruciferae Brassica ca磁 pestrisLinn. 

B. juncea Czern. et Coss. 

Leguminosae 

Oxalidaceae 

Enphorbiaceae 

Malvaceae 

Umbelliferae 

Convolvulaceae 

Labiatae 

Solanaceae 

B. oleracea Linn. var. capitata Linn. 

Capsella bursa-pastoris Medic. 

Cardamine /le四uosaWith. 

Raphanus sativa Linn. 

Rorippa islandica Borbas 

Arachis hypogaea Linn. 

Glycine max Merr. 

Kmnmerowia striata Schindler. 

Phaseolus angularis W. F. Wight. 

P. vulgaris Linn. 

P. vulgaris Linn. var. humilis Alef. 
Pisum sativum Linn. 
Vicia sativa Linn. 

Vicia faba Linn. 

Oxalis martiana Zucc.* 

Acalypha australis Linn. 

Euphorbia supina Rafin. 

Gossypium indicum Lam. 

Daucus carota Linn. var. sativa DC. 

Oenanthe stolonif era DC. 

Calystegia hederacea Wall. 

Lamium amplexicaule Linn. 

Capsicum annuum Linn. 

Lycopersicon esculentum Mill. 

Solanum melongena Linn. 

Scrophulariaceae I Mazus japonicus 0. Kuntze 
M. miquelii Makino 

Veronica canino-testiculata Makino 

Plantaginaceae Plantago asiatica Linn. 

Ruhiaeeae I Galium aparine Linn. 

Cucurbitaceae Citrullus battich Forskal 

Compositae 

Cucumis melo Linn. var. makuwa Makino 

C. sati切 tsLinn. 

Cucurbita moschata Duch. 

Arctium Zappa Linn. 

Bidens frondosa Linn. 

Centipeda minima 0. Kuntze 

Chrysanthemum coronarium Linn. 

100 

100 

80 

100 

100 

480 

480 

480 

320 

320 

640 

320 

480 

640 

320 

480 

480 

480 

480 

320 

480 

640 

100 

100 

480 

480 

420 

640 

140 

320 

380 

320 

100 

100 

100 

120 

140 

240 

240 

240 

200 

480 

320 

200 

420 



，
 Family 

Test plants 

Scientific name 

ED9。value
(g/a) 

Compositae Cirsium japonicum DC. 

Erigeron annuus Linn. 

E. canadensis Linn. 

Erigeron philadelphicus Linn、
Galinsoga parvif Zora Cavanilles 

I幻erisstronifera A. _Gray* 

Lactuca scariola Linn. 

Sonchus oleraceus Linn. 

320 

240 

240 

240 

200 

640 

480 

240 

* ; rhizome or tuber was used 

まれており，イネに安全でクイヌビエを制御するための

一手段として benthiocarbをとりあげることは，作物

保護の見地から意義深いものと思考される．

(2) 畑地条件下で生育する植物間の比較

畑地条件下で生育する 86種の植物を供試して， hen-

thiocarbによる90%生育抑制薬量を調べ， その結果86)

を第3表に示した．

第3表に示したように，供試植物を，植物学的，生活

型，雑草と作物にそれぞれ分類して感受性を比較する

と，つぎのように考察される．

まず，植物学的分類では， 90%生育抑制薬量が lOOg

以下の植物を感受性が高いもの， 100~300gの植物を感

受性が中程度， 300g以上の植物を感受性が低いものと

してとりあつかった．それによると，イネ科ならびにカ

ャッ IJグサ科には感受性の高い植物が多かった．また，

ツユクサ科，ユリ科，クデ科，アカザ科，ヒユ科，スベ

リヒユ科，ナデシコ科， トウダイグサ科，シソ科，ナス

科，ゴマノハグサ科，オオバコ科，アカネ科およびウ 1J

科には感受性の中程度のものが多く，アプラナ科，マメ

科，カクバミ科，アナイ科，セリ科， 1::ルガオ科および

キク科には感受性の低い植物がみられた．

つぎに生活型による分類では，同じ科の植物であれ

ば， 1年生植物は多年生植物よりも感受性が高い傾向を

示したまた，別の観点からみると，同じ科の 1年生植

物であっても，種子重量の小さな植物は種子重量の大き

な植物とくらべて感受性の高い傾向が認められた．この

現象に関しては，植物間の感受性差異を究明する上で一

つの手がかりを与えるものと考え，本章第2節で詳しく

検討した．

さらに，雑草防除の観点から，第3表に示した供試植

物を雑草と作物に分類し，それらの90%生育抑制薬量を

比較すると第2図ならびに第3図のとおりである．
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第2図によれば，夏作雑草の中では， 1年生イネ科雑

草と 1年生カヤツリグサ科雑草の感受性が特異的に高

もその他の 1年生広葉雑草，多年生イネ科雑草，多年

生カヤツリグサ科雑草および多年生広葉雑草の感受性は

低かった．そこで感受性の高い 1年生イネ科雑草と感受

性の低いトウモロコシの 90%生育抑制薬量を比較する

と，その間には約8倍の差があった．また，第3図によ

れば，雑草として冬作雑草，作物としてコムギをとりあ

げた．その結果，冬作雑草の中では， 1年生イネ科雑草

の感受性が高く， 1年生広葉雑草の感受性が低かった．

そこで， 1年生イネ科雑草とコムギの90%生育抑制薬量

を比較すると，その間の差は約2倍にすぎなかった．っ

まり，畑地条件下で生育する 1年生イネ科雑草とイネ科

作物との間にはそれほど大きな感受性の違いが認められ

なかった．

以上，湛水条件下ならびに畑地条件下で生育する各種

植物の benthiocarb感受性を比較した結果，いずれの

条件下で生育する植物についても， 1年生のイネ科とカ

ャッリグサ科植物は他の供試植物とくらべて感受性の高

い傾向にあった．しかしながら，湛水条件下で生育する

1年生植物の中で，栽培イネだけは感受性が著しく低い

という特異性を有していた．このことは雑草防除の観点

からみると興味深い現象である．

第 2節 イネ科植物の種子重量と感

受性との関係

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：供試種子（品種）は， トウモロコシ（ゴー

ルデンクロスバンクム）， オオムギ（旭19号）， コムギ

（農林26号），イネ（金南風），ェンバク（前進），モロコ

シ（ニューソルゴ），シコクビエ（祖谷在来），ヒエ（白

ビエ）， トールフェスク（ケンクッキー31フェスク），ペ

レニアルライグラス（普通種），バヒアグラス（ペンサ

コラ型），ダリスグラス（九州 4号），オーチャードグラ

ス（アオナミ），リードカナリーグラス（普通種），ロー

ズグラス（パイオニア），バーミューダグラス（普通種），

レッドトップ（普通種）ならびに1976年宇都宮で採集し

たクイヌビエ，ケイヌビエ，メヒシバである．

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

50%生育抑制濃度の検定： 50ml容ビーカーに脱脂綿を

敷き，これに benthiocarbの水希釈液を 5ml加え，植

物種子を10粒播いた．その後は，供試植物を気温25℃,

照度3,000ルックスに設定された恒温器に置き， 10日後

に第1本葉長を測定し，無処理に対する伸長抑制率を算

出した．つぎに，抑制率と薬剤の濃度を片対数方眼紙に

プロットして，第1本葉を無処理区の50%に抑制する濃

度を求めた．

植物の種子養分による生育限界： 13x26xlO(cm)の植

物育成器に16メッシュのふるいを通して蒸溜水で十分に

洗った白川砂を充填し，適量の蒸溜水を加えた．つぎ

に，植物種子を10粒づつ砂の表層部に播き， 25℃の暗黒

条件下に置いた．育成期間中は適時に蒸溜水を補充し

て， 20日後に各植物の葉令を測定した．

2 実験結果ならびに考察

(1) 種子重量との関係

前節(2)で述べたように，各種植物の benthiocarb感

受性を比べると，同じ科の植物であれば，種子の小さい

植物は種子の大きい植物とくらべて感受性の高い傾向に

あった．そこで本節では，供試植物をイネ科植物に限っ

て，種子重量と感受性との関係を検討した．

20種類のイネ科植物における種子重量ならびに50%生

育抑制濃度を調べ30), 第4表に示した．第4表に墓いて

両者の関係を図示した第4図によれぼ，種子重量と50%

生育抑制濃度との間には 5%の信頼限界で正の相関が成

立し，種子重量の小さい植物ほど感受性は高い傾向にあ

ることが判明した．

種子重量と除草剤感受性との間に相関性のあること

は，光合成阻害を第1次作用点とするトリアジン系や尿

素系の除草剤においてよく知られている．しかし，光合

成に対する作用が弱い除草剤の中では， cycloate18)(S-

ethyl-N-ethyl cyclohexyl thiolcarbamate), alac-

hlor18i 〔2-chloro2'6'-diethyl-N-(methoxymethyl) 

acetanilide〕およびoxadiazone44l〔5-t-butyl-3-(2,4-

dichloro-5-isopropoxyphenyl) 1, 3, 4-oxadiazoline-

2-one〕などについて研究がおこなわれているにすぎな

い第3章ならびに第4章で述べるように，benthioca.rb

に対するイネやクイヌビエの生育反応は，発芽そのもの

は阻害されず発芽後の伸長が阻害を受けるもので，この

ような作用をもつ除草剤に対して種子重量と感受性の間

に密接な関係が認められたことは興味深い．

(2) 種子養分との関係

イネ科植物の種子はほとんどが胚乳部分によって占め

られているので， (1)で示したように種子重量と感受性の

間に相関が成立したことは，種子養分の多少が感受性に

対して何らかの影響をおよぼしているように考えられ

る．

そこで，前述した20種類のイネ科植物について種子養

分のみで生育できる最大限の葉齢を調べ，その結果30)を

第4表に示した．第4表に基いて供試植物の種子養分の

みで生育できる最大限の葉齢と種子重量との関係を図示
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Table 4. Seed weight, maximum leaf stage based on seed nutrient and ED50 

value against benthiocarb in 20 Species of grasses 

Seed Weight Maximum leaf 

(mg/100 kernel) stage based on ED5。va1ue(M)**
seed nutrient* 

20, 079 3. 1 I 6; 0 x 10-4 

3,817 1.8 1.ox10-5 

3,497 2. O 5. 2x10-6 

2, 028 3. 0 I . 1. 5 x 10-5 

1,495 1. 9 4.2xl0-6 

1,436 1. 9 2.lxl0-6 

305 1. 5 1. 1 X 10-6 

304 1. 2 3. Oxl0-6 

263 1. 1 I 6. 2 X 10-7 

259 1.1 I 1. 3 x 10-6 

224 1. 2 3. 7 X lQ-6 

197 1.2 i 4.lxl0-6 

175 1. 0 ! 3. 5 X 10-6 

102 1. 1 1 3. 4 X 1Q-G 

91 1. o 5. 2x10-7 

66 1. 1 1. 3 X 10-6 

45 1. 1 2. 7 X 10-6 

23 1. o 9. ox10-1 

21 1. 0 5. 3 X 10-7 

11 1.0 I 1.4x10-6 

* ; Maximum leaf stage of grasses whcih were possible to grow in dark condition withont 

any additional nutrient 

** ; ED50 indicate the concentration required to reduce the growth of plant by 50% 
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した第 5図によれぼ，両者の間には正の相関が成立し，

種子重量の大きい植物ほど種子養分の持続期間は長い傾

向にあった．

第 3節 イネにおける品種間差異

1 実験材料ならびに実験方法

以上の結果より，イネ科植物における種子重量と hen-

thiocarb感受性との間にほ密接な関係があって，種子

重量が小さく種子養分の持続期間が短い植物ほど感受性

ほ高い傾向にあることが判明した．この現象は，イネと

タイヌビエ間における感受性の違いを究明する上に一つ

の手がかりを与えるものであり，詳細に関しては第2章

第4節で検討を加える．

1974年7月10日， 1/5000aワグナーボットを野外に置

き，沖積埴壌土を充填し，水を加えて代かき状態とし

た．つぎに，水深を 3cmとし，第6図に示した34品種の

イネ種子ならびに発芽時の幼苗を30個体づつ土壌表面に

播いた．発芽時の幼苗は，各品種の種子を28℃の定温器

で発芽させ，発芽の早い品種は一時 5℃ の条件下に置い

て，各品種の生育を揃え，鞘葉が0.5~0.Scmに伸長した

100 

pre-germination stage 

屡＇ ..l:: よ俎ゴ 100 

を germination stage 

~ '° 直

゜1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334 

Rice varieties 

Fig 6. Susceptibility of rice varieties against benthiocaub. 

Rice varieties (main cultivated areas) are as follows. 

1. Mutsunishiki (Japan) 13. Hokuriku 90 go(~) 25. IR-8 (Asia) 

2. Kiyonishiki (~) 14. tsukushibare (~) 26. Leuang Tawng 

3. Fujiminori (~) 15. Kuju (~) (Thailand) 

4. Reimi (~) 16. Mineyutaka (~) 27. C4-63 (Philippine) 

5. Sasanishiki (~) 17. Toyotama (::;) 28. Taichung Native 

6. Honenwase (~) 18. Asominori (~) (Formosa) 

7. Toyonishiki (~) 19. Nankai 55 go (~) 29. Tainan-3 （ ~ ） 

8. Koshihikari (~) 20. Reiho (~) 30. Bluebelle (USA) 

9. Yomomasari (~) 21. Nihonbare (~) 31. Bluebonnet (~) 
10. Kus.abue (~) 22. Kinmaze (.:,) 32. Caluro (~) 

11. Norin 29 go (1-) 23. Otomemochi (~) 33. Calurose (.~) 

12. Norin 35 go (~) 24. Mangetsumochi (~) 34 •. Rafaello (Italy) 
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Table 5. Mean temperature at the period of experiment. 

Period of experiment j 1974. 
7.10~7.15 7.16~7.20 7.21~7.25 7.26~7.30 

Mean temperature (℃） I 26.6 27.3 26.1 25.1 

ものを供試した．播種後直ちに benthiocarbの水希釈 に対するイネの品種間差異の原因として考えられること

液を有効成分量で 5g/aとなるように水面に滴下処理し は，一つには発芽や生育速度13)ならびに根系の違い12,68)

た．実験期間中の気温は第5表のとおりであった．調査 に基づく薬剤吸収量の差であり，他の一つは品種固有の

は薬剤処理20日後にイネの生体重についておこなった． 生理的遺伝的形質94)と考えられる．

2 実験結果ならびに考察 本実験では，イネの発芽前ならびにに発芽時のいずれ

34品種のイネの生体重抑制率を調べ，その結果25)を第 の生育時期においても品種間差異が認められたが，発芽

6図に示した． 時の幼苗は生育段階を温度操作によって人為的に揃えた

第6図によれぼ，発芽前ならびに発芽時のいずれの生 ことから，その原因が発芽の遅速に基づくものとは考え

育時期においても，日本，アメリカ，イタリアで栽培さ 難いまた．供試イネより数品種を選び．それらの草

れている品種，および台湾の Tainan-3(蓬来米の一品 丈，千粒重ならびVこに感受性の程度を調べ，その結果25)

種）は．生体重抑制率で11~14%の範囲であるが．ィンド を第6表に示した．第6表によると，生育速度や種子重

型の IR-8,Leuang Tawng, C4-63および Taichung 量と感受性との間には直接的な関連性がみられなかっ

Nativeは30-50%の生体重抑制率を示した．すでに本 た．

章第1節で，イネは benthiocarbに対して感受性の低 最近，海野ら95)は， benthiocarbに対するイネ品種

いことを述べたが，本実験の結果から，感受性は品種に の感受性について遺伝子分析を実施し，感受性差異が単

よって異なることが判明した． 純劣性遺伝子の支配を受けている可能性を示唆してお

除草剤に対するイネの感受性は品種間で差異のあるこ り，今後は，この点での究明が望まれる．

とが知られている58)• 本研究でとりあげたbenthiocarb 以上，栽培イネの benthiocarb感受性は品種によっ

に関しても，璽松ら78)はインド型の IR-8が日本型の品 て異なり，本実験の範囲では，日本型品種には感受性の

種にくらべて感受性の高いことを報告しており，また， 低いものが多く，ィンド型品種には比較的感受性の高い

Kimら46)しま， benthiocarbとsimetry畑〔2-methylー ものが多かった．

thio-4, 6 bis (ethylamino) s-triazineJの混合剤が日 以上本章で検討をおこなった各種植物による hen-

本型品種よりもインド型と日本型の交配品種に対して薬 thiocarb感受性についての実験結果をまとめ，第7表

害の強いことを述べている． このような benthiocarb に示した．

Table 6. Plant heigt, thousand-kernel-weight and susceptibility against ben-

thiocarb in some rice varieties. 

Variety Plant height* (cm) Thousand-kernel-
weight (g) 

Rafaello 12.4 26.8 

Kinmaze 13.8 26.7 

C4-63 14.2 26.9 

Nihonbare 14.7 27.2 

Bluebelle 16.5 21.8 

IR-8 17.5 28.2 

Taichung Native 18.1 23.7 

Bluebonnet 21.9 22.6 

Leuang Tawng 25.7 28.0 

* ; Plant height was mea_sured at 15 days after seeding. 

Susceptibility 

tolerant 

tolerant 
．． 

sensitive 

tolerant 

tolerant 

sensitive 

modelate 

tolerant 

sensitive 
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Table 7. Susceptibility of plants against benthiocarb. 

Test plant 

plants grown under 

flooded condition 

plants grown under 

upland condition 

gramineous plant 

rice plant 

Purpose of 
experiment 

botanical 
classification 

life form 

weed and crop 

botanical 
classification 

life form 

weed and crop 

seed weight 

duration of seed 
nutrient 

．．  

varietal difference 

Susceptibility 

Sensitive I Tolerant 

Gramineae 
Cyperaceae 

I annual 
gramm． eous and 
cyperaceous annual 
weeds 

Gramineae 
Cyperaceae 

I I annual 

gramineous and 
cyperaceous annual 
weeds 

small seed plants 

short period 

Indica 

PUomtabmelliogfeetroane aceae 

I perennial 

II "如
Oxalidaceae 
Convolvulaceae 

I perennial 
-- - -

soybean 

radish 

large seed plants 

long period 

Japonica 

第7表によれば，まず， 143種の植物を湛水条件下で生 防除の観点からみると，きわめて重要な意義を有してい

育する植物と畑地条件下で生育する植物に分けて ben— ると思われる．

thiocarb感受性を比較した結果より， いずれの条件下

で生育する植物においても， 1年生のイネ科植物とカヤ

ツリグサ科植物は他の供試植物とくらべて感受性の高い

傾向にあった．しかしながら，湛水条件下で生育する 1

年生植物の中で，栽培イネだけは感受性が低かった．こ

のことより，イネの栽培で最も厄介な雑草となるクイヌ

ビエ，ケイヌビエ，イヌビエなどの，いわゆるノビエ/:l:

感受性が高く，栽培イネは感受性が低いという興味ある

事実が見い出された．そこで，品種の栽培を供試して感

受性をくらべると，日本型品種には感受性の低いものが

多く，ィンド型品種には感受性の比較的高いものが多い

ことも判明した．

つぎに，イネとクイヌビエを含む20種類のイネ科植物

を用いて感受性を比較したとこな種子重量が小さくて

種子養分の持続期間が短い植物ほど感受性は高い傾向に

あった．このことは，上に述べたイネとクイヌビエ間に

おける感受性差異の発現に種子重量の違いが関与する可

能性を示唆していた•

以上のように， benthiocarb感受性は植物の種類な

らびに品種によってかなりの差異が認められた．とりわ

け，世界のイネ栽培地帯で問題とされるクイヌビエと栽

培イネとの間で感受性に著しい差異のあることは，雑草

第4節 摘 要

(1) 本研究は，各種植物の benthiocarb感受性を比較

するためにおこなった・

(2) 湛水条件下ならびに畑地条件下で生育する 143種の

植物について感受性を比較した結果，いずれの条件下

で生育する植物についても， 1年生のイネ科植物とカ

ャッリグサ科植物は他の供試植物とくらべて感受性が

高かった．しかしながら，湛水条件下で生育する 1年

生植物の中でイネだけは感受性が低いという特異性を

有していた．

(3) イネとタイヌビエを含む20種類のイネ科植物におい

て，種子重景が小さく種子養分の持続期間が短い植物

ほど感受性は高い傾向にあった．

(4) 34品種の栽培イネについてみると，日本型品種には

感受性の低いものが多く，インド型品種には感受性の

比較的高いものが多かった．

第2章 イネとクイヌビエの

感受性差異

前章で各種植物の benthiocarb感受性を比較した結

果より，同じ 1年生のイネ科植物であっても，イネは感
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受性が低く，クイヌビエは感受性が高いという特異性が 水を加え代かき状態として 3cm湛水とした．その後，

見い出された．そこで，この章では，イネとクイヌビエ イネとタイヌビエの種子を10粒づつ土壌表面に播き，発

の感受性差異を多角度から検討をおこなった． 芽前~4葉期までの各生育時期に benthiocarbの水希

除草剤に対する植物間の本質的な感受性差異は，植物 釈液を湛水中に滴下処理した．薬剤処理15日目に植物の

の生理生態的特性，形態的特性，あるいは生化学的特性 生体重を測定し， 50%生育抑制薬量を算出した．また，

などに基づいて発現するが.Klingman49lらが指摘して イネの50%生育抑制薬量／タイヌビエの50%生育抑制薬

いるように，実際の圃場条件では，植物の側，除草剤の 量の比から感受性差異の幅を求めた．

側，環境などの条件で，感受性差異の程度が大きく変動 2 実験結果ならびに考察

するものである．それゆえ，雑草防除の一手段として除 (1) 水耕液処理試験

草剤をとりあげようとする際にほ，対象となる雑草と作 本節では，イネとタイヌビエ間の感受性差異が，生育

物の生育時期や環境要因によって感受性差異の程度がど 時期ならびに benthiocarbの処理方法によってどのよ

のように変るかを的確に把握し，変動の原因を究明する うに変るかを検討した．

ことが，雑草害を排除して作物を保護する上から重要な まず，水耕液処理による結果30)を第7図に示した．第

課題となる88), また，変動の原因をより詳細に究明する 7図によれば， 50%生育抑制濃度は植物の発芽前から 4

には，感受性差異の発現に関与する要因を様々な側面か 葉期まで生育が進むほど増大し，どの生育時期において

ら検討することが重要と考えられる． もイネの濃度がクイヌビエの濃度を上回った．そこで，

これまでに，イネとタイヌビエの benthiocarbに対 感受性差異の幅を植物の生育時期別にみると， 2葉期で

する感受性差異の程度やその機構について検討した例 は5.0倍と最も大きく，以下は， 1葉期の 4.8倍， 3葉

は，きわめて少なく，植物体中における C1Lbenthio— 期の 2.8倍，発芽前と発芽時の 2.1倍および4葉期の1.8 

carbの吸収量，移行量，および代謝速度を検討した中 倍であった．

村らの報告65,66)があるにすぎない． 植物の生育が進むと除草剤に対する感受性が低下する

この章では，まず，イネとクイヌビエ間の感受性差異 ことは数多くの実験例がある．その原因として萩本丸

の程度が，植物の生育時期，処理方法および環境要因に は，表皮の肥厚化などにより除草剤が浸透しにくくなる

よってどのように変動するかを調べ，つぎに変動の原因 こと，植物体における除草剤の不活性化能力が高まるこ

を究明するための一手段として処理部位と感受性差異の と，さらには植物体の生長量の増大により除草剤が体内

関係を検討した．さらに，前章第2節の実験結果に基 希釈されることをあげている．本研究に関わるイネとク

づき，惑受性差異の発現に関与する要因の一つとして種

子重量の差異をとりあげて検討を加えた．

第 1節生育時期と感受性差異

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：イネ（品種，ニホンバレ），クイヌビエ（宇

都宮産）

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

水耕液処理：温度28℃，照度10,000ルックスの人工気

象室で，容器として 200ml容量のフラスコに，培養液と

して木村B液47)を用いて，イネとクイヌビエの発芽時か

ら4葉期までの幼植物を育成した．その後は，培養液に

所定量の benthiocarbを加え，引続き静置育成した・

薬剤処理後20日目に植物の生体重を調査し， 50%生育抑

制濃度を生育時期別に算出して，イネの50%生育抑制濃

度／クイヌビエの50%生育抑制濃度の比から感受性差異

の幅を求めた．

湛水条件下での土壌処理：温度20~30℃のガラス室内

で， 1/5,000aワグナーボットに沖積埴壌土を充填し，
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イヌビエにおいても，生育が進むと生体重は増加するこ

とが筆者ら29)によって，不活性化能力は増大することが

中村ら66)によって確認されていることから，萩本の指摘

にあるような原因で感受性の低下をきたすものと思われ

る．

一方，感受性差異の幅が植物の 2葉期で最も大きくな

ることは，きわめて特異な現象である．中村ら66)によれ

ば，イネとクイヌビエ間には benthiocarbの吸収量，

移行量ならびに代謝速度に差異がみられ，その差異は植

物の 1葉期~3葉期に大きいことを報告している．した

がって，このことが感受性差異の発現に関与している可

能性は十分に考えられる．また，筆者は，第1章第2節

でおこなった実験結果から，イネとタイヌビエ間で種子

重量や種子養分の持続期間に差異のあることも上に述べ

た現象と何らかの関係があるものと考え，その検討結果

を本章第4節にまとめた．

(2) 湛水条件下での土壌処理試験

つぎに，イネの湛水直播栽培を想定して，湛水条件下

での土壌処理による50%生育抑制薬量と感受性差異の幅

を調べ，その結果を第8図に示した．

第8図によれば， 50%生育抑制薬量は植物の生育時期

が進むほど増大し，どの生育時期においても，イネの薬

量がクイヌビエの薬量を上回った・ また，感受性差異の

幅を植物の生育時期別にみると， 2葉期では15.8倍と最

も大きく，つづいて， 3葉期の11.8倍， 1葉期の8.1倍，

4葉期の 4.2倍，発芽前ならびに発芽時の 4.0倍であっ

た．このように，湛水条件下での土壌処理試験において

も，植物が 2葉期に感受性差異の幅は最も大きくなると
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Fig. 8. Relation between susceptibility aga-

inst benthiocarb and growth stage 

(soil treatment under flooded con-

dition). A ;-pre-germination stage, 

B~germination stage, C;1-leaf stage 
D ; 2-leaf stage, E ; 3-leaf stage, 

F ; 4-leaf stage. 

いう特異な現象が発現した．農事試験場および九州農試

の報告によれぼm, benthiocarbに対するイネとクイ

ヌビエ間の感受性差異は両植物の発芽前よりも発生始期

から 3葉期までの生育時期において大きいとしている．

これらの実験結果を雑草防除の観点からみると，イネの

灌水直播栽培においてクイヌビエの生育制御を目的とし

て benthiocarbをとりあげる際には，両植物が2葉期

に施用することが適正な使用時期といえる．

ところで，第7図と第8図を比較すると，植物の発芽

前から 4葉期までのいずれの生育時期においても，湛水

条件下での土壌処理による感受性差異の幅は水耕液処理

による幅を大きく上回ることが注目される．例えぼ，感

受性差異の幅が最大となる 2葉期では，水耕液処理で

5.0倍にすぎないが，土壌処理では 15.8倍にも達した．

このことは，本章第8節で検討するように，幼植物の根

に benthiocarbを処理してもイネとクイヌビエ間の感

受性差異はそれほど大きくないが，茎葉に処理すれば惑

受性差異の幅はきわめて大きいことと関係があるように

思われる．すなわち，水耕液処理では benthiocarbが

植物の根から吸収されやすいため感受性差異の幅が小さ

いのに対して，湛水条件下での土壌処理では，土壌の介

在によって根からの吸収量が低下し，茎葉からの吸収量

が相対的に増大するので感受性差異の幅は大きく発現す

るものと考えられる．したがって，湛水条件下での土壌

処理による感受性差異の発現には，イネとタイヌビエの

生理生化学的な特性の他に，一般に土壌処理型除草剤に

ついていわれているような土壌吸着などの要因85)も重要

な役割を果しているものと考えられる．

第 2節感受性差異の環境要因による変動

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：イネ（品種，ニホンバレ），クイヌビエ（宇

都宮産）

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

土壌の種類による変動：温度20~30℃のガラス室内

に， 1/5,000aワグナーポットを置き， これに第8表に

示した採集地を異にした4種類の土壌を充填し，水を加

えて代かきの後，水深を 3皿に保った．翌日，土壌表層

にイネとクイヌビエの種子を20粒づつ播いた． その後

は，植物の発芽前と 2葉期に benthiocarbの水希釈液

を水面に滴下処理し，育成管理した・薬剤処理後15日目

に植物の生体重を調査し， 50%生育抑制薬量を算出し

た．

湛水操作による変動：温度20~30℃のガラス室内で

1/5,000aワグナーボットに第8表に示した宇都宮土壌
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Table 8. Humus content and mechanical analyses of test soils. 

Mechanical Analysss 

Station Humus 
Coarse Fine sand I 

sand Silt Clay 

The Arakawa valley 1.2% 
14.6% I I 

48.5% 13.7% 23.2% 

Konosu 2.1 9.4 17.9 20.0 52.6 

Ageo 5.2 10.9 15.8 17.9 55.2 

Utsunomiya 11.3 9.0 15.8 19.4 55.6 

を充填し，水を加えて代かきの後，無湛水区， 1cm湛水 の50%生育抑制薬量の比から感受性差異の幅を求め，そ

区， 3cm湛水区および 10cm泄水区を設けた．その後は， の結果31)を第9図に示した．

土壌の種類による変動試験と同様に，植物種子を播き， 第9図によれば，植物の発芽前処理ならびに 2葉期処

benthiocarbを処理し，調査をおこなった． 理のいずれの処理においても，腐植含量の大きい土壌ほ

また， 3cm湛水区で植物の発芽前に benthiocarbを どイネとタイヌビエの50%生育薬量は増大した・ また感

処理したものについては，処理翌日から 8日後にわたっ 受性差異の幅は土壌の種類によって異なった．すなわ

て毎日排水する区を設け，処理後15日目に植物の第 1本 ち，発芽前処理の場合をみると，荒川沿岸土壌で 3.1倍，

葉長を調査し，伸長抑制率を算出した． 鴻巣土壌で 3.2倍，上尾土壌で 3.7倍，宇都宮土壌で

漏水による変動：温度20~30℃のガラス室内で 1/ 4.1倍となり，これらの数値は粘土ならびに腐植含量の

5,000aワグナーボットに第8表に示した宇都宮土壌と 順位と一致することが認められた．また， 2葉期処理の

荒川沿岸土壌を充填し，水を加えて代かきの後3cm湛水 場合にも同様な傾向であった．

として，イネとクイヌビエの種子を20粒づつ播いた．植物 このように， benthiocarbに対する植物の感受性が

の発芽前と 2葉期に benthiocarbの水希釈液を水面に 有機物含量と密接な関係のあることは， Damanikら10)

滴下処理し，その後は， 24時間あたり 1cm,3cmおよび によっても報告されている． 中村ら67)によれば， ben-

5cmの漏水を 3日間にわたっておこなった．漏水操作は， thiocarbに対する土壌吸着の強さは，有機物含量，粘

ポット下部のゴム栓にガラス管を通しておこなった．処 土含量，粘土鉱物の種類，さらにはイオン交換容量な

理15日後に植物の生体璽を測定し， 50%生育抑制薬量を ど，多くの因子と関係するが，とくに有機物含量との間

算出した． に高い相関のあることを述べている．したがって， hen

温度による変動：温度を 10~20℃,20~30℃および thiocarbに対する感受性が土壌の種類によって変動す

30~40℃ に設定した人工気象室で， 1/5,000aワグナー

ボットに第8表に示した宇都宮土壌を充填した・ その後

は，土壌の種類による変動試験と同じ操作をおこなっ

て， 50%生育抑制薬量を求めた．

光の強さによる変動：温度20~30℃のガラス室内で

1/5, OOOaワグナーポットに第8表に示した宇都宮土壌

を充填し，水を加えて代かきの後，水深を 3cmに保ち，

イネとクイヌビエを20粒づつ播き，明区と遮光区を設け

た．遮光区は，ボットの lm上部に黒色寒冷紗で覆いを

おこなって，光の強さを明区の 1/2とした．実験期間中

の最高照度は明区で80,000ルックスであった． その後

は，土壌の種類による変動試験と同じ操作をおこない，

50%生育抑制薬量を求めた．

2 実験結果ならびに考察

(1) 土壌の種類による変動

4種類の土壌を用いて，イネとクイヌビエの50%生育

抑制薬量を調べ，イネの50%生育抑制薬量／クイヌビエ

germmation stage 2-leaf stage 
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Fig. 9. Effect of soil type on difference 

between rice plant and barnyardg-

rass in susceptibility against hen-

thiocarb. A ; The Arakawa valley 

soil, B ; konosu soil, C ; Ageo soil, 

D; Utsunomiya soil. 
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る原因は， 1つには土壌吸着の強さに差があるためと思

われる．

つぎに，イネとクイヌビエ間の感受性差異の幅が土壊

の種類によって変動した原因は第9図に示した結果か

らみると，つぎのとおりである．すなわち，腐植含量や

粘土含量の大きい土壌ほど 50%生育抑制薬量は増加す

るが，その傾向はタイヌビエよりもイネにおいて著しい

ことから，惑受性差異の幅は土壊の種類によって変動す

ることになる．このようなイネとタイヌビエ間における

感受性差異に関しては，本章第3節において，処理部位

と処理効果の側面より検討を加える．

(2) 湛水操作による変動

まず，湛水深を変えて感受性差異の幅を調べ，その結

果31)を第10図に示した．

第10図に示すように，感受性差異の幅は，湛水の有無

によって大きく変化した．すなわち湛水した場合には湛

水深を変えてもあまり差がなかった．例えば，発芽前処

理についてみると， 1cm,3cm, 10cmの各湛水区では，惑

受性差異の幅は，それぞれ， 3.8倍4.1倍および 3.7倍

となるが，無湛水区では感受性差異の幅が 3.3倍と小さ

かった．また， 2葉期処理においても同様な傾向が認め

られた．

このように，湛水区と無湛水区との間で感受性差異の

幅にかなりの差が認められたことは，後述するように，

植物の発芽前では幼芽の部位に処理することが， 2葉期

では葉鞘基部に処理することが感受性差異の発現に重要

であることを裏付けている．なお，片岡ら37)しま，発芽時

のクイヌビエについて benthiocarbの湛水土壌処理を

おこない， 1cm,5cm, 9cmと湛水深を変えても感受性に
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はほとんど差のないことを報告している．しかしながら

この結果は 30~60g/aもの高薬量を処理したために得

られたものと考えられる．

つぎに，水田条件下でイネとクイヌビエの種子を播

き， benthiocarbの処理後経時的に排水をおこなって，

第1本葉伸長抑制率を調べ，その結果31)を第11図に示し

た．第11図によれば，イネでは，排水時期が早いほど伸

長抑制率が僅かに低下する傾向を示した．一方，クイヌ

ビエでは処理後3日以内の排水で伸長抑制率が著しく低

下した・

筆者ら26,28)ならびに石川ら34)の実験によれば， ben-

thiocarbを水田条件下で処理すると， 処理3~4日後

においても施用量の約50%は水中に溶存するものであっ

た．したがって，処理後に排水をおこなうと， benthio-

carbを幼芽から吸収しやすいクイヌビエでは惑受性の

低下が起るものと考えられる．

以上，イネとクイヌビエ間における感受性差異の幅

ほ，湛水の有無あるいは処理後の排水など，いわゆる湛

水操作によって著しく変動することが判明した．

(3) 漏水による変動

漏水量ならびに土壌の種類を変えて感受性差異の幅を

調べ，その結果31)を第12図に示した．

第12図によれば，漏水量の増大に伴って感受性差異の

幅は大きく変動した．すなわち， 2葉期処理を例にとる

と，荒川沿岸土壌を用いた場合，無漏水区では， 11.9倍

であるが， 1cm漏水区では11.8倍， 3cm漏水区では7.4倍

となり，さらに 5cm漏水区では 5.9倍まで低下した．ま

た宇都宮土壌を用いた場合， 無漏水区， 1cm漏水区およ

び3cm漏水区では約14倍の数値を示すが， 5cm漏水区で

は7.6倍に低下した．

&'. 感受性差異の幅が低下したことの原因は，第12図から
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Fig. 12. Effect of leakage on difference 

between rice plant and barnyard-

grass in susceptibility against ben-

thiocarb. 4. rice plant● ● barnya-

rdgrass, ■ difference in suscepti-
bility. 

明らかなように，漏水量の増大に伴って，発芽前処理で

はタイヌビエの50%生育抑制薬量がイネのそれより急激

に増大したことにあり，一方， 2葉期処理ではイネの

50%生育抑制薬量が急激に低下したことにある．これら

50%生育抑制薬量の変化を，本章第3節で検討した植物

に対する benthiocarbの処理部位と感受性の強さとの

関係に基いて考察すると次のようになる．すなわち，漏

水量の増大に伴って水中に溶存する benthiocarbが土

壌中へ速やかに移行すると，幼芽に処理した場合に阻害

を受けやすいクイヌビエでは感受性が急激に低下し，逆

に，根に処理した場合に阻害を受けやすいイネでは感受

性が急激に増大したものと考えられる．

なお，ここでは，漏水による感受性差異の変動を明ら

かにする且的で， 1日あたり 5cmもの漏水区を設けた

が，実際の圃場条件では 1~3cm程度である． また，代

かき後H数の経過に伴って漏水量は減少することが知ら

れている．したがって，実際場面で benthiocarbを施

用した場合，感受性差異の幅が漏水によって大きく変動

することは比較的少ないと考えられる．

(4) 温度による変動

本実験では， 10~20℃の低温区， 20~30℃の中温区お

よび 30~40℃の高温区を設け，感受性差異の幅を比較

し，その結果を第13図に示した．

第13図によれば，発芽前処理による感受性差異の幅

• barnyardgrass 
＼ • . 一,I I• ―•一•10-20 20-30 30-40 10-20 20-30 30-40 

temperature(℃） 

Fig. 13. Effect of temperature on difference 

between rice plant and barnyard-

grass in susceptibility against ben-

thiocarb. 

は，低温区が 3.5倍，中温区ならびに高温区が4.1倍と

なり，低温区のみ低い値が得られた．一方， 2葉期処理

では 3区間にほとんど差がなかった．

発芽前処理の低温区において感受性差異の幅が低下し

た原因ほ，一つにはイネとクイヌビエの間で benthio-

carbの吸収部位に差のあることが関係するようにに思

われる．つまり，湛水中に溶存する benthiocarbは処

理後の日数の経過に伴って土壌中へ移行吸着されるの

で，低温により植物の発芽がおくれるとai, 幼芽から吸

収しやすいタイヌビエと根から吸収しやすいイネとの間

には感受性に甚だしい差異が生じたものと推察される．

なお， benthiocarbに対するクイヌビエの感受性が低

温条件下で低いことは，古谷ら14)によっても確認されて

いる．

(5) 光の強さによる変動

光の強さを変えて感受性差異の幅を調べ，その結果を

第14図に示した．

第14図によれば，発芽前処理による感受性差異の幅は

光の強さを変えてもほとんど変動しなかった．一方， 2

葉期処理では光が強いと感受性差異の幅が増大する傾向

を示した．

植物の生育は光の強さによって著しい影響を受ける。

例えば，光が強いと植物は強健に育ち，除草剤に対する

耐性は増大するといわれている．本実験の 2葉期処理に

おいても，光が強いと植物の感受性は低い傾向にあった

が，同時に，感受性の幅も増大する傾向がみられた．こ

のように光の強さは， benthiocarbに対するイネとタ

イヌビエ間の感受性差異に対して何らかの影響を与える

ように思われるが，この件に関しては今後の検討課題と

いえる．
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以上の結果より，水田条件下におけるイネとクイヌビ

工間の感受性差異の幅は，土壊の種類，湛水操作，漏

水，温度および光の強さによって変動した． これら変

動の原因は，一つには湛水中ならびに土壌中における

benthiocarbの行動と密接な関係があるように思考さ

れた．

の各部位に薬剤を浸した脱脂綿を24時間にわたって付着

させ，水洗，育成の後，第8本葉長を測定し，伸長抑制

率を算出した．

処理部位別の土壌処理効果；直径12cmの磁製ポットに

洪積埴壌土を充填し，第17図に示したように，イネとク

イヌビエの種子を播き， benthiocarbがsog/aとなる

ように土壌混和処理した．処理後15日目に，第1本葉の

長さを測定し，伸長抑制率を算出した．

2 実験結果ならびに考察

(1) 発芽時の場合

鞘葉，根，胚軸が各0.5cm位の幼植物を benthiocarb

のlOppm溶液一定時間浸漬し，第1本葉伸長抑制率を

調べ，その結果32)を第15図に示した．

第15図によれば，イネならびにクイヌビエの伸長抑制
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第3節 処理部位と感受性差異

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：イネ（品種，ニホンバレ），クイヌビエ（宇

都宮産）

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

処理時間別の茎葉部伸長抑制効果：容器として 200ml

容ビーカーを，培養液として木村B液を用いて，発芽時

と2葉期のイネならびにクイヌビエを育成した．その後

は， 200ml容ビーカーに benthiocarbの所定濃度液を

100ml加え，これに上記の幼植物を浸漬した．つづいて，

一定時間後にビーカーから幼植物をとり出して水洗の

後，再度，木村B液で育成し， 10日後に第1本葉あるい

は第3本葉の長さを測定して無処理に対する伸長抑制率

を算出した．

処理部位別の茎葉部伸長抑制効果：培養液として木村

B液を用いて発芽時と 2葉期の植物を育成した．処理方

法としては，発芽時の場合には，鞘葉，根および胚軸

（クイヌビエのみ）の各部位に benthiocarb溶液を浸し

た脱脂綿を24時間付着させ，水洗の後，再度木村B液を

用いて育成した.10日後に第1本葉の長さを測定し，伸

長抑制率を算出した．また，植物が2葉期の場合には，

茎葉，根，葉身，葉鞘，葉鞘の上部，ならびに莱鞘基部

.. -.. -----
.. 
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Fig. 15. Relation between duration of di-

pping of seed into benthiocarb 

solution and 1st leaf elongation. 
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□ barnyardgra認

■ rice plant 

coleoptile root 
Site of treatment 

mesocotyle 

Fin. 16. Relation between site of treatment 

and 1st leaf elongation. Benthiocarb 

was treated at the concentration 

of lOppm. 



率は，ともに浸漬時間が長くなるに従って増大し， 24時

間でほぼ平衡状態に達した．

そこで浸漬時間を24時間に固定し，植物の鞘葉，根，

胚軸に対して，それぞれ処理した場合の第1本葉伸長抑

制率を調べ，その結果32)を第16図に示した．

第16図によれぼ，鞘葉に処理した場合の伸長抑制率

は，イネ21%, タイヌビエ87%となり，植物間に大きな

差異がみられた．また，クイヌビエでは，胚軸に対する

処理でも68%の抑制率を示した．しかしながら，根に処

理した場合には，イネ16%, クイヌビエ27%となって，

鞘葉に対する処理とくらべて伸長抑制率が低く，かつ

植物間の差も小さかった．この結果より，イネとタイヌ

ビエ間における感受性差異の発現には，植物に対する

benthiocarbの処理部位が重要な役割を果しているこ

とが判明した．

つぎに，処理部位と感受性差異との関係を土壌が介在

する条件下で調べ，その結果32)を第17図に示した．

第17図によれば，処理区AならびにBのように播種面

の上方に処理層がある場合には，伸長抑制率が高く，ク

イヌビエ＞イネの傾向を示すが，処理区CならびにDの

ように播種面よりも下方に処理層がある場合には，伸長

抑制率が低く，イネ＞クイヌビエの傾向であった．な

ぉ，処理区Aでイネの伸長抑制率が著しく低い値を示し

たことは植物の胚軸の伸長性と関係があるように思われ

る．すなわち，特別な生育条件を除いてはイネの胚軸が
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ほとんど伸長しないので，播種面と処理層が離れている

と，イネの茎葉が処理層に達する間に生育段階ヵゞ進み，

benthiocarbに対する感受性は低下したものと思われ

る．このような土壌処理による感受性差異の実験は，中

村ら65)によってもおこなわれており，本実験と同様な結

果を得ている．

これらのことより，水耕液処理ならびに土壌処理のい

ずれの処理方法にぉいても，発芽時においてイネの感受

性が低く，クイヌビエの感受性が高いとされる現象は，

両植物の鞘葉に対して benthiocarbを処理した場合に

発現することが判明した．

(2) 2葉期の場合

2葉期のイネを benthiocarbの30ppm溶液に浸浪

し，クイヌビエを lOppm溶液に浸漬して第3本葉伸長

抑制率を調べると，第18図に示した結果32)が得られた．

第18図によれば，両植物の伸長抑制率は浸漬時間が長

くなるほど高まり， 72時間浸渋においても，まだ増大傾

向を示した，このように平衡状態に達するまでの時間が

発芽時の場合とくらべて長いことは， benthicicarbの

吸収，移行あるいは代謝速度などが植物の生育時期に

よって差異のあることを示している．そこで，本実験で

は，便宜上，浸漬時間を24時間に固定し，植物に対する

処理部位を変えて，第8本葉伸長抑制率を調べ，その結

果32)を第19図に示した．

第19図によれば，イネでは根に処理した場合の抑制率

が大きく茎葉に処理した場合の抑制率が小さかった．一

方，クイヌビエにおいても類似した傾向がみられたが，

処理部位による抑制率の差は小さかった．したがって，

植物が2葉期では， benthiocarbを茎葉に処理すれば

イネとクイヌビエ間の感受性差異の幅はきわめて大きい

が，根に処理すると感受性差異の幅ほそれほど大きくな

いことが判明した．また，第19図から明らかなように，茎
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葉に対して処理した場合の第3本葉身長抑制率は，葉身

よりも葉鞘処理した場合に大きい傾向がみられる．そこ

で，薬鞘の部位を上部と基部に分けて benthiocarbを

処理し，その結果を第20図に示した．第20図によれば，

葉鞘基部に処理した場合の伸長抑制率が葉鞘の上部に処

理した場合のそれを大きく上回った．それゆえ，様々な

処理部位の中で，とくに葉鞘基部に処理すると他の部位

に処理するよりも，イネとタイヌビエ間の感受性差異の

幅は大きいといえよう．古谷ら15)は， 3.4葉期のイネ幼

苗を用いて benthiocarbの処理部位と処理効果の関係

を調べ，茎葉に対する処理よりも根に対する処理で処理

効果が強いことを報告している．

以上の結果より，イネとクイヌビエに対する benthio-

carbの処理部位と感受性との関係をみると，発芽時あ

るいは 2葉期のいずれの生育時期においても，茎葉に処

理すれば感受性差異の幅はきわめて大きいが，根に処理

すると感受性差異の幅はそれほど大きくないという特異

な現象が判明した．これらの結果ほ，本章第1節ならび

に第2節で述べたとおり，処理方法や環境条件を変える

と感受性差異の幅がどのような理由で変動するかを理解

する上に重要な資料となった．

これまでに benthiocarbをイネとクイヌビエの茎葉

に処理し，感受性の違いや，その機構を究明した実験結

果はみあたらないただ，中村ら66)によれば， 14C-ben-

thiocarbを植物の根に処理した場合，茎葉における 14C

の濃度はクイヌビエで高くイネで低かったこと，また，

その後の代謝速度をみると，イネでは速やかに減少する

が，クイヌビエでは緩慢な減少になることを報告してい

る．それゆえ，茎葉に処理した場合でも， benthiocarb

の吸収量や移行量，あるいは代謝速度などが植物間で異

なり，そのことが感受性差異の発現に関与する可能性は

十分にある．一方，江原12)' 竹松ら84', 中山69), 近内50)

および野田ら73)しま，イネとクイヌビエの茎葉部形態を比

較し，クイヌビエの方が薬剤を吸収しやすいような表皮

構造にあることを報告しており，ノビエでは薬物に対す

る感受性が高くなりやすいことをその形態的側面から理

解することができる．このような感受性差異の発現機構

に関しては，植物の生理生態的特性，形態的特性，ある

いは生化学的特性などの様々な側面から検討をつづける

ことが必要と考えられる．

種子重量と感受性差異

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：イネ（品種，ニホンバレ），タイヌビエ（宇

都宮産）

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

イネの胚乳切除種子による50%生育抑制濃度；頴を除

いたイネ種子について，胚乳部分を切除しない種子，胚

乳部分を 1/2または 3/4切除したものを用意して，切断

面を殺菌するため次亜塩素酸ナトリウム溶液 (active

chlorine 10%) の10倍希釈液に20分間浸漬した． その

後， 50ml容ビーカーに所定濃度の benthiocarbと0.8%

の寒天を含む熱湯を 25ml加え， 冷却の後，上記イネ種

子を10粒づつ播き，温度25℃，照度3,000ルックスに設

定された恒温器に入れ， 10日後に第1本葉長を測定し，

第 4節



無処理区に対する伸長抑制率を算出し， 50%生育抑制濃

度を求めた．

クイヌビエ種子による50%生育抑制濃度： 50ml容ビー

カーに脱脂綿を敷き，所定濃度の benthiocarb溶液を

5ml加え，タイヌビエの大粒種子と小粒種子を10粒づつ

播いた．その後は25℃，照度3,000ルックスの条件下で

育成管理し， 10日後に第1本葉長を調査し， 50%生育抑

制濃度を求めた．

イネとクイヌビエの生育に伴う50%生育抑制濃度の変

化： 200ml容のビーカーに， 培養液として木村B液を用

いて，発芽時， 1葉期および2葉期のイネならびにタイ

ヌビエを育成し，それぞれについて，胚乳部分を切りとっ

たものと切りとらないものを用意した． つぎに， 200ml

容ビーカーに所定濃度の benthiocarb溶液を 100ml加

ぇ，この中に上記植物を入れて，温度25℃，照度10,000

ルックスの条件下で158間育成した．その後，植物の生

体重を調べ， 50%生育抑制濃度を算出した．

イネとタイヌビエの生育に伴う種子重量の変化：発芽

前，発芽時， 1葉期， 2葉期， 3葉期および 4葉期のイ

ネとタイヌビエについて，種子の部分と種子以外の部分

の乾物重を測定した．供試した幼植物は，温度25℃照度

10,000ルックスの条件下で，木村B液を培養液として水

耕した．

2 実験結果ならびに考察

(1) 種子璽量との関係

すでに前章第2節で検討したように，数種イネ科植物

において，種子重量が小さく種子養分の持続期間が短い

植物ほど benthiocarb感受性は高い傾向にあることが

判明した．また，本研究に関わるイネとタイヌビエでは，

種子重量で約 9倍の差があった．そこで，この節では，

感受性差異の発現に関与する要因の一つとして種子重量

の差異をとりあげて検討を加えた．

まず， benthiocarbによる 50%生育抑制薬量を，ク

イヌビエについては種子璽量が著しく異なるものの間で
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比較し，イネについては胚乳部分を切除したものと切除

しないものの間で比較した．それらの結果30)は第 9表に

示したとおりである．

第9表によれぼ，クイヌビエでは，重量が大きい種子

で5.8xl0-6M, 重量が小さい種子で2.4x10-6Mとな

り，種子重量が小さいと benthiocarb感受性は高いこ

とが判明した．またイネについてみると，胚乳を切除し

ない正常な種子では 2.8xl0-5Mであるが，胚乳部分の

1/2または 3/4を切除すると，それぞれ， 1.6xl0-5M,

9.5x10-6Mに低下した．つまり， イネ種子の胚乳部分

が少なくなると benthiocarb感受性は高まることが判

明した．

これらのことより，イネとクイヌビエが発芽時に ben-

thiocarbに対して感受性差異を示すのは， 一つには種

子重量に約9倍もの差があることに基づく胚乳養分の多

少と密接な関係があるように考えられる．

(2) 種子養分の持続期間との関係

つぎに，種子養分の持続期間と感受性差異との関係を

検討するため，最初にイネとクイヌビエの間で種子養分

の持続期間にどの程度の差があるかを調べた．実験は，

両植物の生育に伴う種子重量の減り方と種子以外の部分

の増え方を調べ，その結果30)を第21図に示した．

第21図によると，種子重量は，植物の生育に伴って低

下し，イネが 3葉期，クイヌビエが1葉期になると発芽

前の璽量の10%以下に低下した．イネが3葉期になると

種子重量が10%以下に低下することは星川21)によっても

報告されている．一方，種子以外の部分は，生育の進展

に伴って増大し，イネが 3葉期，タイヌビエが1.5葉期

になると植物体全体のほぼ90%を占めるようになった．

このことより，種子重量が大きいイネでは種子養分の持

続期間が長く，種子重量の小さいタイヌビエではその期

間の短いことが明らかとなった．

つづいて，種子養分の持続期間に差のあることがben-

thiocarbに対する感受性とどのような関係にあるかを

Table 9. ED50 value of rice and barnyardgrass. 

Test plant Test seed Seed weigrnhet l 
(mg/lOOkern) ED50 value (M) 

nee unexcised seed 2,093 2.8x1Q-5 

excised seed* 995 1. 6x1Q-5 

excised seed** 531 9. 7xl0-6 

barnyardgrass large seed 338 5. 8x10-s 

small seed 126 2.4xl0-6 

*½of the endosperms of seeds were cut off. 
**¾of the endosperms of seeds were cut off. 
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調べた．ここでは，発芽時， 1葉期および 2葉期の幼苗

を用意し，胚乳部分を切りとらない場合と切りとった場

合の 50%生育抑制濃度ならびに感受性差異の幅を調べ

て，その結果を第22図に示した．

第22図に示したように， 50%生育抑制濃度におよぼす

胚乳切除の影響は，植物の種類と生育時期によって異っ
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た．すなわち，イネでは，胚乳部分を切りとると，発

芽時では 5.0xl0-6Mから 1.7xl0-6Mへ， 1葉期では

3.3xl0-5Mから 1.7x10-5へ，さらに 2葉期では 8.6x

10-5Mから 5.0xl0-5Mへと，いずれの生育時期におい

ても50%生育抑制濃度が低下した．一方，クイヌビエで

は発芽時に切りとった場合のみ50%生育抑制濃度に変化

があり， 2.2xl0-6Mから 1.4xl0-6Mへと小幅な低下

を示した．そこで，イネとクイヌビエ間における感受性

差異の幅について，胚乳部分を切りとらない場合から切

りとった場合への変化をみると，発芽時では 2.1倍から

1. 2倍へ低下し， また 1葉期では 4.7倍から 2.7倍へ，

さらに 2葉期では 4.8倍から 3.0倍へそれぞれ低下する

ことが判明した．

したがって，イネとクイヌビエの間には発芽後の生育

に伴う種子養分の持続期間に著しい差があって，このこ

とが benthiocarbに対してイネは感受性が低く，タイ

ヌビエは感受性が高いことと密接な関係があるように思

われる．同時に，第22図によると，イネとクイヌビエの

発芽時では胚乳部分を切除すれば感受性差異がほとんど

みられなくなるが， 1葉期ならびに 2葉期では胚乳部分

を切除してもまだかなりの差異があるので，発芽後の生

育初期における感受性差異の発現にほ，ここに述べた種

子養分の他に，いくつかの要因が関与するものと思われ

る．

以上の結果から， イネとタイヌビエが benthiocarb

に対して感受性差異を示すのは，一つには種子重量に約

9倍もの差があることに基づく種子養分の多少と生育に

伴う種子養分の持続期間に差のあることが関与している

ように考えられる．これまで，植物間の感受性差異を種

子養分の側面から検討することは，光合成阻害を第1次

作用点とする除草剤が主であったが，上に述べたように，

benthiocarbのような光合成に対する作用が弱い除草

剤であっても重要な意義を有すると思考される．

本章で検討をおこなったイネとクイヌビエの hen-

thiocarbに対する感受性差異についての実験結果をま

とめ，第10表に示した．

第10表に示したように，実際の水田条件を想定した湛

水条件下での土壌処理試験をおこなうと，感受性差異の

幅は植物の生育時期や環境要因によって変動した．ま

ず，生育時期による変動をみれば， 2葉期では15.8倍と

最も大きく，以下は， 3葉期11.8倍， 1葉期 8.1倍， 4

葉期4.2倍，発芽前および発芽時 4.0倍の順に低下し

た． したがって， イネの湛水直播栽培で benthiocarb

をとりあげる際には施用時期の設定がきわめて重要と考

える．また，環境要因による影響をみると，変動要因の



Table 10. Difference between rice plant and barnyardgrass in susceptibility 

against benthiocarb. 

Time of 
Purpose of 

treatment 
experiment 

(leaf stage) 

Effect of pre-germination 

stage~ 
growth stage 4-leaf stage 

Method of 

treatment 

water 

treatment 

soil treatment 

Susceptibility 

2-leaf stage (5 times)> 1-leafstage> 

3-leaf stage> pre-germination stage> 

germination stage> 4-leaf stage 

2-leaf stage(l6 times)>をleafstage> 

25 

under flooded 1-leaf stage> 4-leaf stage> pre-germination 

Effet of 

environment 

Effect of 

site of 

treatment 

Effect of 

seed weight 

condition stage*germination stage 

pre-germination soil treatment high humus soil > low humus soil 

stage and under flooded flooded condition > upland condition 

2-leaf stage condition unleakage condition> leakage condition 

high temperature ＞ low tetimon perature 
condition condi n 

(only pre-germination) 
stage 

light condition > shadin2g -1 condition 
(only eaf stage) 

pre-germination 
t soil treatment treatment to shoot> treatment to root 
sage 

germination I water I treament to leaf sheath> treatment to root 
stage treatment 

2-leaf stage twraetaetr m treatment to shoot> treatment to root 
ent 

. - -- - -

germination 

stage ~ 

2-leaf stage 

water 

treatment 

unexcised seedling> seedling which the 

endosperm of seed 

were cut off 

一つに湛水操作がある．このことの重要性ほ， benthioー の上で重要な問題といえよう．

carbが処理後5~10日間にわたって湛水中に溶存する これら環境要因による変動の原因を植物に対する処理

ことと密接な関係があって，無湛水条件下での処理ある 部位の側面から検討した結果，茎葉に処理すればイネと

いは処理後早期に排水をおこなうと感受性差異の幅が低 クイヌビエ間の感受性差異の幅はきわめて大きいが，根

下することから裏付けられた．つづいて土壌の種類およ に処理すると感受性差異の幅はそれほど大きくないこと

び漏水も重要な要因である．後述するように，イネとク が判明した．このことより，湛水をおこなうことによっ

イヌビエの根部に benthiocarbを処理しても両植物の て植物の茎葉からの吸収を助長し，土壌の介在によって

感受性差異の幅はそれほど大きくないので，土壌中にお 根からの吸収を阻害することが感受性差異の発現に重要

ける benthiocrabの吸着と脱着ならびに下方移動性な な役割を果していた．したがって，湛水条件下の土壌処

どが感受性差異の発現に関与するものと考えられる．加 理で感受性差異の幅が変動するのは，一つには湛水中な

えて，温度や光の強さによっても感受性差異の幅は変動 らびに土壌中における benthiocarbの行動が，湛水操

した．これら環境要因による変動は植物の生育時期を変 作，土壌の種類および漏水などの影響を受けることと密

えたほど著しいものではなかったが，実際の圃場条件で 接な関係があると考えられる．

は様々な環境要因が複雑に関与して感受性差異の幅が大 つぎに，土壌の介在しない水耕液試験をおこなっても

きく変動することも考えられるので適切な防除方法確立 イネとクイヌビエの間には感受性に明らかな差異がみら
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れた．例えば，植物の生育時期別に感受性差異の幅を調 (4) Benthiocarbの処理部位を変えると，発芽時ある

べると，その幅が最大となる 2葉期では 5.0倍を示した． いは 2葉期のいずれの生育時期においても，茎葉に処

そこで，このような環境要因に影響されない本質的な感 理すればイネとクイヌビエ間の感受性差異の幅はきわ

受性差異の発現を種子重量の側面から検討したところ， めて大きいが，根に処理すると感受性差異の幅はそれ

イネは，クイヌビエとくらべて種子重量が約9倍で，発 ほど大きくなかった．

芽後の生育に伴う種子養分の持続期間も長かった．ま (5) イネは，クイヌビエとくらべて種子重量が約 9倍

た，幼苗の胚乳部分を切りとると，切りとらない場合と で，発芽後の生育に伴う種子養分の持続期問も長かっ

比較して感受性差異の幅ほ著しく低下した．それゆえ た．そこで，幼苗の胚乳部分を切りとると，切りとら

benthiocarbに対して感受性差異を示すのは，一つに ない場合とくらべて感受性差異の幅は著しく低下し

は種子重量の違いに基づく種子養分の多少と種子養分の た．このことより， benthiocarbに対して感受性差

持続期間に差のあることが関与しているように考えられ 異を示すのは，一つには種子重量の違いに基づく種子

る．植物間の感受性差異を種子養分の側面から検討する 養分の多少と種子養分の持続期間に差のあることが関

ことは，これまで光合成阻害を第1次作用点とする除草 与しているように考えられる．

剤が主であるが，上に論述したように， benthiocarbの

ような光合成に対する作用が弱い除草剤を対象とする際 第i3章： イネとクイヌビエの発芽時

にも重要な意義を有するものと思考される． における生育反応

第5節 摘 要
第2章においてほ，イネとクイヌビエの生体重や草丈

(1) 本研究は，イネの湛水直播栽培におけるクイヌビエ における変化を基礎として， benthiocarbに対する惑

防除方法の確立を念頭において，イネとクイヌビエの 受性差異を検討した．しかしながら，これら生体重や草

benthiocarbに対する感受性差異について多角度か 丈における変化は生育反応の中の一部の現象であって，

ら検討した． その他にも様々な生育反応を有することが考えられる．

(2) 植物の生育時期を変えると，イネの50%生育抑制薬 したがって，イネとタイヌビエ間の感受性差異を多角度

量／クイヌビエの50%生育抑制薬量から算出される感 から検討しようとする際には，生育時期を変えて，生育

受性差異の幅は，湛水条件下での土壌処理と水耕液処 反応の種類とその程度を詳細に究明することが璽要であ

理のいずれの処理においても，発芽前後の時期で小さ る．本章では，以上の観点から，まず発芽時における生

いが， 1葉期から 3葉期で大きくなり， 4葉期になれ 育反応について検討をおこなった．

ぼ再度小さくなるという特異的な現象がみられた．と これまでに， benthiocarbを対象とした植物の生育

くに，植物の 2葉期では感受性差異の幅が最大とな 反応に関してはいくつかの報告がある．例えば，芝山111,

り，湛水条件下の土壌処理で約16倍，水耕液処理で約 重松ら79), および Mamumら54,55)はイネとタイヌビエ

5倍の値が得られた． の形態変化を検討しており，名古64)は乾田直播栽培にお

(3) 環境要因による感受性差異の変動は，以下のとおり けるイネの生育反応を報告している．また，benthiocarb

であった． が1968年以降，全国各地の農業試験場で実用化試験に移

i)土壌の種類では，腐植含量の大きい土壌ほど感受 されたことから，標準薬量を施用した場合のイネの生育

性差異の幅は増大する傾向にあった． におよぼす影響に関してはかなりの実験例がある71). し

ii)湛水操作による変動は大きく，無湛水区では湛水 かしながら，これらの報告のほとんどは，ある限られた

区とくらべて感受性差異の幅が小さかった．また 処理時期，処理濃度，調査時期あるいは調査項目につい

benthiocarb処理の 3日以内に排水すると惑受性 ておこなわれたもので，イネとタイヌビエの生育過程を

差異の幅は低下した． 通して広範囲の生育反応を把握するまでには至っていな

iii)漏水による変動も大きく，漏水量の増大に伴って い．

感受性差異の幅は低下した． そこで，この章では，まず benthiocarbの水耕液処

!V)温度による変動は，高温条件では低温条件よりも 理ならびに湛水条件下の土壌処理をおこなってイネとタ

感受性差異の幅が大きかった． イヌビエの発芽時における生育反応の種類とその程度を

v)光による変動は，光が強いと感受性差異の幅が大 調べた．つぎに種子の発芽過程で重要な役割を果してい

きかった． るaーアミラーゼ生合成との関係を調べるため，胚芽除去



種子におけるジベレリン誘起の aーアミラーゼ生合成に

およぼす影響についても検討した．

第 1節水耕液処理による生育反応

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：イネ（品種，ニホンバレ），タイヌビエ（宇

都宮産）

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

発芽試験：直径9cmシャーレに濾紙を敷き， benthio-

carbの水希釈液を 10ml加えて， イネとタイヌビエを

100粒置床した. Benthiocarbは， 1X 10-7, 3 X 10-1, 

lxl0-6, 3xl0-6, 1x10-s, 3x10-s, lxl0-4, 3 x10-4, 

lxl0-3Mとした．その後は，供試植物を25℃の定温器

に入れ， 10日後に発芽率を調査した．

水耕液処理試験：温度20~30℃のガラス室内で，200ml

容フラスコに benthiocarbの所定量を含む木村B液を

100ml加えた. Benthiocarbの濃度は，発芽試験と同様

に， lxl0-7~1xl0-3Mとした．つぎに，液面に沿って

ステンレス製の金網をとりつけた後，この上にイネと

クイヌビエの種子を 5粒づつ播いて育成管理した．薬剤

処理15日目に鞘葉長， 種子根長， および第1本葉長を

調べ，その後，第4本葉までの葉長を葉位別に調査し

た．

町

2 実験結果ならびに考察

イネとタイヌビエ種子を benthiocarbの lxl0-7~

lxl0-3M溶液中で育成し，発芽と初期生育におよぼす

影響を調べ，その結果を第11表に示した．

第11表に示したように，イネとクイヌビエの発芽その

ものは供試した最高澄度の lxl0-3Mまで何らの影響も

受けないが，発芽後の鞘葉と種子根の伸長は，両植物が

ともに， lxl0-4M以上で阻害され，その後に生育して

くる第1本葉の葉身と葉鞘は，イネが lxl0-6M, クイ

ヌビエが 3xl0-7Mという低濃度から阻害された．また

観察によると，両植物とも，鞘葉と種子根の先端部が

3 x10-4M以上で褐変し，第1本葉ほイネ lxl0-6M以

上，タイヌビエ 3xl0-7M以上で濃緑化した．さらに，

クイヌビエでは lxl0-6M以上で第1本葉が筒状を呈す

る場合もみられた33)•

このように，発芽時のイネとクイヌビエは benthio-

carbに対して様々な生育反応を示したが， これらの中

で最も顕著なものは第1本葉の伸長阻害であった・

そこで，第1本葉の伸長阻害を受けた植物がその後ど

のような生育状況を示すかを知るため，第1本葉から第

4本葉までの葉長を調べ，その結果を第23図に示した．

第23図によれば，葉長におよぼす影響を示している葉長

無処理比は植物の葉位によって著しく変化した．例え

Table 11. Effect of benthiocarb on germination and growth. 
＝ 
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of benthiocarb 

(M) 
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Fig. 23. Effect of benthiocarb on shoot 

elongation. 

ば，イネについてみると， lxl0-5M処理区では第1本

葉無処理比が19%と低く第3本葉を抽出せずに枯死した

が， 3xl0-6M処理区では，第1本葉無処理比が46%と

なり，その後，生育が進むと無処理比が増大し，第3本

葉で100%の無処理比を示した．一方，クイヌビエにつ

いてみると， 3xl0-6M処理区では第1本葉無処理比が

36%を示したものの第3本葉を抽出せずに枯死した．し

かし， lxl0-6M処理区では，第1本葉無処理比が55%

で，第4本葉になると 100%の無処理を示した．これら

のことより，イネとクイヌビエしま benthiocarbによっ

て茎葉の伸長阻害を受けても葉位の進展に伴って回復

する傾向を示し，とくに，イネではその傾向が強かっ

た．

重松ら79iti, benthiocarb処理によるイネとクイヌ

ビエの shootapex部分を顕微鏡観察すると，生長点

や葉原基に顕著な形態的変化を認めないが，伸長期にあ

る葉部の細胞伸長は著しく阻害されることを報告してい

る．したがって， shootapexにおける細胞分裂の阻害

が比較的弱<, また根部に対する伸長阻害も弱いことな

どが原因となって，茎葉の伸長阻害は葉位の進展に伴っ

て回復するものと推察される．

以上，ィネとクイヌビエの発芽時における初期生育反

応を水耕液処理で検討した結果，最も顕著な反応は茎葉

の伸長阻害で，この反応において，イネは感受性が低

く，クイヌビエは感受性の高いことが判明した．

第 2節 湛 水 条 件 下 で の 土 壌 処 理 に

よる生育反応

1 実験材料ならびに実験方法

1975年 6月15日， 1/5,000aワグナーボットを戸外に

設置し，第 8表に示した宇都宮採集の水田土壌を充填

し， M:P: K=8: 8: 8の配合肥料を lOkg/aとなる

ように混入の後，水を加えて代かき状態とし， 3cmの湛

水をおこなった．つぎに，発芽時のイネ（品種，ニホン

バレ）とクイヌビエ（宇都宮産）を20粒播き，直ちに

benthiocarbの水希釈液を水面に滴下処理した．実験

期間中は降雨をビニール布で遮断し，適時灌水して 3cm

の湛水を保った．実験期間中の平均気温は第12表に示し

たとおりであった．｀調査は，播種後2日ごとに各葉位の

葉長を測定した．また，播種30日後に発生本数，草丈，

茎数および風乾重について測定し，第1本葉から第5本

葉までの葉身長と葉鞘長を調べた。

2 実験結果ならびに考察

水田条件下で発芽時のイネとクイヌビエに対して

benthiocarbを処理し，植物の生育状況を調査した・

まず，播種30日後において第1本葉から第5本葉まで

の葉身長と葉鞘長を調べ，その結果を第13表に示した．

第13表によれば，葉身と葉鞘の伸長は benthiocarbの

阻害を受け，阻害の程度は植物の種類と葉位によって大

きな差異が認められた．ここでは葉身長と葉鞘長を加え

た葉長について検討すると，阻害現象は，イネがlOg/a

以上，クイ、ヌビエが lg/a以上で発現した．また阻害が

発現した濃度での葉長無処理比を葉位別にみれば， lOg

処理区のイネでは第1本葉から第5本葉まで， 52%,

70%, 101%, 105%および 105%の順になるが， lg処

理区のクイヌビエでは， 59%,53%, 84%, 84%および

88%の順に変化した．このことより，イネはタイヌビエ

とくらべて茎葉の伸長阻害を受けにくもたとえ阻害を

受けても回復の早いことが確認された．

上に述べた現象は本章第1節で検討した水耕液処理に

おいても確認されている． そこで， benthiocarbによ

る伸長阻害の発現と，その回復の様相をより詳細に知る

ため，茎葉の伸長程度を発芽後経時的に調べ，その結果

Table 12. Mean temperature at the period of experiment. 

1975. 7. 1 7.16 8. 1 8.16 9. 1 9.16 10. 1 p~riod of 6.15 
I I 

8.¥5 8.~1 9.¥5 
I ? experiment 6.~。 7.15 7.31 9.30 10.15 

！ 

mea~temperature l 21.3 25.1 26.4 26.1 24.7 22.8 21.5 15.1 
（℃） 

' '  



Table 13. Effect of benthiocarb on shoot elongation 

゜
1 I 3 I 10 I 30 

Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf 
Total Total Total Total Total 

blade sheath blade sheath blade sheath blade sheath blade sheath 

10~ 魯 (1020.5% ) (1400.4% ) 
105 100 102 95 96 100 100 16 52 47 24 34 

1 (1 
cm cm cm 

100% 100% 100% 107 96 102 93 102 97 78 60 70 42 35 38 
2 

(6. 0) (5. 2) (11. 2) 

100% 100% 100% 102 94 99 97 92 95' 103 99 101 55 63 58 
rice plant 3 

(9.8) (7.5) (17.3) 

I 

100% 100% 100% 104 97 101 103 101 102 107 102 105 68 63 66 
4 

(15.1) (9. 8) (24. 4) 

100% 100% 100%1 103 110 1001 98 106 101 95 103 105 67 86 74 
5 

(20.4) (10. 2) (30. 4) 

100% 100% 100% 64 54 59 40 17 29 

゜゜゜゜゜゜1 
(2.5) (2.4) (4. 9) 

100% 100% 100% 42 67 53 37 33 35 

゜゜゜゜゜゜2 
(7.1) (4.8) (11.9) 

barnyard 100% 100% 100% 82 87 84 42 59 48 

゜゜゜゜゜゜3 grass (11.2) (6. 8) (18. 0) 

100% 100% 100% 90 76 84 50 61 53 

゜゜゜゜゜゜4 
(15. 3) (11. 0) (26. 3) 

100% 100% 100% 91 83 88 47 69 54 

゜゜゜゜゜゜5 
(23. 8) (12. 4) (36. 2) 2

9
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を第24図に示した． ェでは lg以上の処理区で同じような阻害現象がみられ

第24図によれば， lOg処理区のイネでは，第1本葉な た．これら阻害現象の中で，発生本数の低下は発芽後間

らびに第2本葉の抽出が無処理区とくらべて2日程度お もない時期に benthiocarbによる茎葉部の伸長阻害を

くれ，葉長も短いが，第3葉以降では正常な生育を示し 受けて枯死した個体が生じたためである．また，草丈，

た．しかしながら， lg処理区のタイヌビエでは，第1 茎数および風乾重の低下は茎葉に対する伸長阻害が発芽

本葉に発現した抽出遅延と伸長阻害の現象が第5本葉に 後308目においても無処理区と同程度までに回復しなか

おいてもみられた．このことより，イネとタイヌビエの ったことを示している．

第1本葉がほぼ同程度の伸長阻害を受けても，第2本葉 以上の結果より，イネとクイヌビエの発芽時における

以降の抽出時期と伸長程度には著しい差異のあることが 初期生育反応を水田条件下で検討すると，最も顕著な反

判明した． 応としては茎葉の伸長阻害があり，この回復がおくれる

つぎに，播種30日後における発生本数，草丈，茎数お と，草丈，茎数，および風乾重の低下を生じた；また，

よび風乾重を調べて，その結果を第14表に示した．第14 これらの反応はいずれもイネよりクイヌビエの方に発現

表によれば，イネでは3Qg以上の処理区において，発生 しやすいことが判明した．

本数，草丈，茎数および風乾重の低下が生じ，タイヌビ
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Table 14. Effect of benthipcarb on growth of rice plant and barnyardgrass. 

に悶？声／尋翌~I-;~," 1;;;,, じ孟h~I ! 品:.~, I r;r;,,.,~ 三；~~f盟ぼ~ht
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(20/pot) (30. 4cm) (2. ;{ant) (lj芯晶 (20/pot) I (36. 2~) (lJant) (1~;>
I 100 I 106 . us I 101 I 89 I 88 1-89一丁―蕊――

．． 

I 100 I 101 I 104 I . 103 I 58 I 55 I 66 [ 32 

I 100 I 98 I 107 I 98 I 。I 。! 0・・-, ―。
~30 J 70 I 74 1 67 62 i I !。 I o o o 

100 I , I 。I 。。 I 。I 。I,+-o――-

。
ー

3
 - ----
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第3節 胚芽除去種子におけるジベ

レリン誘起の o,;ーアミラー

ゼ生合成阻害

1 実験材料ならびに実験方法9)

イネ（品種，ニホンバレ）およびクイヌピエ（鴻巣産）

の種子を切断し，胚を含まない部分を 1.0%次亜塩素酸

に20分間浸漬し，蒸溜水で水洗の後， benthiocarbの所

定濃度液30℃に暗黒状態で48時間浸漬した．つぎに，そ

れぞれの最終濃度で0.01M酢酸ソーダ緩衝液 (pH4.8), 

0.02M塩化カルシウム， lppmのジベレリン A3,各濃

度の benthiocarbを含んだ直径3cmのシャーレに上記

胚芽除去種子を 5個あて入れ， 48時間， 30℃暗黒状態で

培養した．これまでの操作はすべて無菌的におこなっ

た．その後，胚芽除去種子を 0.01M酢酸ソーダ緩衝液

(pH 4. 8) 10mlとともに乳鉢で磨砕，遠心分離の後，

上澄液を酵素液として得た．この aーアミラーゼ酵素液

0.03mlに0.1%デンプン液2.0mlを加え， 30分間30℃で

反応させた後ヨウ素液を加え，未分解デンプン量を分光

光度計（波長， 620mμ)で測定した．ョウ素液はヨウ素

10mgを0.15%ヨウ化カリ液100mlに溶解して得た．

2 実験結果ならびに考察

四方100,101)ならびに Palegら76)によれば， オオムギ

の胚芽除去種子にジベレリンを添加すると糊粉層内には

aーアミラーゼ生合成が誘起されるという現象が見い出

されている．ついで Varner96l(ま，これらジベレリン誘

起による aーアミラーゼがアミノ酸から新しく合成され

た蛋白質であることを報告している．

本実験では，発芽時のイネとクイヌビエは benthio-

carbに対する感受性が高いこと，また aーアミラーゼ生

合成が種子の発芽過程で重要な役割を果していることを

ふまえ，イネとクイヌビエの胚芽除去種子を用いて，ジ

ベレリン誘起の aーアミラーゼ生合成におよぼす影響を

調べ，その結果47)を第25図に示した．

第25図Aによれば， ジベレリン誘起のかアミラーゼ

生合成は benthiocarbによって阻害され， 50%阻害濃

度は，イネが 7xl0-4M, タイヌビエが 5xl0-5Mの値
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を示した．

つぎに，胚を除去しない完全な種子を用いて，ジベレ

リンを添加した場合および添加しない場合における a-

アミラーゼ生合成におよぼす影響を調べ，その結果を第

25図Bおよび第25図Cに示した．第25図Bおよび第25図

Cによれば，阻害の程度は胚芽除去種子の場合より完全

な種子を使っ；た方が弱かった．

さらに，コムジカビよりの aーアミラーゼ製品を用い，

aーアミラーゼそのものの活性に対して影響するかを調べ

た．その結果， a-アミラーゼの活性そのものには ben-

thiocarbによる影響のないことが判明した．

これまでに， ジベレリン誘起の aーアミラーゼ阻害力

は種々の薬剤について調べられている．例えば除草剤の

分野では， benthiocarbと類似した作用性11,23)を有する

a-chloroacetamide系化合物62)ならびに EPTCB2,91)

(s-ethyl dipropyl thiolcarbamate)において，上記

反応に対する阻害力の強いことが報告され，その後の研

究からクンパク質生合成の阻害が作用点の一つとして考

察されている36).本節において benthiocarbによるジ

ベレリン誘起の aーアミラーゼ生合成阻害力を調べた結

果， 50%阻害濃度はl0-5~10-4Mのオーダーであった．

この濃度は本章第1節と第2節で検討した茎葉に対する

伸長阻害の発現濃度とくらべればかなり高かったが，前

述した a-chloroacetamide系や EPTCなどの除草剤

による aーアミラーゼ生合成の阻害濃度とはほとんど差

がなかった．

これらのことより，イネとクイヌビエがbenthiocarb

によって茎葉の伸長阻害を受けるのほ，一つには，ジベ

レリンの糊粉層細胞におけるRNA合成機構への働きか

けを通してのタンパク質生合成が阻害されるためではな

いかと推察される．

本章で検討をおこなったイネとクイヌビエの発芽時に

おける主な生育反応をまとめ，第15表に示した．

第15表によれば，水耕液試験の結果より，イネとクイ

ヌビエは発芽そのものには何らの影響も受けないが，発

芽後に各器官の伸長阻害，濃緑化および褐変など様々な

生育反応を発現した．これら反応の中で最も顕著なもの

は茎葉の伸長阻害で，発現濃度はイネがl0-6M, クイヌ

ビエが 10-1Mオーダーであった． また， この阻害は葉

位の進展に伴って回復する傾向があって，とくにイネで

はその傾向が強かった．さらに，湛水条件下での土壌処

理の結果より，茎葉に対する伸長阻害がおくれると発生

本数，茎数および風乾重の低下につながることも判明し

た．

これらのことより，第2章で検討を加えた植物間の感

受性差異を生育反応の側面からみると，イネはクイヌビ

工とくらべて茎葉の伸長阻害を受けにくもたとえ阻害

を受けても回復しやすい特性をそなえているといえよ

ぅ．

Table 15. Growth response of rice plant and barnyardgrass against benthiocarb 

Method of 
treatment Growth response 

Concentration of growth 
response 

Rice plant 

inhibition of germination 

inhibition of 1st leaf elongation, 1st leaf 
turn dark green 

water 
treatment 

appearance of tubular leaf 

inhibition of elongation in coleoptile and 
seminal root 

browning in coleoptile and seminal root 

death 

_———

-l]

—— 

> lx10-3 M 

lxl0-6 M 

not appeared 

lx10-4 M 

3x10-4 M 

1x10-5 M 

soil treatment 
under fooded 
condition 

I water 
treatment 

inhibition of 1st leaf elongation 

reduction of stand number, tiller number 
and dry weight 

inhibition of the gibberellin induced a-amy-
lase synthesis in the isolated endosperms 

lOg/a 

30g/a 

7x10-4 M 
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> lxlQ-3 M 

3x10-7 M 

lx10~6 M 

lx10-4 M 

3x10-4 M 

3xl0-6 M 

lg/a 

lg/a 

5x10-5 M 



第4節摘 要

(1) 本研究は，発芽時におけるイネとクイヌビエの ben-

thiocarbに対する生育反応を明らかにする目的でお

こなった．

12) 水耕液処理によると，イネとクイヌビエの発芽は正

常におこなわれ，発芽後の種子根の伸長阻害も弱い

が， 第1本葉の伸長はイネが 10-6M, タイヌビエが

l0-7Mオーダーで阻害された．また，これら茎葉の伸

長阻害は葉位の進展に伴って回復する傾向を示し，と

くにイネではその傾向が強かった・

(3) 湛水条件下での土壌処理によると，最も顕著な生育

反応としては茎葉の伸長阻害であり，第1本葉の伸長

はイネがlOg/a以上，クイヌビエがlg/a以上で阻害

された．伸長阻害の回復がおくれた場合には，草丈，

茎数および風乾重の低下につながる傾向がみられ，と

くにクイヌビエではその傾向が強かった．

(4) 胚芽除去種子を用いたジベレリン誘起の aーアミ

ラーゼ生合成におよぼす benthiocarbの影轡を調べ

た結果， 50%阻害濃度はイネで 10-4M, タイヌビエ

で10-5Mのオーダとなった．

第4章 イネとクイヌビエの幼苗期

における生育反応

本章では，前章にひきつづき，イネとタイヌビエの

benthiocarbに対する生育反応の種類とその程度を究

明することを目的として，幼苗期における生育反応につ

いて検討をおこなった．

第2章で検討したように， benthiocarbに対する感

受性差異の幅はイネとクイヌビエが 1葉期~3葉期の時

に大きく，とくに 2葉期では，水耕液処理で約5倍，湛

水条件下の土壌処理で約16倍もの数値を示した．それゆ

ぇ，これら幼苗期における生育反応の種類とその発現に

関与する要因を調べることは，雑草学上において重要な

ばかりでなく，イネの湛水直播栽培で問題とされるノビ

工防除方法の確立に基礎的な資料を提供するものと考え

られる．

そこで，この章では幼苗期のイネとクイヌビエを供試

して，まず，水耕液処理による初期生育反応を調べ，っ

ぎに，実際の水田を想定した実験で，植物の生育過程に

おける乾物重，草丈および茎数，さらには収量構成要素

にどのような変化があるかを究明した． さらに，植物

の生育過程において重要な役割を果す光合成と呼吸にお

よぼす影響，クンバク質生合成と密接な関係があるラミ
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ナ・ジョイント伸長におよぼす影響についても検討し

た．

第 1節水耕液処理による生育反応

1 実験材料ならびに実験方法

温度20~30℃のガラス室内で，容器として 200ml容フ

ラスコを，培養液として木村B液を用いてイネ（品種，

ニホンバレ）とクイヌビエ（宇都宮産）を育成した．っ

ぎに，植物が2葉期になると培養液に l:ienthiocarbの

所定量を加えて引きつづき育成管理した．この際， ben-

thiocarbの濃度は， 1X 10-6, 3 X 10-6, 1 X 10-5, 3 X 10古

1 X 10-4, 3 X 10-4およびlxl0-3Mになるよう調整した・

薬剤処理15日目に第16表に示した各種項目について調査

し，その後，第3本葉から第9本葉までの葉長を測定し

た．

2 実験結果ならびに考察

2葉期の幼苗を benthiocarb溶液中で育成し，生育

状況を調べ，その結果を第16表に示した．

第16表によれば，イネとクイヌビエしまともに，茎葉の

伸長阻害が著しく，根に対する伸長阻害が小さかった．

すなわち，茎葉では第3本葉の葉身と葉鞘の伸長が，ィ

ネで lxl0-5M, クイヌビエで lxl0-6Mの低濃度から

阻害された．これに対して根では種子根，冠根および 2

次根の伸長が lxl0-4M以上でわずかに阻害を受ける程

度であった．このような茎葉と根による感受性の違いは

生体重においてもみられた．

また椴察によると，上に述べた伸長阻害の他にもいく

つかの形態的変化が認められた33)• それらは，葉身と葉

鞘の濃緑化や褐変，葉身の下垂と葉幅拡大や抽出異常，

葉鞘基部の開張，さらには種子根と冠根の褐変などで，

その発現濃度に関してはこの章のまとめにおいて後述し

た．

このように， 2葉期の幼苗は benthiocarbに対して

様々な生育反応を示すが，とくに顕著な反応は第3本葉

の伸長阻害であった．そこで，第8本葉の伸長阻害を受

けた植物が，その後どのような生育状況を示すかを明ら

かにするため葉身長を葉位別に調べ，その結果を第26図

に示した．

第26図によれば，植物の葉身に対する伸長阻害は葉位

が進むと減少する傾向が認められた．例えば， lxl0-4M

処理区のイネでは，葉身の伸長におよぼす影響を示して

いる第3本葉無処理比が30%と甚だ低いにもかかわ

らず葉位の進展に伴って無処理比が増大し，第9葉で

100%の無処理比を示したまた， 3xl0-5M処理のイネ

では，第3本葉無処理比が52%となるが第7本葉で早く
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~able 16. Effect of benthiocarb on growth of rice plant and barnyardgrass. 

C-Oneent,a-Leaf blade! Leaf-,he― Seminal -~ro= Seeonda,y Shoot 
Test plant tion of of ath of 3rd fresh 

benthiocarb 3rd leaf leaf root root root weight 

Root 
fresh 
weight 

゜．． 

1x10-6 

rice plant 

100% 100% 

(12. 2cm) (6. 8cm) 

98 I 103 I 
3x10-6 I 101 I 97 ------~I 
1x10-s I 83 62 I I 
3x10-5 I 52 [ 19 I 
lx10-4 J 30 15 

3 x 10-4 ! 19 I 4 I 

1 X 10-3 I 4 I-1 I 
100% 100% 

゜(10. 5cm) (5.1cm) 

--- - -I 

I 

lxlQ-6 1 88 I 
—---~I _I 

sx10-6 I 61 

barnyard 1 x 10-s 42 
grass, __  

~10-s L _—l~__ I 
lxlQ-4 I 14 I 

， 

sx10-4 I 15 I 
1x10-3 9 j 
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Fig. 26. Effect of benthiocarb on leaf blade 

elongation. 

も100%の無処理比を示した．一方， 3xl0-5Mのクイヌ

ビエでは，第3本葉無処理比が43%で，その後，第5本

葉を抽出しないで枯死した． しかし， lxl0-6Mのクイ

ヌビエでは，第3本葉無処理比が60%となって葉位が進

むと無処理比が増大し，第9本葉で100%の無処理比を

示した．このことから，イネやタイヌビエは伸長阻害を

受けても回復する傾向があり，とくにイネでは回復が早

いという特徴を有していた．

以上，イネとタイヌビエの 2葉期における生育反応を

水耕液処理で調べた結果，最も顕著な反応は発芽時の場

合と同様に茎葉の伸長阻害であり，この反応において植

物の感受性には著しい差異が認められた．

第 2節 湛水条件下での土壌処理に

よる生育反応

1 実験材料ならびに実験方法

1975年 6月15日， 50x50 x50(cm)のコンクリートボッ

トに第8表に示した宇都宮採集の土壌を充填し， N:

P:K=8:8:8の配合肥料をlOkg/aになるよう施用

の後，水を加えて代かき操作をおこない，湛水を 3cmに



保った．翌日，ポット内の 9ヶ所に8葉期のイネ（金南

風）ならびにクイヌビエ（宇都宮産）を 1cmの深さに移

植し，直ちに benthiocarbの水希釈液を水面に滴下処

理した．その後は，イネ栽培の慣行法に従って育成管理

し，クイヌビエについては出穂後に袋かけをおこなって

種子の落下を防止した．実験期間中の気温は第12表に示

したとおりであった．調査は以下に示した項目について

おこなった．

① 移植30日後ならびに 120日後の乾物重

② 移植10日後から80日後まで10日間隔に草丈と茎数の

調査 ． 

③ 移植当日から32日後まで 2日間隔に葉身長を葉位別

に調査

④ 移植120日後に，穂長， 1株穂長， 1穂粒数，登熟

歩合，千粒重，玄米璽および種子重量について調査

2 実験結果ならびに考察

(1) 乾物重の変化

本節では，水田条件下で 3葉期のイネとクイヌビエを

移植し，その直後に benthiocarbを 3,10, 30, 100, 

300, 1, OOOg/aとなるように処理して，植物の生育がど

のような影響を受けるかを検討した．

まず，移植30日後と 120日後に植物の乾物重を調べ，

その結果を第27図に示した．第27図によれば， benthio-

carb処理による乾物重無処理比は植物の種類ならびに

調査時期によって大きく変化した．すなわち，移植30日

後の場合，イネの乾物重は benthiocarbの 3~100gま

100 

50 

'c; 色

゜．ヱ凶" ,: 100• ← 3 

10 30 100 

g 

50 

。
• I~ ー， In,

3 10 30 100 300 1000 

Dosage of benthiocarb (g/a) 

Fig. 27. Effect of benthiocarb on dry wei-

ght of rice plant and barnyardgrass. 

□ rice plant, ● barnyardgrass. 

Upper; 30days after transplanting, 

Lower:120days after transplanting. 

3!5 

でのいずれの処理区においても無処理区と同程度である

が， 300g処理区では 16%の減少， 1,OOOg処理区では

56%の減少をきたした．また，クイヌビエの乾物重は，

10g処理区で早くも24%の減少となり， 30g以上の処理

区では枯死を示した．ところが，移植120日後になると，

クイヌビエが枯死した処理区を除けば，いずれの処理区

においても乾物重の低下は認められなかった．

したがって，イネとクイヌビエの生育初期において

benthiocarbにより乾物重の低下をきたしても，植物

が枯死しない限り，収穫期までには回復する傾向がみら

れた．

(2) 草丈と茎数の変化

移植10日後から80日後までにわたって10日間隔で草丈

と茎数を調べ，その結果を第17表に示した27)•

まず，草丈の変化については，第17表に示したよう

に，イネでは， 300g処理区の移植10日後から30日後ま

で， 1,000g処理区の移植10日後から70日後までにわ

たって，それぞれ草丈抑制がみられたが，その後は無処

理区と同程度までに回復した．また，クイヌビエにおい

ても類似した傾向が認められ， 3g処理区の移植10日後

から40日後まで， 10g処理区の移植10日後から50日後ま

での期間では，それぞれ草丈が抑制されたが，その後回

復した．

Benthiocarbによる草丈抑制が生育の進展に伴って

回復しやすいことは前節の水耕液試験でも確認されてい

る．ここでは，水田条件下での回復の様相を検討するた

め，第17表に示した 300g処理区のイネについて移植当

日から32日後までの葉身長を葉位別に調べ，その結果27)

を第28図に示した．第28図によれぼ，第8本葉から第9

本葉までの葉位では葉身の伸長が阻害され，第4本葉か

ら第8本葉までの葉位では葉身の抽出が 2日程度おくれ

た．また，これらの阻害現象は第6本葉～第7本葉で最

も強く発現し，その後莱位の進展に伴って回復する傾向

を示していた．このように，処理時の葉位から 3~4葉

あとに抽出する葉位で葉身の伸長阻害が最も強く発現

したことは，水耕液試験においても認められており，

shoot apexで分化後の伸長期にある葉部99)の細胞伸長

がbenthiocarbの阻害を受けやすいためと考えられる．

つぎに，茎数の変化については，第17表に示したよう

に，移植10日後では，イネに対する 300g以上の処理区

ならびにクイヌビエに対する 3g以上の処理区で，それ

ぞれ茎数が低下した．これら茎数の阻害は日数の経過に

伴って回復するが，草丈抑制の場合とくらべて回復は緩

慢な傾向を示した．たとえば， 1,ooog処理区のイネで

は，移植80日後の調査で草丈は無処理区と同程度の数値
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Table 17. Effect of benthiocarb on plant hight and tiller number. 

Test 
plant 

Item 
Dosage of 
benthiocarb 

(g/a) 10 20 30 

Days after transplanting 

I 40 I so I 60 70 80 

。plant 

hight 

(cm) 

100 

300 

1000 

3
1
0
3
0
 

1100% 100% 11.00% 100% 100% 100% 100% 100% 
(27. 5) (35. 4) (49. 9) (65. 6) I (75. 2) (83. 7) (91. 4) (92. 3) 

98 100 103 104 105 102 102 102 

76 72 84 98 102 101 100 f 102 
43 37 31 39 47 64 84 100 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(2.1) (6. 6) (15. 4) (18. 9) (22. 5) (20. 3) (18. 6) (17. 4) 

, , u, 1(11 106 ,, I 1(11 ~~ 

5 93 101 109 114 111 

48 35 31 35 48 62 73 85 

100% 100% 100% 100% 1100% 100% 100% 100% 
(22. 4) (37. 2) (56. 2) (79. 5) (101. 2) (115. 3) (114. 3) (116. 9) 

86 83 89 91 106 104 103 106 

63 60 69 88 93 103 104 101 

8 26 0 0 0 0 0 0 
- -

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(4.8) (14。2) (22. 5) (24. 3) (23. 5) (23. 8) (23. 3) 

1 80 93 101 I 106 105 101 

8 82 81 93 I 99 109 103 

I 62 28 o o o o o 

8

7

 6
 

"i 7
 

103 

84 

102 

101 

102 

100 

rice 

plant 

。tiller 

(N o./plant) 100 

300 

1000 

9

8

 

110 

93 

107 

101 

106 

109 

99 
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107 
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97 

105 

barnyard-

grass 

plant 

hight 

(cm) 

。
3
 0
 0
 

1

3

 

。tiller 

(No./plant) 

8
 6
 

l
%
の
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0
.
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Fig. 28. Effect of benthiocarb on leaf blade elongation of rice plant. Number 

in figure indicate leaf position on the stem. 

を示したが，茎数は15%の減少となった．別の実験によ

れば，クイヌビエについても同様な傾向が確認されてい

る．これらのことより，イネやクイヌビエの生育初期に

benthiocarbによって茎数が著しく低下すると，無処

理区と同程度まで回復するにはかなりの日数を要するこ

とが判明した．
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Table 18. Effect of benthiocarb on yield component in rice. 

Concentration Number of Number of Percen) etnaegd e Thousand-
weiged ht r of of Ear length heads per hge ram. s per of rip kernel- hull ice benthiocarb (g/a) hill ad grams weight 

゜
(2010. 60cm% ) (11060.4% ) (10930. 5% ) (721.800%% ) (251.060g% ) (1161g0/0p% ot) 

100 99 101 101 102 103 106 

300 98 98 100 97 98 97 

1,000 92 51 89 83 95 44 

Table 19. Effect of benthiocarb on seed production in barnyardgrass. 

Concentration of 芦t言 ofheads Number of I Thousand-kernel- ight of d 
benthiocarb (g/a) grains per head weight we see 

゜
100喜
(23. 

3 I 102 

10 I 91 I 
30 I ゜ I 

(3) 収量構成要素の変化

移植120日後に，イネの穂長， 1株穂数， 1穂粒数，

登熟歩合，千粒重および玄米重を調べ，その結果27)を第

18表に示した．

第18表によれば，300g以下の処理区ではどの調査項目

においても無処理区と同程度の数値を示したが，1,OOOg 

処理区では， 1株穂数ならびに玄米重が約50%の減少を

示し，その他の穂数， 1穂粒数，登熟歩合および千粒重

が10%前後の減少となった．第17表に示したように，

1,000g処理区では茎数の減少が著しも このことが1

株穂数の減少をまねき，千粒重の低下をひきおこした主

な要因と考えられる．

また，移植120日後にクイヌビエの 1株穂数， 1穂粒

数，千粒重および種子重量について調べ，その結果を第

19表に示した．それによると， 3g処理区では無処理区

と同程度の数値を示したが， 10g処理区では 1株穂数

とpot当りの種子重量が10~15%減少し，さらに30g処

理区では枯死を示した．

以上， 3葉期のイネとクイヌビエを用いて，その移植

直後に benthiocarbを 3~1,000g/aの範囲で処理し

たところ，生育初期での乾物重，草丈および茎数は，ィ

ネが300g以上，クイヌビエが 3g以上の処理区で阻害

された．これらの阻害は生育の進展に伴って回復する傾

向があり，収穫期での穂長， 1株穂数， 1穂粒数，登熟

悶魯 100% 
(12. 120g0/% pot) (2. lg) 

106 98 I 106 

99 I 95 I 85 

゜ I ゜I ゜
歩合，千粒重，および玄米重あるいは種子重量について

調査すると， イネでは 1,000g以上， クイヌビエでは

10g以上の処理区で阻害された．

第 3節光合成と呼吸阻害

1 実験材料ならびに実験方法

供試植物：イネ（品種，ニホンバレ），クイヌビエ（鴻

巣産）

供試化合物： benthiocarb 50%乳剤

光合成測定法：イネとクイヌビエを uのプラスチッ

クビーカーに20粒あて播種し，いずれも 4葉期になるま

で20~30℃のガラス室で育成した．その後，これら植物

にbenthiocarbの0.1%溶液を散布し，農業技術研究所

生理第1研究室の装置74)で光合成を測定した．測定チャ

ンバー内の温度は 25℃士2℃，葉面上における照度は

90,000ルックスであった．

呼吸測定法： 30℃の照明付定温器内でイネならびにク

イヌビエを水耕栽培し，これらが 2.5葉期になった時に

切りとった根を 2cmの長さに切断してから一定量をと

り，ワールブルグ検圧計を用いて 30℃で呼吸を測定し

た．まず，蒸溜水のみに浸漬した条件で1時間測定した

あと，直ちに benthiocarbを加え，再び1時間呼吸を

測定した．つぎに，処理前呼吸に対する処理後呼吸の比

から呼吸に対する benthiocarbの影響を調べた．
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2 実験結果ならびに考察

4葉期のイネとクイヌビエに benthiocarbの 1,000

ppm溶液を散布して， 光合成におよぼす影響を調べ，

その結果47)を第29図に示した．

第29図によれば，典型的な光合成阻合型除草剤の pro-

panil (3,4-dichloro propion anilide)であれば1,000

ppm処理で植物の光合成を著しく阻害するが， hen-

thiocarbでは， 1,000ppm処理の散布1時間後と24時

間後でもわずかな阻害を受ける程度で，光合成阻害は弱

いことが判明した．また別の実験で，ホウレンソウの葉

緑体を用いた Hill反応への影響を調べたところ， hen-

thiocarbによる Hill反応50%阻害濃度は3x10-4Mと

なり，同じカーバメート系除草剤である SW叩〔methyl

N-(3,4-dichloro phenyl) carbamate〕とくらべて阻

害は弱かった47).

つぎに呼吸におよぼす影響を調べ，その結果47)を第30

図に示した．第30図によると，イネとクイヌビエの呼吸

は， benthiocarbの 10-6~10-4Mの範囲ではほとんど

100 

60 0 I 24 

Time after treatment 

Fig. 29. Effect of benthiocarb on photosyn-

thesis of rice plant and barnyard-

grass. 

1001 rice plant ,. 
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Fig. 30. Effect of benthiocarb on respiration 

of rice plant and barnyardgrass. 

影響を受けず， 10-aMでわずかな阻害がみられた．

benthiocarbと類似した生育反応11,23)を示す EPTC

に関しても若干の報告4)があり，光合成や呼吸に対して

ほとんど影響を与えないことが知られている．

以上より， benthiocarbによる光合成や呼吸の阻害

は比較的弱かったので，このことがイネとクイヌビエに

みられる茎葉の伸長阻害に直接的に関与するとは考え難

いしかし， l0-3~l0-4Mオーダーで発現する茎葉や根

の褐変などの生育反応に関与する可能性は十分にある．

第 4節 イネのラミナ・ジョイント伸長阻害

1 実験材料ならびに実験方法

方法は，前田，河村53)の開発したものに準拠した．す

なわち，砂を入れたバットにイネ（品種，ニホンバレ）

を播種し，灌水時のみ赤色光を照射して管理した．播種

後7日目に第3本葉が抽出しはじめた時，ラミナ・ジョ

イントの下2cmのところで切断し，第3本葉をていねい

に除去した後，残った第2本葉の葉身および葉鞘上半部

を蒸溜水に入れ， 30℃暗黒条件下で24時間放置した・ そ

の後， 5xl0-5Mのインドール酢酸（以下， IAAと略す）

と benthiocarbとの混合溶液に移し， 30℃暗黒条件下

に48時間おいた後，葉身と葉鞘との間に生じた角度を測

定した．

2 実験結果ならびに考察

前田ら53)によれば，イネ第2葉の切断葉片を蒸溜水に

うかべると葉身と葉鞘との間には一定の角度がみられ，

また， IAAを含む溶液にうかべるとその角度は増大す

ることを見い出した．このような葉身葉葉間の角度の変

化はラミナ・ジョイント細胞の伸長生長によることか

ら， IAAによって生じた角度を減少させる物質は， ラ

ミナ・ジョイント伸長というクンパク質生合成過程に対

して何らかの影轡をおよぼすものと考えられている．

本実験では， IAAと benthiocarbとの混合区にお

いて葉身と葉鞘の間に生じた角度を IAA単用区と比較

し，その結果22,47)を第31図に示した．第31図によれば，

イネのラミナ・ジョイント．伸長は l0-5M以上で阻害を

受けた．

つぎに， banthiocarbの濃度を 5xl0-5Mに固定し，

IAAの濃度を変えてイネのラミナ・ジョイント伸長に

およぼす影響を調べ，これに酵素反応速度論で使われて

いる方法を準用して阻害型式を解析すると，第32図に示

したような結果22,47)が得られた．

第32図によれば，ラミナ・ジョイントの部位で生じた

角度ならびに加えた IAAについて，それぞれ逆数を

とってプロットすると， benthiocarbによる線は IAA
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for IAA. 

単独の線と縦軸上で交わり， benthiocarbがIAAとの

間に拮抗的な関係を持つように推察された．なお，上に

述べたように，酵素反応速度論で使われている方法を除

草剤の分野で使用した例としては， DPA(2,2-dichloro 

propionic acid) とパントテン酸との拮抗関係を説明

した Hiltonの報告19)がある．

以上の結果より， benthiocarbしま， イネのラミナ・

ジョイント伸長というクンパク質生合成過程で IAAtiょ

どのオーキシンが作用する核酸の生合成段階において

IAAと拮抗するものと考えられる.benthiocarbがク

ンパク質生合成に関与することは，前章第8節で，胚芽

除去種子におけるジベレリン誘起の a—アミラーゼ生合

成が阻害されたことからも裏付けられている．したがっ

て，イネとクイヌビエが benthiocarbによって茎葉の

伸長阻害を受けるのは，一つにはオーキシンに支配され

る細胞の伸長やクンパク質生合成過程が benthiocarb

によって阻害されたためと思考される57).

本章で検討をおこなったイネとクイヌビエの幼苗期に
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おける主な生育反応をまとめ，第20表に示した．

第20表によると，水耕液試験の結果より，イネとクイ

ヌビエは，茎葉と根の伸長阻害，葉身と葉鞘の濃緑化や

褐変，葉身の下垂と葉幅拡大および抽出異常，葉鞘基部

の開張，さらには種子根と冠根の褐変など様々な種類の

生育反応を示した．これらの中で最も顕著な反応は茎葉

の伸長阻害であり，その発現濃度はイネが10-5M,クイ

ヌビエが 10-6Mのオーダーであった．

つぎに，湛水条件下での土壌処理試験をおこなって生

育初期から収穫期までにわたる生育反応の様相を調べ

た．その結果，イネとクイヌビエは生育初期に乾物重，

草丈および茎数などに阻害を受けても生育の進展に伴っ

て回復する傾向を示し，とくにイネではその傾向が顕著

であった．しかしながら，初期生育が著しく阻害される

と収穫期では，穂長， 1株穂数， 1穂粒数，登熟歩合，

千粒重および玄米重，あるいは種子重量などに影響を受

けることも認められた．

これらのことより，幼苗期における感受性差異を生育

反応の側面からみると，発芽時の場合と同様に，イネは

クイヌビエにくらべて茎葉の伸長阻害を受けにくもた

とえ阻害を受けても回復が早いという特性を有してい

た．

さらに，イネとクイヌビエの光合成や呼吸あるいはイ

ネのラミナ・ジョイント伸長におよぼす benthiocarb

の影響を調べて，前述した生育反応との関係を考察し

た．

光合成ならびに呼吸は benthiocarbによる影響を受

けにく<,10-aM以上の高濃度で阻害された．このこと

から， 10-5~10-GMオーダーで発現される茎葉の伸長阻

害への関与は少ないものと考えられる． しかし， 10-3~

10-4Mのオーダーで観察される茎葉と根の褐変などに光

合成や呼吸の阻害が直接的に関与する可能性は十分に考

えられる．

ところが，イネのラミナ・ジョイント伸長は 10-5M以

上で阻害され，その阻害型式は IAAとの間で拮抗的で

あった.Benthiocarbがクンパク質生合成を阻害する

ことは前章第3節の結果からも裏付けられている．それ

ゅぇ，イネとクイヌビエが benthiocarbによって茎葉

の伸長阻害を受けるのは，一つにはオーキシンに支配さ

れる細胞の伸長やクンパク質生合成が阻害されたためと

も考えられる．

しかしながら，除草剤に対する生育反応は植物の生体

内における複雑な生理生化学的過程をへて発現されるの

で，実際には，イネとクイヌビエのクンパク質生合成，

植物ホルモン作用および光合成，さらには呼吸など一連
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Table 20. Growth response of rice plant and barnyardgrass against benthiocarb. 

Concentration of growth 
response 

Rice plant I Barnyardgrass 

inhibition of shoo1 t dealrok ngE ation, leaf blade and 
leaf sheath turn green 

lxl0-5 M 
I 

lxlo-s M 

wdriodotph poinf g I of leaf blade, enlargement of 
eaf blade 

lxl0-5 M 
I 

lxl0-6 M 

spreading of tillers I lx10-5 M I lx10-5 M 

water browning in leaf blade and leaf sheath I lx10-4 M I lx10-5 M 

treatment 
abnormal emergence of leaf blade I lxlo-4 M I lxlQ-5 M 

browning in seminal root and crown root I 3xto-4 M I 3x1Q-4 M 

inhibition of elongation in seminal root 

I 
lx1Q-4 M 

I 
lx10-4 M 

and crown root 

death I 3x1Q-4 M I lx10-5 M 

soil treatment inhibition of growth I 300g/a I 3g/a 
under flooded 

I I condition change of yield component 1000g/a lOg/a 

inhibition of respiration I 10-3M I l0-3M 

water inhibition of photosynthesis I lOOOppm I lOOOppm treatment 
inhibition of elongation of lamina joint in 10-sM I not meassured ri． ce 

の生理作用が阻害され，それらの阻害作用が総合されて (4) イネとクイヌビエの光合成と呼吸は benthiocarb

様々な反応を発現するものと考えられる． による影響を受けにく<,10-3M以上で阻害された．

第5節摘 要

(1) 本研究は，イネとクイヌビエの幼苗期における hen-

thiocarbに対する生育反応を明らかにする目的でお

こなった．

(2) 2葉期の幼苗に対して水耕液処理すると，最も顕著

な反応は発芽時の場合と同様に茎葉の伸長阻害で，発

現濃度はイネが 10-5M, クイヌビエが 10-sMのオー

ダーであった・

(3) 3葉期の幼苗を用いて，その移植直後に benthi-

ocarbを 3~1,000g/aの範囲で処理したところ，生

育初期での乾物重，草丈および茎数は， イネが300g

以上，クイヌビエが3g以上の処理区で阻害された．

これらの阻害は生育の進展に伴って回復する傾向があ

り，収穫期での穂数， 1株穂数， 1穂粒数，登熟歩合，

千粒重および玄米重あるいは種子重量について調べる

と，イネでは 1,OOOg以上，クイヌビエでは lOg以上

の処理で阻害された．

(5) イネのラミナ・ジョイント伸長は benthiocarbの

10-5M以上で阻害され，その阻害型式は IAAとの間

で拮抗的であった．

第5章総合考察

第1章から第4章まで植物と benthiocarb感受性，

イネとクイヌビエの感受性差異，発芽時における生育反

応，および幼苗期における生育反応に関して詳細な検討

をおこなってきた．これら研究の目的は，緒論で述べた

ように雑草ならびに雑草防除の研究に直接あるいは間接

的に役立てるとともに，除草剤の適切な防除方法確立の

ための基礎的資料を提供することにあった．本章では，

これまでの研究結果を，イネの湛水直播栽培における適

切なクイヌビエ防除法の確立という観点より考察を加え

た．

，イネの湛水直播栽培では，イネがクイヌビエと同じ時

期に発芽するような環境下におかれ，根系の位置にもほ



とんど差がないので，除草剤によるクイヌビエ防除法確

立のためには，除草剤に対してイネとクイヌビエの間に

感受性差異のあることが必須条件となる．現在，イネの湛，

水直播栽培において，イネに害なくクイヌビエを防除で

きる除草剤としては， propani150Jならびに molinate63l

(S-ethyl hexahydro-IH-azepine-1-carbothioate) 

などがある．しかし，これらは限られた使用条件内での

み有効であり，必ずしも十分な防除法は確立されていな

ぃ．そこで第1章において，各種植物の benthiocarb

感受性を比較したところ，第7表にまとめたように，同

じ1年生のイネ科植物であっても，イネは感受性が低<'

クイヌビエは感受性が高いという特異性が見い出され

た．したがって，イネの湛水直播栽培においてクイヌビ

工防除を目的とする一手段として benthiocarbをとり

あげることは，作物保護の見地からも意義のあるものと

考えられる．

除草剤による雑草防除法の確立のためには，対象とな

る作物と雑草の除草剤に対する感受性差異や生育反応を

究明するとともに，除草剤そのものの毒性，残留代謝な

ど広範囲の研究が必要とされる. Benthiocarbに関し

ては，すでに土壌中ならびに植物体中の残留代謝につい

て鍬塚ら52)の詳しい報告があり，それによると長期残留

もしくは有害な代謝産物はないとされている．また人畜

魚類に対する毒性研究も35,B0,97)徹底的におこなわれてい

る．ここでは， ィネの湛水直播栽培において benthio-

carbによるクイヌビエ防除法の確立を目的に， 感受性

差異ならびに生育反応の側面より考察した・

benthiocarbに対するイネとクイヌビエ間の感受性

差異の幅がどの程度であり，その幅がいかなる要因によ

って変動するかを調べることは適切な防除法を確立する

上で重要な課題である．この点については第2章におい

て検討し，その結果をまとめた第10表によれば，以下の

ように考察される．

まず，イネとタイヌビエの生育時期によって感受性差

異の幅は大きく変動した．例えば湛水条件下での土壌処

理試験をおこなうと， 2葉期での感受性差異の幅は15.8

倍と最も大きく，以下1:l:, 3葉期の 11.8倍， 1葉期の

8.1倍， 4葉期の 4.2倍，発芽前および発芽時の 4.0倍で

あった．すなわち， benthiocarbの処理適期としては

2葉期前後と考えられる．

つぎに，環境要因を変えても感受性差異の幅は変動し

た．環境要因としては，湛水操作，土壌の種類，漏水お

よび温度，あるいは光の強さなどがあげられる．とく

に，無湛水条件や処理後の早期排水では感受性差異の幅

が著しく低下した．したがって，実際の圃場条件では，
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benthiocarbの施用後少くとも 3~4日間は湛水をある

程度深くすることが確実なクイヌビエ防除のために必要

である．また，作物保護の観点よりみると，腐植含量や

粘土含量が小さい土壌ならびに漏水量が大きいことはイ

ネに対する薬害発生の原因になると考えられるので，こ

のような条件下での施用は問題であろう．

そこで，処理部位と感受性差異との関係を検討した結

果， benthiocarbを茎葉に処理すればイネとクイヌビ

工間の感受性に大きな差があるが，根に処理してもそれ

ほど大きな差がみられないという特異な現象が明らかと

なった．このように茎葉に benthiocarbを処理するこ

とで感受性差異が発現しやすいことは， benthiocarbが

湛水中に処理された場合に 5~10日間にわたって水中に

溶存することをあわせ考えると，実際の圃場条件での湛

水操作がきわめて重要なことを衷付けている．また根部

に処理することで感受性差異の幅が低下しやすいこと

は，土壌中における benthiocarb17)吸着や脱着あるい

は下方移動性と密接な関係を持つ土壌の種類，漏水など

の要因が感受性差異の幅に関与することを示唆してい

る．

さらに，イネとクイヌビエの間には生理生化学的な特

性を基礎とした本質的な感受性差異がみられ，その原因

を検討した結果によれば，一つには，イネとタイヌビエ

間で種子重量に約 9倍もの差があることに基づく種子養

分の多少と種子養分の持続期間に差のあることが関与し

ているように考えられる．このように，イネはタイヌビ

工とくらべて benthiocarbに対する感受性が本質的に

低いが，第1章における実験結果によれば，イネの品種

間において感受性に差異のあることが判明した．すなわ

ち，日本型品種には感受性の低いものが多いのに対し

て，インド型品種には感受性の高いものが多かった．し

たがって栽培イネの感受性を検討しておくことも実用場

面では必要な課題と考えられる．

これまでに感受性差異の側面よりおこなった考察をま

とめると第33図に示したとおりである．第33図によれ

ば，イネの湛水直播栽培において benthiocarbをとり

あげる際には， 2葉期前後の生育時期に湛水をある程度

深くして施用することが基本であり，その他に，糀水操

作，土壌の種類，漏水，温度および光の強さなどの環境

要因や栽培イネの品種によって感受性差異の幅が変動す

ることを総合的に判断することが重要と思われる．

上述してきたように，除草剤 benthiocarbに対して

イネとクイヌビエがどのような種類の生育反応を示すか

を究明することも適切な防除法を確立する上に重要であ

る．この点については第3章ならびに第4章において検
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討し，その結果をまとめた第15表と第20表によれば，以

下のように考察される．

まず，水耕液処理をおこなうと，発芽時と 2葉期のい

ずれの生育時期においても，葉身と葉鞘の伸長阻害や濃

緑化，葉身の抽出異常，茎葉と根の褐変など様々な生育

反応が観察された．そこで，イネとクイヌビエの発芽，生

育過程で重要な役割を果している光合成と呼吸におよぼ

す影響，あるいは胚芽除去種子を用いたジベレリン誘起

の aーアミラーゼ阻害やイネラミナ・ジョイントの伸長

阻害を通してのタンパク質生合成，オーキシン作用に

およぼす影響を調べた結果，これら一連の生理作用は

benthiocarbによって阻害された． したがって， これ

らの阻害作用が総合されて前述した様々な生育反応を発

現するものと考えられる．除草剤に対する生育反応は植

物の生体内における複雑な生理生化学的過程をへて発現

するものと考えられるが，その間の関係を究明すること

は，確実な雑草防除と作物保護の観点より重要な課題と

なるので，今後も解明をつづけることが肝要である．

このように，イネとクイヌビエは様々な生育反応を発

現したが，これらの中で最も顕著なものは茎葉の伸長阻

害であり，この反応においてイネは感受性が低くクイヌ

ビエは感受性が高かった． したがって，実用場面におい

て benthiocarbによるタイヌビエ防除効果やイネに対

する薬害を生育初期に判断しようとする際には，茎葉の

伸長阻害を基準としておこなうことが適切と考えられ

る．

つぎに，実際場面を想定した湛水条件下での土壌処理

をおこなって生育初期から収穫期までにわたる生育反応

の様相を調べた結果，イネとクイヌビエは生育初期に乾

物重，草丈および茎数などに阻害を受けても生育の進展

に伴って回復する傾向を示し，とくにイネではその傾向

が顕著であった．しかしながら，初期生育が著しく阻害

されると収穫期では，穂長， 1株穂数， 1穂粒数，登熟

歩合，千粒重および玄米重あるいは種子重量などに影響

を受けることも認められた．したがって，実際の圃場条

件では環境要因が急激に変化して阻害の回復がおくれる

ことも考えられるので，イネの初期生育が阻害を受けな

いようにすることが作物保護の観点より重要と考えられ

る．

以上， イネの湛水直播栽培において benthiocarb

によるクイヌビエ防除法の確立を目的に感受性差異なら

びに生育反応の側面より考察した．今後は本章でおこ

なった考察のもとに適切な防除法の確立が望まれる．ま

た，実際場面では，除草剤による防除法のみにとらわれ

ずに，他の方法をたくみに組合せた総合的な防除体系を

考案することが重要と考える．
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古来，わが国をはじめ世界のイネ栽培地帯ではノビエ

による被害が重大な問題である．現在おこなわれている

防除法には，古くからの手取除草のほか，生態的防除

法，機械的防除法および化学的防除法があり，さらに昨

今では生物学的防除法に関しても検討がなされている．

本研究でとりあげた除草剤による化学的防除法は，現

在，世界的に最も広く適用されているもので，除草労働

力を大幅に削減し，米の生産費低減に大きな役割を果し

ていることから，安全使用を厳守する限り有効な防除法

と考えられる．

除草剤を安全に使用する上で重要なことの一つは，作

物の生育が除草剤によって悪影響を受けないように適切

な防除方法を確立することである．とくにイネの湛水直

播栽培では作物としてのイネが雑草と同じ時期に発芽す

るような環境下におかれるため，除草剤による被害を受

けやすいものである． したがって，適切な防除方法を確

立するための基礎的研究として，イネとノビエ間にどの

程度の感受性差異があるかを究明することは重要な意義

を有する．

本研究は以上のごとき現況ならびに見地にもとずい

て，除草剤としてクイヌビエに制御作用を持つ benthio-

carbをとりあげ， イネの湛水直播栽培における適切な

防除法の確立を念頭におき， benthiocarbに対する各

種植物の感受性を調べ．ついでイネとタイヌビエの感受

性差異を生育時期，環境要因，処理部位ならびに種子重

量を変えて検討し，また生育反応の様相を究明した．

さらに，これらの実験結果を基礎にイネの直播栽培にお

ける適切なクイヌビエ防除法の確立について考察を加え

た．それら研究結果の概要は以下のごとくである．

1. 各種植物の benthiocarb感受性を比較した結果

はつぎのとおりである．

(1) 湛水条件下ならびに畑地条件下で生育する 143種の

植物について感受性を比較した結果，いずれの条件下

で生育する植物についても， 1年生のイネ科植物とカ

ャッリグサ科植物は他の供試植物とくらべて感受性が

高かった．しかしながら，湛水条件下で生育する 1年

生植物の中でイネだけは感受性が低いという特異性を

有していた．

(2) イネとクイヌビエを含む20種類のイネ科植物におい

て，種子重量が小さく種子養分の持続期間が短い植物

ほど感受性は高い傾向にあった．

(3) 34品種の栽培イネについてみると，日本型品種には
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感受性の低いものが多く，インド型品種には感受性の

比較的高いものが多かった．

2. イネとクイヌビエの benthiocarbに対する感受

性差異を，生育時期，環境要因および処理部位を変えて

検討し，さらに種子重量と感受性差異の関係を究明し

た．それらの結果はつぎのとおりである．

(1) 植物の生育時期を変えると，イネの50%生育抑制薬

量／クイヌビエの50%生育抑制薬量の比から求めた感

受性差異の幅は，湛水条件下での土壌処理と水耕液処

理のいずれの処理においても，発芽前後の時期で小さ

いが， 1葉期から 3葉期で大きくなり， 4葉期になれ

ば再度小さくなるという特異的な現象がみられた．と

くに，植物の 2葉期では感受性差異の幅が最大とな

り，湛水条件下での土壌処理で約16倍，水耕液処理で

約5倍の値が得られた．

(2) 環境要因による感受性差異の変動は以下のとおりで

ある．

i)土壌の種類では，腐植含量の大きい土壌ほど感受

性差異の幅は増大する傾向にあった．

ii)湛水操作による変動は大きく，無湛水区では湛

水区とくらべて感受性差異の幅が小かった．また

benthiocarb処理の 3日以内に排水すると感受性

差異の幅は低下した．

iii)漏水による変動も大きく，漏水量の増大に伴って

感受性差異の幅は低下した．

iv)温度による変動は，高温条件では低温条件よりも

感受性差異の幅が大きかった．

v)光による変動は，光が強いと感受性差異の幅が大

きかった．

(3) 植物に対する benthiocarbの処理部位を変えると，

発芽時あるいは 2葉期のいずれの生育時期において

も，茎葉に処理すればイネとクイヌビエ間の感受性差

異の幅はきわめて大きいが，根に処理すると感受性差

異の幅はそれほど大きくなかった．

(4) イネは，クイヌビエとくらべて種子重量が約 9倍

で，発芽後の生育に伴う種子養分の持続期間も長かっ

た．そこで，幼苗の胚乳部分を切りとると，切りとら

ない場合とくらべて感受性差異の幅は著しく低下し

た． このことより， benthiocarbに対して感受性差

異を示すのは，一つには種子重量の違いに基づく種子

養分の多少と種子養分の持続期間に差のあることが関

与しているように考えられる．

3. 発芽時におけるイネとクイヌビエの benthio-

carbに対する生育反応を検討した結果はつぎのとおり

である．
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(1) 水耕液処理によると，イネとクイヌビエの発芽は正 と，イネでは 1,000g以上，クイヌビエでは lOg以上

常におこなわれ，発芽後の種子根の伸長阻害も弱い の処理区で阻害がみられた．

が，第1本葉の伸長はイネが 10-6M, クイヌビエが (3) イネとクイヌビエの光合成と呼吸は benthiocarb

10-7Mオーダーで阻害された．また，これら茎葉の伸 による影響を受けにくく， 10-3M以上で阻害された．

長阻害は葉位の進展に伴って回復する傾向を示し，と (4) イネのラミナ・ジョイント伸長は benthiocarbの

くにイネではその傾向が顕著であった. l0-5M以上で阻害され，その阻害型式は IAAとの問

(2) 湛水条件下での土壌処理によると，最も顕著な生育 で拮抗的であった．

反応としては茎葉の伸長阻害であり，第1本葉の伸長 5. これまでの実験結果により明らかにしてイネとク

はイネが lOg/a以上，クイヌビエが lg/a以上で阻 イヌビエの benthiocarbに対する感受性差異ならびに

害された．伸長阻害の回復がおくれた場合には，草 生育反応を，イネの湛水直播栽培における適切なタイヌ

丈，茎葉および風乾重の低下につながる傾向がみら ビエ防除法の確立という銀点より考察した結果は，つぎ

れ，とくにタイヌビエではその傾向が顕著であった． のとおりである．

(3) 胚芽除去種子を用いたジベレリン誘起の aーアミ (1) イネの湛水直播栽培において benthiocarbをとり

ラーゼ生合成におよぼす benthiocarbの影響を調べ あげる際には， 2葉期前後の生育時期に湛水をある程

た結果， 50%阻害濃度はイネで l0-4M,クイヌビエで 度深くして施用することが基本であり，その他に，泄

10-5Mのオーダーとなった． 水操作，土壌の種類，漏水，温度および光の強さなど

4. 幼苗期におけるイネとタイヌビエの benthioー の環境要因や栽培イネの品種によって感受性差異の輻

carbに対する生育反応を検討した結果はつぎのとおり が変動することを総合的に判断することが重要と思わ

である． れる．

(1) .2葉期の幼苗に対して水耕液処理すると，最も顕著 (2) イネとクイヌビエは benthiocarbに対して様々な

な反応は発芽時の場合と同様に茎葉の伸長阻害で，発 種類の生育反応を発現したが，最も顕著なものは茎葉

現濃度はイネが 10-5M, クイヌビエが l0-6Mのオー の伸長阻害であり，この反応において，イネは感受性

ダーであった． が低くタイヌビエは感受性が高かった・ また，イネと

(2) 3葉期の幼苗を用いて，その移植直後に benthiー クイヌビエは生育初期に茎葉の伸長阻害を受けても生

ocarbを 3~1,000g/aの範囲で処理したところ，生 育の進展に伴って回復する傾向を示し，とくにイネで

育初期での乾物重，草丈および茎数は，イネが300g はその傾向が顕著であった．しかしながら，実際の圃

以上，クイヌビエが3g以上の処理区で阻害された． 場条件では，環境要因が急激に変化して阻害の回復が

これらの阻害は生育の進展に伴って回復する傾向があ おくれることも考えられるので，イネの初期生育が阻

り，収穫期での穂数， 1株穂数， 1穂粒数，登熟歩合，千 害を受けないように benthiocarbを施用することが

粒重および玄米重あるいは種子重量について調べる 作物保護の観点より重要と思われる．
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