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は じ め に

広面積散布 における薬剤 効果 の調査方法 について は,

い もち病 とウンカ類 を例 に して検 討が行なわれてい るが

(農林水産航空協会,1964),わ れわれはその検討資料 に

供す るたあに一つ の理想 状態を想定 した推論を試 みた。

それ には効果 に関係 する因子を整理包含 した式を求 め,

各因子 に1～2の 代表 的数値 を代 入 して計算を行 ない理

想 的状態 を具象 化す る一 方,因 子相互間 の関係 を も提示

した。

ここに得 られた式は,つ ぎの3項 目を相互 に関連づ け

た ものである。

1. 発 生(害 虫,害 菌)は 発生源 よ り次第 に周辺にま

ん延 す るもの とし,発 生源 はある強度 を以 て出現 す るも

の と考え る。 したが って まん延 の状況 は,ま ん延の速 さ

と,発 生後の時間 によって それぞれきま る。なお発 生源

は適当な間隔を保 って存在す る もの とす る。

2. 薬剤の まん延防止力(効 力)は 薬 量の関数 とし,

まん延 は防止力 に比例 して抑制 され るもの とす る。 しか

しまん延 は重ねて抑制 される ことはない と仮定す る。

3. 散布 され た薬剤 の防止 力は,経 時的 に低下(薬 剤

の消失や経時変化 によ り)す るもの とす る。 したが って

薬剤処理後 に侵入 したまん延の部分 に対す る防止力 は,

低下す ると考 え る。

な お,本 稿の とりま とめ にあた りご助言下 さった当研

究所害 虫防除第2研 究室高木信一博士 に対 し深 く感謝い

た します。

関 係式 の 誘 導 と そ の意 義

1) 発生とまん延

われわれ は土壌 中における農薬の拡散について研究 し

て いるが(村 井 ・鈴木,1965),こ の概念を発生 とまん

延 の場合 に も適 用す るよ う試 みたのであ る。 この場合 ま

ん延 の実 情か らみて,2次 元の取 り扱いが適 当である。

拡散を適用 した場合 の,観 測 点(x, y)に おけ る,T

日後の発 生の大 きさ(E)は,つ ぎの式で あ らわされる。

E0:発 生源 における潜在 まん延 力

E:発 生の大 きさ

D:ま ん延 係数

ξ:発 生源の間隔

n:発 生源 の位 置

2) 薬剤 の付 着量と効果

薬剤 の付着量 と効 果 との関係はつ ぎの式であ らわす

(鈴木,1959)。

f:ま ん延抑 制率

m:薬 剤の付 着量

a,b:薬 剤な らびに発生の種類 に関する常数

したが って,薬 剤散布後の まん延残存率(1-f)は

であ らわ され る。

3) 散 布後の経過 日数 と薬剤 の残存付 着量

散布後 日を経 るに したが って,消 失 と経時 変 化 に よ

り,残 存付着量を減ず る。その 関係を

で示す(鈴 木,1959)。

(4)式は散布1日 後の付着量(m')を 基準 として(T-t)日

後 の残存付着 量(m)を あ らわす もので,tは 発生 か ら散

布 までの 日数であ る。

(3)と(4)とを組み合わせ ると(T-t)日 後 の まん延残 存

率 は(5)で示 され る。

4) 無散布の場合 につ いて

無散布の場合 の発生 において(1)によ りE0を 指定す る

ことによってEが 求 め られる。

広面積散布 区の中に設 けた小面 積無散布 区 の 場 合 に

は,無 散布 区を観 測点(x, y)を 中心 とす る円 と考え,円

の半径 とまん延 係数に見 合 う日数の遅れを,散 布区か ら

のまん延 につき考慮 して計算 した。

5) 散 布区について

広面積散布 区の発生 を(E/E0)(1-f)で あ らわす。小

面積散布 区の場合 には,散 布 区を観測点(x, y)を 中心 と

(1965年6月9日 受領)
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第1図 発生状態の変化

す る円 と考え,円 の半径 とまん延 係数 に見合 う日数の遅

れを,周 辺の無散布か らの まん延 につ き考慮 す る と共

に,日 々の新 らたなまん延 には これ に対応す る残留付着

量 による抑 制を求め計算を行な った。

6) 発生 にお ける個 体数 と発生 によ って受け る被害

4)と5)で 表現 され る数値は,比 の形で表現 され る発生

の個体数 に相 当す るが,実 際には発生の個体数の消長 に

よ って受 ける被害が ある。本 報では発生について 日別 に

積 算 した数値を被害 と定 め る。

個 体数の消長,被 害 の消長,無 散布 区,散 布区につい

て模 式的に示す と第1図 の通 りである。

7) 広 面積散布区が小面積散布区よ り効果が高 い割合

他 の条 件が等 しい場合 に,広 面積散布 区が小面 積散布

区よ りどれ程 効果が高いかを表わす ために,小 面積 散布

区 と広面積散布 区の発生の差を,小 面積散布区の発生 で

除 した比を,広 面積散布 した ことによ る効果の増加割合

と して算 出 した。

8) 小面積散布区 と小面積無散布 区の効果 判定におけ

る価値

小 面積散布区 と小面積無散布 区の発生 は,周 囲の無 散

布 区 と散布区の影響をそれぞれ受 けて修正 され ている。

小面積 散布 区な らびに小面積無散布区の発生を,そ れぞ

れ無散布 の場合 の発 生で除 した比は,前 者 は小面積の薬

剤試験 の効果 を,後 者 は小面 積無散布区の対照無散布 区

と しての価 値を示 してい る。

計 算 例

以上のよ うな考慮の もとに計算 した結果 を表 に して示

す。代 入 した数値は実情 も考慮 して選ん だ もので,つ ぎ

の通 りであ る。

D: 0.02, 0.1〔 単位 を(10m)2/日 とす ると現実 的

であ る〕

ξ: 2〔 単位 を10mと す ると現 実的であ る〕

T: 7～20〔 単位 を 日とすると現実 的である〕

m': 1, 10

a: 1

b: 0.8, 1.0〔 防除効果 の極限が それぞ れ80%,

100%で あることを示す〕

α: 0.2, 1.0

t: 2～15〔 単位を 日とす ると現実 的である〕

r: 小面積区の半径0～ √10〔 単位 を10mと す

ると現実 的であ る〕

x, y: いずれ も1〔 単位を10mと す ると現実 的であ

る〕

表は単純で見易 くす るため,つ ぎのよ うな略号 を用 い

た。

A: 個体数 について

B: 被害 について

●: 小面積 薬剤散布区

●: 広面積 薬剤散布 区

○: 小面積 無散布区
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○: 無散布

5-10, 2-7な ど:横 線の前 の数字 は発生か ら薬剤散

布 まで(t),後 の数字 は発生か ら調査 までの

期 間(T)

〔I〕 まん延 のおそい場 合(D=0.02)

(1) 小面積区 の半径(r)を0と した場合

(a) 薬剤の効果 は高 いが効 力が持続 し難い場合(b=1.0 α=1.0)

(i) 付着量 の少 ない場 合(m'=1)

(ii) 付着量 の多い場 合(m'=10)

(b) 薬剤の効果は低いが効力が持続す る場 合(b=0.8 α=0.2)

(i) 付着量の少ない場合(m'=1)

(ii) 付着量の多い場合(m'=10)
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(2) r=√0.02

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=10)

(3) r=√0.08

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=10)

(4) r=√0.32

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=10)

(5) r=√0.50

(a) (b=1.0 α=1.0)(i

) (m'=10)

(6) r=√0.98

(a) (b=1.0 α=1.0)(
i) (m'=1)
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(ii) (m'=10)

(b) (b=0.8 α=0.2)

(i) (m'=1)

(ii) (m'=10)

(7) r=√2.88

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=10)

〔II〕 ま ん 延 の は や い 場 合(D=0.1)

(1) 小 面 積 区 の 半 径(r)を0と した 場 合

(a) (b=1.0 α=1.0)(
i) (m'=10)
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(2) r=√0.9

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=1)

(ii) (m'=10)

(b) (b=0.8 α=0.2)

(i) (m'=1)

(ii) (m'=10)

(3) r=√2.5

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=10)
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(4) r=√6.4

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=10)

(5) r=√10

(a) (b=1.0 α=1.0)

(i) (m'=1)

(ii) (m'=10)

(b) (b=0.8 α=0.2)

(i) (m'=1)

(ii) (m'=10)
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考 察

表 の数 値を例に とると,式 の計算か らつ ぎのよ うな結

果 が得 られ る。

1) 薬剤 散布 の効果 判定には散布の時期 と調査の時期

が影響 し,同 じ薬 剤で も異な った結果が得 られ る。小面

積散布/無 散布 についてみ ると,個 体数 について は散布

が お くれ る と発 生率 は変 らないか,あ るい は幾分減ず る

が,被 害 につ いては発 生率 が増す(効 果が減ず る)よ う

にみえ る。またいず れの場合 も調査がお くれ るほど発生

率が増す結果が 得 られる。

2) 広面積散布 が小面積散布 に比べ どれ程効果が高い

か とい うことも,散 布 と調査 の時期で異な った結果 にな

る。散布 は早い ほど,調 査 はおそいほ ど,広 面積散布の

効果 は大 き く,逆 の場合 には小 さい。

また残効性の ある農薬を使 うよ りも,残 効性 の小 さい

農薬を使 う場 合に,付 着量 の少 ない場合 よ り 多 い 場 合

に,対 照の小面積 区が小 さければ小 さい程,ま ん延 は早

い程,広 面積散布 の効果 は大 き く,〔(小 面 積散布区の

発生-広 面積散布区の発生)/小 面積散布 区の発 生〕 ×

100の 値 は50%に も達す る。逆 の場合 には効 果 が 小 さ

く,極 限で は広面積散布 と小面積散布 の効果 は等 し くな

る。

3) 小面積無散布区 では無散布 の場合 に比べ,周 辺か

らの影響を受 けて発生が抑制 され る。発生 の抑 制には

2)に 述べた各因子が関係 している。小面 積無散布区の

評 価がで きれば,小 面積無散布 区も無散布 区と しての価

値 は認 め られるが,小 面 積区の大 きさはまん延 の早 さに

よって適 当に加減 されるのが合 理的であ る。

4) 本報 では観測点 を小面積 区の中心においてい るが

区の偏心 も しくは周辺 における観 測は周囲の観測に近づ

くはず であるが,計 算 が困難 であ る。

5) この考えを実 際に適 用するためには更に多 くの条

件が追加 されなければな らないが,複 雑な計算 も電子計

算機等の使用 はこれを可能 にするであろ う。

摘 要

広面積散布の効果判定 の検討 に資 するため,発 生な ら

び にまん延 とこれ らに関与す る条件 につ いて数学 的な取

り扱いを行な った。条件 と して は農薬 の効力,残 効,付

着量,散 布及び調査の時期 と対照 の小面積 区の大 きさな

どの因子に限定 した。 さらにこれを具象化す るため,各

因子に1～2の 数値を代入 し計算を行ないその結果を表

に示 した。

その結 果,広 面 積散布の効果 は,早 く散布 し,お そ く

調査 するほ ど明確にみ られ,残 効の少ない農薬を用い,

小面積 散布 区は小 さいほ ど明確であ る。そ して 〔(小 面

積 区の発 生-広 面 積区の発生)/小 面積区の発生〕 ×100

は条件 によ って0～50%に な る。
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Summary

A Mathematical Study on the Effectiveness of Whole 

Large-Area Application of Pesticides

By Terumaro SUZUKI and Toshinobu MURAI

National Institute of Agricultural Sciences, Tokyo

The effectiveness of the pesticides applicated to 

partial small area in the large field, e.g. paddy 

fields, is affected by non-applicated area, from 

where pests invade every moment. Therefore, the 

whole large-area application for instance, aerial 

application or some of large-scale ground appli-

cations, seems to be more effective than partial 

small-area application.

In this paper, the authors estimated mathematic-

ally the effectiveness of whole large-area applic-

ation in comparison with partial small-area appli-

cation, by using the equation derived from the two 

dimensional diffusion formula applicable to fumi-

gant diffusion. In this equation, deposit of chemi-

cals, as the function of effectiveness, its gradual 

decrease in the field, and other factors influencing
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effectiveness are taken into account.

The tables are calculated by substituting one or 

two figures for each factor, which show that the 

effectiveness of whole large-area appliction is 0•`

50% higher than that of partial small-area appli-

cation. The earlier applied and the later determined, 

the more distinct the effectiveness of whole large-

area application becomes.


