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Cartap (CTP) concentrations in rice plants were measured by gaschromatography after 

treatment with CTP granules in a nursery box. Insecticidal activity of the plant to two species of 

insects, Nephotettix cincticeps and Laodelphax striatellus, was simultaneously tested. It was shown that 

CTP which was brought into the paddy field with the soil at transplantation was absorbed by the 

plant, and therefore, a high level of insecticidal activity was maintained for more than two weeks. 

CTP concentrations calculated from the mortality of the two insects based on the CTP concent-

ration-mortality curves did not correspond with those analyzed by gaschromatography. The 

later was much higher than the former. One of the reasons for this difference is thought to be the 

CTP accumulation in the part of the leaves. CTP seemed to be conveyed in two ways in the rice 

plant. One was in the xylem, but the other was not clear. It took about two days to go up to the 

leaf from the root by the second way. The insecticidal activity could not be interpreted by CTP 

concentrations in the xylem exude because these were much lower. CTP in the phloem sap, there-

fore, seemed to have an important role in insecticidal activity to sucking insects.

カルタ ップ1)粒剤(パ ダン(R)粒剤)を 植え付け前の育苗

箱に処 理す ることによって,本 田初期の ツマグロヨコバ

イの防除,お よび,こ の虫が媒介す るイ ネ萎縮病の防除

が可能 であ ることが各地の農業試験場で確認 された。

カル タ ップは ツマグロ ヨコバイNepkotettix cincticeps

に対 して速効的 に殺虫作用 を現わ し,し か もsublethal 

doseで も,こ の昆虫の萎縮病媒介行動 を鈍 らせ るので,

イネ萎縮 病防除に優れた効果 を示す と考 えられ る(河 野

ら,1976)。

しか し,必 要以上 に処理薬量 を高め る と,イ ネに薬害

が出 る場 合があ る。各地 の試 験場 お よび当農薬研究所の

これまでの研究か ら,育 苗箱処理 を行な った際の カル タ

ップの薬害および効力の持 続性は,育 苗箱に入れ る土壤,

本田の土壤の両 者に強 く依存す ることが明 らか にな った

が,土 壤の どんな性質に依 るかは解明 されていない。 こ

の問題 を解決す るために も,ま た,今 後 カル タ ップ粒 剤

を安全に使用す るため にも,処 理 された薬剤が どの程度

イ ネに吸収 され,ど の よ うにイネ体 中を移行 してツマグ

ロヨコバイに吸われ るか を知 ることは重要で あると考 え

られ る。

そ こで,育 苗箱 に処理 された カル タ ップの動 きを知る

手始め と して,ほ 場 の条件 とはやや異 なるが,金 属 バ ッ

ト中で処理イ ネを育 て,こ のイネの地上部 のカルタ ップ

濃度 を化学的 に定量 し,そ の推移 を明 らかに した。 同時

に,ツ マグロヨコバイ,ヒ メ トビウンカを生育 中のイネ

に放 し,そ の死亡率か らこれ ら昆 虫の吸汁部位 のカル タ

ップ濃度 を推定 して,上 記 の定量値 と比較 した。

さ らに,カ ル タ ップ水 溶液 に浸根 した イネの各部分 の

濃度 を定量 し,カ ル タ ップのイ ネ体内移行経路 と吸汁昆

虫に対す る殺虫力発現 との関連 を考察 した。

1) 本 稿 で は 「カル タ ッ プ」は1, 3-bis (carbamoylthio) 2-(N, N-dimethylamino) propane hydrochlorideを 指 す こ と とす る.
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材 料 お よび 方 法

1. 粒剤の処理 と移植

2.5葉 期のイ ネ苗(品 種,旭4号)約2500本 が値え

られた育 苗箱(60×30×3cm,当 研究所 で使用 してい る

砂壌土6500gが 入 ってい る)に,カ ル タ ップ4%粒 剤

50gを 均一 に播 き,た だ ちに500mlの 水 を散水 した。

3時 間放置後,上 記 の砂壤土 を深さ7cm入 れ,水 深 を

1.5cmに 保 った100×50cmの 金属製バ ッ トに,苗5～

7本 を1株 として30株 移植 した。 移植に際 して,苗 の

根 に土が付 いた まま植 える通常 区 と根 に付 いた土 を洗い

落 した後植 える根洗 い区 とを設 けた。

2. カル タ ップの 定量

比色定量法:試 料 中のカルタ ップを 加水 分解 し,ま

た,共 存す るネライス トキシンは水 素化ホ ウ素ナ トリウ

ムで還元 し,生 成す るジ ヒ ドロネ ライス トキシ ンを西 ら

(1970)の 方法 に従 って,5, 5'ジ チオ ビス(2-ニ トロ安

息香酸)で 発 色させ 定量 した。粒剤か らの カル タ ップの

溶 出量,育 苗箱 土壤 の水 洗液中の量,お よび,カ ル タ ッ

プ水 溶液 に浸根 したイネの溢泌液中の量は この方法で定

量 した。定量 値は反復の平均値で表 した。

ガス クロマ トグ ラフィー:イ ネ体中の カル タ ップ濃度

は この方法で定量 した。な まイ ネを細切 し,0.02N塩 酸

を加 え粉砕抽出 した。抽出物 をアンモニア ・アル カ リ性

で加 水分解 し,酸 化 して ネライス トキシンに変 えた。液

々分配法 によって ネライス トキシンを精製後,ガ ス クロ

マ トグラフ ィーに よ り定量 し,こ れ をカル タ ップ量 に換

算 した。

3. 殺虫試験

供試 昆虫は,当 研究所においてイ ネ芽出 し苗 を与 えて

累代飼育 してい るツマグロヨコバイ成 虫(雌 雄混合)と

ヒメ トビウン カ雌成虫 を用い,い ずれ も羽化後3～7日

に供試 した。

立 毛中のイ ネでの試験は,1株 のイ ネに1辺9cm,

高 さ35cmの 正 三角柱塩化 ビニ ール製 ケージを かぶせ

て行ない,両 種昆虫各10頭 をその中 に放 した。

試験管 を使 った試験では,抜 き取 ったイ ネの根 を良 く

洗 った もの,ま たは,切 り取 った葉身 を,2mlの 水 を入

れた試験管(直 径2cm,長 さ14cm)に 差 し,そ れぞれ

10頭 の両種昆 虫を放 した。

40ppmカ ル タ ップ水溶液 に イ ネを 浸根す る実験 での

殺虫試験 も,上 述の試験管内の試験 に準 じて行 な った。

どの試験 も1区4反 復 で,1日 後 に死 虫数 を調 査 して

平均死亡率 を求 めた。

パラフ ィル ム(R)を用 いた殺 虫試験 は,前 報(KONO et 

al., 1975;河 野 ら,1976)に 示 した方法 で行 な った。 吸

汁液 と して,所 定濃度の カル タ ップを含んだ5%し ょ糖

液 を与 えた試験 と,カ ルタ ップ溶液 と しょ糖液 とを選択

で きるよ うに分 けて与 えた試 験 との2通 りを採用 した。

この試験 は各 区10反 復 で,1反 復 に2頭 の虫を放 し,

1日 後 の死 虫を数 えた。

そ の他 の細か い試験法 は,結 果の項 に記述 す る。

結 果

1. 粒剤か ら育苗箱 中への カル タ ップの 溶出

4%カ ル タ ップ粒剤5gを100mlの 蒸留水 に1晩 漬

けて溶 出 したカル タップ量 を 比色定量 した ところ,160

mg/100mlで あ った。 これ は粒 剤中に含 まれ る量の80

%に 相 当 し,残 り20%は 粒 剤中に保持 され続けてい る

と考 え られ る。

50gの 粒 剤 を処理 した移植直前の育苗箱か ら粒剤 を回

収 して,上 記 と同様 に蒸留水 に浸漬 し,溶 出す るカル タ

ップ。量 を定量 した。その結果,1箱 中の粒剤か ら198mg

が溶出 した。

以上 の結果か ら,1箱 に50gの4%粒 剤 を処理す る

と,移 植時には すでに約1400mgの カル タップが育苗

箱土壤中に溶出 してい ることがわか った。

移植直前の苗 を育苗箱か ら6×6cm分(育 苗箱の1/

50)を 土 とともに切 り取 り,苗 地上 部 を切 り去 り,さ ら

に粒 剤を 取 り去 った後 に漏斗に入 れ,200mlの 蒸留水

で5回 洗 った。各回の洗液の カル タップ濃度はTable 1

の通 りであ る。第1回 の洗液には60ppmの カル タップ

が検 出されたが,5回 目には5.7ppmに 下 った。 この

間 に土壤 か ら洗い出 された全 カル タップ量は24mgで,

箱 当た りに換 算す ると1200mgに な る。

次節 で述 べ るように,移 植時に苗に吸収 されてい るカ

ル タップ量は育苗箱1箱 当た り10～20mg程 度であ ると

Table 1. CTP concentration in the eluent of nursery 

box treated with CTP granules (50g of 4% 

granules/box)

1/50 of seedling mat in the treated box was cut and 

eluted with water for five times.
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考 え られ るので,水 で5回 洗 った後 も土壌 に吸着 されて

いるカル タップ量 は 箱 当た り180～190mgと 推定 され

る。

これ と比較 す るために,当 研究 所福知山農 場西田水田

の土壤(植 壤土)を 育 苗箱の床 土 として,同 様な方法で吸

着 量を調べ た ところ,育 苗箱 当た り約810mgで あ った。

以上 の ことか ら,今 回の実験に使用 した砂壤土が カル

タップを吸着 し難い土 であ り,移 植時 には処理 した量の

約60%が 比 較的移動 しやすい形 で育苗箱土壤中に存在

している と考 え られ る。

2. イネ地 上部 のカルタ ップ濃度の変化

金属 バ ッ トに移植 したイネの地上 部の カル タップ濃度

を定量 し,そ の結 果をFig. 1に 示 した。根 を洗 ってか

ら移植 したイネでは,移 植時 に26ppmで あ った ものが

1日 後 には6ppmに 下 が り,5日 後 まで5ppm前 後の

値 を示 した。

土を付 けたまま移植 したイ ネでは,1日 後に濃度がや

や低下 す るが,そ の後 急激に上昇 して3日 後 にピークに

達 し,そ の値は100ppmを 越えた。 以後 は徐々に下 が

って,7日 後 に36ppm, 15日 後 に25ppm, 30日 後に

は1ppm以 下 に低下 した。

一方,イ ネ地上 部の生 体重(移 植時の全生体重は地上

部の約2.1倍 であ った)はFig. 2の ように変化 した 。土

付 き苗 では移植 してか ら3日 間は変化 しないが,そ の後

増加 して7日 後 に 移植時 の2倍 以上 にな り,15日 後 に

は約4倍 になつた。根 洗い後移植 したイ ネの生体重はや

や遅 れて増加 した。イ ネが生長 す るにつれて カル タ ップ

濃度は3日 以後低下 す るが,地 上部 に含 まれ るカル タ ッ

Fig. 1. Changes of CTP concentrations in the treated 

rice plant. Large and small circle srepresent the 

concentrations in the plant (aerial part) transplanted 

with and without soil (root was washed with water) 

respectively.

Dotted line represents total μg CTP in the aerial 

part of rice plant transplanted with soil.

Fig. 2. Changes of fresh weight of rice plants (mg/ 

plant) after transplantation.

〇-〇; plant transplanted with soil, ×--×; 

without soil.

プ量は あま り変動 しない(Fig. 1)。

土 を付 けたまま移植 したイネ と根 洗い後 に移 植 したイ

ネとの カル タ ップ濃度 の大 きな差 は,土 付 き苗 とともに

本 田に持 ち込 まれ たカルタ ップが,移 植後 にイネに吸 収

され ることを示 してい る。

育苗箱処理後,水 田に移植 したイネの カル タップ濃度

を測定 した例(小 山 ら,1976)で は,イ ネ体内濃度 が最

高 で約10ppmで あ り,本 実験の結果はかな り高い値 を

示 したといえる。 この相 違は,今 回の実験に使 った砂壤

土 の性質 と,狭 い面積 に多数 の苗 を移植 した影響に よる

ものと考 え られ る。

3. 殺虫 力の 変化

移植 したイネにケー ジをかぶせ,ツ マグロヨコバイ,

ヒメ トビウンカを放 して殺 虫率 を調べた(Fig. 3 A)。 ツ

マグ ロヨコバイについて見 ると,土 付 きイ ネでは,移 植

当 日か ら15日 後 まで95%以 上 であ り,根 洗いイ ネで

は1日 後 まで殺 虫率95%で,2日 後に一度20%に 下

Fig. 3. Changes of insecticidal activity of the treated 

rice plant.

A. Insects were released on the caged plant. Open 

and solid circles: plants transplanted with and 

without soil respectively. Nc; Nephotettix cincti-

ceps, Ls; Laodelphax striatellus.

B. Insects were released on the whole plant (〇), 

and cut leaf (◎) in test tube.
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が り,3日 お よび5日 後 には50%前 後 に上 が った。

ヒメ トビウン カに対 しては,カ ル タ ップの殺 虫力が弱

いために,試 験期 間を通 して殺虫率が30%を 越 えなか

った。 通常移植区では移植当 日25%で,2日 後 に5%

にな り,3日 後再 び25%に 上 昇 して,そ の後,徐 々に

低下 した。根 洗い区では2日 後 か ら10%以 下の殺 虫率

を示 し続けた。

通常移植のイ ネを所定 日数経過後 に抜 き取 り,根 を良

く洗 ってか ら試験管中で水 に浸根 した もの,ま たは,葉

身のみ を切 り取 って試験管中で切 口を水 に差 したものに

それぞれ虫 を放 して殺虫率 を調査 した と ころ,Fig. 3 B

のよ うな結果であ った。切 り取 った葉身 に放 虫す る と,

移植時には両 種昆虫に対 して ほとん ど殺 虫力は認 め られ

ず,2日 後 になつて は じめて苗 を 水 に浸根 した 区の値

(ツマグロヨコバイは100%,ヒ メ トビウンカは20%)

と等 しくな った。苗 を水 に浸根す ると,移 植時 にもツマ

グロヨコバイに 対 して100%の 殺 虫率が あ ることを考

え ると,根 に吸収 された カル タ ップが葉身 にまで均 一に

分布す るまで には約2日 間か かる ことが わか る。

また,ヒ メ トビウンカに対す る5日 後 の殺 虫率 は,苗

全体 に放 した ときの5%と 葉身 に放 した ときの35%と

でかな りの差が生 じた。

4. イネ体中濃度と昆虫の吸汁部位での推 定濃度 との

比較

パ ラフィル ムを通 して カル タ ップ溶液 をツマグ ロヨコ

バイ,ヒ メ トビウン カに吸汁 させた ときの濃度-死 亡率

曲線 をFig. 4に 示 した。

5%し ょ糖液に カル タ ップを溶か して与 えた試 験のほ

か に,イ ネの導管のみ にカル タ ップが 含まれ る場合 を想

Fig. 4. CTP concentration-mortality curve in the two 
sucking insects, Nc and Ls. 

5% sucrose solution including CTP was fed thro-

ugh the parafilm membrane (SP), and CTP aqu-

eous solution and 5% sucrose solution were sepa-
rately in a same glass ring (S-WP).

A. Plant transplanted without soil.

B. Plant transplanted with soil.

Fig. 5. CTP concentration of sucking part of the two 

insects, calculated from each mortality using SP 

(I) and S-WP (II) curves in Fig. 4.
CTP concentrations chemically assayed were also 
drawn (solid line) as the comparison.

定 して,カ ル タ ップ水 溶液 とカル タ ップを含 まない5%

しょ糖液 とを虫が選択 して吸汁で きるよ うな試験 も行 な

った。 この方法では,同 じ死亡率 を得 るため のカルタ ッ

プ濃度がか な り高 くなる。前者 の結果 ではツマグ ロヨコ

バ イのLC50は2.8ppm,ヒ メ トビウンカのLC50は29

ppmで あるが,後 者の結果では,そ れぞれのLC50は

46ppm, 100ppmで あった。

この濃度-死 亡率曲線 を使 って,移 植イ ネにケージを

掛 けて行 なった殺 虫試験 の結果 を2種 昆虫 の吸汁部位 で

の カル タ ップ濃度 と して換算 した(Fig． 5 A, B)。

Fig. 5 Aは 根洗い区 の結 果である。 ツマグ ロヨコバイ

の死亡率か ら推定 した値 とヒメ トビウンカの死亡率か ら

推定 した値 とが あま り一致 しない ことがわか る。特 に移

植1日 後 には ツマグロヨコバイ によった値が ヒメ トビウ

ンカの値 の5倍 に当た り,イ ネ地上部 の化学定量値 よ り

高 かった。2日 後か らは,常 に化学定量値が最 も高 く,

次 いでツマグ ロヨコバ イの値 で,ヒ メ トビウンカの値が

最 も低い。

通常移植 区(Fig. 5 B)で は,ツ マグ ロヨコバ イの死

亡率が常 に95%以 上で あったため,こ の虫によって推

定 した値は下限 を示す に過 ぎないが,ヒ メ トビウンカに
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Fig. 6. A. Knock down curve and mortality after 24 hr 

of Nc on the rice plant immersed in 40ppm CTP 

solution.

1, 2, 4-I; continuous immersion, 4-II; transferred 

from CTP solution to water alone on the 3rd 

day.

Insects were released on the aerial part of the whole 

plant (•œ), on the leaf of the whole plant (•Z), and 

on the cut leaf (•¥) in test tube.

B. Changes of CTP concentration in the vari-

ous parts of the treated rice plant.

• ; root, •¢; stem, •~; leaf, -; continuous im-

mersion, ----; transferred from CTP solution to 

water alone on the 3rd day.

よった濃度は化学定量値 よ り常 には るか に低 い。

この ように,地 上部全体 を磨砕 して得 た化学定量値が,

2種 の昆虫の死亡率か ら推定 した値 よ りか な り高 い こと

は,用 いた昆虫の吸汁部位以外で のカル タ ップの蓄積を

示唆 してい る。

5. 苗をカル タップ水溶液に浸根 した実験

イ ネ体内での カル タ ップの動 きをよ り詳 しく知 るため

に,試 験管内で40ppmカ ルタ ップ水 溶液 に2.5葉 期 イ

ネを浸根 し,1, 2, 4日 後に根部 ・茎部お よび葉身部 の

カル タップ濃度 をガス クロマ トグラフィーに よって定量

した。同時にツマ グロヨコバイ,ヒ メ トビウンカによっ

て殺 虫力 を調べた。

結果はFig. 6に 示 したよ うに,根 部の濃度は浸根1

日後 に18ppmま で上 が り,そ の後浸根 を続けて も,ほ

とん ど上昇 しない。茎 部では2日 後まで上 昇 を続け,16

ppmに な った後,変 化 しな くな った。 ところが,葉 身

では1日 後にはわずか3ppmに 過 ぎないが,2日 後 に

17ppm, 4日 後には29ppmに まで上 昇 した。苗中の カ

ル タ ップ総量は2日 後 まで増加 し,そ の後の増加速度は

鈍い。

浸根2日 後にイネを カル タップ を含 まない水に移 し換

えてさ らに2日 経過す る と,根 部,茎 部の濃度 は移 した

ときの半分以下 に下が るのに比べ,葉 身では低下 が認め

られ なか った。苗 中カル タップ総量はやは り半分に減少

した。

ここで使 った イネの平均生体 重は156mg(根 部80mg,

茎部44mg,葉 身32mg)で,1本 のイネ1日 当た りの

吸水量は浸根か ら1日 後 までが0.16ml, 1～2日 後 が

0.40ml, 2～4日 後が0.35mlで あ った。 浸根 イネの

茎部中央 か ら上 を切除 し,湿 度を高 く保 って切 り口か ら

出 る溢泌液 を集 め,そ のカルタ ップ濃度 を定量 した とこ

ろ,1日 後 で3.6ppm, 2日 後で2.2ppmで あ った。

根か ら吸収 され るカルタ ップが導管 を通 ってのみイネ

の各部 に運ばれ ると仮定すれ ば,溢 泌液 中の濃度 と吸水

量か ら,イ ネ全体 の平均濃度 は1日 後 で3・6ppm, 2日

後で9.5ppmと 推定 され る。 この値 はイネ体 中での分解

量 を考慮 してい ないものであるにもかかわ らず,実 測 値

12.6ppm(1日 後),18.8ppm(2日 後)よ りか な り低

い。 さ らに,吸 水量か ら考 える と,カ ル タップが イネ全

体 に均一 に分布す るまでに長時間 を要す るとは考 え られ

ない にもかかわ らず,カ ルタ ップが 葉身まで均一 に到達

す るまで に2日 間かか ってい る。 これ らの矛盾 は,イ ネ

体内 をカル タ ップが移行す る様式 と して,導 管 中を水 に

溶解 して運ばれ る以外 のものが存在 している ことを暗示

してい る。

カル タ ップ定量用の試料 を採取す る際 に,一 部 のイネ

で試験管内の 殺虫試験 を 行 なった。 イネを 良く洗 った

後,根 だけ水 に漬 けた もの,葉 耳 まで水 に漬か るよ うに

した もの,葉 身 を切 り取 って水 に差 した ものの3試 験区

を設けて前記2種 昆虫 を放 した。放 虫1日 後 の死亡数 の

調査に加 え,放 虫後2, 4お よび6時 間後 の仰転 虫数 の

調査 も行 な った。結果はFig. 6 Aの 通 りである。 ヒメ

トビウン カは 全試 験 を通 して 死亡率が5%以 下であ っ

たので図には示 さなか った。

全 体の傾向は,イ ネ苗の根だけ を水に漬けた もの と,

葉耳まで水 に漬けた もの との間には ツマグ白ヨコバイに

対す る殺 虫力の差 がほ とん どな く,葉 身のみの ものは殺

虫力が弱い。

浸根1日 後 の葉身には カル タ ップがわずか しか存在 し

ないために,こ れを切 り取 った ときの殺虫率は45%で

あ った。 しか し,イ ネ全体 を使 って葉耳まで水 に漬 け,

同 じ葉 身部に虫が 付 くよ うにす ると 殺虫率は100%に

達 し,両 者 に大 きな差が生 じた。 しか も,両 者 の差 は放

虫後2時 間 の仰転率 にも現 われ ている。 さ らに,4日 後

(4-I)で は,葉 身 に高濃度 のカル タップが 含まれ てい
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るにもかかわ らず,こ の部分 を切 り取 った場合 には,他

の2区 に比べ非常に低い仰転率で,1日 後 の死亡率 も85

%に しかな らなか った。 浸根2日 後 に 脱塩水 に移 し換

えたイネ(4-II)で は,3種 の試験区間で仰転率,死 亡

率にほ とん ど差がな く,葉 身 を切 り取 った区 につい て見

ると,4-Iと 同 じ推移 をた どってい る。

考 察

本実験か らカル タ ップ粒剤 を育苗箱 に処理 した場合,

カル タ ップが 育苗箱中で イ ネに 吸収 され るのは もちろ

ん,本 田移植後に もかな りの量が吸収 され る ことが 明 ら

かにな った。 この ことは,育 苗箱処理 したイ ネが移植後

2週 間以上 にわた って ツマグロ ヨロバイに対す る高 い殺

虫力 を保持 してい ることか らも推定 され ていたが,今 回

の定量結果 によって確証が得 られた。そ して,こ のよ う

な処理 による薬害の発現の難易お よび殺 虫力の持続期間

が育苗箱 に使 う土壤,本 田の土壤,い ずれ の性質 に よっ

て も強 く影響 され るとい うこれ まで の多 くの試験結 果を

説明 し易 く した。

今同使用 した砂壤土は カル タ ップの薬害が非常 に出易

い ことが判明 してい る土であ り,こ れ を使 って栽培 した

イ ネの体内には,高 濃度の カル タ ップが蓄積す る ことが

わか った。一方,薬 害の出難い新潟県農業試験場 の分析

結果(小 山 ら,1976)に よると,移 植後 のイネ体 中濃度

は ピー クで も10ppmを 越 えない。筆者 らの実験 は小規

模実験であ るため に,実 際場面 よ り高 いイネ体 中濃度 に

な った ことも否定で きないが,い ずれ に しても,こ のよ

うな結果 とカル タ ップによる薬害は,移 植後5～7日 に

現われ始め ることを考 え合せ ると,薬 害 出現 は移植後 の

イ ネ体中濃度の上昇 と関連が強 いよ うに思 われ る。

イ ネ ドロオイ ムシを対象 にカル タ ップを育苗箱 に処理

した場合 には,イ ネ地上部中 のカル タ ップ濃度 と餌 中カ

ル タ ッフ。濃度-死 亡率曲線か ら換算 した濃度 とは極 めて

良 く一致 してい る(小 山 ら,1976)。 しか し,ツ マグ ロ

ヨコバイ,ヒ メ トビウンカを使 った今回 の結 果では両 濃

度がほ とん と一致せず,両 者 の差 は大 きい。イネ ドロオ

イ ムシの よ うに葉 を食害す る昆 虫では,葉 身中の薬剤 濃

度 によって殺虫力が予想で きるのに反 し,吸 汁性 昆虫で

はそれが難 しい。その理 由は,葉 身 で検 出され るカルタ

ップが吸汁性昆虫の吸汁部位以外 の場所 に蓄積 している

ことであ ろ う。

浸根実験(Fig. 6 B)に よると,40ppmカ ルタ ップ水

溶液 に2日 間浸根 した後 イネを水 に移す と,2日 間でイ

ネ1本 当 り1.4μgの カルタ ップが減少す る。 これ は実

Table 2. Amount of cartap absorbed by the rice plant 

whose roots were soaked in 40ppm cartap 

solution

* (concentration of cartap in the exude)•~(volume of 

water absorbed).

験 に使 ったイネが1日,1本 当た り0.7μg程 度 のカルタ

ップを分解す ることを示 してい る。 この値 を加味 して,

イ ネの カル タ ップ吸収量 と吸水量 ・溢泌液 中濃度 か ら推

定 され る 導管 を 通 るカル タ ップ 補給量 とを まとめると

Table 2の ようにな る。浸根2口 後か ら4日 後の間のイ

ネの カル タ ップ吸収量は,ほ とん どが導管 を通 って補給

され ると考 えられ るが,浸 根2日 後 までは,導 管 を通 っ

て補給 され る量では説明で きない程 のカル タ ップがイ ネ

に吸収 されてい ることがわか る。Fig. 6 Bの イ ネの部位

別 カル タ ップ濃度 の変化 を見 ると,こ の導管以外 か らイ

ネに 吸収 され るカル タ ップは 根か ら 徐 々に 上方へ移行

し,2日 間かか って葉身へ達す るように見 える。移植 を

行 う場合には,育 苗箱へ薬剤 を処理 した直後 と,移 植後

イ ネの吸水力が回復す る移植2日 後頃に,こ の ような導

管以外か らの カル タ ップ吸収が起 こるため に,イ ネ体中

カル タ ップ濃度が2つ の ピークを示す と考 え られ る。

吸汁性昆 虫に対す る殺 虫力は,そ れ らの吸汁部位で あ

る維管束 中の薬剤濃度 に当然依存す ると考 え られ る。 ツ

マグロヨコバイ成 虫は節管 と導管 にほぼ1対1の 割合で

口針 を挿入 し(内 藤,1976),ヒ メ トビウンカは 篩管 と

導管 に7対3の 割合で 口針 を 挿入す る(孫 工 ・桜井,

1973)と いわれてい る。

浸根実験での ツマグロヨコバ イ殺 虫力 を見 ると,1日

後お よび ℃日後の溢泌液 中カル タ ップ濃度3.6ppmお よ

び2.2ppmか ら換算 され る死亡率45～65%お よび26

～36%に よって 説明 し得 るのは,浸 根1日 後に葉身 を

切 り取 って放 虫 した場合のみで ある。その他の場合はす

べて換算値 よ り高い殺 虫力が得 られ てお り,篩 管 中の カ

ル タ ップ も考慮 しなければな らない ことがわか る。現在

の技術では篩管内の カル タ ップ濃度 を化学的に定量す る

ことは難 しく,殺 虫力 との対応付けは不可能で ある。 し

か し,パ ラフ ィル ムを使 った試験で,水 と5%し ょ糖

液 とを選択で きるよ うに して ツマグロヨコバイに与え る
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と,両 者に カル タ ップが含 まれ る場合の殺虫率が水のみ

に含まれ る場 合の 殺 虫率 よ りは るかに 高い こと(河 野

ら,1976)か らも,飾 管中 カル タップが殺虫力発現 に重

要 な役割 を果 してい ることが うががわれ る。

しかも,根 洗 い後 移植区(Fig. 5 A)お よび通常移植

区(Fig. 5 B)と もに,根 か ら吸収 された カル タ ップが

葉 身まで 到達す るに 要す る2日 間 を 経 過 した後 は じめ

て,イ ネ体 中濃度 と殺 虫率 か ら換算 した濃度 とが平行 し

て推移す るよ うになること,飾 管 は植物 の同化産物 であ

る糖類な どの下降の通路 であることな どを考 える と,葉

身 に蓄積 した カル タ ップの一部が飾管へ流れ込 むもの と

思われ る。

殺 虫力を飾管中の薬剤濃度 も考慮 して説明す ると,ツ

マグ ロヨコバイ死亡 率か ら換算 した この昆 虫の吸汁部位

での カル タ ップ濃度 が,ヒ メ トビウンカによった濃度 よ

り常 に高い とい う実験結果 も理解 し易い。ケ ージを掛 け

てイネに これ ら2種 昆虫を放す と,ヒ メ トビウンカはほ

とん ど茎 部下 方に定着 して吸汁す るが,ツ マグロヨコバ

イは茎部 か ら葉身に定着 す るものが多い。すなわち,ッ

マグ ロヨコバイは カル タップの蓄積部位に近い濃度の よ

り高 い部分 で吸汁す るために このよ うな差が現われた と

考 え られ る。実際,切 り取 った葉身に ヒメ トビウン カを

放す と,全 草 を水 に差 して放 した ときよ り高い死亡率が

得 られ る場合 もあった(Fig. 3)。

摘 要

育苗箱で カル タ ップ粒剤 を処理 したイネを移植 し,イ

ネ体 中のカルタ ップ濃度 をガス クロマ トグラフ ィーで定

量 してそ の推移 を明 らかに した。同時 に,こ のイネの ツ

マグ ロヨコバイ,ヒ メ トビウンカに対す る殺 虫力の変化

も調べた。そ の結 果,カ ルタ ップは育苗箱 では もち ろん

のこと,移 植後 にも大量 にイネに吸 収され る ことが明 ら

か にな った。 また,上 記2種 昆 虫の死亡率 か ら推 定 され

た吸汁部位で の濃度は化学定量値 と一致せず,移 植後3

日以降 には両者は平行 して推移す るが,化 学定量値が常

に高か った。

さらに,カ ル タ ップ水溶液 にイネを浸根す る実験 か ら,

イ ネ体内の カル タ ップ量は導管か ら吸収 され るものだけ

では説明で きない場合があ り,他 の部分 か ら吸収 ・移行

す る経 路を考えなければな らないこと,カ ル タ ップが葉

身の しか も上 記昆虫の吸汁部位以外の部分に蓄積す るこ

と,お よび,殺 虫力の発現には導管内の カル タップばか

りでな く,飾 管 内の カル タップが関与 してい ることが明

らかにな った。

篩管 内 カル タ ップが殺 虫力に関与す ると考え ると,ツ

マグ ロヨコバイ,ヒ メ トビウン カそれぞれの死亡率か ら

推定 された吸汁部位での濃度の相違が説明 され る。
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