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Toxicity of several organophosphorous, carbamate, and chlorinated hydrocarbon insecticides 

on three species of planthoppers on rice plants was determined by the micro-topical application 

method. The insects tested were the adults of the brown planthopper, Nilaparvata lugens 

(STAL), the white-backed planthopper, Sogatella furcifera (HORVATH), and the smaller brown 

planthopper, Laodelphax striatellus (FALLEN). Insecticides were applied by means of an appli-

cator that consisted of a screw micrometer and an ultra microsyringe used for injecting the 

samples in gaschromatographic analysis. This device enabled the quick application of as small 

as 0.05ƒÊl solution of insecticide dissolved in acetone to the thoracic regions of the test insects. 

Treated insects were placed at 25•Ž, and the mortality counts were taken at 24 hours after 

treatment. Comparison of LD50's indicated as follows: (1) The organophosphorous insecticides 

tested are the most selective insecticides showing much lower toxicity to the brown planthopper 

than to the white-backed planthopper and the smaller brown planthopper, and they are 

slightly less toxic to the white-backed planthopper than to the smaller brown planthopper. 

(2) The carbamate insecticides are the most toxic group of the compounds tested. They are 

almost equal in toxicity to the three species of the planthoppers with the exception of several 

which show relatively lower toxicity to the smaller brown planthopper. (3) The chlorinated 

hydrocarbon insecticides are less toxic than the organophosphorous and the carbamate insecticides, 

and their toxicity are not selective. (4) There is no significant difference in the suscep-

tibility between males and famales.

稲を加害す る ウンカ類,す なわ ち,ト ビイ ロ ウンカ,

セ ジロウンカ,ヒ メ トビウ ンカの防除 において,各 種防

除薬剤の効力が ウンカの種類 に よって異な る場合が少 な

くない。 この原因 としては,こ れ らの ウンカの生態 の相

違 も考え られ るが,さ らに殺 虫剤 に対 す る感受性が ウン

カ類 の種間で異 なってい るこ ともあ りうる。 しか しなが

ら,各 種殺虫剤の ウンカ類 に 対す る直接 的な 毒性を測

定,比 較 した資料 はきわ めて少ない。

従来,ウ ンカ ・ヨコバ イ類 の殺 虫剤に対す る感受性 の

測定は さまざまな方法が行 なわれ ている。 これ らの測定

方法 の うちで,最 も薬剤 の殺虫力を直接的 で しか も定量

的に測定 で きる と考え られ る局所施用法 の適用 にあた っ

ては,対 象 とする これ らの昆虫が きわ めて小形 であるた

め多 くの困難 な点があ る。す なわち,供 試昆虫 の試験操

作 中に おけ る損傷が殺虫試験 の誤差要因 とな りやす いこ

と,ま た,こ の よ うな小形昆虫に対 して適 当な液量 を施

用 できる微量 局所施用装置が少 ない こ とな どがある。

筆者 らは,現 在,局 所施用装置 と して広 く使用 され て

いる山崎 ・石 井(1959)の 考案に よる定量推進式微量注

射器 の ウンカ類 への応用を検討 し,マ イ クロシ リンジお

1現 在 農林省農林水産技術会議事務局。
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よび供試虫の取扱いに若 干の考 案を加えて ウ ンカ類に対

す る能率的な微量局所施用 を試 みた。 この方法に よって

トビイ ロウンカ,セ ジ ロウ ンカ,ヒ メ トビウンカの各種

殺 虫剤に対す る感受性を調査 し,殺 虫剤 の ウンカ類種間

におけ る選 択毒性につい て 考察 を 行 な ったので 報告す

る。

なお,こ の研究を 行 な うに あた って,供 試昆 虫の飼

育,結 果 の整理 な どに多大の労をわず らわ した原 口平 八

郎技官,東 ミヤ子事務官に深謝 の意を表す る。

材 料 お よび 方 法

1. 供 試 虫

トビイロウンカ:1966年 に九州農業試験場 内の圃場 で

採集 した第3回 成 虫(長 翅 型)を 稲を裁培 したサ ラン網

室(縦3.5m,横2m,高 さ2m)に 放 ち,次 世代成 虫

の羽化 してきた ものを順 次吸虫管で採集 して,た だちに

供試 した。

セジ ロウ ンカ ・ヒメ トビウンカ:1966年 に同圃場で採

集 した ものを 稲芽 出 し苗 を入れ たガ ラス ポ ッ ト(縦19

cm,横11cm,高 さ11cm)に1ポ ッ トあた り300～400

頭収容 し,温 度25℃,湿 度40～60%, 16時 間照明 の

恒温室で累代飼育 して増殖 し,羽 化 後5日 以内に供試 し

た。なお,本 試験に供試 した個体 は野外で採集後2～3

世 代室内飼育を行 な った ものである。

2. 供試薬剤

本試験には,カ ーバ メー ト系 薬 剤 と し て,PHC2, 

NAC3, MIPC4, MTMC5, CPMC6, MPMC7, APC8の

7種,有 機 リン系 薬剤 と して,ダ イ アジノ ン9,エ チルパ

ラチオ ン10,メ チルパ ラチオ ン11,マ ラソン12,MPP13, 

MEP14, PAP15, EPN16, DEP17の9種,有 機塩素系薬

剤 として,DDT, BHCの2種,合 計18種 の化合物 を

使用 した。薬剤 は再結,ク ロマ トグラフ ィーな どに よっ

て精製 して,純 度を 明 らかに した ものを用い,施 用薬量

の計算に おいては純度 に基 づ く補正を行 なった。

3. 薬剤施用 装置

ハエ,ゴ キ ブ リ,カ イ コな ど比較 的大形の昆虫を対象

とした局所施用 の場合 は,容 量0.2～0.5mlの ツベル ク

リン注射器 を組 み合 わせた定量推進式微量注射器 に よっ

て,1頭 あた り0.5～1.0μlの 薬液 が施用 されてい る場

合が多 い。 また,北 方 ら(1963)は ツマ グロ ヨコバ イに

米国製 のマイ クロシ リンジで0.5μlの 薬液を局所施用 し

てい る。 これ らの装置 では適当 と考え られ る1頭 あた り

の最小施用液量 はおおむ ね0.5μlで あ り,こ の液量 で ウ

ンカ類の処理を行 なった場 合,薬 液は処理 虫の体表面 の

広い部分に広が って,さ らに過剰 な薬液が供試虫保持器

具を も 汚染す るおそれが あるな どの問題 が あ った。 一

方,宮 原 ・福 田(1964)はKERR (1955), MARAMOROSCH 

(1956)の 方法を参考 と して,ミ クロビ ュー レッ トを使

用 した装置を考案 し,施 用液量 を0.07μlと した局所処

理 を ツマ グロヨコバ イお よび ヒメ トビウンカに対 して行

な ってい る。 しか しなが ら,こ の装 置では操作に2人 が

必要 であ る。

そ こで,筆 者 らは 前記 の ツベル ク リン注射器 の 代 り

に,約1/3の 内径を もつ ガス クロマ トグラフ試料採取 用

のマイ クロシ リンジ(JINTAN製,MSN-50,内 径約1

mm)を 定 量推進式微量注射器に セ ッ トして使用 した。

これ に よって,装 置に組み込 まれてい るマイ クロメータ

ーに よる プランジ ャーの送 り出 し長 さが 同 一 で あ っ て

も,押 し出 され る液量は ツベル ク リン注射器を用 いた場

合 の約1/10と な り,1頭 あた り約0.05μlの 薬液 の施

用が可能 とな った。 なお,マ イ クロシ リンジの容量 の検

定 は水銀 を使用 して行ない,1頭 あた り施用液量 の計算

値 は0.048μlで あった。

4. 処理 方法

供試虫は いずれ も吸 虫管内に吸い取 り,こ れに ボンベ

か ら炭酸 ガスを約10秒 間ゆ るやかに流 す ごとに よって,

吸虫管内で麻酔 した。

麻酔 した虫は第1図 に示 した よ うに,時 計 皿の凹面に

強 く張 った ガーゼ の上に あけ,時 計皿 の支持 角度を適当

に変え ることに よって マイ クロシ リンジの針の先端を供

試 虫の胸 部 背 面 に ほ ぼ 垂直に接触 させて薬 液を施用 し

た。

また,薬 液 の押 し出 し操作は針 の先端が虫体に接触 し

た瞬 間に行な うことに よって蒸発 に よる付着液量 の変動

2 2-Isopropoxyphenyl N-methylcarbamate. 3 1-Naphtyl N-methylcarbamate. 4 2-Isopropylphenyl N-methyl-

carbamate. 5 3-Methylphenyl N-methylcarbamate. 6 2-Chlorophenyl N-methylcarbamate. 7 3, 4-Dimethyl-

phenyl N-methylcarbamate. 8 4-Diallylamino-3, 5-dimethylphenyl N-methylcarbamate. 9 O, O-diethyl O-(2-

isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate. 10 O, O-diethyl O-p-nitrophenyl phosphorothioate. 11 O, 

O-dimethyl O-p-nitrophenyl phosphorothioate . 12 O, O-dimethyl S-•k(1, 2-dicarboethoxy) ethyl•l phosphorodithioate. 

13 O, O-dimethyl O-•k4-(methylthio)-m-tolyl•l phosphorothioate. 14 O, O-dimethyl O-3-methyl-4-nitrophenyl 

phosphorothioate. 15 S-•kƒ¿-(ethoxycarbonyl) benzyl•l O, O-dimethyl phosphorodithioate. 16 O-ethyl O-p-

nitrophenyl phenylphosphonothioate. 17 O, O-dimethyl (2, 2, 2-trichloro-1-hydroxyethyl) phosphonate.
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第1図 トビイ ロウンカに対 す る局所施用 の操作。

を防いだ。 さ らに アセ トンの急速 な蒸発 に よって生ず る

施 用液量の変動を抑え るために は,な るべ く低い室温で

施 用す ることが望 ま しい と考え られ るが,本 実験では冷

房装置 の容量 の制約か ら,夏 季に おいて十分 な低温がえ

られず,施 用 のさいの室 温は10～20℃ の間 であ った。

薬剤処理 後の ウンカ類は,15～20頭 ずつ,宮 原 ・福田

(1964)の 考案 に よるプ ラスチ ック 製容 器に収容 し て,

水 を含 ませ た脱脂綿 で根部をおお った稲苗約10本 を食 草

と してあ たえ,温 度25℃,湿 度40～60%の 恒温室 内で

24時 間後 の死虫率 を求めた。 各薬剤 とも施用濃度は5～

6段 階 と し,各 濃度段階 ご とに2反 覆行な った。 また,

薬剤 ごとの供試虫数は雌雄 ぞれ ぞれ200～300頭 と した。

実 験 結 果

トビイロウ ンカ,セ ジ ロウンカ,ヒ メ トビウンカに対

す る殺虫試験 の結果 をそれ ぞれBLISS (1935)の プ ロビ

ッ ト法に よって整理 し,第1表 ～第3表 に示 した。

トビイ ロウンカ:一 般に カーバ メー ト系 薬剤 に対 して

高い感 受性を示 したが,有 機 リン系 薬剤 に対 しては,こ

れ らよ りも顕著に低 い感受性 を示 し,特 にEPN, DEP

に対 す る感受性が低か った。 また,塩 素系薬剤 のDDT, 

BHCに 対す る感受性 もか な り低か った。

セジ ロウンカ:体 重 あた りのLD50を トビイ ロウンカ

と比較 すれ ば,い ずれ の薬剤 に対 して も全般的 に感受性

が高か った。 特にDEPを 除いた有機 リン系薬剤 に対 し

て もカーバ メー ト系 薬剤 とおおむね 同等 の感受性 を示 し

た点が トビイ ロウンカ とまった く異 なった。

と りわけ,メ チルパ ラチオ ンお よびMEPに 対 しては

カーバ メー ト系 薬剤のPHC, NAC, APCと 同程度 の

高 い感受性 を示 した。

また,塩 素系薬剤に対す る感受性 は トビイ ロウンカよ

りも高か ったが,有 機 リン系 お よび カーバ メー ト系薬剤

に くらべれ ば,か な り低か った。

ヒメ トビウンカ:全 般的 に有機 リン系 薬剤お よび カー

バ メー ト系薬剤に対 して,セ ジロウンカと同程度の感受

性 を示 したが,カ ーバ メー ト系 薬剤の うちで,NAC, 

MIPCお よびCPMCに 対 する感受性がやや低か った。

また,他 の ウンカ類 と同様 に塩素系薬 剤に対 す る感受性

も低 か ったが,特 にBHCに 対 する感受 性が低かつた。

考 察

薬剤 処理方 法について:微 量の薬液に よる局所施用法

においては,実 際 に処理 虫に付着す る液量は計 算値 とか

な りの差異 を生 じる可能性があ る。 この差異は薬液 の表

面張 力による 注射 針 お よび 虫体表面 へ の"ぬ れ"の 影

響,薬 液調製に用 いた溶媒 の蒸 発,局 所施用装置 自体 に

おけ る機械的 な誤差 な どに よって生 じ,こ れ らの誤差要

因は1頭 あた りの施用薬液量 が小 さくな るに従 って,よ

り大 きい影響を もつ もの と考え られ る。 したが って この

よ うな微量局所施用法 においては,施 用 液量の微量化は

液 量の精度の点か ら限界が ある。

本法において も,こ れ らの観点 か ら施用液量 の微量化

は単に液量を少な くす るのでは な く,ウ ンカ類 な どの微

小 な虫体の局所に薬液を付着 させ たさいに,他 の体表 部

分 へ流 れない程度の最大限 の液量 として0.05μlを 採用

した。

殺虫試験 においてえ られた回帰直線 の直線性 に関す る

x2検定 を行な った結 果,そ れぞれ36例 の試験の うち,ト

ビイ ロウンカでは28例,セ ジロウ ンカでは22例,ヒ メ ト

ビ ウンカでは26例 がPr=0.05に おいて,観 測値 と回帰

直線が一致 している もの とみな され る ことか ら,従 来行

なわれ ている殺 虫試験 法に比べて,薬 量 の増加 と反応率

(死虫率)の 増大 の間におけ る対応 関係は特に乱れてお

らず,試 験法 と しては一応満足 できる もの と 考 え られ

る。ただ,本 法 では局所処理 操作 自体がかな り能率化 さ

れてい るので,さ らに 供 試虫の 増殖 方法 な どを 検討 し

て,供 試虫数 を増 して試験 を行 な うこ とに よ り,試 験 の

精度を高め る余地は残 され ている と思われ る。

殺虫剤感受性の種間 における比較:ト ビイ ロウンカ供

試 虫の飼育方法が他 の2種 と若干異 なる点 に問題 がある

が,局 所施用法に よる本試験 の結果 では 明 らか に3種 の

ウンカの間に薬剤に対す る感受性 の差異が認め られ た。

また,セ ジロウンカが一 部 の有機 リン系薬剤 をのぞい

た大部分 の殺 虫剤に対 して最 も感受性が高か った点な ど

は,一 般 に圃場試験 で知 られ ている事実 とおおむね一致

していた。

さ らに細部 の比較 を行な うため,体 重あた りLD50の
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第1表 トビイロウンカの薬剤感受性

注)1) Y:死 虫率 プ ロビッ ト,X: PHC, NAC, MIPC, MTMC, MPMCに つい ては,1頭 あた り薬 量×104,そ の他 の薬

剤では1頭 あた り薬量 ×103の それ ぞれ対数 を示す。2)*印 はえられた回帰直線 のx2検 定 の結果,Pr=0.05に おけ る有

意性 を示 す。以 下第2表,第3表 について も同様。3)供 試虫 の平均 体重:♀2.48, ♂1.31mg。
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第2表 セジ ロウン カの薬剤感受性

注)1) Y:死 虫率 プ ロビッ ト,X: DEP, DDT, BHCに ついては1頭 あ た り薬量 ×103,そ の他 の薬剤 では1頭 あた り

薬量 ×104の それぞれ対数を示す。2)供 試虫の平均体重:♀1.35, ♂0.81mg。
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第3表 ヒメ トビウンカの薬剤感受性

注)1) Y:死 虫率 プ ロビ ッ ト,X: NAC, MIPC, CPMC, DEP, DDT, BHCに ついては1頭 あ た り薬量 ×103,そ の

他の薬剤では1頭 あた り薬 量 ×104の それぞれ対数 を示す。2)供 試虫 の平 均体重:♀1.23, ♂0.75mg。
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種 間の比 を第2図 ～第4図 に示 した。 これ らの図か ら3

種 の ウンカの間におけ る供試殺 虫剤 の選 択毒性の比較 を

行なえば,次 のよ うに考 え られ る。

すなわち,ト ビイ ロウンカとセ ジロウンカを比較す る

と,カ ーバ メー ト系薬剤 ではAPCを 除 き,両 種間には

ほ とん ど選択性が認め られ ないが,有 機 リン系薬剤では

全般に顕著な選択性がみ られ,セ ジロウンカに対す る殺

虫力が トビイ ロウ ンカに対す る よ りも大 きか った。特 に

メチルパ ラチオ ン,MPP, MEPお よびEPNは 著 しい

選択性を示 した(第2図 参照)。

トビイ ロウ ンカと ヒメ トビウンカの間では,カ ーバ メ

ー ト系 薬剤はAPC
, MPMCを 除 き,お おむね トビイ ロ

ウンカに対す る殺虫 力が大 きいが,有 機 リン系薬剤 では

逆に ヒメ トビ ウンカに対 して選択的に大 きい殺虫 力が 認

め られた。 この中で も特 に メチルパ ラチオ ン,エ チルパ

ラチオ ン,MPP, MEPお よびEPNが トビイ ロウンカ

よ りも ヒメ トビ ウンカに 対 して 大 きい 殺虫 力を 示 した

(第3図 参照)。

セ ジロウ ンカと ヒメ トビウンカの間では,カ ーバ メー

ト系薬剤は いずれ もセ ジロウンカに対 して大 きい殺 虫力

を示 し,中 で もNAC, MIPC, CPMCに おいて この傾

向は顕著で あ った。 また,有 機 リン系薬剤は全般 に ヒメ

トビウンカに対す る殺 虫力がセ ジロ ウンカに対す る よ り

もやや大 きいよ うであ った(第4図 参照)。

以上 の結果か ら,有 機 リン系 薬剤は ヒメ トビ ウンカに

対 して最 も大 きい殺 虫力を有 し,つ いで セジ ロウンカに

対 して殺虫 力が大 き く,ト ビイ ロウ ンカに対す る殺 虫力

は これ ら2種 の ウンカに比べてかな り小 さか った。 した

が って,ト ビイ ロウンカと他 の2種 の ウンカの間にかな

り大 きな選択性が 認め られた。 カーバ メー ト系 薬剤では

ウンカ3種 の間で大 きな選択性は見 られ なか ったが,数

種 の薬剤 の ヒメ トビウ ンカに対す る殺虫 力が 小 さ か っ

た。 また,塩 素系 薬剤につい て もウンカ3種 間では大 き

な選 択性は認め られ なか った。

なお,局 所施 用法に よって測定 できるのは主 として殺

虫剤 の接触 毒性に限 られてお り,こ こで得 られ た傾向が

そ の まま圃場におけ る防除効果 と一致 しない ことはい う

まで もない。 さらに,こ こで用 いたいずれ の供 試虫につ

いて も特定 の薬剤に対 して抵抗性 を もつ と考 え られ るよ

うな資料 はえ られ ていないが,こ の点 について も検討を

加える必要があ ろ う。

殺 虫剤感受性の雌雄間の比較:雌 雄間 の薬剤 感受性の

差 異については,各 種 の昆虫につ いて報 告がな されてお

り,多 くの例では,体 重あ た りで比較 してみ ると雄が雌

BP/WB

第2図 体重あた りLD50の ト ビ イ ロ ウ ン カ

(BP)と セジ ロウンカ(WB)の 比(白 棒 は ♀,黒 棒は ♂,

以 下各 図 とも同 じ)。

BP/SB

第3図 体重 あた りLD50の トビイロ ウン カ(BP)

と ヒメ トビウンカ(SB)の 比 。

SB/WB

第4図 体重あた りLD50の ヒメ トビウンカ(SB)

とセ ジロウンカ(WB)の 比。

よ りも感 受 性 が 高 くな って い る。 た とえ ば,イ エ バ エ,

ツマ グ ロ ヨ コバ イ,ヒ メ トビ ウ ン カ,キ イ ロ シ ョウ ジ ョ

ウバ エ で は 雄 が 雌 よ りも 感 受 性 が 高 い報 告(北 方 ら,

1963;岩 田,1956;宮 原 ・福 田,1964; KERR, 1955)が

あ り,カ イ コ5令 起 蚕 の よ うに,ス ミチ オ ン,DDTに
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生体重あたりLD50の 比(♀/♂)

第5図 殺虫剤感受性の雌雄間の比較。BP:ト ビ
イロウンカ,WB:セ ジロウンカ,SB:ヒ メトビウンカ。

対す る感受性 の差異が雌雄 間で認 め られていない例(渡

部 ・高野,1966)も ある。

ウンカ類につい てここにえ られ た結果か ら殺虫剤感受

性の雌雄間 の比較 を行 な ってみれ ば,1頭 あた りLD50

では3種 のウ ンカと もに例 外な く雄が雌 よ りも感受性が

高か ったが,体 重 あた りLD50で は,3種 と も大部分 の

薬剤に対 して,雌 は雄 とほぼ同等か または雌が雄 よ りも

やや高 い感受性 を示 した(第5図 参照)。

宮原 ・福 田(1964)は ヒメ トビウンカに対す る微量局

所施用 の結果,DDT, NAC,マ ラソ ンなどに対 しては

雌が雄 よ りも感受性が低 か った と述べ てお り,こ の試験

の結果は これ と異 な った。 この相違 の原因には,供 試虫

を飼育に よって得 た場 合 と,野 外か ら採集 した個 体を用

いた場合 との差異が考 え られ る。 自然環境 と異 なる飼育

条件が昆虫 の発育そ の他 の薬 剤感受性に関与す る生理 的

要因に影響をあたえ るさいに,雌 雄におい て同 じよ うに

作用せず,雌 の感受性 を相対 的に高め る方 向に よ り強 く

作用 した場合には,こ こにえ られた よ うな結果 になるで

あ ろ う。 これ らの点 について もさらに飼育条件 な どにつ

い て解析 を行 な って検討 の必要があ ると考え られ る。

摘 要

ガス クロマ トグラフ用 のマイ クロシ リンジを組み 合わ

せた定量推進式微量 注射 器を使用 し,稲 ウンカ類 な どの

小形昆虫 を対象 とした微量 局所 施用法を検討 した。 さら

に,こ の方法 に よって トビイ ロウ ンカ,セ ジロウンカお

よび ヒメ トビウンカに18種 類 の殺虫剤を施用 してLD50

を求 め,こ れ らの薬剤の ウ ンカ類種間 におけ る殺 虫力の

選択性 を調 査 した。

1) 有機 リン系殺 虫剤 は,供 試 した ウンカ3種 間に お

いて,顕 著 な選択性 を示 し,ト ビイ ロウンカに対す る殺

虫力が他 の2種 に比 べてかな り小 さか った。 セジ ロウン

カと ヒメ トビ ウンカの間では,ヒ メ トビウンカに対す る

殺虫力がやや大 きい傾向であ った。

2) カーバ メー ト系 薬剤 では一 部 の薬剤 の ヒメ トビウ

ンカに対す る殺虫 力がやや小 さか った ことのほか は,こ

れ らウンカ3種 間では有機 リン系薬剤 ほど大 きな選択性

は見 られ なか った。

3) 塩素系薬剤 は ウンカ3種 間では大 きな選択性 は見

られ なか った。

4) 雌雄 間の薬 剤 感 受 性 の差異につ いて体重 あた り

LD50で 比較すれば,こ れ らの ウンカ3種 とも大部分 の

薬剤 に対 して雌 雄同等か または雄が雌に比べ てやや感受

性が低 い結 果であ った。
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