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緒 言

現在 ニカメ イチ ュウの防除には,パ ラチ オン剤が最 も

有 効 な薬剤 として広 く用 い られ てい る。 しか し現在 の散

布方法 では イネの葉鞘部 への散 布効 率が低いため防除効

果 は必 らず しも確実 でな く,散 布方法 の改善が必要 であ

る(山 科,1955;福 田,1955;福 田 ・西野,1956)。 ま

た パラチオ ンは人畜 に対 す る毒性が高いので,よ り安全

な薬剤にお き代え られ ることが望 ましい。 このため多 く

の低毒性有 機 リン殺虫剤の実用性が検討 され るとともに,

従 来その効 果がパ ラチオ ンに劣 ったDDT,BHCな どの

有 機塩素殺虫剤について も適用方法 の再検討が試み られ

てい るが,こ れ らの場面におい ても現在 の散布方法 の改

善が一 っの重要 な問題点 であろ う。

散布方法 の改善につい ては,散 布機具 とそ の使用方法

の改善 とともに,薬 剤 の物理 性につい ての検討が必要 で

あ る(鈴 木,1953;鈴 木 ・関谷,1955)。

さきに杉本 ・畑 井(1957)は パ ラチオ ン乳剤について,

散 布液 の拡 展性お よび散布条件 とニ カメ イチュウ殺虫効

果 との関係 を試験 した結果,散 布液 の拡展 性の差異が殺

虫効果 に及ぼす影響は散布条件 との関連 のも とに検討す

る必要 があ ると考えた。 またパ ラチ オ ン乳剤が イネの葉

鞘部の外表か ら内部に移行す るときに,浸 透移行作用だ

けでな く,散 布液の葉鞘抱 合間隙へ の浸み こみ も大 きな

役割を果たす ことが うかがわれた。 も し散布液 の葉鞘抱

合間隙浸入作用 に よって薬 剤が葉鞘部 内に移行 され るな

らば,い かなる殺 虫剤で もそ の浸透性 の有無にかかわ ら

ず イネの葉鞘部 内に食入 したニカメ イチ ュウに対 して効

力を発揮 できるであ ろ う。

著者 らは,散 布薬液の拡 展性 お よび散布液量 の差異が,

薬 液の イネ葉鞘抱 合間隙浸入作用に関連 してニカメイチ

ュウ殺 虫効果に大 きな影響を及ぼす要素であ ろ うと考 え,

ニカメ イチ ュウに対す る有機塩素殺虫剤 の適用方法 に関

す る問題 として更に検討す ることと した。本報では1956

年 にパラチオ ン乳剤,BHC乳 剤 およびDDT乳 剤を用 い

て,は ち植 えの イネを種 々な条 件で薬剤処 理 した場合 の

ニカメ イチ ュウ殺 虫効果 を試験 して,こ れ らの殺 虫剤の

殺 虫力,イ ネ体 内へ の浸透性 お よび残効性 を比較検討 し,

また薬液 の拡展性 お よび散 布液 量 と殺 虫効果 との関係 を

検討 し,こ れ らの実験結果か ら薬液 の葉櫟抱合間隙浸入

に よる薬 剤の イネ体 内移行作用 の存在を推定 した ことを

報告す る。

報告 にあた って,供 試ニカメ イチ ュウ卵 の採 集に多大

の ご助力を賜わ った静岡県農業試験場高木 信一技 師をは

じめ昆虫部の方 々,な らびに石川県立農事試験場川瀬英

爾技師をは じめ病虫部の方 々に厚 くお礼を申 しあげ る。

また実験につい て終始 ご助力を賜わ った 田原美津江嬢に

心か らお礼 を申 しあげ る。

実 験 材 料 お よび 方 法

鉢植え イネ 水稲 愛国1号 を素焼鉢(上 縁の外径12cm)

に植 え,屋 外 の水 そ う内に並べ て栽培 した。ニカメイチ

ュウ1化 期の実験に供試 した イネは,1鉢 に3本 の苗 を

1列 に並べて植え草 姿が平板状 とな るように仕 立て,草

丈50cm内 外 ・1鉢 内の茎数8～10本 であ った。2化 期

には1鉢 に1本 植え,草 丈80～90cm,茎 数10～15本 で

穂 ば らみ期に達 した。

ニ カメイ チュウ 1化 期は静岡農試,2化 期は石川農

試で,誘 ガ灯に集めた ガを捕 え,イ ネの葉に産 ませた卵

塊を採集 した。卵塊 は10～12℃ の定温器に冷蔵 して卵

期間を調節 し,ふ 化 の前 日に イネの茎に糸 で結 びつけ て,

ふ化幼 虫を イネに食入 させ た。 このふ化幼 虫食入か ら薬

剤処理 お よび殺 虫効果調査 までの期間は,供 試 イネは側

面 を ヨシズ張 りに した ビニールハ ウスの中の水そ うに並

べて,雨 お よび強風 の影響 を避け た。

供試 薬剤 下記の市販品(い ずれ も1種 ず つ)を 用 い

1)
 現 在,農 林 省 農 薬 検査 所

(1961年11月27日 受 領)
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た。

パ ラチオ ン乳 剤:エ チルパ ラチオ ン47%乳 剤

BHC乳 剤:リ ンデ ン10%乳 剤

DDT乳 剤:DDT20%乳 剤

展着剤:Triton X-100 (alkylarylpolyetheralcohol)

-上 記薬剤の散布液の拡展 性を大 き くして供試す る場合

に,水 で うすめて加 用 した。

なお以 上のほかに,BHC特 殊加 工乳剤(γ-BHC15%)

1種 お よびDDT特 殊加工乳剤(DDT20%)1種 を参

考 として実験 の一部 にあわ せて供試 し,製 剤形態に よる

効 力の差異 を調べ た。

鉢植え イネの薬 剤処理方法 殺 虫効果試験 の目的に応

じて,次 の ような種 々な方法 を用 い,主 として イネの葉

鞘部を薬剤処理 した。

1. 注入

a) 葉鞘部内 の組織空隙へ の注入:食 入幼 虫を注入 薬

液 に直接接 触 させて,3種 の薬剤 の殺 虫力を比較 した。

b) 葉鞘抱合間隙 への注 入:注 入後にふ化幼 虫を食入

させ て,3種 の薬 剤の葉 鞘抱 合間隙内での残効性を比較

した。

これ らの注入操 作には容量0.2ccの 小型注射器を用い

た。

2. 散布

a) 少量散布:薬 剤の葉鞘部 の外表 か ら内部への浸透

移行 に よる食入 幼虫殺虫効果,お よび薬 剤のイネ体 表面

での残 効性 を試験す る場合に,散 布液 量を ごく少 量(1

鉢あた り4ccま たに5cc)と して イネ体表面 での付着

薬 液の流動を防 ぎ,薬 液 の展着性 の違 いに よる付着 薬量

の差 異および薬 液の葉鞘抱 合間隙へ の浸入が起 こる こと

を避け て薬 剤を イネ体の外表面だけに付着 させ るよ うに

した。

b) 多量散 布:上 に述べた少量散布を基準 と して散布

液量を段階的に増 し(1鉢 あた り10,20,40cc),散 布

液 の拡 展性お よび散布液量 の差 異に よる殺 虫効果の変動

を調べた。

これ らの散 布処理 に用 いた散布装置 とそ の操作方法は

前報(杉 本 ・畑井,1957)の 実験 の場合 と同 じで,1鉢

の イネに対 して所定 の液量を半分ずつ,イ ネの向 きを変

えて2回 散 布 し,噴 霧 の圧搾空気圧 力は0.7kg/cm2,散

布距 離は1mま たは1.5mで あ った。

殺虫効果の観 測 食入幼 虫に対す る効果 の調査 はイネ

を薬剤処理 した3日 後に,ま た薬剤処理後にふ化幼虫 を

食入 させた残効試験では食入3日 後に,い ずれ も供試 イ

ネを分解 して見いだ された食入幼 虫の生死 を調査 した。

イネに結 び付け た卵 塊か ら実 際にふ化 した幼虫数 につい

ての調査は行なわなか った。 このため,ふ 化幼虫数 と食

入 幼虫数 との関係 は明 らかでないが,イ ネに付けた卵塊

の大 きさを 目測 によ ってなるべ くそ ろえて も,イ ネの各

鉢 ごとの食入 虫数にはか な りの変 動が あ り,1つ の処 理

について3鉢 以上 のイネでの食入 虫数 を合計 して も,処

理間で の虫数 の違 いは除かれ なか った。 しか し,あ とに

述べ る残効試験 におけ るDDT乳 剤 の場合 を除 いて,薬

剤の種 類や処理濃度に よ って食入 虫数が左右 され る傾 向

は認 めなか った ので,原 則 と して食入幼虫 の生死 の調査

結果か らただちに殺虫率を算出 した。なお,薬 剤 の濃度

段階 と殺虫率のプ ロビ ッ ト(BLIss,1935)と の関係を

求 め る場合には各濃度段階に供試 された3鉢 のイネでの

合 計生死 虫数か ら殺虫率を求め,こ れをABOTTの 式 で

補正 してか らプ ロビッ トに変 換 した。 また各薬剤の供試

濃度 が1段 階 だけの場合には,各 薬剤処理内の イネ1鉢

ご とに殺 虫率 を求 め,そ の逆正弦変換値で分散分析を行

な って薬剤間 の殺 虫率 の差 の有意性 を検定 した。

実 験 結 果

3種 の殺虫剤の殺虫力 とイ ネ葉鞘部浸透性

試験時期:1化 期,7月5～19日

方法:イ ネ1鉢 に1卵 塊ずつ 付け,ふ 化食入 の3日 後

と7日 後 の2回,い ずれ も薬液を イネの葉鞘部 に注入 お

よび少 量散 布 して食 入幼 虫殺虫効果を試験 した。注入は

イネの主茎 には1本 に0.15cc,分 げつには0.1ccず つ,

各茎 に2～3カ 所ず つ注 射針を刺 して行ない,葉 鞘部 内

全体 に薬液 をほ とん ど充満 させた。散布 は距 離1m,1

鉢4ccと した。 なお食入3日 後の散 布にはBHCお よ

びDDTの 特 殊加 工乳剤をあわせて供試 した。

結果お よび考察:殺 虫効果 の試験 結果 は第1図 に示す

とお りで,各 薬剤 の各実験で の濃度-殺 虫率関係がすべ

て確実に求め られた とは言 えないが,薬 剤間 の致死濃度

の差異は著 しいので,こ の図上か ら各薬剤 の50%致 死濃

度 の比 を求めた。それを第1表 に示す。

この結果か ら,パ ラチオ ン乳剤 に比べ てBHC乳 剤お

よびDDT乳 剤の殺虫力は著 し く劣 ると言 える。 しか し

これ らの薬剤 の致死濃度 の比が,散 布の場合 に注 入の場

合 よ りも特に大 き くな ってはいない ので,パ ラチオ ン乳

剤 のイネ葉鞘部 の外表 か ら内部への浸透 性がDDT乳 剤

やBHC乳 剤 よ りす ぐれ てい るとは考 えられ ない。

BHC乳 剤お よびDDT乳 剤にっいて,い ずれ も主 とし

て供試 した乳剤 と特殊加工 乳剤 とはほ とん ど同 じ効果 を

示 し,製 剤形態に よる浸透性 の差異は認 め られ ない。
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第1図 イネ葉鞘 部 に3種 の殺虫剤を注入 および少量散布 した

ときの食入 幼虫殺虫効果(1化 期)
-○-パ ラチオ ン乳剤-◎-リ ンデ ン乳剤-○-DDT乳 剤

-▼-BHC特 殊加工 乳剤-△-DDT特 殊 加工 乳剤

第1表 第1図 か ら求 めた3種 の殺虫剤の

食入 幼虫致死 濃度の比

3種 の殺虫剤の イネの体表 および葉 鞘抱 合間隙内で の

残効性

試験時期:1化 期,7月1日 ～12日

方法:イ ネの葉鞘部に薬液を注入 および少量散布 した

1日 後 お よび5日 後にふ化幼 虫を食入 させ て,薬 剤の残

留 に よる殺 虫効果を試験 した。注 入は イネ1鉢 の うちの

主茎2本 だけに,各 茎 の葉鞘抱 合間隙3カ 所を少 し押 し

開いて行 ない,間 隙1カ 所 に0.04cc,茎1本 あた り0.12

ccと した。未 処理の茎は切除 して処理茎1本 に1卵 塊ず

つ付け,1つ の処理 は イネ2鉢 に繰 り返 えした。散布は

距離1m,1鉢4cc散 布 とした。なお散 布にはBHCお

よびDDTの 特殊加工乳剤をあわせ て供試 した。

結果お よび考察:結 果は第2図 に示す 。ただ しDDT乳

剤処理にか ぎって,そ の処理濃度が高 いほ ど食入 虫数が

極端に減少 してお り,イ ネに食入 しないで死亡 した虫が

多い と考 えられた。 このこ とは殺 虫効果調査 にあた って,

パ ラチオン乳剤お よびBHC乳 剤では効果

が高い場合に も,イ ネの葉鞘抱合 間隙の奥

深い所や葉鞘 の組織 内に食入 してか ら死 ん

でい る幼虫が多数見いだ され るのに,DDT

乳剤では効果が高い場合には ほ とん ど食害

の痕がな く死虫が葉鞘部 の外表近 くに見い

だ され ることか らも うかがわれ た。 このた

めDDT乳 剤に よる殺 虫率について次 の よ

うな補 正を試みた。すなわち,DDT乳 剤

以 外の薬剤処理区お よび無処理区で の食入

虫数の平均値を求め,

(平均食入虫数-DDT処 理の食入生虫数)/

平均食入虫数
×

100

を補 正殺虫率 とし,こ れにABOTTの 式に

よる補 正を加 えた。 この値 でのDDT乳 剤

の濃度-殺 虫率関係は第2図 で小点お よび

破線で示 した ものにな った。

第2図 に示す結果 か ら各薬剤の処理1日

後 と5日 後 との間の致死濃 度の増大比を求め ると第2表

の よ うにな った。

第2表 第2図 か ら求 めた3種 の殺 虫剤 の処 理

1日 後～5日 後 の残 効低下 度の比 較

第2表 か ら注入処理 ではパ ラチ オン乳剤 の残効低下が

著 しく,BHC乳 剤お よびDDT乳 剤は葉鞘抱合 間隙 内に

残留 させ た場合 にパ ラチオ ン乳剤 よ りも効力を長 く持続

す る と考 えられ る。 しか し散 布処理 での結果か らは各薬

剤 のイネ体表 での残効性 には大 差がない と思われ る。な

お第2図 におい て,BHC特 殊加工乳剤の残効のす ぐれ

てい ることが認め られ るが,DDT乳 剤では2つ の乳剤

間の残効の差異が認 め られない。

散布液量 によ る食入幼虫殺虫効果の差 異

試験時期:7月10日 ～20日(1化 期)お よび8月22日

～9月3日

方法:イ ネ の葉鞘部へ の散布液量を少量か ら多量に段

階 的に変 え,そ の散布液濃度は散布液量に反比例 させて,

散 布薬量を一定 とした。供試 イネはあ らか じめ,そ の葉

鞘部 の外側 の抱合 のゆ るんだ葉鞘1～2枚 をは ぎ取 って,

葉鞘が いずれ も固 く抱合 してい る状 態 とし,1鉢 に1卵
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第2図 イネ葉鞘部 に注 入および少量散布 した3種 の殺 虫剤

のふ化幼虫食入防止効果(1化 期)

-○--◎--○--▼--△-第1図 に同 じ

…・… DDT乳 剤 の効果の補正値(本 文参照)

塊ずつ付けた。1化 期 にBHC乳 剤,2化 期 にパラチオ

ン乳剤について実験 した。な お2化 期 のパラチオ ン乳 剤

での実験におい ては,イ ネ葉身部 に散布 した場 合の効果

もあわせ て試験 した 。葉身部散布 は前報(杉 本 ・畑井,

1957)の 実験 と同様に葉鞘部(株 元か ら上方35cmま で)

へ の噴霧 をつ い立 でさえ ぎって行 な った。

散布薬液の拡展性:BHC乳 剤 お よび パ ラチオ ン乳剤

はそれ ぞれ,そ の単用液お よび展着剤加用液の2種 類 の

散 布液 として供試 した。展着剤加用液には,そ の散布条

件に よる薬剤濃度 の差異には関係 な く,Triton X-100を

常に0.05%加 用 して液の拡展性を大 き くした。なお単

用液 にも,低 濃度 に希釈 した ときにイネ体表へ の展着性

が著 しく劣化 しない よ うに,少 量(0.005%)のTriton 

X-100を 展着剤加 用液 と同様 の加 えかたで添加 した。 こ

れ らの散布液 の拡展性 の大小 を比較 す るために拡展指 数

(鈴木:1953)を 測定 した。そ の測定 にはまず パ ラフ ィ

ンを塗 った スライ ドグラスに供 試散 布液 の所定 量(0.1

～0.3ccの あいだの数段階)を 滴下 し,そ の液滴を測面

か らカメラで実物大撮影 し,フ ィルム上 の像 に物 さ しを

あててパ ラフィン面での拡 展直 径を測 り,こ れに基づい

て拡展指数を算出 した。結果 は第3図 に示す。

これ らの供試散布液の イネ体表への展着状態は,拡 展

性 の小 さな単用液はその液滴があ ま り伸展 しないが,拡

展性の大 きな展着剤加 用液は よく伸展 して散布液量を増

す とイネ体表面を-面 に濡 らし流れ落ちを起 こ した。な

おBHCお よびDDTの 特殊加工乳剤はい

ずれ も,比 較 的高濃 度の液では拡展性が き

わ めて大 き くイネ体表 面での湿展 性が著 し

くす ぐれ たが,希 釈 す ると拡 展 性お よび イ

ネ体 表への展着性は著 しく低下 した。

結果 お よび考察:結 果を第3表 に示す。

a) イネ葉鞘部へ の散布液 量 と殺 虫効果

BHC乳 剤,パ ラチオ ン乳剤 ともに散 布

液量を増す に したが って効果 が増大 した。

この傾 向は両 薬剤 ともに分散分析に よって

1%水 準の有意性を認 めた。散布薬量が同

じであ り,多 量散布 ではイネ葉鞘部 に付着

した薬液 が流れ落 ちを起 こして付着 薬量が

む しろ減少 す ると考え られ るが,そ れで も

少 量散布 よ り効果がす ぐれたのは,多 量散

布の とき薬液が葉鞘抱合間隙 に浸入 して葉

鞘部 内移行薬量を増 したた めと思われ る。

この推定はあ とに述べ る残効 につ いての実

験結果に よって更に裏づけ られ る。い ま リ

ンデ ン10%乳 剤 の単用液 および パラチオ ン47%乳 剤 の単

用液 の効果 について,少 量散 布(5～10cc)の 効果 を葉

鞘部 の外表 か ら内部へ浸透移行 した薬 量だけに よる効果

と仮定 し,こ の効果 を多量散 布の効果 か ら差 し引けば,

多量散 布において葉鞘抱 合間隙か ら浸入 した薬量に よる

殺 虫効果 を求 め られ るとす る。 この計算をABOTTの 補

第3図 散 布 液 の パ ラフ ィ ン平 面 へ の 拡 展 性
-○-;パ ラ チ オ ン47%乳 剤 お よ び リ ンデ ン

10%乳 剤 を単 に希 釈 した液,-◎-;単 用液

(Triton X-100を0.005%加 用,-◎-;展

着 剤 加 用 液(Triton X-100を0.05%加 用),

-○-;BHC-γ15%;特 殊 加工 乳剤 。

----水 の 拡 展 指 数
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第3表 イネ葉鞘 部に同 じ薬量 を,散 布液の拡展性 および液量 を変 えて散布 した ときの

食入幼 虫殺 虫効果の変動,各 殺虫率 はイネ1鉢 を1区 とした5区 の平均値

a. BHC乳 剤,食 入7日 後 散 布(1化 期)

正 式 によ って40cc散 布 お よび5cc散 布の殺虫率で行な う

と次 のよ うになる。

リソデ ン乳剤:50.9～14.7=47.9

パ ラチオ ン乳剤:87.5～38.7=79.6

この計算の結果か ら,各 殺 虫率 の信頼限界 は不 明なの

で補 正殺虫率が5cc散 布の殺虫率 よ りも確かに大 きい と

は断定 で きない として も,多 量散布 では薬液 の葉鞘抱合

間 隙浸入が葉鞘部 内へ の薬剤移行 にかな り大 きな役割 を

果 た した もの と考え られ る。

b) 散布薬液 の拡展 性 と殺 虫効果 との関係

第3表 では また,葉 鞘部散布 の殺 虫効果 に散 布液 の拡

展性 の大小 に よる差異が認 め られ る。BHC乳 剤では散

布液間 の殺 虫率 の差 は5cc散 布では有意 でないが,10cc

散 布では1%水 準,20cc散 布お よび40cc散 布では5%水

準で有意性 を認 めた。パ ラチ オ ン乳剤では20cc散 布で5

%水 準の有 意差があ っただけであ るが,散 布液の種類 と

散布条件 とに よる殺 虫率 の差異 の傾 向はBHC乳 剤 の場

合 とよく似てい る。 これ らの結果か ら散布液の拡展 性の

差異 によ る殺 虫効果 の違 いは散 布液量が少 ない場合には

ほ とん ど起 こらないが,散 布液 量が多い ときには拡 展性

の大 きな散 布液の効 果がす ぐれ,散 布液の拡展 性を大 き

くす るとその葉鞘抱 合間隙への浸入が うなが され るもの

と考え られ る。

パ ラチ オン乳剤の葉身部散布の試験結果は前報(杉 本 ・

畑井,1957)で の結果 と同様に,拡 展性の大 きな散布液

の効 果がす ぐれてい る。拡展性 の大 きな散布液は散布液

量が比較的少な くて も葉身部か ら葉鞘部に流れ込みやす

いた め効果がす ぐれ る と考 え られ る。 しか し散 布液 量を

あま り多 くした ときには葉身部散 布,葉 鞘部散 布 ともに

効果 がむ しろ低下す る傾 向が うかがわ れ る。 これ は散 布

液 をあま りに希釈 して液 量を増 す と,イ ネ体 か らの薬 液

の流れ落 ちが増 して付着薬量の減少を起 こす とともに,

葉鞘抱合 間隙に浸入す る薬液量の増加が限界に達す るた

め と思われ る。

散布液量 によ る残効の差異

試験時 期:2化 期,8月14日 ～23日

方法:パ ラチオ ン乳剤,BHC乳 剤 およびDDT乳 剤

をそれ ぞれ 単用液お よび展着剤加用液 とし,こ れ らを イ

ネ葉鞘部に距離1.5mで 少量散布(5cc)お よび多量散

布(20cc)し た。散 布の1日 後 お よび5日 後 にふ化 幼虫

を食 入 させて薬剤の残効 を試験 した。散 布5日 後食入 の

試験 では,ふ 化幼虫食入前 の期間は屋外 に放 置され,台 風

の通過があ って強い雨,風 お よび 日照 の影響 が与 え られ

た。なお この実験 では単 用液にはTriton X-100を 全 く

添加 せず,展 着 剤加用液にはその各散 布条 件に よる散布

液濃 度の差異に比例 させて20cc散 布 ではそ の各濃度段

階にいずれ も0.05%,5cc散 布 ・1日 後 食入 の処理 では

同様に0.5%,5cc散 布 ・5日 後食入 の処理 では 同様に



20 日 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 誌 第6巻 第1号

第4図 3種 の殺虫剤の イネ葉鞘 部少量散布 および多量散布 における,散 布薬量 とふ化 幼虫食 入防

止効果 との関係(2化 期):図 上の横 軸に示 した散布液濃度 は上段が少量(5cc)散 布,

下段が 多量(20cc)散 布。-○--●-少 量散布 …◎ … …○ … 多量散布 ○◎乳

剤単 用液 ●○ 展着 剤加用液-▼-BHC特 殊加 用乳剤少 量散 布 …▽…同多量散布

2%のTriton X-100を 加用 した。

結果お よび考察:結 果 を第4図 に示す。各薬剤 ともに散

布5日 後に食入 した ふ化 幼虫に対 す る殺虫効 果は散布1

日後 に比べ て低 く残効 の低下が認 め られ る。 しか しBHC

乳剤お よびDDT乳 剤では,多 量散布で の残効 の低下 の

度は小 さ く少量散布 よ りも残効 の持 続性がす ぐれ てい る。

けれ どもパラチオ ン乳 剤では散 布液量の多少に よる残効

の差異 は生 じていない。 この結果 とさ きの実験結果 とを

あわせ て,イ ネ葉鞘部 への散 布液量が多い場合には葉鞘

抱合間隙 内に散布薬液 を浸入 させ ることがで き,そ の場

合BHC乳 剤やDDT乳 剤は葉鞘抱 合間隙内では イネ体

表 面で よ りも長 く残留 して残効 を持続す るが,パ ラチオ

ン乳剤は葉鞘部 内で生物的分解(小 池,1956)の 作用 に

よって消失 し残効を持続 しない と考 えられ る。な お,多

量散布において拡展性の大 きな展着剤加用液 の残効 が単

用液 よ りややす ぐれ る傾向を うかが うこ とがで き,食 入

幼虫に対す る効果 と同様に散布液 の拡 展性が大 きい場 合

に葉鞘抱合間隙 内に浸入 し残留 する薬 量が増 す もの と思

われ る。 しか しこの点につ いては更 に検討 を加 えなけれ

ば断定 できない。BHC特 殊加工乳剤 の残効は,こ の実

験 ではさきの1化 期 の実験結果 と異な り,リ ンデ ン10%

乳 剤 と大 差がない。さきの実験 で残効 がす ぐれたのは,

この乳剤が特 に大きな拡 展性を持つため少量散布(距 離

1m,4cc)で も葉鞘抱合間隙 内に浸入 した ためであろ

う。

結 果 の要 約 お よび 論議

本報 の実験結果 では次 の ことが認め られた。すなわ ち

(1)パ ラチオ ン乳剤,BHC乳 剤 およびDDT乳 剤 の

ニカメイチ ュウ殺虫力は著 しく異な るが,こ れ らの薬剤

の イネ葉鞘部 の外表 か ら内部 への浸透性には大差がない。

また これ らの薬 剤を イネ体表面に散布 した場合,こ れ ら

の薬剤 のニカメ イチ ュウふ化幼虫に対す る残効 の持続性

に大差がない。 しか しBHC乳 剤お よびDDT乳 剤は イ

ネの葉鞘抱合間 隙内では イネ体表面で よ りも残効を長 く

保ちパ ラチオ ン乳 剤 よ りも残 効持続性がす ぐれ る。(2)

イネの葉 鞘部 に散 布 した薬量が同 じで も,高 濃度 の薬液

を少量散布 す るよ りも,あ る程度散布液量を多 くしたほ

うが,食 入幼 虫殺虫効 果がす ぐれ る(パ ラチオ ン乳剤お

よびBHC乳 剤)ば か りでな くBHC乳 剤 お よびDDT

乳 剤では残効 も増大す る。 この こ とか ら薬剤は イネ葉鞘

部 の外表 か ら内部へ浸透移行す るだけ でな く,散 布液量

が多い場合には薬液が葉鞘抱合間隙に浸入す ることによ

って も移行 され,こ の薬液 の間隙浸入作 用が薬 剤の葉鞘

部内移行に かな り重要 な役割 を果 たす と 考 え られ る。

(3)散 布液量が多 い場合 に,拡 展性 の大 きな薬液は拡
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展 性の小 さな薬液 よ り食入幼 虫殺 虫効果が大 き く,残 効

に ついて も同 じ傾向が うかがわれ た。 これ は拡 展性 の大

きな薬液が葉鞘抱合間隙 に浸 入 しやすい ことに よると考

え られ る。なお,BHC乳 剤お よびDDT乳 剤につい て

それぞれ主 として供 試 した普 通の製剤形態の乳剤 と特殊

加 工乳剤 との殺虫効果を比較 した結果,製 剤形態 によ る

イネ葉鞘部内浸透性お よび イネ体表面 での残効性 の差 異

は 認めず,た だ特殊加工乳 剤の特 徴 と してその拡 展性の

大 きい ことを認 めたにす ぎない。

従来 パラチオ ンのニカメ イチ ュウに対す る効力がす ぐ

れ ているこ とは,そ の イネ体 内浸透 性がす ぐれてい るた

め と考え られ た(弥 富,1951;末 永 ら,1953;石 倉 ら,

1953;尾 崎,1954)が,本 報の実験結果お よ び 上 島 ら

(1954)が パ ラチオ ン乳剤の イネ体内浸透 を量的 に検討

した結果か ら,そ の浸透性は大 きな ものではな く,防 除

効 力がす ぐれ るのは主 として殺 虫力自体 が高 い ことに よ

る と考 え られ る。

したが ってパラチオ ン乳 剤のニカメ イチ ュウ防除効果

を増強す るためには,そ の イネ葉鞘部付着薬量を増すだ

け でな く付着液量を多 くして,葉 鞘抱合間隙へ の薬液 の

浸 入に よる葉鞘部 内移行薬量 の増加 をはか る必要 があ る

と考 え られ る。 また現在 の市販 パラチオ ン乳剤 よ りも拡

展 性 の大 きな乳 剤を用 いれば散 布薬 液の イネ葉身部か ら

葉 鞘部へ の流れ 込み(杉 本 ・畑井,1957お よび本報)と

葉 鞘抱合 間隙へ の浸 入を うなが し,効 果を増強す る と思

わ れ る。 これ らの ことはパ ラチオ ン以外の殺 虫剤 の液 剤

について も同 じよ うに必要であろ う。BHCやDDTな

どの有機塩素殺虫剤は従来 ニカメイチュウに対 して,ふ

化幼虫の食入防止 を 目標 として適 用 され た(石 倉,1956)

が,本 報 の実験結果 では これ らの薬 剤の イネ体表面での

残効性 は小 さ く,イ ネの葉鞘抱 合間隙内に浸 入 させた と

きには じめて食入防止に有効 とな ると考え られ る。

以 上の よ うにニ カメイチュウに対す る液剤 の散布方法

につい て,散 布薬液 の拡展性 および散布液 量は イネ葉鞘

部 内へ の薬 剤の移行 に影響 を及ぼ して防除効果 を左 右す

る重要 な要 素であ ると考えた。 また殺虫剤のニカメ イチ

ュウ殺 虫効 力の室内検定法 についての問題 として,イ ネ

に対す る液剤の散布液量 の多少 によ って同一散布薬 量に

よる殺 虫効果 および製 剤の物理性 の差 異の効果へ の影響

が変動す るこ とを,試 験条 件の設定 にあた って考慮 す る

必要が あ ると考 え る。
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Summary

Relation between the wetting Power and Volume of Spray Liquids and their 

Effects on Rice Stem Borer Larvae.

I. Effects of Emulsions of Parathion, BHC and DDT

By Atsushi SUGIMOTO, Late Shogo YAMAZAKI and Naoki HATAI

National Institute of Agricultural Sciences, Nishigahara, Tokyo

Parathion is widely used ,in controlling rice stem 

borer, Chilo suppressalis, in Japan. However, since 

parathion is so toxic to mammals, it is desirable to 

use some other insecticides which are less toxic than 

parathion but effective to control rice stem borer. 

Many kinds of less toxic organo-phosphoric insecti-

cides are being tested, but organo-chloric insecti-

cides such as BHC and DDT which were previously
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evaluated as less effective than parathion should be 

re-examined on their effectiveness and methods of 

application.

YAMASHINA (1955) and FUKUDA (1955) have found 

out that only a little of parathion deposits on rice 

plants by means of present method of spraying. 

Therefore, the method of application seems to be 

very important to be improved in controlling rice 

stem borer.

SUGIMOTO & HATAI (1957) reported on the effects 

of the wetting power and the methods of spraying 

parathion emulsion to control rice stem borer larvae. 

Authors have studied more on the wetting power and 

the methods of spraying insecticide liquids to obtain 

fundamental references in improving application 

methods of organo-chloric insecticides.

The present paper deals with the comparison of 

the effectiveness of emulsions of parathion, BHC and 

DDT, and the influences of the wetting power and 

volume of spray liquids to the effects of killing rice 

stem borer larvae.

1. Insecticide emulsions used:

Commercial emulsifiable concentrates containing 

parathion 47 percent, lindane 10 percent and DDT 20 

percent were used. Triton X-100 was added as a 

wetting agent when the wetting power of emulsions 

was to be strengthened. Commercial emulsifiable 

concentrates named "Specially formulated" containing 

BHC-r 15 percent and DDT 20 percent were also 

used in some of the experiments.

2. Methods of application:

The egg masses of rice stem borer were attached 

on the leaf blade of potted rice plants on the 

previous day of hatching. Insecticides were applied 

in several methods such as follows:

A. Emulsions were injected into the leaf sheaths 

or into the crevices of leaf sheaths of rice plants 

using a small syringe.

B. Emulsions were sprayed on the leaf sheaths of 

rice plants by an air blast nozzle (SUGIMOTO & HATAI, 

1957). A potted rice plant was sprayed twice , once 

each from the front side and the opposite side, 

without using a turn table. Low volume (4cc per

 pot in a distance of 1.0m or 5cc per pot in a distance: 

of 1.5m) of emulsions were sprayed to deposit 

insecticides on the outer surface of leaf sheaths. 

High volume spray (10cc, 20cc and 40cc per pot in 

a distance of 1.5m) were also done.

3. Results:

A. The ratio of median lethal concentrations(MLC) 

of parathion, BHC and DDT to the first brood rice 

stem borer larvae bored into the leaf sheaths of rice 

plants was about 1:8:20 when the emulsions were 

injected into the leaf sheaths, and this ratio did not 

increase when the emulsions were sprayed on the 

outer surface of leaf sheaths. Therefore, the effective-

ness of such insecticides to rice stem borer larvae 

are greately different, but the penetration of these 

insecticides into the inside of leaf sheaths of rice 

plants from the outer surface of leaf sheaths seems 
not to be so different.

B. The longevity of residual effectiveness of para-

thion, BHC and DDT to the first brood rice stem 

borer larvae placed on leaf blades after applications 

of insecticides did not differ much when the emul-

sions were sprayed on the outer surface of leaf 

sheaths. However, BHC and DDT kept their residual 

effectiveness longer than parathion when the emulsions 

were injected into the crevices of leaf sheaths.

C. The effects of killing rice stem borer larvae 

obtained by spraying a same dose of an insecticide 

changing the volume of spray liquids were small in 

case of low volume spray but became remarkably 

large in case of high volume spray, and the effect 

of high volume spray became larger when the wetting 

power of emulsions were strengthened. However, the 

effect of low volume spray did not change significant-

ly by the difference of wetting power of emulsions. 

These results were obtained in both experiments of 

BHC emulsion to the first brood rice stem borer and 

parathion emulsion to the second brood rice stem 

borer.

Moreover, the residual effects of emulsions of 

BHC and DDT to the second brood rice stem borer 

were small in case of low volume spray but became 

remarkably large in case of high volume spray, and
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the residual effects of parathion emulsion were small 

in both cases of low volume spray and high volume 

spray.

In consequence of these experiments, the pheno-

menon of the difference of effects caused by chang-

ing the volume of spray liquids and the wetting 

power of emulsions is considered as follows:

Although some parts of insecticides deposited on 

the outer surface of leaf sheaths in low volume sp-

ray penetrate into the inside of leaf sheaths, the in-

secticides are also carried into the inside of leaf sh-

eaths by the spray liquids running down into the 

crevices of leaf sheaths in case of high volume spray. 

Therefore, in case of high volume spray insecticides 

translocated into the inside of leaf sheaths and the 

effects of killing rice stem borer larvae increase. Fu-

rthermore, since the residues of BHC and DDT 

deposited into the crevices of leaf sheaths are kept 

longer than their residues deposited on the outer 

surface of leaf sheaths, the residual effects of BHC 

and DDT become larger in case of high volume 

spray. The runing of spray liquids into the crevices 

of leaf sheaths is promoted when the wetting power 

of emulsions is strengthened.

D. The effects of "Specially formulated" emulsions 

of BHC and DDT hardly differ with those of ordinary 

emulsions of BHC and DDT in case of low volume 

spray. However, the effects of "Specially formulated" 

BHC emulsion were as large as those of lindane 

emulsion which wetting power was strengthened in 

case of high volume spray. Therefore, the effective-

ness of emulsions of BHC and DDT seems not to 

change by changing their formulations, but the effects 

change in case of high volume spray because the 

wetting power of "Specially formulated" emulsions 

is strong.

E. The effect of parathion emulsion sprayed on 

the leaf surface of rice plants to kill the second 

brood rice stem borer larvae was also tested. A 

certain dose of parathion emulsion was sprayed 

changing the volume of spray liquids (20cc, 40cc 

and 80cc per pot in distance of 1.5m). The effect 

was small in case of 20cc spray but larger in case 

of higher volume spray because the spray liquid runs 

down into the leaf sheaths in this case and the effect 

of 20cc spray became large when the wetting power 

of emulsion was strengthened because the running 

down of spray liquid increased. These results coin-

cided with the results reported previously (SUGIMOTO 

& HATAI, 1957).

4. Discussion:

Parathion has been considered to be most effective 

to control rice stem borer since it penetrates well 

into the inside of leaf sheaths of rice plant. Although 

the effectiveness of parathion, BHC and DDT are so 

different, the penetration of such insecticides into the 

inside of leaf sheaths from the outer surface of leaf 

sheaths seems not to be so different. It also seems 

that the spray liquids running into the crevices of 

leaf sheaths play an important role in translocating 

insecticides into the inside of leaf sheaths from the 

outer surface of leaf sheaths. The wetting power 

and volume of spray liquids are important faotcrs 

as regard to the methods of spraying affecting the 

translocation of insecticides in rice plant and the 

effects of controlling rice stem borer.


