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In an attempt to develop an integrated control programme for rice pests, a feasibility study 

to control rice pests with minimum number of applications of selective insecticides at low rates was 
explored from 1969 to 1971. The number of hoppers (Nephotettix cincticeps, Laodelphax striatellus, 
Sogatella furcifera and Nilaparvata lugens), and spiders (Lycosa, Oedothorax, Tetragnatha, and Theridion) 
and the stalks infested by Chilo suppressalis were counted weekly by direct observation. Aiming 
to replace BHC with other non-persistent and selective insecticides, the effectiveness of some organo-

phosphates, i.e. MEP and diazinon, was tested in comparison with BHC in 1969. The organo-
phosphates were not only more effective in controlling boresr's infestation but also yielded much 
more crop than BHC. In 1970, the feasibility of reducing the number of insecticidal treatments 
was examined. Also a comparison was made between different formulations, i.e. granule and 
dust, with their respective effect on spiders and the effectiveness for the control of rice pests. 
BPMC was very effective on hoppers and chlorophenamidine, Cartap and MEP were so on 
the borer, but they were less toxic to spiders. The rice yield was increased by use of these selective 
insecticides with reduced number of applications, by 1-3 times, as compared with the commercial 
control programme. The granular formulation of insecticides gave satisfactory control of rice 

pests with less influence on spiders than the dust formulation. But the high content of the active 
ingredient in the granular formulation remains to be solved. An attempt was made in 1971 to 
control rice pests with a low dosage, and with minimum number of insecticidal treatments, i.e. two 
times during the growing season. The insecticides used were chlorophenamidine and Cartap for 
the borer, and BPMC for hoppers. Satisfactory control of hoppers was attained with only one 
application of BPMC, whereas it was impossible to assess the effectiveness of chlorophenamidine 
and Cartap on the borer due to its low population density at the time of investigation.

は じ め に

総合防除は,農 業 それ 自体が 自然の改 変ない しは破壊

によ って成 り立 つ以上,自 然にかえれの運動ではない。

その終極 目標 は 新 しい 安定 した 農業 生態 系の 創造であ

る。 しか し,現 実 の農業生産 は農薬へ の一辺倒 的依存 に

よ って成立 してお り,天 敵,抵 抗 性品種,耕 種的方法,

その他 の防除手段 を互 に矛 盾 しない ように有 機的に調和

させ なが ら併用す る防除体 系の成立 の基磐 が崩 されてい

るよ うに思 える。総合防除 の第 一歩は,ま ず現在 の農 薬

使用 を,そ の回数,濃 度を少な くす るとともに天敵 など

に影響 の少 ない選択 性殺虫剤の使用に よって失われた農

業生態 系のバ ランスを回復させ ることにあ る。

と くに1968年 まで高 知県で もニ カメイガや ヒメ トビウ

ンカの防除 に良 く用い られていた 塩素系殺 虫剤 のBHC

は ウンカ ・ヨコバイ類の 天敵 に 大 きな影響 を 与 えるた

め に使用規制 を早急 に行 な う必要が あ った。 しか し価格

が安 く,比 較的適用害 虫の幅が広 いBHC剤 の使 用規制

を行な うため には,う えに述べ たよ うに農業生態 系へ悪

影響を 及ぼす とい う理論的根拠のみでは 普及性に 乏 し
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く,実 際 に,BHCの 代替農薬 を使 用す ることに よる経

済効果 もあわせ て検討す る必要 にせ ま られた。

そ こで高 知県下 の4か 所 の病 害虫 防除所の管内にそれ

ぞれ1か 所ず つ,農家所有 の水 田を実験圃場 と して選び,

1969年 には塩 素系殺 虫剤 のBHC剤 に よるニ カメイ ガ

防除 を,燐 剤 系の殺 虫剤 におき変え得 るか どうかを検討

した。1970年 には慣行 の防除 回数 よ り1～2回 防除回

数 を減少 させ,か つ クモ類に対 して比較的影響の少ない

と思われ る薬剤,ま たは 剤 型の 防除効 果を 検討 した。

1971年 には天敵 類に 影響 の少ない と 思われ る薬剤を,

通常 の2分 の1の 濃度 で,か つ慣行 の防除回数 よ り1～

2回 減 少させ て防除が 可能か どうかを検討 した。

この研究 は高 知県経済 農業協 同組合 連合会の後援に よ

る病害 虫雑草防除改 善圃場協議 会の事業 として進め られ

たもので ある。直 接実 験計画の実施に当 られた病害虫防

除 所の黒原春 男,土 田健,池 内辰夫,楠 瀬博彦(現 高知

県庁),草 川 顕一,中 越謙三(現 高知県庁),高 木俊輔,

西村 千弘,沢 田隆之,明 神七生(現 高知県庁),塩 田盛敏,

久保 田正 一の各 氏に誌上をか りとくにお 礼申 し上 げる。

実 験 計 画 と調 査 方 法

実験計画

各地の実験圃場で使 用 した殺虫剤の種類 と散布回数 を

第1表 に示 した。

1969年:ニ カメイガ防除のために,塩 素系殺虫剤(B

HC)と 燐剤(MEPま たは ダイ アジノン)を 用 いた場

合 の各害虫の 防除効 果 とクモ類 への 影響 を 調査 した。

ツマグ ロヨコバイ とイネ萎 縮病お よび ウンカ類の防除 に

は,ど ち らの場合 もカルバ リル,MPMC,ま たはMIPC

剤 を用いた。それぞれ殺虫剤の散布時期は省略す るが発

生予察 の調 査に もとづいて出来 る限 り適期に散布 した。

栽培 方法 は各地区の慣行 に従 った。実験 田のイ ネの作季

は,安 芸地 区では7月 下 旬植えの タバ コ跡作イ ネ(う ず

しお),南 国地 区では7月 上 旬植えの 早堀 甘 しょ跡作 イ

ネ(サ チ ワタ リ),須 崎 地区では6月 上旬植 えの普通 イ

ネ(秋 晴),中 村地区は5月 下旬植 えの普通 イネ(秋 晴)

で ある。 これ らのイネの作季 は1970年,1971年 につ い

ても共通 である。 ただ し南国地区では1970年,1971年

の実験 は実施 しなか った。

1970年:川 原 ら(1971),桐 谷 ら(1971a)の 各種殺

虫剤 の クモ類に対 す る比較感 受性の実験結果か ら,実 験

に用 いる薬剤 を選択 した。

安芸地区では,ク モ類に 与 える 影響が 比較的少な い

(以下 クモ非感受的 とい う)BPMC剤 を ウンカ ・ヨコバ

イ類に,ク ロル フェナ ミジン剤を ニカメイ ガに用いた。

一方,別 の区に クモ類に影響が比較的大 きい と予想 され

る(以 下 クモ感受的 とい う)MPMC剤 及 びMEP剤 を

用いて比較 した。 この ように して,移 植直後の ウイルス

防除 のみを行 な った場合 と,ウ イルス防除に加 えて,イ

ネの幼 穂形 成期にニ カメイガ とウンカ類の併殺防除を行

な った場合 とを比較 した。なお この年には,イ チモンジ

セセ リの発生 が多 く,す べての散布区に カル タ ップ粉剤

を散 布 した。

須崎 地区では,粒 剤 と粉剤が クモ類に与 える影響の差

について検 討 した。また中村地区では,ク モ非感受的の

BPMC剤 と ク ロル フ ェナ ミジン剤 に 対 して クモ感受的

のMIPC, MPMCお よび ダイ アジノン剤を選び,ウ イ

ルス防除 とニ カメイ ガ防除には粒剤 を,ウ ンカ類の防除

には粉剤をそれぞれ用いて比較 した。

1971年:各 種薬剤の適正 使用濃度について検討 した。

この実験では ウンカ ・ヨコバイ剤 と してBPMC剤 を選

び,慣 行 の2%粉 剤 とク ミアイ化学KKに よって特に

調 製された1%粉 剤を,そ れぞれ普通濃度区,低 濃度区

として安芸 ・中村地区で使 用 した。須崎 地区ではBPMC,

カル タ ップ水溶剤または クロル フェナ ミジン乳剤を,普

通濃度 区に1,000倍,低 濃度区では2,000倍 で使 用 し

た。 なお中村地区では,カ ル タ ップ水溶剤または クロル

フ ェナ ミジン乳剤1,500倍 と3,000倍 をそれぞれ普通

濃度 区 と低 濃度 区 として使 用 した。乳 剤の使用量は10ア

ール当 り100～120lで あ る。

調査方法

ウン カ ・ヨコバイ類,ニ カメイ ガ被害茎お よび クモ類

の密度調査:各 実験区(200～1,000m2)内 に33m2の

正 方形の プロ ッ トを3か 所設置 した。 ウンカ ・ヨコバイ

類についてはイネの分けつ最盛 期までは,各 プロ ッ ト当

り40株(1区120株)の イネを払い落 し法で,そ れ以

後 刈取 りまでは20～30株(1区60～90株)を 直接見

取法 で調査 した。調査対象は ツマ グロヨコバイ若 ・老令

幼虫,成 虫,ウ ンカ類の幼虫 と種類別成虫,同 プロ ッ ト

内のニ カメイ ガ被害茎,株 当 りの クモ類の個体数 で,ク

モ類については コサ ラグモ類,ド クグモ類,ア シナガ グ

モ類,そ の他の クモ類別にそれぞれ幼 ・成,雄 ・雌 成虫

を区別 した。調 査は本田移植後 刈取 りまで1週 間間隔で

行 な った。

生 育お よび収量調査:調 査 プロ ッ ト外 の 任意の20

株 を選び,草 丈 と分けつ数を調べた。刈取時には各区に

地点を設け,坪 刈 りを行ない収量(玄 米重)調 査を行な

った。
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第1表 各実験区で使用した殺虫剤 と散布回数

1)混 合剤 で同時防除 した場合 で も1回 とした。殺菌剤 ・除草剤 の散布回数は第3表,第6表,第8表 を参照 。 粉剤 ・粒剤の散布

量 は,イ ネの出穂期 以前 は3kg/10ア ール,そ れ以後は4kg/10ア ールであ る。乳剤 の散布量は,100～120l/10ア ールであ る。
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一般慣行防除 田で の収量調査:実 験 圃場 と同 じ作季

の付近 の一般農家圃場 を5～6圃 場選 び,農 薬 の散布 回

数,10ア ール当 り収量(玄 米 重)を 聞 き取 り調査 した。

結 果

実験期間 中の 各種害 虫 の 発生程度 は 次 の とお りであ

る。 ツマグロヨコバ イとイネ萎縮病は3年 間 とも平年発

生,ニ カメイ ガは1969年 南国で多発生 した以外は平年

並,ま たはやや少発生で あった。 ウンカ類は1969年 と

1970年 は トビイ ロウンカが多発生,1971年 には殆ん ど

セ ジロウンカのみで平年発生で あった。 ヒメ トビウンカ

はいずれの年に も発生が少な く,縞 葉枯病の発生は皆無

であ った。

BHC剤 の代替 農薬と しての有機燐剤の効果

1969年 に行 な った塩素剤区(ニ カメイ ガ防除 にBHC

剤使 用)と 燐剤 区(MEPま たは ダイ アジノン剤使用)

での,各 害虫に対す る防除効 果お よび クモ類への影響の

程度 を調 査 した。

ウンカ ・ヨコバイ類の薬剤 散布前後の個体数 の変動を

第1図 に 示 したが,防 除薬剤 としては,ど の 地区で も

カーバ メイ ト系殺 虫剤 を両区に共 通 して用いてい るため

に,安 芸地区を除いて ウン カ ・ヨコバイ類の防除効果に

は顕著 な差 がみ られなか った。安芸地区では塩素剤区に

カルバ リル剤 を,燐 剤 区にはMPMC剤 を ウンカ ・ヨコ

バイ類防除 に用 いたため,こ の ような差 がみ られた もの

と思われ る。

ニカ メイガの防除効 果については,薬 剤 散布 と被害茎

率 の消長 か ら判断 した(第2図)。 ニカ メイガの発生 の

激 しか った南国では,4回 にわたる防除 を行 な ったにも

かか わ らず,塩 素剤 区では無散 布区 と被 害茎 率は余 りか

わ らなか った。 しか し燐剤 区では防除に成功 している。

この実験 圃場 で散 布回数 が多 くな ったのは,ニ カ メイガ

3化 型 と2化 型 の両 方の第2世 代幼 虫お よび3化 型 の第

3世 代幼 虫が7月 下 旬か ら9月 上 旬にかけて連続的 に食

入 し,発 生 の多い年 には防除 を十分行 なわ なければ収穫

皆無 になる ことが しば しば起 こるためで ある(第3表 無

散布参照)。 安芸地 区では ニカ メイガの発生量は 少 ない

が,燐 剤 区では7月 下旬 の1回 の散布で きわめ て高 い防

除効果 を得 ている。 しか し塩素剤 区で は7月 下旬 と8月

上旬の2回 の散布で も無散布 区と余 り変わ らない。 この

2回 の防除はそれぞれ3化 型 と2化 型の第2世 代幼 虫の

防除で ある。9月 上旬の防除は3化 型の第3世 代幼虫の

防除 をね らった ものであ るが,少 くとも この年の9月 上

旬の防除は不必要で あ り,発 生予察 さえ確 実に行な えれ

ば,1回 の ニカメイ ガ防除は省略で きた ことを示 してい

る。中村地区では塩素剤区 と燐剤区の間に顕著な防除効

果の差はみ られていない。 また 中村地区で も安芸地区に

み られた ように,7月 下旬 と8月 上旬の3化 型第2世 代

幼 虫を対象に した2回 の防除は不必要であ った ように思

われ る。

つ ぎに塩素剤 と燐剤が クモ類に与 える影響をみ るため

に,ク モ1頭 当 りの エサ密度(ツ マグロヨコバイ とウン

カ類の総個体数)を 第3図 に比較 した。 この値は クモの

捕食効果を知 るための一つの指標 とな る値であ る。 この

第1図 塩 素剤 と有機燐剤区の間での ウンカ ヨコバ イ類 の防除効 果(1969年 度)。

○--○ 無 防除 区,-・-・-塩 素剤区,● ……● 燐剤 区,矢 印は薬剤散布 を示 す。
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第2図 塩素剤区 と燐剤区の間でのニ カメイ ガの防除効果

図中の横 の矢印は,2化 型,3化 型ニ カメイ ガの各世代

成虫の羽化期を,た ての矢印は薬剤の散布をそれぞれ示

す(1969年 度)。

第3図 塩素剤と燐剤を散布した時の薬剤散布前(移 植直

後から第1回 散布までの期間)と 散布後(第1回 散布か

ら刈取までの期間)の ウンカ ・ヨコバイ類個体数とクモ

類個体数の比率の変化(1969年 度)。

クモ当 りエサ密度が大 きい と,ク モの捕食限界を越 えて

しま うため,そ の後の捕食効果が期待で きな くな り,ウ

ンカ ・ヨコバイ類が多発生す る可能性が大 きい。第3図

か らどの地区で も薬剤散布区では,無 散布区 よ りも,ク

モ1頭 当 りエサ密度 を薬剤散布 によって下 げてい ること

がわか る。 これは カーバ メイ ト剤が有効 にウンカ ・ヨコ

バイ類個体数 を減少 させたか らで ある。 しか しその減少

の程度は明 らか に燐剤 区の方が塩素剤 区よ り大 きい。 こ

れはBHC剤 が燐剤 よ りもクモ類 に与 える影響が大 きい

ためで ある。各害 虫に対す る防除効 果およびクモ類へ の

影響の程度 を,第2表 にま とめて示 した。

実験圃場 と一般慣行防除 田の農薬散布 回数 と収量 を第

3表 に比較 した。実験 区間では 中村地 区を除 いて,い ず

れの地区で も燐剤 区の方が塩素剤 区よ りも収量が多 いか

少な くとも同等で ある。 中村地 区の実験圃場 では 明 らか

に地力差がみ られ,塩 素剤 区に有利 に働 いたために比較

はで きない。 一般慣行防除 田の 収量 に 対 しての 比較で

は,南 国地 区の塩素剤 区を除 いて,い ずれ の実験 圃場 も

収量は高か った。 も う一つ注 目してよい ことは,安 芸地

区では トビイ ロウンカの多発生が予想 され たために,8

月中旬に無散布 区に一度 だけMEP・MPMC粉 剤 を散布

した。 その結 果第3表 でみ られ るように,収 量 は一般 圃

場 よ りは良 く,実 験 圃場の薬剤処理 区 とも余 り変 わ らな

い。 この年 のよ うに ニ カメイガの発生 の少ない年 には,

た とえ トビイ ロウン カの多発生 年で もこれ を一度 防除す

るだけで跡作イ ネの380～400kg/10ア ール程度 の収量

は得 られ ることを示 してお り,一 般慣行 防除の平均3.7

回,実 験圃場の4回 の散布回数 は多す ぎた と言え る。

以上 の ことか ら,ニ カメイガの防除薬剤 として残留期

間が長 く,し か も天敵類への影響の大 きいBHC剤 は,

燐剤系の殺虫剤にお き変 え得 ると結論で きる。

殺虫剤の散布 回数減少の可能性

現状の病害虫防除は,防 除暦 によるスケ ジュール散布

を中心に,農 薬が予防的に使用 されてい る。 しか し病害

虫の発生 の動向を的確に把握 して,適 期防除を行な うこ

第2表 塩素剤区と燐剤区でみられた各種害虫の防除効果とクモ類への影響(1969年 度)
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第3表 実験圃場内の塩素剤区と燐剤区および周辺の慣行防除田の農薬の散布回数と収量(1969年 度)

1)地 力差があ り実験区間の正確な比較はできない。

とによって,無 駄 な防除 を省 き うる ことが1969年 の実

験結果か らも示 され た。 また桐谷 ら(1971a, b)は 天

敵類 に影響の少 ない選択的殺 虫剤 を使 用する ことに よっ

て,天 敵の効果 を助長 させ,殺 虫剤 の残効性 を天敵 に肩

がわ りさせ る ことによ って,殺 虫剤 の散布 回数 を減 少さ

せ る可能性 を示 した。

そ こで1970年 の実験 では,慣 行 の殺 虫剤散 布回数(第

4表)か ら,比 較的重要性の低 い と思われ る散布 を1～

2回 程度減 ら し,か つ クモ非感受的薬剤(ま たは剤型)

と,ク モ感受的薬剤(ま たは剤型)を 用 いて比較試験 を

行な った。 特 に 須崎地 区で は,剤 型 との関連 で 検討 し

た。BHC剤 な どの よ うに残留期間が長 い薬剤 では,直

接 クモの体 に接触 しなくともイネ体 内か らエサ動物 に移

行 し,これ を摂 食 した クモに致死的 な作用 を及 ぼす,い わ

ゆるFood-chain toxicityと いわれ る現 象が み られ る こ

とが確か め られ ている。 しか しクロル フェナ ミジンやカ

ルタ ップ剤 の粒剤 では,こ のよ うなFood-chain toxicity

による 影響 は 少 ない(桐 谷 ・川原,未 発表)。 一般 に

Food-chain toxicityの 影響が なけれ ば,ガ ス効果 の少

ない薬剤 に関す る限 りクモ類 な どの地上性天敵 に与 える

影響は,直 接薬剤が付着す るよ うな粉剤や液剤 よ りも,

水面施用す る粒剤の方が少 ないだ ろ うと考 えられ る。そ

こで須崎地 区ではBPMC剤 とカル タ ップ剤 を用いて,

それ らの粉剤 と粒剤の防除効果 な らびにクモ類に与 える

影響 を検討 した。 ただ し有効成分量はBPMC,カ ル タ

ップの粒剤はそれぞれ3%, 4%,粉 剤は ともに2%で

第4表 慣行の農薬散布回数と実験圃場での殺虫剤散布回数(1970年 度)
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第4図 BPMC・ クロルフ ェナ ミジン剤 とMPMC・MEP剤 散布に よるツマ グロヨコバ イ(A),

ウンカ類(B)の 防除効 果 とウ ンカ ・ヨコバイ類個体数 とクモ個体数の比率の変化(C)。 矢印 は薬

剤散布 を示す(安 芸地 区,1970年 度)。

第5図 BPMC剤 とカルタ ップ剤 の粒剤 と粉剤散布 によ

るツマグロヨコバ イ(上 段),ウ ンカ類(中 段)の 防除効

果 とウンカ ・ヨコバイ類個体数 とクモ類個体数の比率 の

変化(下 段)。 黒 い矢 印はBPMC剤,白 い矢 印はカル

タップ剤の散布を示す(須 崎地区,1970年 度)。

○--○:無 防除区,・-・-:粉 剤区,● ……●:粒

剤区。

あ る。

ツマグ ロヨコバイ ・ウンカ類 の密度お よびクモ当 りの

ウンカ ・ヨコバ イ類の数の時間的変動 を安芸地 区につい

て第4図 に須崎地区について第5図 に示 した。 これ らか

ら総合的に判断 した害虫 に対す る防除効果 とクモ類 に与

え る影響を,薬 剤間 または剤型間で比較 した(第5表)。

安芸地区では,ウ ンカ ・ヨコバ イ類 に対 して クモ類に影

響 の少 ないBPMC剤 がMPMC剤 よ り防除効果の うえ

で優 っていた。中村地区では,薬 剤間で害虫の防除効 果

に差 はみ られなか った。須崎地区では,粒 剤は粉剤に比

較 して,ウ ン カ ・ヨコバイ類,ニ カメイガに対す る防除

効 果が高 か った。ただ し,こ の場合粒剤 と粉剤の有効成

分 にちが いが あ り粒剤 の方が多い ことに注意す る必要が

ある。

クモ類に与 え る影響を第4図 でみ ると,安芸地区では,

散布直後 の クモ当 りエサ個 体数 はMEP・MPMC剤 区で

一時的 に低 くな るが,そ の後 の回復がはや く,2週 間後

にはク ロルフ ェナ ミジン ・BPMC剤 区 よ り高 くな り,

最後 まで この 傾 向は 変 わ らない クロルフ ェナ ミジン ・

BPMC剤 区では,殆 ん ど変動 しないで 最後 までほぼ一

定 に保 たれ ている。 一般 に これ らの薬剤 の残効期 間は1

週間か ら10日 程度 といわれ ているに もかかわ らず,1

か月以上の長期間 にわ た ってウンカ ・ヨコバイの密度 の

増加 を低 くお さえている事実 は,ク モ類 の働 きによって

い る可能性が強 い。須崎地 区では,粒 剤 による防除区が

粉剤に よる防除区 よ りクモ当 りエサ個体数 を全般的に低
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第5表 クモ非感受的薬剤(ま たは剤型)と クモ感受的薬剤(ま たは剤型)の

各種害虫に対する防除効果とクモ類に与える影響(1970年 度)

くお さえている(第5図 下)。

これ らの実験圃場 で得 られ た収量 を,周 辺の慣行 防除

田との比較で第6表 で示 した。須崎地 区の圃場 は地力差

が著 しくみ られたので,比 較 の 対 象か ら外 した。 安芸

地区では ク ロル フ ェナ ミジン ・BPMC剤 区 とMEP・

MPMC剤 区の差が殆ん ど認め られ なか ったので,そ れ

ぞれの3回 防除区 と2回 防除区を平均 して,防 除 回数 別

に収量を比較 した。3回 防除 と2回 防除 の内のそれ ぞれ

1回 は,イ チ モンジセセ リに対 してカル タ ップ剤 を散 布

した防除が含まれてい る。無散布 区1は9月8日 に トビ

イ ロウン カ防除のためにBPMC剤 を1回 散布 した。第

6表 か ら,安 芸地区では一般慣行防除 田の4.3回 の防除

回数に対 して,3回 または2回 に防除回数 を減少 させ て

も収量は低下 しない ことが分か る。 しか も トビイ ロウン

カの防除1回 のみの無散希区1に おいて も,収 量は慣行

防除 田なみに得 られてい ることは,前 節でのべ た安芸地

区の1969年 の結 果 とあわせて注 目され る。

中村地 区では,慣 行 の4回 防除を3回 に減 ら して も,

適期防除 を行 な ったために,収 量はか えって増収 して い

る。無散布 区の収量は慣行防除 田の収量 よ り高 いが,無

散布区は面積が小 さ く周辺 の防除 の影響 を うけている と

思われ るので,無 散布で も良い とい うことを意味 しない

が,少 なく とも慣行 の4回 の散布 回数 には無 だな散布が

含 まれて いる ことは明 白で ある。 ク ロルフ ェナ ミジン ・

BPMC区(ク モ類 に影響少 ない区)と 影響が予想 され る

区 との収量差は,第5表 の害 虫に対す る防除効果 の比較

か らは説明 され ないので,多 分地 力差 によるものであろ

う。

以上 を総括すれば,跡 作 イネでは,適 期 に防除すれ ば

慣行の3.5回(第4表)を1～2回 の防除 に,普 通 イ

ネにつ いても慣行 の4.4回 を2～3回 の防除 に減少 し

うる。 また クモ類 に影響 の少 ない薬剤 を散布す る ことに

よ り,薬 剤の残効性の短か さをクモの捕食 に肩がわ りさ

せ,か な り長期 にわた ってウンカ ・ヨコバイ類 の密度 を

低 くお さえる可能性が ある。

殺虫剤の散布濃度減少の可能性

現状の市販農薬が効果の安定性 を確保す るため に,必

要以上の有効成分 を含有 して いる可能性が ある。そ こで

第6表 殺虫剤の散布回数と収量の関係(1970年 度)

*本 文参照
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第7表 殺虫剤の普通濃度と低濃度散布による各種害虫の防除効果とクモ類に与える影響(1971年 度)

1) BPMC粉 剤

2) BPMC・ カル タップ乳剤の組合せ

3) BPMC・ クロル フェナ ミジン乳剤の組合せ

4) 低濃度1: BPMC・ クロルフ ェナ ミジン剤低濃度区

低濃度2: BPMC・ カルタ ップ剤 低濃度区

普通濃度: BPMC・ クロルフ ェナ ミジン剤普通 濃度区

1971年 には,こ の よ うな 市販 の殺 虫剤 の散布 濃度 を2

分1の に減少す る試み を行 な った。使 用薬剤 は第1表 に

示 した通 りで ある。散布 回数 は1970年 の結 果か ら安芸

地 区でイネ萎縮病対 象に,苗 代でMEP・MPMC剤 を

用 いた例外 を除 いて,2回 に統 一 した。BPMC剤 は1%

粉剤 を,ク ロルフ ェナ ミジン剤 とカル タ ップ剤 について

は低 濃度粉剤が得 られなか ったので乳剤 お よび水溶剤を

使 用 した。

第7表 に普通濃度散布 区 と低 濃度散 布区での各種害虫

の防除効 果 と,ク モ類に与える影響を比較 した。 この年

には,ト ビイ ロウン カとニ カメイガの発生 が著 しく少な

く,い ずれ の地 区 とも防除効 果が,そ れほ ど明確 ではな

い。 しか し第7表 か らツマグ ロヨコバイに対 す る防除効

果は,BPMC剤 の普通濃度 の散 布に対 して,低 濃度散

布 の効 果はやや劣 る例が 多いが,そ の差 は大 きな もので

はない。 セ ジロウン カを 主体 とした ウン カ類に 対 して

は,い ずれ の地区で も両区の間に差はみ られない。 ニカ

メイガに対 す る防除効 果については,い ずれの地区で も

発生 が少な く,い くらか発生 がみ られた須崎 と中村地 区

で も,薬 剤区間の差がみ られなか ったばか りか,無 散布

区 との間の差 もみ られなか った。 したが ってニカメイガ

については,薬 剤の慣行使用濃 度の2分 の1の 濃度で も

防除 が可能であ るか ど うかは結論で きな い。

クモ類に与 える影響については,元 来使用 された薬剤

が クモ類に与 える影響の少ない薬剤で あるため に,そ れ

ほ ど顕著ではないが,や や普通濃度の影響が大 きい。た

とえば安芸地区にお ける殺 虫剤散布後の クモの密度を,

コサ ラグモ類 と ドクグモ類 につい て示 した(第6図)。

一般 に コサ ラグモ類は ドクグモ類 よ り各種の殺虫剤の感

受性が低い(川 原 ら,1971)。 第6図 か らも,コ サラグ

モ類は普通濃度区 も低濃度区で も密度は殆ん ど変わ らな

いが,ド クグモ類は,明 らかに普通濃度区で影響が大 き

い ことがわか る。なお,普 通濃度区で刈取 り直前の時期

に急激な ドクグモの増加がみ られてい るが,こ の原 因に

ついては不明で ある。

つ ぎに これ らの実験で得 られた収量 を,一 般慣行防除

田の収量 と比較 した(第8表)。 中村地区は 地力差が明

らかにあ り,実 験区間の収量比較はで きなか ったが,実

第6図 普通濃度(BPMC粉 剤2%)と 低濃度(同1%)の 殺虫剤散布がコサラグモ類と

ドクグモ類に与える影響。矢印は殺虫剤の散布を示す(安 芸地区,1971年 度)。
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第8表 低濃度と普通濃度散布実験圃場で得られた収量と一般慣行防除田の収量の比較(1971年 度)

験圃場全体では500kg/10ア ール前後 で,慣 行 防除 田の

収量 よ り大幅な増収であ った。安芸地区では普通濃度 区

以外では慣行 防除 田よ りやや収量が劣 っていたが,苗 代

で イネ萎 縮病防除を1回 行な った無散布区の収量で も,

慣行 防除 田 と余 り変わ らなか った ことか ら,高 知県で は

トビイロウンカやニ カメイガの発生の少ない年 には,3

回の防除 が,そ れほ ど増収に結びつかない ことを示 して

いる。須崎地 区の各実 験区の収量 はいずれ も慣行防除区

よ りもか な り高 いが,実 験区間の収量差はほ とん どみ ら

れなか った。

以上の結 果を総括す る と,ニ カ メイガについては通常

の2分 の1の 低濃度散布 による防除効 果は明確 に判断で

きなか ったが,少 な くともウンカ類については低濃度散

布で十分 な防除効 果が期待で きる もの と思 われ る。また

クモ類 に与 える影響 は,キ クズキ ドクグモの ような薬剤

に対す る感受性の高 い種類 に対 しては,通 常の濃度 よ り

は低濃度の散布 による方が影響 は明 らかに少なか った。

また収量につい ても低濃度散布 区で著 しく劣 る現 象はみ

られなか った。 したが って害 虫の発生 が平年なみの場合

には,通 常の散布濃度 を2分 の1に まで下 げる ことは可

能であ ると思われ る。

考 察

戦後有 機合 成殺虫剤があ らわれてか ら,水 稲害 虫の発

生状況 と防除法 が大 きく変わ った。それ らの あ らま しを

高 知県を例に とって示す と第7図 の よ うで ある。戦後か

ら1949年 までの水 稲害虫で,最 も大 きな被害 を与 えて

いた ものはサン カメイガであ った。特に早 ・中稲や 中 ・

晩稲が混作 されていた南国や安芸地 区の周辺で は毎年被

害がいち じる しく,収 穫皆無の年 も しば しばみ られた。

ところが1950年 にBHC剤,1952年 にパ ラチオン剤 と

強 力な殺 虫剤 の使 用がは じま り,そ れ らが普及す るにつ

れ てサン カメイガは漸次減少 したが,そ のかわ りに ニカ

メイガが置き変わ って重要害虫 とな って きた。 また これ

らの薬剤 が使 用 されは じめて,ツ マグロヨコバ イや ヒメ

トビウン カな どが多発生 し,そ れ らが媒介す るウイルス

病 の発生が増加 しは じめた。1953年 には黄萎 病,1958年

には萎縮病,黒 条萎縮病 の大発生 をみた。 この ように有

第7図 高知県における水稲主要害虫の発生面積(発 生予

察年報における甚多程度の面積)の 変化を示す模式図。

各害虫の発生面積を示す尺度は共通ではない。
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機合成殺虫剤 を使 用 しは じめて ツマ グロヨコバ イが増加

しは じめた現 象は,高 知県以外で も全国各地で共通的に

認め られている(小 林,1961;桐 谷 ら,1971c)。

さ らにマ ラソン剤 に よるツマ グロヨコバ イの共同一斉

防除 をは じめて4年 目の1960年 には,早 くもツマ グロ

ヨコバイ の マ ラソン抵抗性個体 が 出現 した(小 島 ら,

1963)。1965年 には殺 虫剤 のヘ リコプター散布 に ともな

い,飛 散 した農薬が魚類 を大量 に死亡 させ た り,1966年

には農薬 による異臭米の発生,1969年 には 牛乳 に多量

のBHCが 検出 され る(UYETA et al., 1970)な どの事件

が相いついで起 こった。

この ように農薬の大量使用に伴 なって派生 してきた,

害虫化,抵 抗性,残 留毒性な どの諸問題は,農 薬一辺倒

の必然的結果であ り,そ の結果病害虫に対す る総合防除

技術 の確 立の必要性が広 く認識 され ることにな った。

われわれは過去6年 間,ツ マグロヨコバ イを 中心に水

田の生態 系の構造を明 らかにす る努力を行な って きた。

直接観察法 によ りクモ類の ウンカ ・ヨコバ イ類に対す る

捕食量 を推定 した ところ,ク モ類,な かで も ドクグモ類

が ウンカ ・ヨコバイ類の個体数変動 に重要 な働 きを して

いる ことが判 明 した(KIRITANI et al., 1971)。 ところが,

これ まで ニカ メイガない しは ヒメ トビウン カの防除のた

め に 用 い られ ていたBHC剤 は,ツ マ グロヨコバ イの

LD50値 の2%と6%の 濃度 でそれぞれキ クズキ ドクグ

モとセスジアカムネグモの半数 を殺す ほ ど,ク モ類に与

える影響が大 きい ことが室 内実験 によ り明 らかに された

(川原 ら,1971)。 このよ うにBHC剤 に対 する桁 ちがい

の感受性の差は,直 接BHC剤 に接す る ことが な くて も,

た とえばFood-chain toxicityを 通 じてクモ類 に影響 を

与え る(桐 谷 ・川原,未 発表)。 したが って 非選択的 な

BHC剤 は水 田生態系 内外の残留問題 を引 き起 こす のみ

な らず,他 方では クモ類や寄生性の天敵 を殺 し,ウ ン カ

・ヨコバ イ類を増 加 させた。

そ こで水稲 害虫の総合防除を よ り具体的な もの にす る

ためには,ま ずニ カメイガ防除のための薬剤は,ク モ類

に影響の少ない ものを使 用 しなければな らない。すで に

結 果でのべた ように,BHC剤 の代替農薬の検討 を目的

とした1969年 の結果か ら,有 機燐 剤が クモ類 に与 える

影響 のみな らずその経済効果(収 量)に おいて も優れ て

い ることが実証 された(第2, 3表)。

高 知県 では1969年 度 当初 か らBHC剤 を使 用規制 し

た。 この年 の県下 でのBHC剤 の使 用量 は前年度の3分

の1に 低下 した。 この年 の10月 に牛乳に多量 のBHC

が残留 している ことが明 らかに された社会的背景 もあ っ

て,1970年 度 のBHC剤 は県下で全 く使用 されな くな っ

た。そ の結 果1968年 度 産の玄米 中の全BHCの 残留量

が0.18ppmで あ ったのが,1969年 には0.13ppm, 

1970年 には0.034ppmと 急速に低下 して きてお り(高

知県衛生研究所の分析値),残 留毒の 防止面に おいて も

好結果を もた ら した。

さて天敵な どの働 きを最大限 に利用 しよ うとす る総合

防除 の体系化 では,選 択性殺虫剤 の 使用 とその 使用量

(回数 ・濃度)の 減少が 一つの前 提条件であ る。 現 状の

一般慣行防除水 田に生 息す るクモ類の密度は,BHC剤

の散 布を止 めた時 点では,薬 剤 耐性の比較的つ よいセス

ジアカムネグモを主体 とした クモ類が株 当 り2～5頭 で

あった。一方,5年 間農薬 を一切使 わなか った高 知県農

林技術研究所 内の約7ア ールの水 田では,ク モ類の密度

が年年増加 し,5年 目の1971年 には,株 当 り22.3頭

の密度 にまで 増加 した(各 年 の最高 密度)。 しか もその

内80%ま で はウン カ ・ヨコバイ類 によ り有効 に働 くが,

薬剤感受性 の高 いキクズキ ドクグモであ った(川 原 ら,

未発表)。 また 卵寄生蜂 による 寄生率 は,1971年 には

1968年 の約2倍(70～80%)と 漸次増加 した。一方,年

間をつ うじて観察 された ツマグロヨコバ イ卵の株 あた り

最高 平均密度は,1968年 は909.3で あった のが年年減

少 し,1971年 には447.4と 約1/2と な った(SASABA 

and KIRITANI, 1972)。 この よ うな事実は,適 当な選択

性殺虫剤 の使用 と その投下量 を,回 数 と濃度 の面で 可

能 なか ぎ り減少 させ ることに よって,天 敵類の密度を現

状 よ りかな り高い レベルに まで回復 させ うる可能性を示

す。 また この ことに よって,は じめて選択性殺虫剤に よ

る天敵 の効 果を助 長 し うる条件 もで きるので ある。

1970年 と1971年 の両年には,殺 虫剤の散布回数 を慣

行 よ り1～2回 減少 させ,濃 度 も慣行 の使 用濃度 の2分

の1に 低下 させ しか も クモ類に 影響が 比較的 少ない 薬

剤 を使用 した防除 体系を組 んだ。 その結 果はすでに述 べ

た通 りニカメイガについては,発 生量 が十分 でなか った

ために明確 な結論が得 られ なか ったが,ウ ン カ ・ヨコバ

イ類 につ いては防除可能 である とい う結論 を得 た(第7

表)。 散布回数 につ いてはいずれ の結 果か らも慣行 の防

除回数 を1～2回 減少 させ うる こと,ま たそれ による減

収はみ られなか った(第6, 8表)。

病害虫雑草防除改善協議会 の事業 として,こ こに述べ

た実験圃場 とは別に,高 知県下各地に よ り多 くの実用化

圃場を設 定 して,防 除回数 を殺虫剤,殺 菌剤 ともに慣行

防除 よ り1～2回 程度減 少させた防除暦 の もとに防除効

果 の検討 を行 な った。1970年 には14か 所,1971年 に
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第9表 高知県各地で行なわれた病害虫 ・雑草防除実用化圃場と

慣行防除田での防除回数 と収量の比較

は15か 所の,こ れ らの実用化 圃場 での農薬 の散 布回数

と得 られた平均 収量 を,慣 行防除 田 と比較 す ると第9表

のよ うになる。除草剤 の散布 回数 は慣行 とほ とん ど変わ

らないが,殺 虫剤,殺 菌剤 とも1～2回 施 用回数 が減少

している。それ にもかか わ らず実 用化 圃場 の収量 は,い

ずれ の年 のいずれ の作季 のイネについて も慣行 防除 田で

の収量 よ り高 い。 これ は実 用化 圃場 の防除 が病害虫の発

生状況の調査結果 にも とず いて適期 に行 なわれた結果で

ある と思われ る。

以上 のよ うに殺 虫剤 の適期使 用に よ り,低 濃度の農 薬

を少ない散布 回数 で,従 来 どお りの収量 が維持で きるこ

とが判 明 した。 なお今後 の問題 としては,米 の品質が残

され ている ことを指摘 しておきたい。

現在 の予察技術 は防除 適期 は定 めえて も,発 生 量を正

確 に予知で きないため,し ば しばニ カメイガの例で もみ

られた よ うに不要 な薬剤防除 をさけ ることがで きなか っ

た。総合防除の前提 としての低 濃度,少 回数 の防除体系

の確立の ためには,そ れ ぞれ の害虫の発生動 態の機構を

組み込ん だ予察技術 の確立が先行 しなければな らない。

そのため の一 つの方 向 としては水 田生態 系の構造 と,害

虫 による作物 の被害が現 われ る メカニズ ムな どを総合的

に,しか も量的 に記載で きるシステ ムのモデルを作 成 し,

これ らの モデル を用 いて害 虫個体群 密度 の変動 と,そ れ

によって生 じる被害量 を予測 する ことが可能なシステ ム

・アナ リシスの手法 の導入が 重要 な課題 であ ろう(桐 谷

・中筋,1970;桐 谷 ら,1971b)。

要 約

水稲害 虫の総合防除 の第1段 階 として,ク モ類な どの

天敵類 に影響 の少ない,殺 虫剤 を用い散布回数 と散布濃

度 の両面 か ら,散 布量 を減 少させ る試み を行な った。

1) 1969年 にはニ カメイガ防除剤 と してBHC剤 か ら

有 機燐剤(MEP,ダ イアジノン剤)へ の移行の試み を行

な った。その結果,有 機燐剤の方が ニカメイガに対す る

防除効果が高 く,収 量 も慣行防除 田よ りは,増 収が期待

で きることが実証 された。

2) 1970年 には クモ類 に影響の少 ない殺 虫剤 を用い,

慣行 よ り1～2回 少 ない散布回数 による防除 を試みた。

その結果,ク モ類 に影響 の少 ない薬剤 の方が ウンカ ・ヨ

コバ イ類 に対す る防除効 果は高 く,慣 行 よ り1～2回 防

除回数 を減 らしても収量 は慣行 よ りも高 い ことが実証 さ

れた。

3) 1971年 にはクモ類 に影響 の少 ない 薬剤 を,慣 行

よ り1～2回 散布 回数 を減少 させ た うえ,散 布濃度 を2

分の1に 減少 させ て防除 を試み た。そ の結 果,ニ カメイ

ガは発生が少 なく防除効 果を判定で きなか ったが,ウ ン

カ ・ヨコバ イ類 の防除 は可能で あ り,収 量 も慣行防除 田

と同等で あった。

引 用 文 献

川原幸夫 ・桐谷圭治 ・笹波隆文(1971)各 種殺虫剤のツマグロ

ヨコバイおよびクモ類に対する選択性.防 虫科学 31: 121

～128.

桐谷圭治 ・川原幸夫 ・笹波隆文 ・中筋房夫(1971a)殺 虫剤と

天敵の組合せによる害虫防除の試み.げ んせい 22: 19～

23.

桐谷圭治 ・笹波隆文 ・中筋房夫(1971b)害 虫の総合防除-生

態学的方法-.防 虫科学 36: 78～98.

桐谷圭治 ・湯島健 ・金沢純(1971c)殺 虫剤による生態系の汚

染1-農 業生態系における生物相の変化-.科 学 41: 306

314.

桐谷圭治 ・中筋房夫(1971)害 虫の総合防除-シ ステムズ ・ア

ナ リシスによるアプローチ-.農 業技術 26: 105～110.

KIRITANI. K., S. KAWAHARA, T. SASABA and F. NAKA-

SUJI (1971) Quantitative evaluation of predation by



106 桐 谷 圭 治 ほ か

spiders on the green rice leafhopper, Nephotettix cin-

cticeps UHLER, by a sight-count method. Res. Popul. 

Ecol. 13: 219•`232.

小林 尚(1961)ニ カメイチュウ防除 の殺 虫剤散布が ウン カ ・ヨ

コバ イ類 の生息密度 にお よぼす 影響 に関す る研究.病 害 虫

発生予察特別報告 6: 126 pp.

小島健一 ・北方節夫 ・推野明雄 ・吉井孝雄(1963)ツ マグロ ヨ

コバ イのmalathionに 対す る抵 抗性の 発達 と消失 につい

て.防 虫科学 28: 13～17.

SASABA, T. and K. KIRITANI (1972) Evaluation of 

the mortality factors in the egg stage of the green 

rice leafhopper, Nephotettix cincticeps UHLER. Appl. 

Ent. Zool. 7: 83•`93.

UYETA, M., S. TAUE and T. NISHIMOTO (1970) Study 

on pesticide residues in food (V) Residues of BHC 

isomers and other organochlorine pesticides in fatty 

food of Japan. J. Food Hyg. Soc. Japan 11: 256•`

263.


