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In rice field of Saga prefecture, Kyushu, where BHC formulations had been applied fre-

quently until 1969, the brown planthopper showed remarkable seasonal fluctuation of the sus-

ceptibility to lindane in 1969-1970. The autumnal generations were 14- to 19-fold resistant 

to lindane as compared with topical LD50's of those of the immigrant summer generation. The 

resistant laboratory strains originating from the autumnal generations were also resistant to di-

eldrin and fenitrothion, their resistance level being >19 times, and 6-7 times, respectively, when 

compared with the immigrant summer generation. While, there was no apparent difference 

in the susceptibility to carbaryl and DDT. No correlation was observed between the rate of ab-

sorption of the insecticides by the hoppers, as determined by gaschromatographic analysis, and the 

resistance to lindane and dieldrin. Environmental temperature, photoperiod (shorter days) 

and selection of brachypterous females had little effect in producing lindane resistant colony from 

the susceptible immigrant hopper in laboratory tests. These seasonal fluctuations were con-

sidered to be due to the alternate effects of the selective pressure of insecticides and replacement of 

the resistant population, which could not overwinter, with susceptible one which had migrated 

from distant areas not treated with insecticides.

ウン カ類 の薬剤抵抗 性については,ヒ メ トビウン カで

マ ラチオン,BHCな どに対 する抵抗 性の研 究がな され

ているが,セ ジ ロウンカ と トビイ ロウン カについての報

告 は少 ない。

ウンカ類 の防除 には1949年 頃 か らBHC粉 剤 が普及

し,防 除効 果が高 く,又 安価 であ るために長 期間連用 さ

れ たが,ト ビイ ロウンカでは特 に効 力低下 な どの問題 も

生 じなか った。 しか し,1966年 頃 ウン カの大発生 が続

いたさいに,BHC粉 剤 の効 力が低下 した とい う問題 が

各地 で多発 した ことが ある。 これ らの中には薬剤散布 時

の諸条件が適切 でなか った場合 が多 く含まれてい るとみ

られ,全 般 に抵抗性 と結 びつけて考 える傾 向は少 なか っ

たよ うである。

われ われ は1967年 よ り佐 賀県 で発生 したBHC粉 剤

の トビイ ロウンカに対す る効 力低下 問題 に関連 して,薬

剤感受性 を微量局所施用法 によ って調査 し,効 力低 下 と

薬剤感受性 の変動 の間 に関連が あ ることを認 めた。同時

に これ らの調査の過程で,ト ビイ ロウン カのBHCの 感

受性が水 田では大幅な世 代間変動ない しは年次変動 を く

り返 してい ることを示唆す るデー タをえた。すなわち,

問題 とな ったBHC感 受 性低下地 帯で翌1968年 秋期に

は再 びLD50で1/7に 感 受性が高 ま っていた。 この期

間には使 用薬剤 の上 では大 きな変化はなか ったため,薬

剤 以外 の因子 との関連が考え られた(永 田 ・守 谷,1969)。

そのひ とつ として,ト ビイ ロウン カの生態的 特性であ る

異常 飛来が考え られ,佐 賀県では1968年 には初期飛来

虫誘殺数 が過去22年 間の うちで5番 目に多か った こと

(昭和43年 度 普通作 物病害虫発生 年報)な どか ら,こ

のために地域 の トビイ ロウンカの集団構 成が影響を うけ

て,特 殊な感 受性 変動 を生 じたのではないか と推測 し,

1969年 以降 は 初 期飛来 虫を中心 として 感受性の調 査を

継続 した。

本報では,こ の トビイ ロウン カの水 田におけ る薬剤感

受性 の特異な経 時変動 を実証 し,同 時に この変動 の機構

1本 報告の一部は昭和46年 度 日本応用動物昆虫学会大会において発表 した。
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を抵抗性発 達お よび異常飛来な どの生態 的諸条件 との関

連の上 で考察 した。

材 料 と 方 法

薬剤感 受性の検 定:各 採集地 か ら雌雄それぞれ100頭

以上 の トビイ ロウン カに食草を与えて持ち帰 り,25℃, 

16時 間照 明の恒温室 で ガ ラスポ ッ ト(縦 横10cm,高

さ20cm)を 用 い,稲 芽出 し苗(品 種:レ イ ホウ)を 与

えて飼育 し,え られた雌 成虫を羽化後5日 以内に供 試 し

た。供試 虫は特 に記 したほかは,1～4世 代飼育 した も

のを用 い,福 田 ・永 田(1969)の 方法 に よ り薬剤 を局所

施用 し,LD50を 算 出 した。供試薬剤 としては,γ-BHC

の純品,お よび純度95%以 上 の原体 を使 用 した。試験

濃度段階は5～6段 階,供 試 虫数 は各 濃度段 階 ごとに3

反覆,合 計45～50頭 とした。

薬剤 の吸収速度 に関す る実験:BHC感 受性または抵

抗性の トビイ ロウンカ雌成 虫の 羽化後4日 以内の もの

に,γ-BHCま たはデ ィル ドリンを1頭 あた り,0.05μg

ずつ局所施用 し,稲 苗 を与 えて25℃ に放 置 した。所定

時間 ご とに炭酸 ガスで麻酔 し,エ タノール5ml,つ い

でn-ヘ キサ ン5mlで それ ぞれ 虫体 を洗い,虫 体表に残

存す る薬剤 を回収 した。 洗浄後 の虫体 は小型磁製乳鉢内

で磨砕 し,5mlのn-ヘ キサ ンで抽出 して虫体内吸収量

を求 めた。 すなわち,次 の条件 でガス クロマ トグラフ ィ

ーを行 ない,γ-BHCに 対 しテ ロ ドリン,デ ィル ドリン

に対 し γ-BHCを 用い内標準法 によ って各分 画中の成分

を測 定 した。

機種:柳 本800E (63Ni 15mCi),カ ラム充てん剤:

OV-17 (5%ク ロモソルブW, AW-DMCS), PEGA (2

%ク ロモ ソル ブW, AW-DMCS),カ ラム温度:180℃,

試料 気化室温度:220℃,キ ャ リヤガス流 速:N2 1.0kg/

cm2(約50ml/分),印 加電 圧:9V(パ ルス電 流)。

結 果

1. 初期 飛来虫 のBHC感 受性

1969年 には,定 点観測船 によ る洋上 での 採集虫を含

め,合 計5地 点で6～7月 に初 期飛来虫を採集 し,薬 剤

感受性検定 を行 な った。その結果,陸 上では典型的な異

常飛来 のみ られた佐賀県伊万里市産の ものがBHC感 受

性 が高 く,LD50は0.024μg/♀ であ り,そ の他の2地

点のもの も全般 に感 受性は従来の調査で得 られた中では

高か った。 これに対 し,同時期 に洋上でえ られた ものは,

採集 虫数 が少ない(東 支那海:♀ 32, ♂ 19。南方定点:

♀ 19, ♂ 25)こ とや室内飼育 に移す までの保存運搬の条

件が異 な るな どの問題が残 るが,2地 点 ともBHC感 受

性 は低 か った。また フェニ トロチオンで もBHCと ほ ぼ

類似 の傾 向がみ られた。 しか しカル バ リルでは採集地間

の感 受性差異はほ とん ど認め られ なか った(第1表)。

2. 飛来虫の防除 田におけ る感受性変動

1969年 に 初 期 飛来虫 を 調査 した うちで,も っとも

BHC感 受性の高か った伊万里市の ものは,6月26日 に

同地で15,000頭 の トビイ ロウンカが誘殺 され た翌 々 日

に誘殺灯直下の水 田よ り大量 に採集 してえ られ た もので

ある(第1図)。 この個体 群が水 田で増 殖す る過程で示

第1表 初 期 飛 来 虫 の 薬 剤 感 受 性(1969)

注1) 筑後:福 岡県筑後市,唐 津:佐 賀県東松浦郡相知町上 園,伊 万里:佐 賀県伊万里市大坪,東 支那海及南方定点:洋 上 採集

2) *印 は回帰直線 と観測値 の間 にX2検 定 の結果,Pr=0.05で 適合性が認め られた ことを示す(第2表 以下 も同 じ)。

3) 供試世代はF3～F5
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第1図 伊万里市におけるトビイロウンカ初期飛来状況。

↑印は初期飛来虫採集日。

す感 受性変動 を同一の水 田で各世代の成虫を採集 して追

跡 した結 果が第2表 であ る。次世代の第3回 成虫は薬剤

散布 のために供試 虫が え られ なか ったが,9月 以降 に採

集 した第4回,第5回 成虫ではBHC感 受性は著 しく低

下 し,LD50は それぞれ0.34μg/♀, 0.46μg/♀ とな っ

ていた。 これは われわれ がいままでに野外でえた ものの

中では,も っとも感受性の低 いものである。すなわち,

異常飛来 によって水 田に定着 した第2回 成虫が,わ ずか

2～3世 代 を繰 り返す間 にBHCに 対 して14～19倍 に

お よぶ感受性の低下を生 じた ことにな る。 この期間中に

BHC製 剤 は4回 にわた って使用 され てい る。

翌1970年 の同一水 田での調査で は,初 期飛来 の規模

は前年 よ り小 さか った(第1図)が,誘 殺 ピー クの直後

にえられた 第2回 成虫 のBHC感 受性 は 再 び高 ま り,

約0.05μg/♀ と前年 の第2回 成 虫に近 い レベルまで復元

した。そ の後 は第3, 4回 成 虫まではほぼ同 じ水準 で推

移 したが,第5回 成 虫に至 って,0.47μg/♀ と前年 同様

感受性が大 き く低下 した。 ただ し,こ の年 にはBHC製

剤は全 く使用 され なか った。

この2年 間の結果 は,第2図 の よ うに,初 期飛来 虫の

感受性が高 く,増 殖後の世代で は低 くなる ことを くり返

す,BHC感 受性の"の こぎ り歯状"の 変動 を示 してい

るといえ よ う。

第2図 トビイロウンカのBHC感 受性の季節的変動(伊

万里市)。

図中の数字は成虫の回数(第x回 成 虫)を 示 す。

I印 はLD50の95%信 頼限界 を示 す。

施用薬剤 1969年:

6月 MEP・ バ ミ ドチオ ン乳剤

7月 BHC・NAC・ カスガマイシン粉 剤,

BHC・MIPC粒 剤

8月 BHC・NAC・ 有機 ひ素粉剤,MEP・NAC・

有機 ひ素粉剤,BHC・NAC・ カスガマイシ

ン粉剤

1970年:

6月 MEP・ バ ミドチオ ン乳剤

7月 ダイア ジノン粉剤,MEP・NAC粉 剤

8月 MEP・NAC・ 有 機ひ素粉剤(2回)

9月 MTMC粉 剤

第2表 伊万里市(防 除 田)に お けるBHC感 受性(1969～1970)
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第3表 無防除田などにおけるBHC感 受性(1970)

注1) 鹿児島市:鹿 児島県鹿児島市上福元町,鹿 児島農試予察田,筑 後市:福 岡県筑後市,九 州農試予察田,開 聞町:鹿 児島県

揖宿郡開聞町。
2) 少防除田での施用薬剤は,MPMCま たはMTMC粉 剤を苗代 ・本田初期に2～4回 。

第4表 BHC以 外の薬剤に対する感受性(1969年 伊万里市採集虫)

注 供試世代:フ ェニ トロチオンはF3～F5,デ ィル ドリン,DDTはF4～F8

3. 飛来虫の無防除田での感受性変動

1970年 の調査では,こ の感受性変動 の 原因 を知 るた

め に,伊 万里市の防除 田の調査 と並行 して,ウ ンカの異

常飛来の頻繁 な鹿児島県 を主体 に,無 防除 田および防除

回数の きわめて少 ない水 田をえ らんで,感 受性変動 の調

査を行な った。その結果,鹿 児島市 と筑後市 の無防除 田

(予察 田)で は,第2回 成 虫 とそ の後 の 世代で はBHC

感受性は ほとん ど変 ることなく,LD50は0.05～0.1μg/

♀で あって,伊 万里市の防除 田でみ られ たよ うな変動 は

全 くみ られなか った。

さ らに開聞町 の少防除 田で の調査 でも,第2回 成 虫 と

以後 の世代 ではBHC感 受性 に 大差が み られ なか った

(第3表)。

4. BHC以 外の薬剤に対す る感受性変動

1969年 に伊万里市で え られ たBHC感 受性 の異常飛

来 虫(第2回 成虫),同 一の水 田でえ られたBHC抵 抗

性の第4回 および第5回 成虫の累代飼育 系統のBHC以

外の薬剤 に対す る感受性 を調べ た。

塩素系薬剤 のデ ィル ドリンでは,こ れ らの系統間 にお

ける感受性差異 はBHCよ り大 きく,19倍 以上 の差 が

み られた。 しか し,DDTで は系統 間差異 は認 め られな

か った。有機 リン系の フ ェニ トロチオンでは,BHCと

類似の傾向がみ られ,系 統 間には約6～7倍 の差異 が認

め られた。 また カーバメー ト系 の カルバ リルでは,系 統

間の差異は小 さか った(第4表)。 この試験 では一時 に

大量の供試 虫が え られ ないので,検 定世代がF3～F8に

わた ってい る。 しか し,累 代飼育 によって生ず るBHC

感受性の変化 は第5表 の通 りで,い ずれ の系統 でも10世

代程度の飼育ではBHC感 受性 は安定 してお り,変 動 の

み られたのは抵抗性系統 の うち,第5回 成虫 よ りえ られ

た もののみで あった。

次 に1969年 に採集 した7系 統の個体群間 におい て感

受性の変異の薬剤間 にお ける 相関関係 を求 めた。BHC

のLD50の 増大 と フェニ トロチオンのそれが 並行 して
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第5表 累代飼育にともなう感受性変動(1969年 伊万里市採集虫)

第3図 BHC感 受性 とフェニ トロチオンお よびカルバ リ

ル感受性 との間の相 関関係(1969年 採集虫)。

い る傾向が 認め られ る。 カルバ リルに 対す る 感受性 も

BHCと 相関があ るようにみ られ るが,そ の変動幅は フ

ェニ トロチ オンに比べは るかに小 さか った(第3図)。

5. 薬剤以外の要因 とBHC感 受性の関係

水 田に 飛び込んだ ウンカが,増 殖の過程 で 短期間 に

BHCに 対す る感受性を失 う原因 は,無 防除 田で は この

現象がみ られ ない こ とか ら,施 用 され た薬剤 の陶汰圧 に

よる可能性が大 きい。 しか し,薬 剤以外 にも感 受性低下

を助長す る要因 も考 え られ るので,ト ビイ ロウン カの野

外 での生態 と関連 のあるい くつかの条 件を室 内実験 によ

って検討 した(第6表)。

まず夏期 の水 田における高温条 件の陶汰作用を検 討す

るため,1969年 の異常飛来 虫を累代飼育 したBHC感

受性系統 を材料 とし,羽 化後5日 以内の成虫(♀ ・♂各

120頭)を30℃ に移 して飼育 し,こ れ よ りえ られた次

代成虫(P1)を25℃ で増殖 させ た次代成 虫(P'1)を

"30℃ 1世 代飼 育虫"と した
。 また,30℃ で2世 代続け

て飼育 してえ られた成虫(P2)を25℃ にもど して同

様に増殖 させた成虫(P'2)を"30℃ 2世 代飼育虫"と

し,そ れ ぞれ のBHC感 受性 を検定 したが,い ずれ もも

との感受性系統 よ りもむ しろ感 受性 はやや高 か った。

ヒメ トビウンカのBHC抵 抗性 について,5令 幼 虫を

低温短 日条件 で飼育 したものは長 日条 件の ものに比べ て

BHCに 対 してLD50で3倍 の低感受 性を示 した ことが

報告 され ている(三 宅 ・木村,1962)。 そ こで,ト ビイ

ロウンカでも同様 な影響が あるか どうかを知 るために,

感 受性 系統 を材料 として,羽 化後5日 以内の成虫を18

℃, 8時 間照明下 に移 して2世 代飼育 し,え られた成

虫を検定 したが この場合 も感 受性低 下の傾 向はみ られな

か った。

トビイ ロウン カは第2回 成虫が水 田に侵 入 したのち,

次世代成虫は短翅型が優 占す るので,は ね型 と感 受性の

関係を調べた。感受性系統を通常の飼育密度の1/2の 低

密度で飼育 し(1ポ ッ トあた り100～150頭),増 加 した

短翅型成 虫のみ を選別 し,産 卵 させ る操作 を2世 代繰 り

返 した。 え られた幼 虫を通常の飼育条件 に戻 して長翅型

成 虫 として検定 したが,こ の場 合 も材料 としたBHC感

受性系統 に比べ て感受性 の低下 はみ られ なか った。

6. 薬剤の 吸収

BHC感 受性の異 な る2系 統を用いて,抵 抗 性の機構

を解 析す るため,BHCと デ ィル ドリンの吸収速度の比

較 を行 な った(第7表)。

感 受性系統 としては,1969年 伊万里市の異常飛来虫

(第2回 成虫)の 累代飼育系統(S系),抵 抗性系統 とし

て,上 記 と同一の水田でえ られた第4回 成虫の累代 飼育

系統(R系)を 用いた。 供 試時の飼育世 代数 はS系 で

19世 代,R系 は16世 代で あった。なお,供 試世代の

BHCに 対 す るR/S比 は両 系統 間で約20倍 で あった。

処理直後の総回収量(体 表+虫 体内)の 大略の値は,

施用計算値(0.05μg×25頭=1.25μg)に 対 してBHCで

第6表 飼育条件のBHC感 受性への影響
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第7表 トビイロウンカに よる薬剤 の吸収(単 位:μg/25 ♀)

注 体 表からの回収量 は3反 覆 の平均 値 ±S.D.虫 体 内 よりの抽 出量は1～2反 覆

97% (S), 94% (R),デ ィル ドリンで114% (S), 107

% (R)で あ った。

BHCの 場 合,体 表か らの回収量,虫 体内か らの抽 出

量 ともS, R系 の 間で 差異 はみ られなか った。 デ ィル

ドリンで も同様 に体表 か らの回収量,虫 体内抽出量 とも

系統 間で大 きな差異 はなか った。

考 察

稲害虫 にお けるBHC抵 抗性 は,ニ カ メイチ ュウでは

1965年 頃に認め られ,イ ネ ドロオイムシで は1963年 頃

よ り北海道で問題 とな り,1967年 に室 内実験で14倍 の

感受性差異 を示す抵抗性個体群が確認 され た(井 上 ・奥

山,1969)。 また ヒメ トビウンカで は1964年 に中国地 方

で約10倍 の差異 をもつ低感受性個体群が発 見されてい

る(木 村,1964)。

ウンカ類には1949年 頃か らBHC 0.5%粉 剤が本格

的に使 われ,そ の後1951年 には ニカメイチ ュウ防除用

として3%製 剤が一般化 したので,1～3%粉 剤が広範

に使 用され るようにな った。 さらに1960年 にはBHC

水面施 用剤 も普及 した。 そ して,1967年 頃 に西 日本一

帯で トビイ ロウンカに対 す るBHC 3%粉 剤の効力不足

が問題 とな るまでの約18年 間は,た び重な る異常発生

に もかかわ らず,BHCに よ る防除に問題 は起 こらなか

った ようである。

従来 の考 え方 としては,ト ビイ ロウンカの ように移動

性の高 い害 虫では薬剤抵抗 性は発 達 しに くい とされ,感

受性 の変動 については特 に注 意は払われなか った。 しか

し,こ の ように一般的 な抵抗 性発 達 とは異 な る型 式であ

るが,ト ビイ ロウン カの薬剤感 受性が短期間に著 しい変

動を示す現象が認め られ るので,薬剤防除 の時 期や方法,

薬剤感受性の検定や比較 に関 して新 しい観 点か ら検 討を

加 え る必要があ る。

BHC感 受性の季節的変動,す なわち高感受性 の初期

飛 来虫が水田で2～3世 代 を繰 り返す間 に感受性が大幅

に低下 す るプロセスは,こ の現象のみ られた伊万里市の

水 田では1969年 にBHC製 剤が4回 にわた って施用 さ

れ てお り,こ の陶汰圧の影響が まず考え られ る。翌年は

BHC製 剤 は使 用 されていないに もかかわ らず,同 様 に

感受性 の低下 が生 じてい るが,無 防除田や少防除田で感

受性の変化がお きていない ことを見れば,こ の場合に も

BHC以 外 に使用 され たいずれ かの薬剤 の影響である可

能性が高い とい えよ う。

木村 ら(1974)も 広島県 での トビイ ロウン カに対 する

BHC粉 剤の効力低下 の原因 を解析 し,1967年 秋 期に防

除試験を行な った結果,3%粉 剤 の効 果は不十分か つ不

安定で地域差が ある こと,各 地域か らの採集 虫に感受性

の差異が あ り,そ れはその地域でのBHC使 用歴 と明 ら

かな関連を もつ ことを報告 してい る。

しか し,室 内での陶汰試験においては,5世 代連続陶

汰によ って7倍 のBHC感 受性低 下で あった こと(永 田

・守 谷,1969)に 比べ ると,わ ずか2～3世 代で20倍

近 い感 受性低下 が生 じてい ることは,抵 抗 性発達の速や

かな点で注 目され る。 この ことは感受性低 下が単な る薬

剤 の影響 だけでない ことを示唆 してい るように思われ る

が,環 境温度 やはね型 な どについての室内実験か らは,

その影響を解明す る手がか りはえ られ なか った。い くつ
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かの薬剤の複合作用な ども考慮すべ きことで あろ うし,

さらに検討 しなければな らない。つ ぎに秋期に低下 した

感 受性が翌年 の第2回 成虫期に再 び高ま る原 因 として,

越冬期間 中のなん らかの影響 とい う考 え方は,初 期飛来

虫の発生源が 越冬 に よるものでな く海外 か らの 長 距離

移動に よる ことが ほぼ確実に な ってい る(KISIMOTO, 

1971)こ とか ら適当でない と思われ る。む しろ,わ が 国

の トビイロウンカが初期飛来に よって毎年は じめに更新

されてい る結 果 とみ ることが妥当で あろ う。

初 期飛来虫は,今 までの調査では全体 と して感受性の

高 い ものが 多いが,若 干の地域 差 も み られ る よ うで あ

る。1969～70年 の調査を通 じて,陸 上でえ られた もの

はLD50: 0.1μg/♀以下 の範 囲であ るが,ほ ぼ同時にえ

られ た虫でも1969年 の伊万里市 と唐津市 でみ られ るよ

うな差異が ある。 この伊万里市 で異常飛来 虫がえ られた

頃,東 支那海 あるいは南方定 点で採集 され た トビイ ロウ

ンカは,0.1μg/♀ 以上 で初 期飛来虫 と しては きわ めて

低いBHC感 受性を示 してい る。

これ らの事実は,初 期飛来のみ られ る時期 には薬剤感

受 性の異 な るい くつかの トビイ ロウン カの集団が移動 し

ている ことを示す とも考 え られ る。 この初 期飛来虫相互

の薬剤感受性の相違が発生源 における薬剤使 用によ るも

のか,あ るいは全 く別個 の条件 によるものか は,発 生源

その ものが不明の現在で は推定す る こともできないが興

味 ある問題で ある。

局所施用で比較 した場合,BHCは トビイ ロウンカに

対 して殺虫力の高い化合物ではない。 体重 あた りLD50

で表 わ した時,カ ーバ メー ト系薬剤のほ とん どが2μg/g

以下,そ れよ り効 力の劣 る有 機 リン系薬剤 で も10μg/g

以下 のものが 多い のに,BHCは20～30μg/g(中 程度

のBHC感 受性 をもつ虫に対 して)で あ って,最 も殺 虫

力の低い部類 に属す る(福 田 ・永 田,1969)。 しかも室

内での陶汰実験 にもみ られ るよ うに,比 較的容 易に抵抗

性を生 じる条件を もちなが ら,長 期間実用性 を維持す る

ことがで きたのは,水 田で生 じた薬剤陶汰 の影響が初 期

飛来 とい う トビイ ロウンカ特有の生態に よって,毎 年減

殺 され,累 積的 に抵抗 性の発達につなが らない とい う機

構 によるものであろ う。

調査期間 中(1969～1970),伊 万里 市の採集圃場では

BHCは 単剤 として使用 され なか ったので,本 調査 にみ

られ る感受性の変動 と実際の防除効 果の減少 の関係 は不

明で ある。 しか し,LD50が0.13μg/♀ てい どでもBHC 

3%粉 剤の防除効果の低下が問題 とされ てい る(永 田 ・

守 谷,1969)こ とな どか ら,秋 期にえ られたLD50: 0.4

μg/♀の ようなBHC低 感受性虫に対す るBHC製 剤の

効果は きわめて低い もので あった と思われ る。

この よ うなBHC抵 抗性が どの程度一般的に分布 して

いたかは,調 査範囲が限 られてい るために判断で きない

が,多 くのBHC防 除効 果低 下問題 の背後には,こ の種

の感受 性変動 が 存在 していた ことが考え られ る。BHC

の使用 は規制 され たので,そ の抵抗性 は現実的 な問題 で

はな くな っている。 しか し,今 後発生源 での状況が変化

した場合 には,飛 来 虫の性質 も大 き く変 わる ことも考 え

られ,飛 来 した高感受性個体群 による抵抗性発達の抑制

とい うパ ターンが変化す る可能性があ る。 したが って,

トビイ ロウン カについては,BHCに 代わ って用い られ

てい る殺 虫剤に関 して も,初 期飛来虫に重点をおいた定

期的 な薬剤感 受性 の調査 の意義が大 きい と思 われ る。

お わ りに,供 試 虫の採集 にあた って長期 間御協力下 さ

った鹿児島県農業試験場 の堀切正俊氏,馬 場 口勝男氏,

深町三朗氏,佐 賀県植物病害虫防除所の飯盛義高氏,有

薗敏雄氏,同 西松浦農業改 良普及所の吉川義人氏お よび

相良益巳氏,ま た定点観測船上で採集 した洋上飛来虫を

提供 して下 さった九州農 業試験場環境第一部の里見綽生

技 官,持 田作技 官に感 謝の意を表 します。

摘 要

1. BHCの トビイ ロウンカに対 する効 力低下 問題 に

関連 して,BHC感 受性 の世代間変動 を調査 した。佐賀

県伊万里市 の慣行防除 田で は初期飛来 虫(第2回 成 虫)

に比べ,第4回 ない し第5回 成虫 は感受性が著 しく低下

し,LD50で14～19倍 の差異 に達す る現象が1969～70

年にわた って観察 された。

しか し,無 防除田または防除回数 の きわめて少ない水

田では このよ うな変動 は認 め られなか った ことか ら,薬

剤 の陶汰作用 によ って,抵 抗性個体群が急 速に形成 され

たもの と推定 され た。 また,初 期飛来時 にみ られた感受

性 の復元 には,ト ビイ ロウンカの長距離移動 による個体

群の更新が関与 している と考察 した。

2. BHC感 受性の世代間差異 は,10世 代以上の室内

飼育に よって も維持 された。また デ ィル ドリンでは この

世代間差異はBHCよ り大 きく,フ ェニ トロチオンで も

6～7倍 の差異 がみ られた。DDT,カ ルバ リルでは差異

はみ られ なか った。

3. 初期飛来 のさいにえ られ たBHC感 受性系統 に対

す る温度条件,日 長,は ね型 な どの影響 を検討 したが,

いずれ もBHC感 受性 を低下 させ る傾向 は認め られなか

った。
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4. 薬剤の 吸収 速度 と感受性差異 との 関係 を 知 るた

め,BHC感 受性,抵 抗性系統 におけるBHCと デ ィル ド

リンの吸収 速度 を比較 したが,差異 は認 め られなか った。
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