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木材防腐剤としての有機錫化合物に関する研究 (第10報)

ブナ丸太の防虫防菌にiDいて (その1)

西 本 孝 *

KoichiNISHIMOTO*:StudiesontheOrganoTin CompoundsastheWoodPreser-

Vative.X.OntheProtectionofBeechGreenLogfromlnsectandFungusAttacks.

(Part1)

Ⅰ 緒 論

木材資源の合理的利用が叫ばれてより,その成果は漸次向上しつつあるとはいえ,合理化の

第一歩たる伐採丸太の保健衛生については,一層の努力が払われるべきである｡丸太材は立木

と異なり,虫菌害に対してそれ自体無防備であるにかかわらず,伐採から搬出,そして工場の

機械で加工されるまでのかなり長い期間,害虫,害菌の侵入しやすい状態のままにおかれてい

るのであって,たとえその期間を最小限になしえたとしても,これらによる損害は極めて大で

あると判断しうる｡この期間は林業分野から木材工業分野へ,すなわち,第一次産業より第二ヽ
次産業にひきつがれる時間にあたり,取引上の経済的問題にのみ心が奪われ,丸太材の■保健衛

生が両分野の共同責任において行なわれなければならないという認識に徹底を欠きやすい｡現

在なおこのようにして丸太時代が森林の生産力向上と木材利用合理化との間の一つの重大な盲

点として取 り残されている場合がある｡

ブナ丸太の防虫防菌についての研究は,戦前からもとりあげられてはいたが,事業に利用さ

れるまでには至らず,その成果もまたあまり見るべきものがなかった｡戦後ブナ材の伐採量の

激増に伴ない,この研究に対する要望は著しく高められるとともに,殺菌剤として PCP有機

水銀化合物,殺虫剤として BHC,DDT など従来にない有効な薬剤が紹介され, ブナ丸太の

防 虫 防菌のための薬剤散布処理法の効果にも期 待がもたれるようになった｡ かくして PCP

と BHCとを主体とした乳化薬剤が作られ,実用的にも使用され,薬剤散布法が事業的に実行

可能である唯一の方法となって来た｡しかしながら,効力的には未だ問題が多 く,使用場所 ･

丸太放置期間によっては,無処理と大差なく薬剤散布処理の意味がない場合も往 々に してあ

る｡

元来,当該問題を検討するには,野外現地試験によって行なう以外に方法なく,とかく新し

い有効な薬剤の開発が遅れがちであったことは否定出来ない｡また1個所で行なわれた試験結

果が他の個所に適応し得ないことが多いことも,本研究の進展を遅らせる大きな原 因 で あ ろ

う｡

我々の研究室では数年前より有機錫化合物の基礎的研究を続けているが,その結 果 よ り考

え,当問題に適すると思われる化合物について試験を行なった｡本試験の目的とす る と ころ

紘,選出した数種の化合物の中最も有効なものを決定し,欠点とする点は何かということを知

*木材生物研究部門,DivisionofWoodBiology.
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り次回の実施事項を決めることにある｡試験方韓は過去の文献により最適と考えられ る方 法

(たとえば濃度,溶液 ･乳剤などの形態,散布の時期,散布量,散布方法など)を採用した｡

この試験は野外試験に重点をおいたので&,試験地は本学農学部附属演習林の山間奥地におか

れた｡所在は京都府北桑田郡美山町芦生で,ブナ ･ナラその他を含む広葉樹林が主体で現在伐

採ならびに針葉樹の植林が行なわれている｡本試験地は,標高 700m内外の地点において,林

道ぞいの平坦地と広葉樹林の密林内の急傾斜地とに設けた｡前者は谷ぞいの開けた土地で周囲

に山腹が迫っているほどでもないから,直接光線を受ける時間は比較的長かった｡後者は谷川

ぞいの東南向急斜面で林冠ほだいたい閉鎖された状態で,太陽の直射光線を殆んど受けず,まだ

らに照射する程度であった｡以下便宜上前者を林外,後者を林内と称する｡両地区は約 1.5km

離れた地区で気温 ･雨量など大差ないものと思う｡

本試験を行なうにあたり,試験地の設定については,当時の京大演習林長岡崎文彬教授,同

声生演習林長佐々木功助教授,同事務官諸氏のご協力を得,試験実施遂行に直接ご協力下さっ

た本研究所元講師布施五郎氏 (現在近畿大学農学部助教授),研究員菊本広一氏,実験補助員

足立昭男氏濫対し厚 く感謝の意を表する次第であるOまた試験用薬剤に関しては,吉富製薬株

式会社のご協力を得たことを感謝する｡

Ⅱ ブナ丸太の菌書 ･虫害

Ⅱ- 1 ブナ丸太の菌害

ブナ材を侵害する菌の種類は多 く,生態もかなり異なるが,大別して変色菌と腐朽菌と穿孔

虫類に附著して材に侵入する Ambrosia菌とがある｡Ambrosia菌も変色菌と同様材の腐朽を

ぉこさず,虫の孔道に-よく繁殖して穿孔虫類の栄養源となっている｡この菌については,わが

国ではまだ殆んど研究されていない｡

ブナ材の夢色現象には褐色または暗褐色になる褐変が多 く,これは北島1'によって詳細に研

究されたO子嚢菌の一種ブナクワイカビ (EndoconidiophoraBunae) が主役を演じ,材中の

フェノール物質が菌糸の分泌する酸化酵素によって酸化されておこる変色と,侵入した菌糸自

体の色素とが合わさって着色することが確認されているO青島 ･林2) はブナ材に青変現象のあ

ることを確かめ,この菌を-ゾマツノクワイカビ (OphiostonaPicese)と同定した｡ また内地

のブナ林では,局部的に変色菌の種類の差はあるが,日本海側と太平洋側とで大きな差は認め

られないことも確かめられているので,菌の種類の違いによる防除法の違いは考えなくてよL,.1

わけである｡これらの褐変菌や青変菌は 20-25oCで最もよく発育する関係上,山林では6月

下旬から8月が菌の被害を最も受け易い時期であるoこれらの菌は,子嚢胞子でも分生胞子で

も,培養基上や材の上では十分な水分が与えられ,20-25oC の範囲では10時間前後で発芽す

る｡それ故,環境条件が適当ならば,胞子が材に付着してから材中に侵入するのほ,少なくと

も24時間以内と推定される｡子嚢胞子が伝染するのは土やチ リの表面について運ばれると考え

る方が,胞子が直接風に乗って飛ぶ伝染の仕方より,その性質上妥当であろう｡ただし分生胞

子にはこの考え方は適応しない｡

ブナ材の腐朽菌の種類は極めて多いが,主 として生立木の腐朽をおこすものと,伐倒後に材

に侵入して腐朽をおこすものとに大別しうる｡一般に腐朽の場合は変色の場合よりも,特殊な

例を除いては,時間がかかり,末口面から侵入する腐朽菌は通常伐倒後 1カ月以内には著しい
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腐朽を現わしていない例が多いO伐倒後に侵入してくる腐朽菌は,大部分は担子菌煩でサルノ

コシカケ科に属するものが多い｡ この中で最も腐朽力が大きいものには オ オ チ リメ ソ タ ケ

(Trametesgibbosa),カワラタケ (Coriolusversicolor), カイガラタケ (Lenziiesbetulina),

コフキタケ (ElfvingiaaPPlanta),チャカイガラタケ (Daedeleopsistricolor)などが挙げら

れる｡これらより腐朽力は劣るが,よく材に付着するものにはナメコ (PholioiaNameko),エ

ノキタケ (CollybiavelutiPes),キクラゲ (AuricullariaAuricula-judae), シワウロコタケ

(Phlebiastrigozozonaia),ミダレアミタケ (Daedaleabiennis)などがある｡ 腐朽力は軽微で

あるが,伐倒丸太に一番最初に侵入してくるものに,スエヒロタケ (SchizoPhyllum commune)

やムラサキウロコタケ (Stereumpurbureum)があり, 初期変色を注意すべきであろうO 腐

朽菌の伝染は大部分は子実体から放出される担子胞子が,材に付着 して発芽することによるが,

子実体の形成 される季節は菌の種類により異なり,スエヒロタケ,ムラサキウロコタケ,オオ

チ リメソタケ,カワラタケ,カイガラタケなどは比較的時期を選ばないので,ブナ丸太には常

に脅威である｡ブナの変色菌は胞子が穿孔虫に付着 して運ばれる場合が多いと既述 したが,腐

朽菌の場合はかかる例は少なく,風に運ばれることが多い｡胞子は材に付着すると,材が織維

飽和点以上の含水率で十分な水分を有 し,適当な温度 (15-25oC)が与えられれば,24時間以

内には発芽を完了する｡

II- 2 ブナ丸太の虫害

一般にいうキクイムシ類は鞘週 目 (Coleoptera),多食亜 冒 (Polyphaga)に属 し, ミツキ リ

ゾウムシ科 (Brenihidae),ヒゲナガゾウムシ科 (Anthribidae),ゾウムシ科 (Curculionidae)

などとともに具吻類 (Rhynchophora)に包含され,キクイムシ科 (Scolylidae)およびナガキ

クイムシ科 (Platypodidae)の総称であるOこれらには針葉樹または広葉樹のみに限って寄生

するものと,針 ･広葉樹に寄生するものとがあるが,その寄生様式により2群に大別しうる｡

第 1群は大部分材部深 く穿孔 し,その喰痕内に必ず一種の菌を培養しこれを食物 とするいわゆ

る Ambrosia-beetleであり, 第 2群は樹皮下に穿孔 し節部 と辺材部 との問に喰痕を構成 し,

その中で生活を営むいわゆる Bark-beetleである｡

ブナ丸太に穿孔する種類は多いが,上記の2群は共に寄生し,個々の虫の種類は場所 ･局所

的地域 ･気象条件などにより異なる｡したがって穿孔虫の習性 ･生態などもそれぞれ異なるの

で,個々の虫について説明しなければならない｡もちろん,種類のいかんを問わず,穿孔虫数

の消長はその年の気象条件に支配され,さらに丸太の放置場所の微気象の影響を受ける｡活動

時期の早いものは4月中旬に丸太の日のあたる側から木屑を排出するのを観察した例もあるが,

最盛期は6月～8月で,材への穿孔を認めなくなる時期は一般に9月下旬から10月下旬 とされ

ている｡丸太の放置場所の環境が穿孔数に影響するのは当然で,一般に活動開始時期には林外

での穿人数が多 く, 夏に向うにつれ次第に林内での穿人数が多 くなり, 総穿人数も林内 が 多

いOいづれにしても,ブナ丸太に穿孔する虫の種類で,加害程度の高いものを従来各地で行な

われた調査結果 より抜率 してみると,

i)ヤチダモナガキクイムシ (CrossotarsusniPonicusBLANDFORD)

ii)シナノナガキクイムシ (PlatypusseveriniBLANDFORD)

iii) トドマツオオキクイムシ (XyleborusvalidusEICHHOFE)
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iv) ミカ ドキ クイムシ (Scolytoplatyi)usmikadoBLANDFORD)･

V)ル イスザ イノキ クイムツ (XyleboruslewisiBLAND FORD)

が主なものである｡

Ⅲ 防除試験

数年前 より行なっている有機錫化合物の基礎的研究の結果3) より,数種め化合物を選出しそ

の防虫 ･防菌効力の比較試験を行なった｡

Ⅲ- 1 試験地

京都府北桑田郡美山町芦生,京都大学農学部附属芦生演習林の標高約 700m の山地 (Photo.

1)において,林内 ･林外の2個所に設置 した｡

Ⅲ-2 供試丸太

健全なるブナを伐倒し, 直径 16-32cm の部分 より長さ1mの丸太に切断し, 供試用丸太

として用いたo l処理区15本を用い,Photo.2,3転示す如 く1本ならべとし, 毎月 5本ずつ

抽出し,虫害 ･菌害を調査した｡

Ⅲ-･3 供試薬剤

使用した薬剤は Tablelに示すもので,Aは 3倍希釈用,D～Gは10倍希釈用原液を,B ･

Cは原液を試験地に持参 し,山水にて希釈 して用いた｡

Photo.1

Photo.3

Photo.2.

Table1

Chemicals

A

B

C

D

E

F

G

H

PCP(2%+γ-BHC1.5%)emulsion

TBT-sulfamate(1%)watersolution

TBT-ureidosulfonate(1%) 〟

TBT-terephthalate(0.74%)emulsion

TBT-oxide(0.38%)+γ-BHC(1.5%)〟

TBT-terephthalate(0.33%)
+γ-BHC(1.3%)

'rBT-fumarate(0.38%)+γ-BHC
(1.5%)
non-treatment
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B･C は一応水溶性有機錫化合物であるが,Bは若干 methanolを加えた方が溶解Lやす

いので,約 5%程度 methanolを含んだ水溶液として用いた｡Cは完全な水溶液である｡D～

G は sowasolを溶剤の主体とした乳剤で, E～Gは殺虫剤を混合したものである｡A は比

較のために用いた｡

Ⅲ-4 薬剤処理

各処理区の間は少なくとも1.5m以上の間隔をおくこととし,排列が終了したところで薬剤

散布した｡丸太をころがしながら噴弄器を使って全面に散布し,薬液のとどかない所がないよ

うにして,特にキズのある部分および木口は注意深 く行なった (Photo.4)｡ 使用量は各薬液

Photo.4.

とも,材横 1石あたり0.5Eを標準とし, 1回散
i

布とした｡この散布量は丸太を円柱と考える.時,

表面蹟 1m2 あたり,径 30cm の丸太で約 130cc
～

となる｡

散布後, 各丸太は全部上下の位置がわかるよ

うに記号をつけ, 調査のために丸太を動かすこ

とがあっても,必ずもとの状態にもどせるよう

をこした｡

Ⅲ-5 調査oL方法 '

各処理区の丸太各15本のうち, 毎月 5本ずづ

抽出し虫害 ･菌害を調査した｡虫害調査は,各丸太の樹皮部と木口と区別して全面における虫

孔数をかぞえ (Photo.5), その虫孔数の比較によったカミ, 菌害調査は外観と内部調査とにお一

汁,外観調査は木口における変色度を肉眼的に観察し,色彩写真として残した｡内部調査は,

試験地より研究所に持ち帰り,丸太の中心において繊維方向に鋸断し,約2cm厚の板 1枚をぎ

Photo.5

りとり,これについて木口から侵入した変色

部分を印し,紙質均一なる複写紙で複写し,

重量法でその面積を求め,板の巾との比より

変色の深さの平均長を算出した｡変色部分の

明瞭な個所,あいまいな個所,健全部分など

種々の状態の個所よ･り試片をとり,試片の表

面を出来るだけ平滑にし反射光線によ争顕微

鏡的観察によって,菌糸の有無を確認t/年 ｡

Ⅳ 試験結果および考察

ⅠⅤ-1 防虫試験

調査結果は Fig.1,2に示すが,ここに示す値は穿孔虫の種類を問わず,樹皮部に穿孔された孔

数について,平方mあたりに換算した5本の丸太の平均値である｡また期間毎の調査対象丸太

が異なる関係上,経時的に増加していない場合があるが,̀~調査方法の関係上やむをえなかった｡

これによると,本試験地は穿孔虫の生息密度が非常に高いことが分る4)5)｡ 林内と林外とで

は虫害程度がかなり異なり,特に経時的な傾向を異にする｡全般的に有機錫化合物そのもの浸

防虫効果は低いようで,化合物の種類によって効力が若干違うrようであるが,本結果のみでは
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Fig.1.Theentranceholesofthe
beetlesintheopencutoverarea.

6500400300200/00〟

｣I

訂1.

Chemz-coL∫

Fig.2.Theentranceholesofthe
beetlesintheplacecoveredwith
almostclosedcrown.

明白ではない｡ しかしながら γ-BHCを添加することにより,飛躍的に効果が現われる｡PCP

に γ-BHCを添加 したものより若干効力があるところから見て, 少なくとも PCPより防虫性

があると考えてもよい｡今かりに本試験における防虫効力が γ-BHCに依存 しているとすれば,

γ -BHCの効力が 3カ月間持続することは期待できない｡とくに林外の如 き直射 日光のあたる場

所では,その傾向は大きい｡かかる意味からは,γ-BHC以外の防虫剤の併用も考えられて当然

であろう｡

本試験地で丸太に穿孔 した虫の種類は次の 5種類であったO

ヤチダモナガキクイムシ (CrossqtarsusniponicusBLANDFORD) :体長 6-9mm･円筒形で

全体光沢のある赤褐色の虫である｡孔径は 2mm 内外で,孔は円形で材に対する穿孔深度は比

較的深い｡本試験地でのナガキクイムシは殆んどこの種のものであった｡

ルイスザイノキクイムシ (Xyleborusleu)isiBLANDFORD) :体長 6-8mm,体は太い円筒形

で光沢のある黒褐色の虫である｡孔径は 4mm 内外で,穿孔深度は比較的浅い｡本試験地での

キクイムシはこの種が最 も多かった｡

カギナガキクイムシ (PlatypushamaiusBLANDFORD) :ナガキ'クイムシ科に属 し,本試験

地では極 くわずかに存在 した｡孔径は小 さい｡

ミカ ドキクイムシ (Scolytol,latypusmikadoBLANDFORD) :キクイムシ科に属 し,本試験

地にも若干発見した｡孔径は大きい｡

-ソノキキクイムシ (XyleborusgermanusBLANDFORD) : キクイムシ科に属 し,本試験

地にも若干発見 した｡孔径は大きい｡

穿孔虫害調査にあた り,キクイムシとナガキクイムシとの害は,孔径で区別がなしうるとし

て,その両虫の被害程度をまとめてみると, Table2,3 に示す如 くで,ある一定の傾向が存

するように思われる｡すなわち,キクイムシは防虫効力の小さい処理区ならびに無処理区を多
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Table2.Thenumberoftheinsectentranceholesonthesurfaceoflogs

intheopencutoverarea.

Platypodidae (Holes/m2)

Table3.Thenumberoftheinsectentranceholesonthesurfaceof

logsintheclosedarea.

Platypodidae (Holes/m2)

Ipidae (Holes/m2)

く食害しているが,ナガキクイムシほ防虫効力の大きい処理区でも比較的食害の多いことから,

後者の方が薬剤抵抗性が大きいのではないかということである｡この事実は林外 ･林内を問わ

ず認められることである｡

さらに木口面に穿孔した数は,樹皮部分に比べ,問題にならないほど少ない｡各供試丸太の

直径が一定でないから,数値的に簡単に比較出来ないが, 直径 30cm に･換算 してみ る と,

Table4,5に示す如 くになる｡表中の数値は両木口面の合計 (5本の丸太の平均) として表
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Table4.Thenumberoftheinsectentranceholeson

thecutendintheopencutoverarea.

Insect 】 Ipidae Platypodidae

2 r 3

2.3 】 9.0

Table5.Thenumberoftheinsectentranceholeson

thecutendintheclosedarea.

Insect l lpidae l Platypodidae

2 F 3 f 1 l 2 i 3

Photo.6

わされている｡木口面では各

処理区とも,ナガキクイムシ

の食害が大きい｡木口面は樹

皮部分より薬剤散布量が多い

点などより考え,本昆虫の薬

剤抵抗性はかなり大きいこと

が考えられる｡しかし,木口

面における防虫はF,G系統

の薬剤で,殆んど完全に近い

効果をあげることが出来る｡

Ⅳ-2 防菌試験

外観調査の結果を数値的表

現または記述する場合,観察

者の主観によって差異の出る

ことを恐れ,あえて本報告で

はかかる結果表示を削除し,

代りに写真を列載することと

した｡すべての写真を載せる

ことは,紙面の都合上不可能

なので,一部分のみ載せるこ

ととした｡Photo.6-9の如

く,処理区と無処理区との木

口面における変色程度の差異

は明確に判断しうる｡

内部調査の結果は,Table

6に示した｡

調査方法の項でも記述した

如 く, 1本の丸太の中央部よ

り鋸断した挽板の両面につい

Photo.7
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Photo.8 Photo.9

Table6.Depthofdiscoloredareaenteredfrom thecut

endsofbeechlogs.

て,木口からの菌糸長を測定 したわけであるから,表中の数値は10個の板面における菌糸長の

平均であり,標準偏差である｡この結果から, 1カ月 目では林外 ｡林内とも,PCP+γ-BHC処

理区と無処理 とを除 く各処理区は,良好な効果を示し, 2カ月 目では TBT-Te, TBT一〇十γ-

BHC,TBT-Te+γ-BHC,TBT-F+γ-BHC の各処理区が, 3カ月目では TBT-0+γ-BHC,

TBT-Te+γ-BHC,TBT-F+γ-BHCの各処理区が良好なようである｡しかし平均値のみで良否
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Table7.AnalysisofsigniBcance･betweenthechemicals.
Opencutoverarea

TY101TY105 TBT-Te untreated

Closedarea
〔註〕0.1:signlacantat0.1% level

l :signiBcantatl% level

5 :significantat5% level

h' :nOSlgniacant

を判断するのは,かかる実地試験の場合はなはだ危険である故, 統計学上の T一検定により,

各処理区間の有意差を検討 してみた｡その結果は Table7に示す｡

これによると,林外ではA処理区の 1カ月目を除 く以外は,各処理区すべての期間について

無処理区より防菌効果があった｡しかし処理区間中ではA薬剤が最も効力の少ないことと,有

機錫化合物に γ-BHCを添加した薬剤, すなわち,E,ド,G薬剤が効力の大きいことは明らか

である｡ この3著聞の優劣は Table7からのみでは決定し難いが,F薬剤 の濃度が他に比べ

若干低いことなどから考えて, 最 も効力が大きいのではないかと推定しうる｡ γ-BHC の添加

が防菌効力を高めることは明らかとなったが,直接的なものでなく,防虫 という点から間接的

に作用しているものとみるべ きであろう｡林内でも大体伺~じ傾向ではあるが,A薬剤の短期間

(1･2ヵ月 目)を除 く以外の,薬剤間の優劣は林外はど明確ではない｡しいて序列 を つ け れ

ば,F,G,E薬剤の順序であろうO

木口より侵入した菌は,殆んどブナクワイカビで, 褐色に変色した状況は,Photo.10-16
で明瞭に判断出来るであろう｡ただし,Photo.10-13は1カ月経過,Photo14-16は3カ月
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Photo.10

Photo.12

Photo.14

Photo.ll

Photo.13

Photo.15
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経過の状態である｡無処理丸太では3カ月経てば, 1mの長さを完全に菌糸が侵入し,全面褐

変を起すが,有機錫化合物処理では 10cm以下にくいとめていること, さらに PCPの場合で

は約 20cm侵入していることなどより考え,有機錫化合物の防菌効力は高く評価されてよいと

思う｡なかでも TBT-terephthalate,TBT-fumarateは TBT-oXide より効果的であるとい

えよう｡

Ⅴ 摘 要

京都大学農学部附属芦生演習林を試験地とし,有機錫化合物のブナ丸太に対する防虫 ･防菌

効力を試験する目的で行なった実験である｡

試験地を林外 と林内とに分け, 1カ月毎に3カ月間にわたり調査することとし,同一処理区

15本の伐倒直後の径約 20cm前後,長さ1mのブナ丸太に,Tablelに示す如き薬剤を, 1石

あたり0.5Bの割合で散布した0 1カ月毎に丸太樹皮部分および木口面に穿孔された虫孔数を

調査して,薬剤の防虫効果を判定し,また同一丸太について,木口面での変色程度を色彩写真

にとって観察し',さらに挽板にして木口よりの菌糸の侵入長を測定して,薬剤の防菌効果を判

定した｡これらの緯晃は Fig･1-2,Table2-7に示した｡

本試験地は穿孔虫の生息密度が非常に高 く,さらに林内と林外とでは虫害程度がかなり相違

した｡薬剤散布処理することにより,虫害を防止しうるが,有機錫化合物単独では防虫効果は

低い｡γ-BHCを添加することにより飛躍的に効果が現われ, PCP+γ-BHC より効果があった｡

調査した虫の種類は,ヤチダモナガキクイムシ (Crossoiarsusniponicus),ルイスザイノキク

イムシ (Xyleborus lewisi)が最も多 く,その他カギナガキクイムシ (Platyl,us hamatus),

ミカ ドキクイムシ (Scolytoplatypusmihado),-ソノキキクイムシ (Xyldborusgermanus)

である｡

防菌効果では有機錫化合物は非常によい結果 を示 した｡ 特 に tributyltin-terephtbalate,

tributyltin-fumarate は高 く評価されてよい｡ 丸太の放置期間が短かい場合, 無処理および

PCP+γ-BHC 処理と有機錫化合物処理との効果には差があるが,有機錫化合物処理間では差

がない｡ 期間が長い場合その差は明確になる｡γ-BHCの添加は, 防菌効果には直接には全 く

作用しないと考えてよい｡

防菌を目的とする場合には,有機錫化合物は非常に優秀な結果を示すが,防虫効果では他o)

防虫剤に依存せねばならない｡本試験は防虫剤として γ-BHCのみを使用したが,他の防虫剤

を有機錫化合物に添加した場合について,さらに研究する必要がある｡

R毒sum6

To protectthe greenlogsfrom deterioration causedby insectandfungus

attacksisa fundamentally importantproblem,forthesake ofaccomplishing

thereasonableutilizationofwood.Inspiteofthis,theimportancehasbeenapt

tobeneglectedingeneral.

The main purposeofthisexperimentsweretoascertaintheeffectiveness

oftheorganotincompoundsontheprotection ofbeech green logfrom insect

andfungusattacks.TheexperimentalplotsweresettledatAshiuSchoolForest,
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FacultyofAgriculture,KyotoUniversityinthemiddleofMay1963. Thecon-

tentsofchemicalsusedinthistestaregivenintheTable1. Thesechemicals

weresprayedonrecentlycutlogs,about130ccper1mB,respectively.Thelogs

were16-32cm indiameterandlm long,andlaiddown ontheforestaoor

oneby one. Thesprayingtreatmentwasmadeonlyonce atthestartofthe

experiment. Thenumberoftheinsectentranceholesonthesurfaceoflogs

werecalculated,and丘velogsselectedfrom everydivisionwerecutandsawn

inordertoexaminethestain anddecaythathadenteredfrom thecutends

every monthafterward. The'resultsaregiven in theFigs.1,2andTables

2-7･Theseexperimentsindicatedthattheorganotincompoundsalonedidn-ot

reducethenumberofholes,buttheeffectivenessofadditionofγ-BHCwascon-

spicuousandlargerthanthatofPCP+γ-BHC. Inthisexperiment5speciesof

ambrosiabeetleswhichhadenteredinfreshlycutlogswerecollected. Cros-

soiarsusniponicus,Xvleboruslewisi,Platypushamalus,ScolyioPlaiyPusmikadoand

Xyleborusgermanus.

Table6Showstheaveragedepthofstainoflogsenteredfrom thecutends.

Theresultwasconcludedthatsprayingorganotincompoundsmayresultin

decreasingdiscolorationoflogsandmoreeffectivetopreventstainofbeechlogs

enteredfrom thecutend. Especially,tributyltin terephthalateandtributyltin

fumarateareestimatedsuperiortoothertincompounds.
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