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高度晒粉の硬化病豫防効果並に

蠶兒に對する生理的影響に就いて
Uber die Disinfektionswirkung von "Chlite", "Tterite" und 

"Tomorit" fur den Kalksuchterreger, und 

ihre physiologischen Einflusse auf die Seidenraupen. 

佐藤利一

中澤喜雄

戸部正久

町田博

硬化病の豫防及び防止の日的を以て灘の職に附着せる本病菌羽・胞を灘する際に剛蜘

すべき藥陥の濡毒力の強さ・言亥薬温の獄兜に封する生理的影凱藥便等の黙を考慮して或藥rP置

の使用贋値を決定すべきは論を待たす。此等の黙を考慮して木病豫防上黛休酒毒の適藥として

近年磯壷せられるものに駈謂高度晒粉あり。今1二磯費中の高劇酬鋤こは異名同物と看倣すべき

もの数種あり。共中本教室に於て試験に供したるものはクライb、テトライト、トモリツト、

アンチプルコンク・及びクラチンの5種にして此等のものの卒倒菌芽胞叉は白彊菌芽胞に射す

る酒毒ノコ試験の域績は「各種獄病漕毒剤の酒毒力に就いて」と題して既に昭和9年4月獲行の

猛綜學雑誌第6巻第3號に獲表せり。

　本致…彊に於ては一・方に於て此等の商度晒防の識病菌に封する直接の油毒力を試験し他方に於

ては共實用的贋雁を知る爲に獄体に藥r吊を撒布したる場合の硬化病豫防効果並に藥llflの鱗兇に

封する生麗的影響に關する試験を行ひたり。典の中後蒋2項の試瞼1戊績を1括し該劣馨の使用便

値を評贋せんと欲す。

　本試験に類したる試験威績は既に他の研究者に依りて護表せられたるもの2．3あれども共

試験の方法は本試験と同一ならす：。

　　　　　　　　　　　　A，高度晒粉の硬化病豫防試験

　高度晒粉の叢劃栢伽鯵に於ける縦用的贋敏を知る爲費こ次の2試験を行ぴたり。

　　　　　　　　　　　　　　　　工試験　方　法

　　　　　　　　　　　　　　　　　策　1試験

・・供翻描は27°Cにて1是鞠塞天斜雌償3週圏lllの融麟珊包なり。此冴胞1白金職

を蒸溜水1cc．中に俘僻せしむる程慶の芽胞俘淋夜を作り此夜を膨占脂綿に吸牧せしめたるもの

にて欝：兇の背醐に1頭蝕にIF∫四1当嘉に塗抹せり。

b・供試叢兇は昭和8イ1渡春鑓1歌18號5齢41・i同獄兇にして各試験1姦10頭宛なり。

　c．　試験麗は次の如し。

　　　　　　標準頂A　　　　　　　　　　　　病菌無接樋匝なb

・　同B　　　同　ヒ　　　　　接種標≧｛1三置A　　　　　　　　　病菌塗抹後蜘夜を撒伯∫せざるもの

　　　　　　同　　　　　　B　　　　　　　　　　　　！剛　　　　　」二



242　　　　　　　　　　　　鍛　　綜　　峰　　　灘　　誌　　　・　　　　　　〔第八巻

　　　　　　クライト200倍液　1回撒布賦　　病菌を塗探したる後薬液を1回撒布するもの

　　　　　　同　　　　　　　　2回撒布照　　病菌塗抹後1口1回蓮縷2F；闇蘂液を撒布す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るもの

　　　　　　テトライト200倍液1回撒布匿　　病菌を塗抹したる後藥液を1回撒布するもの

　　　　　　同　　　　　　　　2回撒布置　　病薗塗抹後1日1回漣績2日間藥1子姥撒布す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るもの

　　　　　　トモリツト200倍液1回撒布櫨　　病爆1塗抹後藥液を1回撒布するもの

　　　　　　同　　　　　　、　2回撒布慨　　病菌塗抹後1日1回蓮績2Fl間藥1夜を撒布す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るもの

　d．　藥液撒布法

獅畷液撒布は灘の背面暉1雁醐・胞を塗抹したる後30分髄無監囎糀用噸休
の表面の充分潤ふ程度に藥液を撒布し第2回の藥液撒布は病菌芽胞を獄休に塗抹することなく

共のヨ鯛略剛捌に藥a’Mを慧休圏蹄せり。此等の覇腋は鰍しも蒸溜水を用ひて謝1膿せられた

るものなり。

　e．　供試獄児飼育法

直偲5。m．深さ5cln．の火ヲf多・ヤーレの駄吸聯e　1枚磁き之｝こ泓1蒸溜ノkを注ぎて継

となし此・1・略試験1，竃別に10頭宛の獅己齢W・∬ヒ等礁兇に蝋菌剃髄塗才末したる後の30分

聞、及び第1回の藥液欄∫そ麦の30邪1だけは蓋を除き9・il他に於ては常に勲覆ひ19tlか1碗氣の

流通する程度の閲隙を與へて留閉育を施せり。給桑回撒は11ヨ4～5回なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　第2試験

　a．供試病薗は第1試験の場含と全く同じ。

　b．供試獄児は昭和8年度夏慧艸奈川青熱5齢3口日のものにして各試験颪50頭宛ta　IJ。

　c．　試験擁は第1試験の場合と同じ。

　d．藥液撒布法も第1試瞼の腸合と同じ。

　e．供試獄児飼育法
　長iさ39Cm．深さ6cm．の木製箱に各試験『tl｛磯蓋兇50頭宛を入れ1：「1懸菌を接種すべき試験岡

の鑓児には該菌芽胞1孚瀞液を1頭毎に塗抹し、共1卜監藥液を撒布すべき慨には共後30州昌1を純

て藥液を喰霧器にて鱗休表間の充分潤ふ程圧£に撒布し奥に30分閥を縄て此等のものを他の試

験帳のものと共に1立方米の大さの1継内に牧容せり。猫1髪2剛踊瓶は翌口1こ初日と略剛寺

刻に藥液を獄体に撒布せり。給桑回数は1日5－6回なり。

2．試、験成績

蘭記の方法にて行ぴたる2回の試験放績はi次の如し。

　　　　　　　策　1試　験　　　　　　　　　　　　　節　2　試　瞼

ぐ供試獄兇は歌18號、5齢顕兇、接種病菌はll［懸菌）　（供試銀児は夏銀刺1奈川育熟咄令微兜、接種病蔚は1’1腿菌）

皿…ﾘ廠匿…｢瓢藪「r痂蜜覇蔽　　’試巧敢嘔匹一ld，織F・已頭卵・醐諏

．一 鼈黶D．．

B．．一宰．＝。．．一一．　．』．ユー一＝＝欝＿＿＿篇篇．罵聯一。一一丁一一頴　　　　　．＿＿＿　，＿・＿一・．一一一＝・t＝　　　．一一一：．＝　；　　一＿　＿・＿，一

撰　～依　慨　A　　10　　　0　　標　準　匝　A　　50　　　0
　　同　　　　　　B　　　　10　　　　　　0　　　　　　　　　岡　　　　　　13　　　50　　　　　　0

接種標～1甦1、盟A　　　10　　　　　10　　　　　接種搬準　匝　A　　　50　　　　　29

　　圃　　　　　　B　　　　10　　　　　10　　　　　　　　　岡　　　　　　工｝　　　50　　　　　31
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クライト200便響夜1圓
　　　撒布1旺
クライト露00倍液2画
　　　撒布i・霞

テトライト　2QO倍液
　　工回撤布賊
テトライト 200倍液
　　2回撒布厳
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　以．1：の試験成績に依れば第1試験に於ては供試獄兇各10頭の中典1嘘理の擦準慨A及びB爾

廠には全く白婿鱗の機生なく、接種標準照のA及びB爾匿は本病にて全滅せりo撚るにクラ

・fト200倍液1回撒布1畷とテトライト200倍液1回撒布龍とには全くi獲病無く、クライト200培

液2回撒布廠には3頭の病難を獲生し共の他の藥液撒布21鹿には各1頭の病鐙を獲kせり。

　第2試験にありては供試獄兇吝慨50頭の1｛t標ま｛隻顧A．Bには全く獲病無く、螢概標準価A

及びBには各約6割の病獄獲生したるにクライト200倍液1回撒布1・竃には蜥寿獄3頭、トモリツ

ト200億液1回撒布涯には病翻4頭、同2回撒布甑には1頭獲生したれども其他の薬液撒布囮’

には全く獲病無し。

艦己2回の試駒燃申には病獄の獲願蜘こ於て多少痩則のものあれども此種藥液撒布が白

照病豫防上大なる効果あるは謄然たる現象なり。本試験に於ては病駿の獲生：敷に於てテトライ

トがクライトとトモリツトに・比して最も少撒なりしも此等3者聞の溝毒力には大遊無し。

　　　　　　　　　B．高度晒粉の翼兇に鋤する生理的影響試験

　獄休滑身毒の閏的を以て高度晒粉を獄兇の休炎に撒竹∫したる場含に類兇に∫k現的悪影響無きゃ

否やを知らんと欲し6試駿を行ひたり。其の中代表的に次の3試験を列認すべし。

　　　　　　　　　　　　　　　　1．試験方怯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　策1試瞼
　a・供試獄兇は昭和8　1・1三度春獄支4號5齢2日日のものにして1蛾育を施したる撒蛾楓の各蛾

砥中より各同数宛の盤児を集めて各試験蔽を設け定り。

　b・試験匠は次の6颪にして1腿は各400頭の獄兜を有す。

　　　　　標準慨il　A　　　　　無竣謬浬のもの

　　　　　同　　B　　　　　同　　　上

　　　　　クライト珈41腋撒布1・1萱　1日1回蓮1，ll｝1・8剛踊f　　　　　‘

　　　　　テトライト200倍液撒布瞳　 ll可　　　上

　　　　　トモリツ1・200倍液撒布1、llこ　1司　　　上

　　　　　水撒布圃　　　　　　　　　　　『司　　　　上

・・ 芫yび水の椥」法・御一嚥溜・kに噺要薬液齢1製し1rl劇繊糠1り1・）30州1前

に噴霧器を以て鐙休の炎面の充分1閏ぶ楳度に之を撒布す。水撒勇∫颪は蒸溜水を各薬1夜に準じて

獄兇の休表に撒布す。

　d・供試鐙兇の飼育法。各試験蘇の鐙兇400頭宛を長さ110cm．幅75Cith．の鍛箔に入れ魯

藥液撒布概と水微布｝1叢とは毎日略同ll骸liこ1回宛液を撒布し、給桑旗よ各顧等量｝こし共他は晋

樋に此等：を飼育せり。

　e・　調査禦項は次の如し。

　　　　　獄体重量　　試瞼開始當1曝、5齢盛食期、熟顕



2僻　　　　　　　　　　　　鐡　　懸　　醗　　雅　　器　　　　　　　　　　　〔郷八巻

　　　　　　病　　獄　　種類，頭撒

　　　　　抵失獄
　　　　　螢繭頭籔

　　　　　牧繭調査　　上繭、中繭、下繭、死籠及び同功繭別の生繭牧量並に本乾燥の繭暦最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纂費2試駒

　供試獄兇は昭和8年度春獄支7號5齢2日口のものにして試験方法は舞1試験と金く同じ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3試　験

　供試獄兇は昭和8年度￥f｝欝S，1・11號5齢初日のものにして試験方法は同一なれども藥液及び水

撒布の園数は各合計9回に遽せり。

　備考　記載を欝きたる第4試瞼以下第6試験迄の供試瓢兇は第4試瞼は昭和9年聯獄皮4號5齢起鎧、

　　　　第5試瞼は同支7號起凱第6試晦ま同騨6漉6齢2日目のものなり。

　　　　　　　　　　　　　　　　2．試験成績

試瞼成績の大要次の如し。

　　　　　　第1試験　　（供試獄兄は春簸支4號5齢獄兇、各試瞼砥400頭宛）

「＼一一_　　試験旺
　　　　　　－”s－ー．ー－．

　　　　調在纐＼

阿　　　　比　　　　き俸1

生　　繭　　牧　　澱　　　（9・）

岡　　　　　比　　　　　串

需暦讃㈱燥扇

標｝｛螂鎚A．　標～樹斑B

ユ04，8　　　 105．9

356．1　　　　369．0

329．5　　　　333．0

し　　　　　　　　＿－J
司1s・均100（33】．3雪・）

　3S2　　　　375
’x－－－－　　　　　　　　　ノ

ユド些」100（379頭）

621．0　　　　　623，0

準均100（622．09・）

　83，1　　　　　80．5

－．－＿”21s一均100（S1．8店っ

クライ　1・

200倍液
撤布厩

107，0

366，9

336．4

10L5
381

101

634．5

102．0

82．3

100，6

テトライト　　トモリツト
200倍液　　200倍液　　水撒布匝
　撒布i伍　　　撒布i，鑑

105．2

369，7

336．2

101。5

385

102

621，0

99，8

84．5

103，3

105．2

369。7

341，5

103．1

384

ユ01

616．5

99．1

S1．1

99．1

　105．0

　366，3

　335．9

　101．4

　389
・　103

　635．5

　102，2

　　85．7

　104．8

　備考　昏蝋を樋じ滅獄敗の全部又は大部分が軟化病獄にして其他はテトライト200倍液撤布1猷に膿懲1

　　　　頭糠～｛甦匿Aと水撒布旺とに遣失慧各1頭を生ぜりo

本表に依ればff‘休重量は各試駒伽1閑に試験闇始當時よ妬i誕縢食期及び熱獄期を通じて殆

ど差なし。螢葡藪並に生繭牧最に於ても共盤陛少なり。繭鷹・量に於てはテトライト200倍液撒

布鷹と水撒布颪とが襖鱈1嘔よりも羽窪優りたるのみにて各翫互に相接近す。

第2　試験　　　（供試鑑兜は麻i腰支7號5齢i断児、各試験鷹400頭宛）

＼、、＿試瞼旺

　　調査串項　　　＼一＼

　　　　　　　　　同　比　寧

替　　　　　繭　　　　　数

　　　同　　　　比　　　　確

止　　繭　　牧　　量　　　（9・

　　　同　　　　比　　　　寧

繭　　　履　　　最　（本乾燥9・）

　　　回　　　　比　　　　拳

標可甦瞳A1 標胸亜B

1
　117．4　　　　1ユS，O
l　　．
、　　37ひ。3　　　　382．6

328．1　　　　334．2

L　　　　　　　　　　　
二『「こ」勾100（331．29・）

375　　　　　3S8

　町鞠100（382）

648，0　　　　661．0

21x；EL－J　IOO（654．59・）

　90，9　　　　　92．2

し？ls均100（91．69t・）

クライト

200倍液
撒掴・旺

】15，9

376，6

319，3

96，4

384

101

630．5

96，3

92，0

100．4

テトライ1・

200倍液
撤伽遅

117．S

364．0

352．7

106．5

323

85

511，5

7S．2

70．8

77．3

トモリLソト

200倍液
撒布II｝ll

117．0

37S．5

32S．1

99．1

3S5

101

635．0

97．0

91．1

99，0r

フ尉散伽遅

115，9

373．9

341．0

103．0

37s

gP

622．0

95，0

85、3

93，1



第一・二號〕　離鵬の硬化構鋤果並曜兜に鮒る蝿的影響r蹴いて　　　24S

　　構舗畑・灘数の全部叉は螂分鰍伽獺にして其｛也は硬化繊が灘邸1、2頭蹴燃が
　　　　撰准歴ムに2頭、トモリット200倍液撤布疲に1頭あ塾o

糠によれば慧体蝿はクラ朴200倍液椥嘔の熟獄が他瞭比して梢劣り、テトライト

200僻轍偲が鞭りたるの外略砥の聞に殆ん騰なし。鶴嬉撚淋ラ朴200鰍撒
布瞳が標準慨に比して15％少く其他は互に相接近す。生繭牧量は標準1畷に比してテトライト

200鰍撒偲が22％少肘・ども其他に於ては3～5％少き搬の差なり。繭騒は標戦

に比してテトライト200倍液撒布颪が約23％少く、水撒布慨は約7％少く、クライト200

倍液撒布1銑陛リツト20b柵麩撒布瞭は標彗嘔と殆んど差なし。

第3試験　（供試蹴児は糊日1號5齢齪、鰍験匿400蹴）

＼＼＼　　　試願蔵「一『　　　　　　　　F
　　　　　　　　　　　　　　療～弊匝〔A　毒駆弊鷹B　　　調査暴藪＼一一＼1

灘繍［響讐1

警　　　　　繭　　　　　敬
　　　同　　　　比　　　　扇
生　　　繭　　　牧　　　量　　　　（9．）

　　　同　　　　よヒ　　　　晦
繭　　　　暦　　　　澱　　（本乾燥9・）l

　　　　　　　　　　　　　I
　　　岡　　　　比　　　　率、

　　　　　　　　　　　　　「

　76，6　　　　　75．9

305．7　　　　304．9

285。1　　　　　284．8

－－・－・＿　耶均100（285．og・）

　3盟　　　　333

　2F均100（329）
427．8　　　　　447．5

一＿＿一那」勺100（437．79・）

　63。1　　　　66．4

xT’均　100（64．89・）

クライト

200倍液
撤布匠

76．0

309．7

296．2

103．9
353

107
460．5

105．2

70。5

108．8

テトライ　ト

200倍液
撤叡躍

76。0

297．1
2S7．3

100．8
295

90
82．0

87．3

57．9

89．4

トモリ舳ント

200倍液
撒布1置

76．0

311．9
292．6

102．7
364

111
tl’69．7

i　　107．3
　　　76．2

　　J．　176
1　　　　　　　　’

水撒布1tX

76．1

311．9

2S4．8

99．9
350

106

465．9

106．4
71．箔

109．9

　　構減職の大紛は鰍験1駄鰍イヒ椒姉ども期蝋磯徽麗失霞舳ぜ・。隅灘
　　　　　は療獅畷3頭・同Bに9頭・クライト200倍液撒布鷹に8頭、テトライト200倍液撒布匠に4頭

　　　　　トモリ・ト200倍液撒翻κ2頭・水撒棚に6澱生せり、遣蠣は禦魂嘔Aに蝋調B

　　　　　に2頭・テトラ替200鰍撒郁「・5頭」矧・卜200f厳撒纏及び水撒糊略颯を
　　　　　生ぜりo

　本表によれ鷹履齢繊開始當露寺より5齢盛食期及び熟醐樋じて各｝鋤勲珊厭
差なし。

　螢繭撒はテトライト200倍液撒布匿が最も劣り標難湿に比して10％少なけれどもトモリツ

ト200倍液撒布甑は之に反して標準臨よりも11％多く、クライト200倍液撒布圃も亦7％多

しoオく舞汝狛i1調は秘繕陰匿よりも　6％多しo

生繭牧蜘こ於ては灘1歌比してテトライト200伽轍布剛ミ約13％少鮒れども反封に

クライト200倍液衡嘔は5％f・？・　5（トモリット200鰍撚圃ま7％余多く、堀齢｝蝿叉

6％余多し。

　繭暦量に於ても亦各1試験冨の聞に生繭牧1壁の場合と略同様なる關係を示ぜり。

　上記3回の試験域績を綜合すれば次の如し。

1）獄体薦最即ち鎧児の獲育IVit態は各種高度晒扮200倍液撒布置（1日ユ回蓮鞍合計8・－9国

　　撒布）と標難1高及び水撒布1畷等め1昌1に大嘩…なし。

2）螢鰍は高度ll醐の・Fクライトと隆リツトとの200備轍痢瓶は棚嘔と略暫ヨしき力双

　　は梢優りたる域績を示したれどもテトライbの眠は第1試験に於ては標準顧に劣らざりし

　　も第2試験と第3試駿とに於ては10…15％劣りたゆ。

3）生繭牧量は醤繭数に大休比例しクライトとトモリツトとの200倍液撒布甑は標姻，副こ比し

　　て第1試駿と第2試験とに於ては大差なく第3試験に於ては羽㌃優りたるに、テトライト匿

・　は第1試験に於ては標雄颪と同様なりしにも拘らす第2試験に於ては約23％、第3試験
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　　・1に於ては約113％の減牧を見たり6・

4）繭暦量は各試脇醐クこ於て生繭牧量の場合と殆ど同一U｝1係を示せり。・

5♪水撫嘔は各調沓馴三1を通じて大休標準賦と優劣なき1戎績を尿せり；・・’1されば藥液撒」Tii程度

　　の水を獄兇の休表に撒布しても水共物の悪彰響瞳なかりしものなり。閲　　’　　　s　・’t

　　　　　　　　　　　　　　c．総括及び考察　　・　　、，
　商度晒粉たるクライト、テトライト及びLトモリツトの3種を川ひて硯化荊豫防試験並に此等

殺菌剤D螺兇に封する生理的影響試験を行ぴたる1二記の試験成績を総括すれば次の如く結論し

得べし。

1）蔽1剛の260骸礎兇の何磯の充分1閏ふ程度1・1購しくは1阻回鰍2剛姉す
　　れぱ硬化病の後生を全く防正するか、3ぐは大に減少せしめ本病豫防上顯著なる効果あり。

　　されば硬化病の獲生したる都度随時1．2回本藥液を撒布すれば本病防止に大に有効なる理

　　』なり。

2）本試験に於ては高度晒粉200倍液を1日1回蓮績合計8－9回獄兇の休表に各給桑30分

　　1閥前に撒布したるものなれども高度甑粉の中クライトとトモリツ5とは獄兇に封して全く

　　藥害なかりしもテトライトは3回の試験の申2回の試瞼に於て1－－2割程度の藥害を示せ

　　lp。然るに本試駒は藥液の殆ど極壁的使用量の場合の獄児に封する生理的影響を知らんと

　　して行はれたるものにして酬」白勺には藥液をi［11購H2。3回叉は1日1回F嗣に2・

　　3回撒布すれば妙くとも其當時獄体の表面に附着ぜる硬化病菌の全湖13ζば大部分を殺菌し

　　得べき・ものなるが隊に此桟度の藥液撒布ならばテトライトと難も企く藥轡参きか叉は藥霧

　　が本試験のものよりも遙かに軽減すべし。

3）要するに高度1四粉は硬化病菌に射する殺菌力強く且つ獄児に封して生理的悪影響全く郵陰き

　　か叉はi擁微なるを以つて獄休湘襟に適するものと認むo

　本試瞼の放績は從來磯表の他の研究齎の試駿威績と大体一致す。

　　　　　　　　　　「　　：（於上田慮懸専門雛按獄体病理座教室）

　　　　　　　　　　　　T’　　　，　女　　　　献　　　　　　t’　・　　，’I

　liSJ’田　史郎　　硬化病豫防剛の効力に就いて　　　　　　　　　　　　　・　（卒業論丈）・

」吻ミ両7閲秀美、掘乏内綱雄　　硬化痢慧体溝毒剛の撒冷及び添食に依る簸に封する影雛　　　・　』，

　、　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　・　　・　，　　　　T／　　　南國の微業　No，14」

　佐膣利一外5名　　各種獄病溝毒剤の消襟力に就いて　　　　　　　瓢綜墨瓢誌　第6巻1第3號

　服部、令吉　　硬化病豫防剤の微晃に及ぼす魚理的影響に就いて　　　　　　　（卒業論丈）

　蒲穗　利儒　　 箱飼に於ける硬化病豫防法　　　　　・　　　　　　　　蝦粟新報　第43谷，第506號

　池田　次男　　鎧の硬化病と淘襟剤　　　　　　　　　　　　　　　　　瓢業新報　錦43巻　弟506號

、　、　　　　　，　　　　　　　　（受理　　昭オll　IQ年8月　ユO　l二D
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