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Formothion (0, 0-dimethyl S-[N-methyl-N-formylcarbamethyl] phosphorodithioate) and 

MTMC (2-tolyl-N-methylcarbamte) showed no synergistic action, either when topically applied to 

last instar nymphs or when incubated with ChE in whole body homogenate of nymphs . However, 

they showed high synergistic action when dusted in powder form over rice plants in test pots into 

which nymphs were released. Synergistic action was remarkable when one of the insecticides was 

topically applied to the stem of rice plants and another was dusted over the plants in powder from
, 

and also when both insecticides were applied to the stem of rice plants. These results indicate 

that synergistic action was realized through systemic and/or fumigant effects of the insecticides
, 

which thus operated on the nymphs indirectly. BPMC (2-sec-butylphenyl-N-methylcarbamate)
, 

MPMC (3, 4-xylyl-N-methylcarbamate), and NAC (1-naphthyl-N-methylcarbamate) also showed 

synergistic action when topically applied to rice plants in combination with formothion .

は じ め に

西 日本各地で問題 とな ってい る殺虫剤抵抗性 ツマグロ

ヨコバイ(岩 田 ・浜,1973)に 対 し,あ る種の有機 リン

系殺虫剤 とカーバ メー ト系殺虫剤の混用が共力作用 を示

す ことが知 られてい る(佐 々木 ・尾崎,1972;浜 ・岩 田,

1973)。 浜 ・岩田(1973)は,こ の共力作用が カーバ メ

ー ト剤に よる有機 リン剤の分解解毒酵素の阻害 による可

能 性を示 した。 この よ うな共力作用の検出 と解析 は,混

合 剤の実用を 目的 とす る立場か ら有用で ある。

一方,実 用的な組合わせの探索に際 し,共 力作用の検

出方法に注意が必要 と思われ る。 ツマグロヨコバイ とヒ

メ トビウン カの殺 虫剤に対 する感受性を粉剤を用いて評

価 した藤田 ら(1975)は,(虫 体)局 所施用は,自 然状

態 での殺 虫剤の行 動の うち,ガ ス効果や システ ミック効

果な どを代表で きないか ら,水 田状態での粉剤の効果を

推定 す るには,や は り(水 田状態を とり入れた)粉 剤そ

の ものによ る試験が必要であ ろうと述べた。我 々は 虫体

局 所施用では検出 されないが,粉 剤施用では顕著な共 力

作用が示 され る例 を,有 機 リン剤の ホル モチオン(ア ン

チオ(R))と カーバ メー ト剤のMTMC(ツ マサイ ド(R))と

の混合剤で見出 し,関 連す る若干の検討を行な ったので

ここに報告す る。

材 料 お よび 方 法

1. 供試虫

熊本県天草郡新和町で採集 した,い わゆ る新和 系の殺

虫剤抵抗性 ツマ グロヨコバイで,藤 田 ら(1975)に よ っ

て用い られた ものの子孫であ る。その後水 稲の芽出 しを

用い25℃ の温室で累代飼育 し,1975年7月 および1977

年2月 にNAC粉 剤散 布によ り選抜 を行 な っている。殺

虫実験に用 いたステージは,す べ て終令幼 虫である。

2. 供試 薬剤

粉剤 としては,NTMCの 市販2%粉 剤(ツ マサイ ド(R)

2%粉 剤,三 共KK),ホ ルモチオンの試製2%DL粉

剤(ア ンチオ(R)DL,三 共KK製),混 合剤 は上記 を1:1

の割合 で混合 した ものを用いた。いずれ もそのまま用 い

た場合 と,希 釈キ ャ リヤー(水 篩 した微粒 子 カツ トクレ
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Fig. 1. Young rice plant used in pot tests. Three 

plants were used in each pot in experiments 
shown in Figs. 2, 5, and 6, whereae a single 

plant was used in each pot in Fig. 7. A, B, C: 
Stem areas, a, b, c, d: Leaves.

ー) を 加 え て10倍 に うす め て用 い た 場 合 とが あ る。

化 合 物原 体 と して は,上 記 粉 剤 に 用 い られ た もの と同

じ ホル モ チ オ ン(0, 0-dimethyl-S-(N-methyl-N-formyl-

carbamethyl) phosphorodithioate)原 体(溶 媒 中71.8

%),ホ ル モ チ オ ン精 製 品(99.6%), MTMC (2-tolyl-

N-methylcarbamate, 95.7%), BPMC (2-sec-butyl-

phenyl-N-methylcarbamate, 98%), MPMC (3, 4-

xylyl-N-methylcarbamate, 96.9%),お よびNAC (1-

naphthyl-N-methylcarbamate, 97%)の 各 原 体 を用 い

た。

3. ポ ッ ト処 理

粉 剤 施 用:藤 田 ら(1975)の 方 法 に 準 じ,上 部 内径

10.5cm,底 内径9cm,深 さ10cmの プ ラ ス チ ッ ク製 ポ

ッ トに土 壌 と水 を満 して水 田状 態 と し,稲 苗(東 海17号)

を3本 植 と して温 室 内 で育 て た。 稲 が15cm程 度 に生 長

した 時(Fig. 1),ポ ッ ト上 に 内径9.5cm,高 さ25cm

の 透 明 な プ ラス チ ック薄 板 製 円 筒 を稲 に か ぶ せ る よ うに

立 て た 。 散 粉 は 市 販 の エ ン ジ ン ク リー ナ(K-61,近 畿 製

作 所 製,大 阪)で,噴 出 口か ら10cmの 距 離 に所 定 の 粉

剤 を入 れ た 小 皿(磁 製 ル ツ ボの ふ た,直 径3cm)が 乗

るよ うに加 工 した もの で 行 な った 。 これ を小 皿 が ポ ッ ト

の 水 面 近 くに な るま で 円 筒 内 に 挿 入 し,先 端 か ら空 気 を

瞬間的 に噴 出させ て(コ ンプ レッサー圧 力1.5kg/cm2),

小皿中の粉剤 を飛散 させた。 この際,ウ レタンフ ォーム

ラバーの円板 で円筒上部 を閉 じた状態で行ない,粉 剤が

円筒外に もれ るの を防いだ(詳 細 は藤 田 ら,1965参 照)。

稲 体に対す る局所施用:稲 の茎のB部 で(Fig. 1),水

面上 約4cmの 位置に,所 定濃度の化合物 を含む アセ ト

ン液を,手 動 アプ リケー タで1茎 当 り1.5μlづ っ施用

した。

放 虫:粉 剤散 分および稲体処理の後,供 試虫を1ポ ッ

ト当 り10頭 前後,あ らか じめ円筒内に とりつけた涙紙

製 の コーン内に放ち,稲 上へ 自由に移動 させた。円筒に

はナイ ロン ゴース製の上 ぶたをかぶせ,25° ±1℃, 16

時問照明の室 内に保 ち,24時 間お よび72時 間後 の生死

判定 を行 な った。各 区の くりか え しは3連 制 とした。

4. 虫体局所施用

化合物 を所定成分濃度 にアセ トンで希釈 し,常 法 によ

り氷冷麻酔 した幼 虫腹部 に,手 動 アプ リケータで1頭 当

り0.3μl施 用 した。 処理 虫は10頭 前後を稲の茎の入 っ

た ガラス円筒(直 径2cm,長 さ13cm,上 部は ゴース

ぶた,底 部は含水 ウ レタンフォームに接す る)に 入れ,

25°±1℃ に保 って24時 間後に生 死判定を した。各区の

くりかえ しは2連 制 と した。

5. ChE活 性阻害 の測定

終令 幼虫の全身 をpH 7.4の1/15Mリ ン酸緩衝液中

でガ ラスホモジ ェナイザーで氷冷摩 砕 し(100頭/12ml,

約18mg/ml),少 量 の脱 脂綿 でろ過 した液を酵素液 と

した。化合物 は所定成分量 を含むアセ トン液 として試験

管の底 に入れ,ア セ トンを揮散 させ た後 に上 記酵 素液2

mlを 入れ,37℃ で15分 間振 とうし,阻 害反応 を行 な

わせた。次 いで0.005Mヨ ウ化 アセチル コ リン液(上 記

緩衝液 で希釈)を1ml加 え,さ らに30分 反 応させ,

基質残量 をHESTRIN (1949)の 方法 で発色 させ,540nm

の吸光度 を測 定 した。

6. 共力作用の検 出 ・判 定法

ホルモチオン とMTMCお よび其 の他 のカーバ メー ト

剤 とが互 にindependentな 連合作 を示す場合の期待死

亡率又は期待阻害率 を下記のBHSS (1939)の 式か ら求

め実際に得 られた結果 と比較 した。 これ は河野(1967)

と同 じ考え方に よるものであ る。

Pm=Pa+Pb(1-Pa) (1)

Pm:混 合剤 による期待死亡(阻 害)率,Pa:混 合 剤中

のホルモチオンによ る死亡(阻 害)率,Pb:混 合 剤中の

カーバ メー ト剤による死亡(阻 害)率 。

但 し,Pa, Pbは 夫 々の薬剤 で得 られた 同帰 直線か ら読
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み取 った。

7. ツマグロ ヨコバイの稲上の 分布

化 合物の施 用位置 とツマグロヨコバイ幼虫の定着位置

との関係を知 るため,稲 苗を1本 植 と した他 は殺 虫試験

の方法 に準 じ,無 処理のま ま終令幼 虫を1, 2, 4, 8,

又は16頭 放 し,24時 間後お よび72時 間後の幼 虫の静

止位 置を調べた(Fig. 1)。 各密度に対応す る くりか え

しポ ッ ト数はそれぞれ10, 10, 4, 5, 4ポ ッ トで ある。

結 果

1. 粉剤施用

ホルモチオン,MTMC,お よび これ らの1:1混 合剤

の粉剤 として施用 した有効成分量 と終令幼 虫の72時 間

後 の死亡率 との関係 をFig. 2に 示 した。

Fig. 2に よれ ば,混 合 粉剤 では,ホ ルモチオン と

MTMCが 互にindependentな 連合作用 を示 すのでは

な く,明 らか に共 力作用作用 を示 してい る。同様の結果

が,数 回の くりか え し実 験のすべ てで得 られた。

2. 虫体局所施用

施 用後24時 間後 の結果をFig. 3に 示 した。 ホルモ

チオンは粉剤 中のもの と同 じ原体 を用いた。等 重量混用

による死亡率 は,2化 合 物が互 にindependentに 作用

す る場合の期待値 と大差 な く,共 力作用 がほ とん どない

と云 える。

3. ChE活 性阻害

Fig. 4に2化 合 物およびその等 モル混合 物によ る虫体

全 身ホモジ ェネー トのChE活 性 阻害測 定結果を示 した。

混合物の効果は,2化 合物がindependentに 作用す る

場合の期待値 と大差な く,共力作用はない と考 えられ る。

Fig. 2. Dosage-mortality regression lines for formo-
thion. MTMC, and their mixture (1:1 in weight) 
dusted over rice plants in powder form of 2% 

or 0.2% dust (Results after 72 hours).

Fig. 3. Dosage-mortality regression lines for formo-
thion. MTMC, and their mixture (1:1 in weight) 
topically applied to final instar nymphs (Resu-

lts after 24 hours).

Fig. 4. Dosage-inhibition regression lines for formo-
thion, MTMC, anh their mixture (1:1 in mol) 
applied against ChE in whole body homogenate 

of final instar nymphs.

Fig. 4の 実験では,ホ ルモチオンの精製 品を用 いたが,

粉剤に用 いた もの と同 じ原体 を用いた実験で も類似の結

果が得 られた。

一方の化合物の濃度 を一定に し(10-3M) ,他 方の化合

物の濃度 を10-5M～10-3Mに 変えた場合 も,み るべ き

共力作用はなか った(デ ー タ略)。

4. 稲体局所施用と粉剤施用の併 用

一方の化合物の一定量(ホ ル モチオ ンでは100μg/茎
,

MTMCで は20μg/茎)を 稲茎のB部 位(Fig. 1)に 局

所施用 し,他 方の化合物 を粉剤 と して3種 の散布量で施

用 した場合の72時 間後の結果 をFig. 5 I, IIに 示 し

た。 どちらの組合せで も共力作用が明 白に認め られた。

5. 稲体局所施用のみによる効果

両方の化合物 を稲体 に局所施用 した72時 間後の結果

をFig. 5 IIIに示 した。 これ も共 力作用が明 白であった。
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Fig. 5. Synergistic action of formothion and MTMC 

applied separately or in different forms. (I) 

MTMC was dusted over rice plants (100, 200, 

or 400 ƒÊg a.i./pot), and formothion was topical-

ly applied to B area of each plant (100 ƒÊg a.i./ 

plant). 46.4%: Mortality caused by formothion 

only. (II) Formothion was dusted over rice 

plants (100, 200, or 400ƒÊg a.i./pot), and MTMC 

was topically applied to B area of each plant 

(20 ƒÊg a.i./plant). 48.3%: Mortality caused by 

MTMC only. (III) Both formothion(10, 20 or 

40 ƒÊg a.i./plant) and MTMC (20 ƒÊg a.i./plant) 

were topically applied to B area of each plant. 

60.7%: Mortality caused by MTMC only.

同様に して,MTMC以 外の カーバ メー ト剤3種(各

20μg/茎 施 用)と ホルモチオン との組合せの結果は第6

図の 通 りであ る。 いずれ も 共力作用が 認め られたが,

NACの 場合 は絶対的効 力では劣 った。

6. ツマグ ロヨコバイの稲上の分布

稲上 のツマグ ロヨコバイ幼 虫の定着位 置をFig. 7に

示 した。 ツマグロ ヨコバイは投入直後か らd葉(そ の下

方部分)を 好み,稲 当 りの虫数が 多い とc葉 にも分 布す

るよ うにな る。24時 間後の結果でみ ても,d葉 とc葉

の合計は常に70%以 上で大多数を 占めた。一方,化 合

物が局所施用 された茎B部 には ほ とん ど み られなか っ

た。

72時 間後 の結 果でも,化 合 物試験時の 密度 に相当す

る1茎 当 り4頭 以下 では,24時 間後 の結 果 と ほぼ同 じ

くd, c葉 上 に70%以 上 がお り,茎B部 には非常 に少

なか った。1茎 当 り4頭 を こえる とd, c両 葉上 の虫数

の割合 は急激 に低下 し,円 筒 の壁面 および茎c部 に移動

してい る割合が急増 してい る。 しか し,茎B部 には依然

非常に少なか った。生息密度の影響 につ いては別途報告

Fig. 6. Synergistic action of formothion and each of 

three carbamate insecticides (20 ƒÊg a.i./plant) to-

pically applied to B area of each plant. Illus-

trations are the same as in Fig. 5 III.

Fig. 7. Distribution of final instar nymphs on a sin-

gle rice plant. (I) Localization after 24 hours, 
(II) Localization after 72 hours. O: Plastic cy-
linder cage covering the rice plant. Other area 
signs are the same as shown in Fig. 1.

したい。

考 察

以上の結果か ら,ホ ル モチオ ンとMTMCの 混合物

は,虫 体に局所施用 して もほ とん ど共力作用を示 さない

が(Fig. 3),粉 剤 として水 田状態 の稲 に散 布する と顕
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著 な共 力作用 を示 す ことが 明 らか にな った(Fig. 2)。

この共力作用は,一 方の化合物 を稲 の茎の下部 に局所施

用 し,他 方を粉剤散布 して も,あ るいは両方の化合物 を

稲 に局所施用 して も顕著に認め られ る(Fig. 5 I～III)。

ツマグ ロヨコバイ幼 虫(成 虫 も)が 好 んで定着 す る位 置

は,稲 体上部 の葉上(特 にd葉 下部)で あ り,化 合 物の

局所施 用点(B部)で はない(Fig. 1, Fig. 7)。

これ らの結果か ら,両 化合物の共 力作用 の発現 には,

経皮的な接触効果よ りも,植物体浸透移行 による経 口的,

あ るいは ガス化揮散によ る経気門的な効果が関係 して い

るもの と考 え られ る。事実,ホ ルモチオンには ガス効果

はないが(TSUJI and MIZUNO, 1971),ア ブラムシやカイ

ガラムシ類 に使用 され る浸透性殺 虫剤 であ り,MTMC

は浸透性の効果 は弱 いが(未 発表),強 いガス効 果が認

め られてい る(TSUJI, 1975)。

一方,虫 体全身 ホモジェネー ト中のChE活 性阻害測

定では,両 化合物の共力作用は検出で きない(Fig. 4)。

浜 ・岩 田(1973)の 例 のよ うに,こ の共力作用が カーバ

メー ト剤 による有機 リン剤 の分解 毒酵 素の阻害の結果生

ず る とすれ ば,そ れ は両 方又は一 方の化合 物の虫体内へ

の直接的一過性 の とりこみ によって生ず るのではな く,

前記の粉剤施用や稲体局所施用の よ うな稲体 を経 た とり

こみ に よって は じめ て 実現す るこ とを 示す もの であろ

う。例 えば化合物活性化に必要な経過 とも考 えられ る。

Fig. 6の 結 果によれば,ホ ルモチオン とMTMC以 外

のカーバ メー ト剤,す なわちBPMC, MPMC, NAC

との組合せで も,稲 に施用 され るだけで共 力作用 が示 さ

れ るこ とは明 らか である。NACの 組合せの効 果が劣 る

のは,NAC自 体 のガス効 果が劣る(TSUJI and MIZU-

NO, 1971)こ とに関係があ ると思われ る。

摘 要

殺 虫剤抵抗性 ツマグ ロヨコバイ(新 和 系)終 令幼 虫の

虫体局所施用に よる殺虫 力,お よび全 身ホモジ ェネー ト

ChE活 性の阻害力の両方で,ホ ルモチオン とMTMC

との共 力作用 は検出で きなか った。 しか し,混 合粉剤 と

してポ ッ ト植の稲 に散布 した場合の殺 虫力で は明 白な共

力作用が認め られた。 この共力作用 は,一 方の化合物 を

稲の茎の下方部分に局所施用 し,他方を粉剤散布 して も,

あ るいは両方の化合物を稲の茎に局所施用 して も明 らか

にみ られた。 ツマグ ロヨコバイは元来稲 の上部 の葉 を選

好 し,茎 の下 方には少 なか った。従 って,こ の共 力作用

は,化 合物 の植物体浸透性や ガス化 を前提 とし,稲 体 を

経 ては じめ て現われ るもの と考 えられ る。

ホル モチオ ンとの組合せに よる稲体局所施用での共力

作用は,BPMC, MPMC, NACで も認め られた。
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