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Suitable time of insecticide application was tested in relation to the seasonal prevalence of the 
brown planthopper. Population growth of the brown planthopper in rice field begins with ma-
cropterous immigrants from the late June to the middle of July (the 2nd adult period of the year), 
followed by two generations in which eggs to be source of the next generation are laid by bra-
chypterous females from the end of July to the middle of August (the 3rd adult period) and from 
the end of August to September (the 4th adult period). Hopperburns appear mostly from the 
end of September to October along with growing of nymphs produced by the 4th period adults. 
Controls in later seasons are often little effective because of survival of eggs from insecticides, ow-
ing to wide and overlapping generation. It was proposed to advance controlling time and to 
eliminate the brachypterous females. Times of treatment were selected as follows, the beginning 

(treatment I), the peak (II) and the end (III) of the 3rd adult period and the beginning of the 
4th adult period (IV). Mipcin(R) fine granule (0-cumenyl methylcarbamate), 4kg per 10a, was 
applied once in each treatment. In treatment I population density of the planthopper was de-

pressed sufficiently through the growing period of rice plant and a high yield was obtained. Good 
result was obtained also in treatment IV. However, in treatment II and III early recovery of 

population density due to survived eggs caused heavy infestation and severe hopperburns. The 
residual effect of Mipcin used seemed to be not sufficient to cover the incubation period of the 

planthopper egg of about 10 days.

トビイ ロウンカはそ の発生生態 か ら秋 ウン カとよばれ

るよ うに,秋 の初 め頃 か らその繁殖状 況が顕著 とな り,

被害 も目立 つよ うになる。従来 その防除 は8月 中,下 旬

の ニカ メイチ ュウ第2世 代防除時 の併殺,あ るいは9月

以降 に多発 を認 めてか ら薬剤 防除 を行な うことが多か っ

た。発生 の多い年 には9月 以降 の防除 を く り返 して もな

お被害 を生ず る場合 がある。秋季 におけ る トビイ ロウン

カの防除 は稲 の繁茂 な どのため効果が十分 でない ことが

多い上 に,出 穂期以降 に多量 の薬剤 を投入す る ことは薬

剤の残留 などの点で好 ま しい ことではない。 ウン カの発

生 生態 に基づいた防除 の適期 をつ かみ,防 除 回数 を減 ら

す ことが必要 と考 えられ る。筆者 らは1970年 に防除時

期 試験 を行ない,ト ビイロウンカの発生経過 と防除効 果

との関係 について知見をえたので報告す る。

方 法

1 試験圃場

九州農業試験場 内において,1区5.3×4.4mの 大 き

さに ビニール波板 で区画 した圃場 を用いた。6月16日

に稲苗(品 種ホウ ヨク)を21×21cmの 間隔で移植 し

た。

2 トビイロウンカの発生概況

九州農試場 内の予察灯 による誘殺状況 は第1図 の とお

りであ る。1970年 は過去5年 間の平均 とくらべ ると,

初 期飛来がおそ く,ま た初期発生 も少ない年で あった。

試験圃場は この予察灯の南西約150mの 所 にあ る。 予察

灯近 辺には5月 下旬 よ り水稲が栽培 され,6月 末には初

期生 息虫がわず かに認 め られたが,試 験圃場では7月 上
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第1図 予察灯によるトビイロウンカの発生概況。

旬 にも生息 虫を発見 できなかった。 このため室 内飼育 し

た トビイ ロウン カの蔵卵雌(長 翅 型)を7月15日,1

区当た り約150頭 放虫 した。 しか しその後7月20日 頃

に飛 び こみ 虫が認 め られ た。

3 薬剤処理

処理 時期は第3回 短翅型成 虫の 出現初期,成 虫の最盛

期,成 虫期末期(幼 虫の増加期)な らびに第4回 成虫の

出現初期 を目標 として,3日 毎 に行 な った成虫の見取 り

調査か ら決定 した。各処理時期 は第1表 に示す。 薬剤は

MIPC微 粒剤(有 効 成分4%,粒 度70～100メ ッシユ)

を用 い,10a当 り4kgの 割合でハ ン ドダス ターによ り

散 布 した。

第1表 薬 剤 処 理 時 期

4 調査 方法

試 験圃場におけ る トビイロウンカの生息密度は成虫,

幼虫それぞれ別個 に調査 した。成 虫につい ては7月16日

よ り10月24日 まで原則 として3日 目毎 に,各 調査 日

に任意 にえ らん だ3列 の稲株 の うち,75株 について雌

成 虫数 の見取 り調査 を行 なった。幼 虫については8月24

日か ら成 虫調査 と並行 して払い落 とし調 査を行 な った。

す なわち,各 区か ら任 意にえ らんだ稲株1列 について,

粘着剤 を塗 布 した18×24cmの 調査板1枚 に4株 分ずつ

払い落 と し,1区 合計8株 分 に相 当す る幼 虫数 を調査 し

た。 幼虫は若令(1～2令),中 令(3～4令),老 令

(4～5令)の3段 階に分けて虫数 を調べた。

収穫時(10月29日)に 各区 よ り65株 を 刈 り取 り藁

重,籾 重,玄 米 重な どを調査 した。

結 果

1 試 験圃場におけ る トビイ ロウンカの推移

7月15日 に放飼 した雌成虫 につい ては,翌 日にか な

りの数が認め られただ けで,そ のあ と急 速に減少 した。

これ に代わ って,飛 び こみ 虫 とみ られ る新 鮮な個 体が増

加 し,7月20日 前後 に成虫の ピー クが認め られた。 こ

のよ うに,放 飼虫は生存 日数が短かか ったため,以 後の

増殖の母体は主 として7月20日 を中心 とす る飛び こみ

虫であ った ろうと考 えられ る(第2表)。

8月6日 に短翅型雌成 虫が初 めて認 め られたが,以 後

の第3回 成虫のほ とん どが短翅 型で占め られ,そ の ピー

クは8月20日 頃 とな った。 これに基づ く第3世 代幼虫

の最盛 期は9月 上旬 とな り,無 処理区では9月 中旬 に坪

枯れを生 じた。9月 上 旬か ら始ま った第4回 成虫期 に

は,成 虫の密度が きわめ て高 くな り,さ らに稲の坪枯れ

に ともな ってウンカの生息分布 にかたよ りを生 じてきた

ので,無 処理 区にお ける成 虫の調査 は9月3日 までで中

止 した。 これ に続 く第4世 代幼 虫は9月 下 旬か ら増加 し

始 め,10月 中旬頃 に最盛期に達 した もの と思われ る。

2 処理時 期別 の密度抑制効 果

第3回 成虫期におけ る短翅型雌成虫の出現初期であ る

8月7日 に薬剤を施用 した場合(第I回 散布区)に は,

第3回 成虫 はほとん ど発生がみ られなか った。その後何

ら薬剤防除 を行 なわ なか った にもかか わ らず,第2図 に

み られ るよ うに,第4,第5回 成 虫期 もきわめて低密度

に終始 した。

これ に対 し,第3回 成虫期の ピー ク直前 であ る8月15

日に散 布 した場 合(第II回 散布区)に は,以 後の第3回

成 虫は全 く現 われなか ったが,散 布9日 後 の調査では多
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第2表 トビイロウンカ雌成虫および幼虫数の推移

注:()内 は短翅型雌を内数で示す。数値はいずれも2区 の合計。

数 のふ化幼 虫が認 め られた。 これに ともな って第4回 成

虫の発生が 多 くな り,第3世 代幼虫の末期 に相当す る9

月中旬 には坪枯れを生 じた。 続 く第5回 成虫期 も高い密

度 を示 した。

第3回 成虫期 末期 の8月27日 に散布 した第III回散布

区では,散 布6日 後 よ りふ化幼虫が現われ始め,急 速 に

その密度 が増加 した。 第4回 成虫の発生量 も 多か った

が,そ の最盛期はややお くれて9月 中旬 とな った。その

後 の第4世 代幼虫の発生 もきわめて高 く,最 盛期の10

月中旬には坪枯れを生 じた。

第4回 成虫期の初 めまで,防 除 を行なわなか った 区で

は,第3世 代幼虫が株元 に密集 し,下 葉 の枯れ上が りが

見 え始め ていた。 しか し,9月3日 に散布(第IV回 散布

区)し た結果,そ の後 の密度 の回復 はみ られず,第4,

第5回 成虫期 ともにきわ めて低 い密度 で推移 した。

3 密度 回復 の要因

防除効 果が じゅうぶんでな く,密 度回復の著 しか った

第II回,第III回 散 布区を無処 理区 とくらべ ると,そ れぞ

れ防除 された成 虫または幼 虫の ピークの1部 消滅 した形

に対応 して次世代以降 の発生 ピー クが形 づ くられ ている

ことがわか る。

第II回 散布 区では,ち ょうど盛期 に達 していた第3回

成 虫の後半が消滅 した形 となってい る。 これは後半 の第

2世 代幼 虫が羽化前 に防除 され た ことを示 してい る。 し

か し,幼虫調査 開始 日(薬剤処理後9日 目に当たる)に は,

すで に 多数 の幼 虫が 認 め られ た。 第3図 に示 した よ う

に,そ の大部分 は若令 虫で占め られ ていたので,第3回

成 虫期前半 に産 まれ た卵 か らのふ化幼 虫で,そ のふ化 の

ピー クは調査 日よ り2～3日 前 にあったもの と考 え られ

る。 この ことは薬剤 の残効が9日 間 よ り短 かか った こと

を意味 しているもの といえよ う。

第III回散布区では6日 後 の調査 で早 くもふ化幼 虫が認

め られてい る。無処理 区における幼 虫の令構成 か らも,

この時期は第3世 代幼 虫のふ化最盛 期である ことがわか

る。 薬剤 は処理後少な くとも3日 間はふ化 して きた幼 虫

に対 し効 力を保 っていたが,そ の後効 力が減 退 したもの
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第2図 トビイロウンカ成幼 虫密度 の推移 と薬剤 処理時期別効 果。

C:無 処理区,I:第I回 散布区,II:第II回 散布区,III:第III回 散布 区,IV:第IV回 散布 区。

と思われ る。

この よ うに,用 いた薬剤の残効期間が比較的短か く,

10日 以上 にわたって ふ化 して くる幼 虫を 防除 できなか

った ことが,密 度 回復の早か った要因 と推察 され る。

4 稲 の収量 に与 えた影響

無処理 区では9月 中旬に坪枯れが始ま り,収 穫時には

ほ とん どの株 が被害 を受けたため,藁 重は もち ろん,籾

重,玄 米 重 ともに きわめて低 か った。 しか し,ウ ンカの

発生 が低 くお さえ られた第I回 お よび第IV回 散布区では

藁 重,玄 米 重 ともに処理 区中 もっとも多 く,高 い防除効

果を示 した。 両区の間では第I回 区の方が籾重,玄 米重

が多 く,第IV回 区では第3世 代幼 虫の加害 による影響が

現われてい るもの と考 え られ る。

第III回区は これ らに次 ぐ結果 を示 したが,不 完全粒が

多 く,稔 実期 にお ける被害 の現われ とみ られ る。第II回

区は9月 中旬に坪枯れを生 じ,収 穫物への被害 も処理区

中 もっとも大で あった。

考 察

南九州 では4～5月 に トビイ ロウン カの飛来が認 め ら

れ る ことがあ るが,そ の他の地域では通常6月 下 旬か ら

7月 中旬にかけて初期 飛来が認 め られ,こ れが水 田に侵

入 する。 この飛び こみ虫は第2回 成虫 と考 え られ,平 年

ではあま り多 くないが,水 田に定着 してか ら幾何級数的

に増殖 してゆ くことが 多い。

岸 本(1965)は,定 着後の第3回 成虫の密度 と秋の被

害,坪 枯れ との相関が非常 に高い ことを報告 してい る。

この第3回 成 虫はほ とん どが短翅型で 占め られ てい るの

で,移 動す る ことなく,産 卵能力 も高 く,以 後の増殖に

大 きな役割 を果 してい る。 したが って,秋 の被害を防 ぐ
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第3図 処理後 の第3世 代幼 虫の密度 と令 構成。

C無 処理区,II:第II回 散 布区,III:第III回 散布 区

第3表 収量(単 位kg/65株)

ためには,増 殖源 とな る第3回 成虫 を防除す る ことが一

つの方法 と考 え られ る。

成虫期の初 期には羽化前の中～老令幼虫が大部分 を占

め てお り,羽 化 した成 虫による産卵 も羽化2～3日 後 に

始 まるので,ほ とん ど卵が存在 してい ない ときが ある。

岸本の調査では,第3回 成 虫期初期 はそ の典型だ として

い る。卵がなければ成幼 虫の防除は適確 な効果 に結 びつ

くはずで あ り,本 試験の結果 は これ を裏付 けたもの と考

えられ る。

これに対 し,盛 期お よび末期ではすでにかな り多数 の

卵 が産 みつけ られてい るはず であ り,20日 間以上にわた

る成 虫期か ら考 えて も,薬 剤施 用時 にはなお多数 の卵 が

存在 している可能 性が高 い。 用いた薬剤が卵 に対 して作

用 しなか ったか,あ るいはふ化幼虫が出現 するまでの間

効 力を保 たなければ,効 果は期待で きないであろ う。 こ

の時 期の野外におけ る トビイ ロウンカの卵期間は10日

程度(末 永,1963)と みて よいか ら,9日 あ るいは6日

よ り短 かか った とみ られ る薬剤 の持 続期間は卵期間を カ

バーで きず,密 度回復の因 とな った と考 え ることがで き

る。

トビイ ロウンカに対す る薬 剤の殺 卵作用について,豊

田(1968)は ポ ッ ト試験を行な ってMIPC粒 剤,PHC

粒剤 な どがす ぐれた効 果を示 した と報告 してい る。 しか

し,筆 者 らが別 に行な った試験では,殺 卵力の高い薬 剤

で もウンカ卵の 日令に よってその効果はかな り異な って

い るようであ る。本報告の圃場では卵 についての調査を

行な っていない し,用 いた微粒剤の施用方法,作 用性 も

異な ってい ると考え られ るが,野 外での条件の違いに よ

って,殺 卵効果 はおそ らく減殺 され ていた もの と思われ

る。

薬剤 の残効力,殺 卵力 に問題が あるとす ると,成 虫期

初期 の卵 の少 ない時期 の防除が現状では適切で あろ う。

この試験 では第4回 成 虫期初期 の防除 でも高 い効果が え

られ たが,発 生量 の多い年 には,そ の時期 までに第3世

代幼 虫による加害が 進行 するおそれが ある。 したが って

トビイ ロウンカの単 独防除 としては,第3回 成 虫期初期

がよ り適 当 と考 え られ る。 しか し,こ の成 虫期初期 の決

定にはかな りの労力を要す ることが問題 であ り,今 後検

討を必要 とす る。

摘 要

トビイ ロウン カの防除適期を知 るために,発 生経過 と

処理時 期別 の効 果を調 べた。 圃場 で雌成虫の見取 り調 査

を行 な って,第3回 成虫期初 期,中 期,末 期,第4回 成

虫期初期 をえらび,MIPC微 粒 剤をそれぞれ1回 散 布

した。 成虫密度,払 い落 とし調 査に よる幼虫密度 の推移,

稲の被 害を調 べ,比 較 した。

効 果の高か った処理時期は第3回 成虫期の短翅 型雌 の

出現 初期お よび第4回 成虫期初期であ った。 いず れ も処

理後成幼虫密度を低 くお さえ,稲 の被害 もなか ったが,

収量的には第3回 成虫期の方がややす ぐれ る傾 向を示 し

た。 その他の処理時期では成幼虫密度の回復が早 く,坪

枯れを生 じ,補正防除を必要 とす るような結果を示 した。
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成 虫期 中期お よび末期 に処理 した場合 の幼 虫密度 の回

復状 況か ら,用 いたMIPC微 粒剤 の効 力は処理後6日

程度 しか続 かなかったもの とみ られ る。 これ は トビイ ロ

ウン カの卵期 間よ り短 か く,卵 の多い これ らの時期の処

理が効果の低 くな った原因 と考え られ る。
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