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Effect of Cartap on the Transmission of the Rice Dwarf Disease Virus by the Vector, 

Nephotettix cincticeps. Yoshiaki KONO, Michihiko SAKAI (Pesticide Research Laboratories, 

Takeda Chemical Industries, Ltd., Sakyo-ku, Kyoto) and Shigeo MORIYA (Kyushu Agricultural 

Experimeot Statioo, Chikugo, Fukuoka Pref.) Jap. J. appl. Ent. Zool. 20: 191•`197 (1976)

This study was conducted to examine the action of cartap controlling the infection of 

rice dwarf disease with special references to the treatment of seedlings in nursery trays prior 

to the mechanical transplanting. The viruliferous leafhoppers were caged on rice seedlings in 

nursery trays which had been soaked over night in aqueous solutions of cartap hydrochloride. 

The treatment with 15ppm reduced the infection to 1/8 of the untreatment. In the treat-

ment with 50ppm, the infection was suppressed almost completely. In these tests about 

80% of the insects were poisoned until 6hr following the release. In the transplanted seed-

lings treated with the 20-ppm cartap solution in the nursery trays, the infection was reduced 

to 50% of the untreatment, though the rates of heavily poisoned insects did not exceed 15% 

during 24hr. The probing frequency on the plants decreased even in the insects showing no 

appearance of the intoxication. Results of other experiments using artificial membranes also 

supported the effect on the probing activity. It is concluded that the rapid lethal action of 

cartap and the depressive effect on the transmitting behavior of the leafhopper at sublethal 

doses account for the reduction of the rice dwarf disease.

緒 言

カル タ ップ粒剤の苗代期あ るいは本 田初期の施用は ツ

マグロヨコバイNephotettix cincticepsの密度 を顕著に低

下 させ,こ の虫が媒介 するイネ萎縮病の発病抑制の効果

が高いが(尾 崎 ら,1974),こ の ことは,カ ル タ ップ剤

も最 近 ダイシス トンな どで実用化 されてい るイ ネの植 え

付 け前 の育 苗箱処理 に よるイネ萎 縮病防除に適用で きる

ことを示唆 してい る。

また,カ ル タ ップはsublethal doseに よ って ツマグ

ロヨコバイの吸汁行動 を抑制す ることが明 らかに されて

お り(KONO, et al.,1975),萎 縮病の抑制が カル タ ップ

のツマグ ロヨコバイに対 する殺 虫作用 に よって起 こる以

外に,媒 介行動 を抑え るために起 こる可能性 も考え られ

る。

さらに,萎 縮病 を抑 える機作 と して,媒 介昆虫 に作用

す るだ けで なく,イ ネ体 内に吸 収され たカル タ ップが萎

縮病 ウィルスの植物体内での増殖な どに影響 を与 える可

能性 も皆無では ない。

そ こで,こ れ ら3点 の可能性 につ いて萎縮病 ウ ィルス

を保毒 した ツマグロヨコバイを使 って実験的 に検討 した

ので報告す る。

本文に先立 ち,保毒 ツマグロヨ コバイを御分与下 さ り,

かつ実験 を進 める当って多 くの助言 を賜 った九州農業試

験場病害第2研 究室長,新 海昭博士 に心か ら謝意 を表す

る。 また,実 験遂行 に際 し,種 々の ご助力 を賜 った 同試

験場 虫害第2研 究室,前 田洋一技官が不慮 の事故 で他界

され た。心 よ りご冥福 をお祈 りしてお礼 に代 える次第 で

ある。

1 現在,農 林省農業技術研究所
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材 料 お よび 方法

1. 保 毒虫による ウイルス媒介実験

実 験1:底 部 に 給水孔 のある 直径3cm,深 さ3cm

の塩化 ビニール製実験用育苗箱 に植壤土 を詰め,イ ネ籾

(品種:レ イホウ)を 容器 あた り14～16粒 播種 した。

イネが2～3葉 期にな った とき,15お よび50ppmの カ

ル タ ップ塩酸塩水溶液に土の部分が漬か る程度 に容器 を

16～17時 間浸漬 して,薬 剤を吸収 させた。 ろ紙で薬液

を軽 く拭 った後,4個 を1組 として,直 径9cm,高 さ

約20cmの 透明な塩化 ビニール製 の円筒 をかぶせ,そ の

中に萎縮 病 ウィルス保 毒ツマグ ロヨコバイの成 虫19頭

(雌6,雄13)を 放 した。保 毒ツマグ ロヨコバイは九州

農業試験場病害第2研 究室 で確保 しているもので,保 毒

率は80%で あ る。放虫後一定時間 ご とに虫の状態 を観

察 し,24時 間後に 虫を取 り去 って,吸 汁 を受 けた苗 は

6～10本 ずつ,直 径5cmの ビニール ・ポ ッ トに移植 し

た。 これを温室で栽培 し,移 植20日 後に萎縮病の発病

を調査 した。発病は新葉の葉脈に沿 って生 じた乳 白色の

連続 した斑 点を 目安に判 定 した。

なお,実 験 は1区2反 復 で実施 した。

実験2:実 験1と 同様 に直径3cmの 実 験用 育苗 箱に

苗 を作 り,こ れ を4個1組 に して塩化 ビニール製 円筒 を

かぶせ保毒 虫を放 した。放 虫後2時 間あるいは1日 で保

毒 虫を取 り去 り,苗 は育苗 箱のまま150ppmカ ルタ ップ

水溶液に約1日 浸根 した後,移 植 して発病調査 まで温室

で栽培 した。実験に反復はな く,2時 間放 虫の実験 には

成 虫20頭(雌 雄 同数),1日 放虫の実験には17頭(雌

6,雄11)を 供 試 した。

実 験3:直 径9cm,深 さ3cmの 塩 化 ビニール製実験

用育苗箱 に2～3葉 期のイネ苗(約80本/箱)を 作 り,

土が漬か る程度 に育苗箱 ごとカル タ ップの20お よび40

ppm水 溶液に約15時 間浸漬 した。そ の後直 ちに処理苗

を ビニール ・ポ ッ トに2本 ずつ移植 し,塩 化 ビニール製

円筒(直 径5cm,高 さ18cm)を かぶせて保毒成 虫1頭

ずつを放 した。各処理区は90ポ ッ ト,対 照は80ポ ッ

トとした。

放虫2, 4, 6時 間および1日 後 にツ マグ ロヨコバイの

中毒状態 を観察記録 した。2お よび6時 間後 にはイネま

たは円筒 に とま っている個体 を症状 「1」,土 の上 にい

る個体 を 「2」,仰転 している個体 を 「3」 と記録 し,ま

た,1日 後 には,虫 体 を ピンセ ッ トの先で刺激 した とき

に,跳 ぶ個体 を 「1」,歩 行す るだ けの個体 を 「2」,脚

を微動す るだけの個体 を 「3」,全く動かない個体 を 「4」

として記録 した。

1日 後 の調査 の後,虫 を取 り去 った苗 は発 病調査 まで

温室 で栽培 した。 虫を取 り去 った際に,無 処理 区13ポ

ッ ト,処 理 区15ポ ッ トの苗 はエタ ノールで前処理後,

エ リ トロシンB 0.2%水 溶液 でツマグ ロヨコバイの 口針

鞘 を染色 し,計 数 した。

さらに,取 り去 った虫の うち,中 毒症状の比較的軽い

個 体を各区20頭 ずつ選び,前 記 と同様に して,無 処理

の新 しい苗に1日 間放虫 した(第2回 放虫 と呼ぶ)。 ツ

マグ ロヨコバイの中毒状態 は,は じめの放虫の とき(第

1回 放 虫)と 同様 な基準で放虫4時 間お よび1日 後 に調

べ た。 この苗 を虫も取 り去 って発病調査 まで温室 で栽培

した。

2. パ ラフィル ム膜 を使 った吸汁試験

直径2.5cm,高 さ2.5cmの ガラス リングの上面 に小

山 ・三橋(1969)の 方法に従 って,パ ラフ ィル ム(R)を張

り,そ の上 に試験液を1滴(0.06～0.1ml)落 とし,さ

らに もう1枚 のパ ラフィル ムで覆 った。 これ らをろ紙上

に並べ,中 にツマグ ロヨコバイ成 虫(無 毒虫)を 放 し,

1日 後 の仰転 虫および死亡 中を数 えた後,パ ラフ ィルム

はエ リ トロシンB水 溶液 で染色 し,口 針鞘 を解剖 顕微鏡

下で計数 した。

ツマグロヨコバイのhoney dew量 は,ろ 紙に吸着 し

た ものを アニス アル デヒ ド硫酸で発色 させ,そ の合計面

積か ら算出 した。

2種 の溶液を選択で きるように して,ツ マグロヨコバ

イに吸汁させ る場 合には,ガ ラス リング上面 中央に銅 線

を渡 してパ ラフ ィルムを張 り,2分 され た半 円部のおの

おの に溶液 を滴下 した。 この場合 の 口針鞘数 も,特 に示

さない限 り,パ ラフ ィル ム全面 に検 出され たものを計数

した もので ある。

吸汁のために供 した溶液は,蒸 留水(W), 5%し ょ糖

水 溶液(S)な らびに,そ れ らに所定濃度の カル タ ップ

塩酸塩を溶解 した ものであ る。

結 果

1. ツマグロ ヨコバイの ウイルス媒介 に及ぼす カル タ

ップの影響

(1) 殺虫力 と発病抑制効果(実 験1)

15ま たは50ppmの カル タ ップ水溶液に1晩 浸根 した

苗に保 毒虫を放 した実験1の 結果を第1図 に示 した。図

には,各 時間におけ る保毒虫の生 存率 とイ ネ萎 縮病の発

病株率 を示 し,2時 間後 お よび4時 間後には生存 虫の う

ち,イ ネに とま っている虫の割合 も示 した。
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第1図 カルタップ処理イネに保毒虫を放したときの生存

虫率の変化と萎縮病発病株率。

それぞれのグラフの左の数字は放虫数/株数を,右

の数字は発病株率(%)を 表わす。

処理区の放虫2時 間後と4時 間後では,イ ネにとま

っている個体は点刻部分として区別 して示 した。

無処理 区の虫はすべ てが24時 間後 まで生存 し,平 均

発病株率 は37%で あ った。

15ppm区 で は,2時 間後 および4時 間後 の平均生存

率 はそれぞれ97%, 42%で,そ の間,イ ネに とまって

い る虫は平均26%で あ った。24時 間後の平均生存率 は

21%で あ り,発 病株率の平均は4%で あった。反復1

は反復2に 比べ2時 間後あ るいは4時 間後に イネに とま

ってい る個体数 な らびに24時 間後の生存 虫数 が多 く,

発 病株率 も高か った。

50ppm区 では,4時 間後にす でに平均生存 率が26%

に下が り,24時 間後 には反復2で19頭 中1頭 が生存 し

ていたに過 ぎず,萎 縮病 の発病 も この反復 に1株 み られ

たのみで あ った。

(2) 保毒虫に よるウィルス接種直後の薬剤処理 と発

病率(実 験2)

実験2の 結 果を第1表 にま とめた。

保 毒虫を2時 間放 った後 カル タ ップ水溶液に浸根 した

区の発病 株率 は8%で,無 処理区の発病株率が19%で

あ ったのに比べて低 か った。 しか し,両 者の間には統計

学的 な有意差 はなか った。

第1表 保毒虫放虫後のカルタップ処理 と発病株率

第2図 カルタップ処理後移植 したイネに放虫したときの
ツマグロヨコバイの中毒症状 と萎縮病発病率。

無地:症 状 「1」,点部:「2」,斜 線部:「3」,

黒色部:「4」

また,24時 間放 虫 した後 にカル タ ップ水溶液 を 処理

した 区では発病株率が31%で,無 処理区の発病株率35%

と全 く差が認め られなか った。

(3) 保毒虫の虫毒症状 と萎縮病媒介率(実 験3)

カル タ ップ処理後 に移植 した苗 を吸汁 した保 毒虫の中

毒状態 は第2図 に示 した通 りであ る。図にはそれ ぞれ の

区の発病ポ ッ ト率,発 病株率 を同時 に示 した。

無処理 区ではすべ ての個体が健全 で症状 「1」 の状態

を続 けた。

カル タ ップ20ppm処 理区では,植 物に とまって吸汁

で きる個体(症 状 「1」)が観察期間を通 して約60%あ

り,ま た,は っき り中毒 とわか る症状 「2」 を示す個 体

が約30%で あ った。

40ppm処 理区では症状 「1」 を示す個体 が,6時 間

後まで約70%み られ,20ppm処 理区よ りかえ って多か

ったが,1日 後 には10%に 下 が り,症 状 「2」,「3」の

虫の割合 が高 ま った。両処理 区 とも,1日 後 では完全 に

動 かな くな った症状 「4」の割合 が5%を 越 えなか った。

発病 ポ ッ ト率 は無処理 区が50%で あ ったのに対 し,

20ppm区 では24%, 40ppm区 では28%で あって,両

処理 区 とも無処理 区の約半分 に低下 し,発 病株率で も無

処理 区(35%)の 約半分で あった。 なお,40ppm区 の

発病ポ ッ ト率が20ppm区 よ り高か ったのは,6時 間後

までの虫の中毒症状が40ppm区 でやや軽か った ことと

関連 してい ると考 え られ る。 ただ し,40ppm区 で中毒

症状 が軽か った理 由は不 明であ る。

ツマグ ロヨコバイの雌雄 の間では,中 毒症状の軽 重の

差 は認 め られず,し かも,萎 縮病媒介率 についても無処
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第2表 カルタ ップ処理 イネに放虫 した ときの各時 間にお

け るツマ グロヨコバ イの中毒症状 と萎縮病の発病 ポ

ツト率(%)

20ppmと40ppm処 理 区を合 わせ て計算 した。

無 処理 区は各時 間 とも症状 「1」 で発病ポ ッ ト率は50%で あ

った。

第3表 カルタ ップ処理 に よる中毒虫の 口針鞘数

処理 区にお ける症状(1)の個体 の口針鞘数 の平均 は64 (68%),

それ よ り重 い症状 の個体 の平均 は62 (67%)で あ った。

理 区の場合,雌 が48%,雄 が52%で ほ とん ど差 がなか

った。

放 虫後 の各時 間における保毒虫の中毒症状 とそれ らの

個体 の萎 縮病の媒介率(発 病ポ ッ ト率 と同 じ)と の関係

を,20ppm区 と40ppm区 をい っしょに して第2表 にま

とめた。

どの時 間において も,処 理区の症状 「1」 の個体は萎

縮病媒介率35%前 後 を示 し,こ の値 は無処理 区の50%

よ り明 らかに低か った。そ して,6時 間後 までは,中 毒

症状が重い個体ほ ど,媒 介率は低か った。 しか し,1日

後にな ると,症 状 「2」, 「3」, 「4」の間には媒介率に差が

み られな くな った。 また,2時 間後の症状 「2」お よび

「3」の個体の媒介率が,4時 間後あ るいは6時 間後の

同症状を示す個体の もの よ り高か ったのは,一 度,苗 か

ら土の上 に落 ちた虫 も再 び苗 には い上 って吸汁 し,そ の

際 にも萎縮病 を伝搬 したた めである と考 え られ る。

第3表 には各処理 にお いて,ツ マグ ロヨコバイが2本

の苗 に残 した 口針鞘 と,そ れ らの無処理 の 口針 鞘数 に対

す る割合 を示 した。両処理 区 とも,無 処理 区に比べ 口針

鞘数 は少 な く,20ppm区 が72%, 40ppm区 が63%で

あ った。

各処 理区で中毒症状が軽か った個体を無処理苗に放 し

た第3回 放虫の観察結果を第4表 に示 した。放虫後 中毒

症状が重 くな る個体は20ppm区 で20%認 め られたが,

1日 後まで死に至 った個体に両処理区に1頭 ずつみ られ

たのみであ った。発病株率は無処理区お よび両処理区 と

第4表 第2回 放虫時における中毒症状の変化と発病ポッ

ト率

第5表 第1回 および第2回 放虫におけるツマグロヨコバ

イの萎縮病媒介の変化

○は萎縮病を媒介しない場合,● は媒介した場合,先 の○は

第1回 放虫時,後 の○は第2回 放虫時を表わす。

も35%で あ ったが,発 病 ポ ッ ト率は 無処理区の40%

に対 し,20ppm区 で55%, 40ppm区 で60%と 両処理

区で高か った。

第5表 には,第1回 放虫の ときの萎縮病媒介 と第2回

放虫の ときの媒介 とを個体別 に見 た結果 をま とめた。

これ によると,処 理 区で は第1回 放 虫時 には萎縮病 は

媒介 しなか ったが,第2回 放 虫時 に無処理苗へ媒介 した

個体(図 中の ○-●)が 無処理 区よ り多い ことが わかる。

しか し,処 理 区では,第2回 放 虫時 に2本 の苗 を ともに

発病 させ た個 体の割合 が無 処理 区に比べてかな り低 か っ

た。

2. パラ フィルム膜を使 った吸汁試験

(1) ツマグ ロヨコバイの 口針鞘数 とHoney dew量

に及ぼす カル タ ップの影響。

カル タ ップが ツマグロヨコバ イの 口針鞘数を減少 させ

るこ とはすで に報告 したが(KONO et al., 1975),こ こ

では,こ の ことの確認 とカルタ ップがツマグ ロヨコバイ

の排泄す るhoney dew量 に及 ぼす影響 を実験検討 した。

カル タ ップを含む5%し ょ糖液 をツマグ ロヨコバイに

1日 間吸汁 させ た結 果を第6表 に示 した。 カルタ ップ濃

度が0.5ppmで は,死 亡数 は10頭 中1頭 であ ったに

もかかわ らず,口 針鞘数 は しょ糖液 のみの半数 以下 にな
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第6表 ツマ グロヨコバ イの吸汁に 及ぼす カル タップの影

響

第7表 しょ糖液 と水 を選択 で きる ように吸汁させた ときの

ツマグロヨコバ イの吸汁 に及ぼす カルタ ップの影 響

S: 5%蕉 糖液,W:水,英 字 の肩のPは2ppmの カルタ ッ

プを含んでい ることを示す。l:生 存虫,d:死 亡 虫。

り,honey dew量 は平均値で約1/5に 減少 した。1ppm

で も,0.5ppmと ほぼ同様の結果で あった。5ppmに な

る と10頭 中8頭 が死亡 し,口 針鞘数,honey dew量

ともさ らに減少 した。 この結 果は,5ppmの カル タ ッ

プ液 を吸汁 した場合 には,中 毒症状 が速やかに現 われた

ためであ る と考 えられ る。

(2) ツマグロ ヨコバイの吸汁 に対す るカルタ ップの

忌避 作用についての検討。

水 あるいは5%し ょ糖液の どち らか一方に2ppmの

カルタ ップを加 え,2溶 液 を選択吸汁で きるように した

ガ ラス リング内に 雌成 虫1頭 ずつを 放 した ときの死亡

率,口 針鞘数 は第7表 の とお りであ る。

カル タ ップを含 まない実験 区につ いて見 る と,し ょ糖

液を2か 所 に配 した 区(S-S)で は口針鞘数 は同数ず つ

であ った。 しょ糖液 と水の 区(S-W)で は,合 計 口針鞘

数 は しょ糖液単独区(S)やS-S区 と大差 なか ったが,

しょ糖液 の側 に 口針 鞘がかた よっていた。

しょ糖液のみ とカル タ ップを含 む しょ糖液 とを並べた

区(S-SP)で は,カ ル タ ップを含む側の 口針鞘が やや少

なか った。 しか し,死 亡率(67%)は カル タ ップ2ppm

を含む しょ糖液単独区(SP: 60%)と 差はな く,ツ マグ

第8表 しょ糖液 と水 とを選択 できるよ うに して吸汁 させ

た ときの ツマグロヨコバ イの死亡率 と口針鞘数 に及

ぼす カル タ ップの影響

*1 S0-W1は しょ糖液 のみ と1ppmの カル タ ップ(肩 の数

字で示す)を 含む水 とを選択で きるようにして吸汁 させた

ことを示す。
*2 S% , W%は それ ぞれ し ょ糖液の部分,水 の部分にある

口針鞘の割合を示す。

100-(S+W)%は それ らの周 辺部分につけ られ た口針鞘

の割合 を表 わす。

ロヨコバイが カルタ ップを含む しょ糖液 を避 け,他 方 の

カル タ ップの含 まれ ない しょ糖液 を選ん で吸汁 した とは

考 えられ ない。 ところが,カ ルタ ップを含 む しょ糖液 と

水の区(SP-W)と しょ糖液 と カル タ ップを 含む水の区

(S-WP)と の間におけ る死亡率お よび合計 口針鞘数を比

較す ると,後 者の死亡率が明 らかに低 く,口 針鞘の減少

も後 者にはみ られなか った。

これは,S-WP区 の カル タ ップを含む水か らは ツマグ

ロヨコバイが死 に至 る程 の量 を吸汁 しなか った ことを示

している。

この点 につ いては,カ ル タ ップの濃度 を変 えて実験 し

た第8表 の結果か らも裏付 けられた。 この実験 では リン

グに2頭 の成虫を入れ,口 針鞘数は溶液部分に あるもの

と,そ の周 囲の部分にあ るもの とを分けて計数 し,ま た

放 虫2時 間後 には,パ ラフ ィル ム膜 に 口針 を挿入 してい

る個体 の数 を調 べた。

2時 間後 には,S0-W4お よびS0-W8の2区 を除 くす

べての 区で,ツ マグ ロヨコバイは しょ糖液の部分 で吸汁

していた。 ツマグロ ヨコバイが しょ糖の方 を好んで吸汁

す ることは,口 針鞘数 の比較か らも裏付 けられてお り,

カル タ ップの濃度の上昇に伴ない死亡率が高 まって も,

1例(S2-W2)を 除 くすべての区で しょ糖液部分の 口針鞘
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が水部分のそれ よ りに るかに多か った。以上の結果は,

ツマグロヨコバイは,カ ル タ ップ溶液を特に忌避す るこ

とはな く,し ょ糖液 と水 とを並べて置かれた場合 には,

しょ糖液を好んで吸汁す る ことを示 している。 カル タ ッ

プが水に含 まれた場合 に死亡率が低か ったのは,こ のよ

うな ツマグロヨコバイの吸汁選好性 によっている と考 え

られ る。

考 察

実験1の 結 果か ら,カ ル タップを処理 して24時 間後

に保 毒虫の死亡率 が100%で あれば,萎 縮病の発病はほ

とん ど完全 に抑え られ,死 亡 率が80%程 度で あれば10

分 の1程 度 に抑え られる ことがわか った。 これは,処 理

区の生存率 の時 間的推 移(第1図)か らも推察で きるよ

うに,カ ル タ ップが ツマ グロヨコバイに対 して速効的 に

作用す るためではないか と考 えられ るが,カ ル タ ップが

速効性であ ることは守谷,前 田(未 発表)に よって も確

認 されてい る。

実験3の 無処理区の ツマグロ ヨコバイは24時 間 内に

50%の 個体が萎縮病を媒介 し,35%の 稲株 を発病 させ

たが(第2図),同 じ保毒 虫は2時 間 で19%の 稲株 を発

病 させ ている(第1表)。 新海(1962)は 絶食 させ た保

毒虫は30分 間の吸汁で充分萎縮病 ウ ィルスを媒介す る

と報 じてい るが,そ れ とこの実験 の結 果を考 える とカル

タ ップの効力は非常 に速 やか に発現 し,ツ マグ ロヨコバ

イの萎縮病媒介 を抑 える ことが さ らに明確 にされ た とい

える。

第2表 におい て,カ ル タ ップを処理 した苗 を吸汁 し,

しか も,中 毒症状が 「1」 の 虫はどの時 間において も,

発病 ポ ッ ト率 は30%程 度 であ ったが,こ の値 は無処 理

区の50%よ り明 らか に低 く,こ の結 果は,カ ル タ ップ

を吸汁 しても仰転す る程 の中毒は現われ ず,外 見上 は正

常 に吸汁 している個体 も媒介能 力が低下 してい ることを

示唆 している。

実際,カ ル タ ップのsublethal doseを パ ラフ ィル ム

膜 を通 して吸わせ た場合,ツ マグ ロヨコバイの吸汁行 動

が抑制 され る ことは,口 針 鞘数 の減少 か らも知 られてお

り(KONO, et al., 1975),し か も,第6表 に示 したよ う

に 口針 鞘数 の減少に伴ない,honey dewの 排泄量が著

しく少 な くなる ことに よって,い っそ うは っき りした と

いえ る。

パ ラフィル ム膜 を使 った吸汁選好試験の結果(第7, 

8表)か ら,ツ マグロヨコバイは カル タ ップに強い忌避

作用を示 さない ことが明 らかにな ったので,カ ル タ ップ

の低 濃度処理 による萎 縮病発 病の低下 は,保 毒虫の媒介

行動 の鈍化に よると考え られ る。

ツマグ ロヨコバイの萎縮病媒介の生態学的機構 につい

ては,NAKASUJI (1974), NAKASUJI and KIRITANI (1972)

お よびNAKASUJI et al. (1975)に よって モデル解析が

行なわれて いる。殺虫剤 を育苗箱 に処理 して萎縮病 を防

除 しよ うとす る場合 には彼 らの言 う飛び込み世代 による

媒介のみが対象 となる。彼 らの伝染株率(AT)と ツマグ

ロヨコバイ成 虫の密度(NA),保 毒虫密度(P)と の関係

式AT=αlogNA・P+β(α,β は定数)に よる と,殺 虫

剤 な どに よる ツマ グロヨコバイの密度低下 が伝 染株率 を

抑 えるのに寄 与する能率は低 く,む しろ,媒 介能力(α,

β)を 低下 させ る ことの方が効 率的であ る。 カル タ ップ

剤 はツマ グロヨコバイの密度低 下 とともに,こ の ように

媒介 能力を も低下 させ る作用を顕著に現わすため,萎 縮

病の防除 とい う面か らは有効であ ると考 えられ る。

摘 要

ツマグロヨコバ イによって媒介 され るイネ萎縮病の発

病が カル タ ップの育苗箱処理 によって抑制 され る機作 と

して,

1. 保毒 虫に対す る殺 虫作用

2. 保毒 虫の媒介行動 に対 する抑制

3. 植物体 中での萎縮病 の発病 に対す る直接 の作用

の3つ が考 えられ るので,そ れぞれ の可能性 を保毒 虫を

使 って実験的 に解析 した。

その結果,カ ル タ ップはツマグ ロヨコバイに対 して速

効的 に殺 虫作用 を示 す こと,お よび,sublethal doseに

よってツマグ ロヨコバイの萎縮病媒 介行動 を鈍 らせ る こ

とが 明 らか にな った。

しか し,カ ルタ ップが イネ体 内での萎 縮病の発病 に対

して直接 に作 用する可能性 は少ない。
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