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In addition to practical applications in the control of rice blast disease, isoprothiolane (Di-iso-

propyl 1, 3-dithiolane-2-ylidene-malonate) is effective in reducing the population density of rice 

planthoppers, Nilaparvata lugens and Sogata furcifera, in paddies by submerged application for about 

one month at 360-400g of active ingredient per 10 a. The experiments showed that isopro-

thiolane killed early instar larvae 6-10 days after the rearing on food plant containing the com-

pound. Other effects, such as shortening of longevity and suppression of oviposition were also 

observed in adults of Nilaparvata lugens that had been reared since the 3rd instar on food plant 

containing isoprothiolane. The suppression of population growth of planthoppers in the field 

seems to depend on the multiplication of these effects caused by isoprothiolane.

は じ め に

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン(Di-isopropyl-1, 3-dithiolan-2-

yliden-malonate)は 非塩素,非 有機燐 系の新 しいいもち

病防除剤 である。本剤 をいもち病防除剤 として開発 する

途中,意 外 にも,水 面施用 した水 田においてウンカの密

度が減少す ることを見 出 した。 そ こで,ほ 場 における密

度 の変化 を調査す る とともに,こ のよ うな結 果をもた ら

す原因 について若干の検討 を加 えたので報告 する。

実験 条件 お よび 方法

1. イ ソプロチオ ラン処理によ るほ場の ウンカ密度の

変化

a. 1973年

試験 ほ場;大 阪府 河内長 野市。

品種;金 南風,移 植;6月20日(稚 苗機械植,間 隔

28×16cm),出 穂;8月27日,1区 面積;2.2a, 1連 。

処理 薬剤;7月28日 に10a当 た り4kgの イ ソプロ

チオ ラン(12%粒 剤)を 水面 施用。

調査;8月28日 に1区20株,4か 所を見取 り法で

調査 した。 ウンカは特 に接種せ ず 自然状 態。

b. 1974年

試験 ほ場;大 阪府河 内長野市。

品種;金 南風,移 植;6月6日(稚 苗機械植,間 隔

33×2Ocm),出 穂;9月2日,1区 面積;0.49a, 2連 。

ウンカの接種;6月27日 に1区 当た りセジロウンカ

♂♀を300～400頭,ト ビイ ロウンカ ♂♀を150～200頭

接種。

処理薬剤;8月1日 に10a当 た り5kgの イソプ ロチ

オラン(8%粒 剤)を 水面施用。

調査;払 いお と し法,ま た は 見取 り法 によ り7月31

日か ら9月20日 まで,ほ ぼ10日 間隔 に行 った。7月

31日 は40株,そ の後は20株 につい て若令幼虫(1～

2令),老 令 幼虫(3～5令),成 虫 に分けた。

2. 卵に対する影 響

蔵卵 した トビイ ロウン カの成 虫を雌雄2対1の 割合 で

試験管 に入 れ,約10cmに 切 った5～6葉 期の稲 葉鞘

に2日 間産卵 させた後,40%乳 剤(市 販品)を 所定 濃度

に希釈 した溶液に全 体を5秒 間浸漬 し,風 乾 後1.8×18

cmの 試験管 に入 れ,下 部が少量の水に浸るよ うに して

25℃ の恒温室 にお き,処 理11日 後 にふ化幼 虫数 およ

び稲茎 を分解 して未 ふ化卵数 を調 査 した。

1) 本報告の一部は第19回 応動昆学会大会(東 京)お よび第57回 関西病 虫害研究会(大 津市)で 発表 した.
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3. 幼虫に対する影 響

1.8×18cmの 試験管にふ化24時 間以 内の ウンカを試

験管当た り3頭(1処 理 に約60頭)入 れた。 多くの場

合水1mlと,餌 と してあ らか じめ10a当 た り4kgの

イ ソプロチオ ラン粒 剤(12%)を 水面施用 した5～6葉

期の稲葉身を,処 理15日 後 か ら長 さ10cmに 切 って試

験管に入 れ,25℃ または27℃ の恒 温室で成 虫にな る

まで飼育 し,そ の間の幼虫の生死 を調査 した。水のかわ

りにイ ソプ ロチオ ラン水溶液20ppm(純 度99.6%)と,

約2.5葉 期 の断根 した実生苗 で飼育 した場合 も司様に調

査 した。 いずれ の場合 も餌お よび水 または薬 液は2～3

日毎 に交換 した。

4. 成虫 に対す る影響

ふ化直後か らイソプロチオランを与 えた のでは幼 虫期

間 中に大部分死亡 して しま う。 そこで トビイ ロウンカを

3令 か ら,前 に述べた実生苗の下部 をイソプ ロチオラン

水溶液に浸漬す る方法で成虫 にな るまで飼育 し,羽 化後

は産卵 させるため,お よび餌 と して5～6葉 期の 葉鞘 を

約10cmに 切 った ものを葉身の代わ りに与 え,雌 雄1対

とし,そ の後 の生存 日数 を調査 した。産卵の調査は餌の

更新 までに産 みつけ られた卵をそのつ ど調べた。

結 果

1. ほ場 におけるセジロウンカ,ト ビイ ロウンカの密

度推移

セジロウンカ

Table 1に 示 した よ うに,1973年 には,い もち病 防

除の時期 にイ ソプロチオランを処理 した ほ場 の1か 月後

におけ る密度は,無 処理区の約1/16に 低下 した。

Table 2は1974年 の結果で あるが,無 処理 区では,

8月12日 に密度が最高にな り9月 上旬 まで発生 した の

に対 し,イ ソプロチオ ラン処理区では処理後22日 目の

8月23日 までは無処理区 と差がなか ったが,9月 に入

って急激 な密度の減少があ り,無 処理区でみ られた よう

な9月 での密度増加 はみ られなか った。

トビイ ロウン カ

Table 1に よれば,セ ジロウンカと同様に密度が低下

し,処 理1か 月後 の成 虫お よび幼虫の合計が,無 処理区

で株 当 り56.5頭 であるのに対 し,イ ソプロチオ ラン区

は2.0頭 と少 なか った。

無処理 区は,8月 中旬 以降急激 な 密度 の 増加 があ り

(Table 2), 9月20日 に至 って坪枯れを生 じた。一方

イソプ ロチオラン処理 区は8月23日 まで徐々に密度 が

増加 したが,無 処理 区に比べ て低 く抑 え られてお り,9

月2日 に大 きな密度 の減少が あった以降 は低密度 に推移

した。

この よ うな密度 の推移 をみ る と,セ ジ ロウンカおよび

トビイ ロウンカの両種 とも,無 処理 区 との大 きな差が生

じたのは,処 理 して1か 月後 で,イ ソプ ロチオランは次

世代 に強い影響 をあ らわすが,処 理後 しば らくは影響が

あ らわれ にくい。1974年 の 実験では ほ場密度の推移 を

Table 1. Population density of N. lugens and S. 

furcifera one month after application of 
isoprothiolane (1973)

* hoppers/hill . 
** Isoprothiolane granules , 360g of active ingredient 

per 10a, were treated by submerged application 
on July 28th, and population was investigated on 

August 28th.

Table 2. Changes in the populations of the adults and larvae of N. lugens and 

S. furcifera in the field (1974)

* hoppers/hill .
** Isoprothiolane granules , 400g of active ingredient per 10a, were treated by submerged application on August 

1st.
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Fig. 1 Population density of the adults, 3rd-5th instars 

and 1st•`2nd instars of N. lugens in the treated 

and untreated field (1974). Isoprothiolane gra-

nules, 400g of active ingredient per 10a, were 

applied on August 1st.

Table 3. Effect of isoprothiolane on the hatchability 

of N. lugens (1975)

The eggs laid in rice leaf sheath within 48 hours 

were used and the sheath was dipped into aqueous 

solution of isoprothiolane for 5 seconds and kept for 

11 days at 25•Ž.

調査す るのに際 し,ト ビイ ロウンカにつ いて生育時期別

に調査 した ところFig. 1に 示す よ うな結 果 となった。

す なわ ち,イ ソプロチオラン処理後 の12日 間 は無処理

区 と大差 なく推移 したが,20日 以降 になって 成 虫,若

令お よび老令幼 虫がいずれ も減少 しは じめ,め だって減

少す るのは処理後20～30日 後 の若令幼 虫であ った。

2. 殺卵作用の有無

Table 3に 示 した よ うに,ダ イアジ ノンの処理 では未

ふ 化卵が高率 であらわれたが,イ ソプロチオ ランの場合

はほ とん ど無処理 区 と同 じで,直 接的な殺卵作用は認め

られない。以下 に述べ るよ うに,イ ソプロチオ ランによ

って成 虫の産卵数が滅少 した場合 も,そ の産下卵は正常

にふ化 したので,間 接的 にも卵に対す る影響はない もの

Fig. 2 The daily mortality of N. lugens treated with 
isoprothiolane (1975).

Fig. 3 N. lugens that failed to moult (from 

4th instar to 5th instar).

と思われる。

3. 幼 虫の死亡 とその特徴

Table 4に 示 したよ うに,飼 育 開始後 しばらくは死亡

個 体があらわれなか ったが,セ ジ ロウンカでは6～7日

後,ト ビイ ロウンカでは8日 後 にイソプ ロチオランによ

る影響 と思われ る死亡 の増加 があった。 その後,死 亡個

体 は令が進む につれ て増加 し,最 終的 に幼虫期の累積死

虫率 は著 しく高 ま った。 なお,ト ビイ ロウンカでは羽化

後 も死 虫率が上昇 し,幼 虫だけでなく成 虫になってか ら

も影響が あらわれ た。

Fig. 2の よ うに,日 別死 虫率 を トビイ ロウンカについ

てみる と,3～4令 の 幼 虫期 に 死亡 の 高 ま りがみ られ

る。 この実験 では実生 苗の下 部をイソプ ロチオ ラン水溶

液に浸漬する方法を用いたが,こ のよ うな場合 もTable 

4と 同様な結果であ った。

いずれの実験において も,Fig. 3に 示す ように死亡個

体には脱皮で きない ものや,脱 皮途中の ものが含まれて

いた。



194 深 田 稔 ・三宅利雄

この ようにイ ソプロチオ ランの ウン カに対す る影響の

発現は遅 く,死 亡が各令に生 じ,脱 皮で きない個体があ

らわれるな ど,既 存 のウンカ剤には例 のない死亡 の様相

が特徴的 である。

4. 成 虫の生存 日数 と産卵数の減 少

Table 5に 示 したよ うに,イ ソプロチオ ラン処理区で

生 き残 った羽化成 虫の平均生存 日数 は,無 処理 区の1/2

に低下 した。死亡個体 は羽化 に際 し脱 皮で きず異常を示

す場合が あるが,羽 化後 に死亡 した場合 には異常はみ ら

れ なかった。

産卵数 でもイソプ ロチオラン処理 区は,無 処理 区に比

べ1日 当た りで1/2に 低下 し,イ ソプ ロチオ ランの影響

を受 けて産卵が減 る ことを示 している。観察では産卵痕

自体が減少す る し,1卵 痕 当た りの卵数 も少ないか,ま

た,な い場合が あった。

以上の よ うに,イ ソプロチオランはウンカの成 虫に対

し生存 日数お よび産卵数の減少 を示 した。

考 察

Table 1お よびTable 2に 示す よ うに,薬 剤 処理1

か月後 の水田のセ ジロウンカお よび トビイ ロウンカの密

度 は無 処理 区に比較 して低 い。 しか し,そ の差が あらわ

れるのには,既 存 のウン カ剤の ようにただちにで はな く

Table 4お よびFig. 2に 示 したよ うにあ る期間 を必要

とする。また,Table 5に 示 したよ うに,成 虫の寿命の

短縮,産 卵数 の減少 な どによ り,効 果は次世代にあ らわ

れたもの と考 え られる。 このよ うな効 果をもた らした理

由は,(1) ふ化幼 虫は徐々に死亡 する こと。(2) 成 虫の

寿命短縮 と産 卵数 の減少によ ったもの と考 える。ほ場で

はイ ソプ ロチオ ランを処理 する時 期には,各 時期の ウン

カが混在 しているのが実態 であるが,ふ 化幼虫は数 日後

に死亡 する ことによ って,ま た3令 以後 の幼 虫は主 とし

て 成 虫 となった場合,寿 命 の短縮 や 産 卵数の 減少を示

し,徐 々にほ場の密度 が減 少する ことになる。 したが っ

て,イ ソプ ロチオランの使用時期 はウン カの発生 盛期に

使用す るのでな く発生 の初 期に使 用する方がよ り効 果的

と考 え られる。 このよ うなイ ソプロチオ ランのほ場にお

ける密度減少効 果を,今 後 「密度抑 制効 果」 と呼ぶ こと

にする。

今 まで,ウ ン カの防除に用い られて きた薬剤では,効

果判定 に局 所施用法 を用いてLD50値 で示す こ とが普通

に行 われる。イ ソプロチオ ランの効 果判 定には,こ のよ

うな手法 はま った く用 いる ことが で きない。‘幼 虫,し か

もふ化 後間もない幼 虫で長時 間飼育 して,初 めてイ ソプ

Table. 4 Effect of isoprothiolane on

Rice leaf blades were used before emergence and rice 

seedlings were used after emergence as food. 10ppm 

of isoprothiolane aqueous solution was used.

ロチオ ランに よる生 死が定 まり,老 令では 同様 に寿 命や

産卵数 減少の効果を短期間 に知 ることがで きず,ま った

く既存の化合物 とはその作用性 に関 し趣 きを異 に してい

る。

ウンカの防除 には残効性が望 まれ るが,ほ 場 でみ られ

た処理1か 月後の密度減少は,主 としてイソプ ロチオラ

ンの持 つ産卵抑制作用 によった もので,こ の よ うな作用

はほ場の密度を長期間 にわた って低 く保 つのに有効 であ

る。永田 ら(1973)も トビイ ロウンカの防除時期 として

成 虫期初期の卵の少な い時期 の防除が良 く,産 下卵 の多

少がその後の密度回復 に大 きな影響を及ぼす と述べ てい

る。

産卵 抑制作 用を持 つ もの として,ト ビイ ロウンカ成虫

に対 する クロル ジメホル ムの 例 が あ る(永 田 ・守谷,

1975)。 この薬剤 は成 虫に 直 接処理 稲を 吸汁 させ ると短

期 間に作用が あ らわれてお り,ま た,殺 卵作用もみ られ

るな どイ ソプ ロチオ ラン とは異質 である。

以上 のよ うにイ ソプロチオ ランの作用性は既存 の薬剤

とはかな り異 な ってお り,詳 細 については今 後の検討 に

待 ちたい。

摘 要

いもち病防 除剤 であるイ ソプ ロチオ ランを7月28日

または8月1日 に水面施用 し,セ ジ ロウンカ と トビイロ
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N. lugens and S. furcifera reared with rice leaf blade (1974)

submerged. Rearing were begun at 15 days after treatment at 27•Ž. Larvae were used within 24 hours of hatch-

ウンカの密度 を調査 した。両 種 とも処理 後約1か 月を経

て無処理 区 との間 に大 きな差 を生 じ,イ ソプロチオ ラン

処理 区では明らか な密度抑制効 果が認 め られた。

このよ うな結 果をもた ら した理 由は,

(1) ふ化後 間もない幼 虫を徐 々に死亡 させ る効 果が

ある こと。

(2) 令が進 んだものでは,羽 化後に成虫の寿命が短

縮 し,ま た,産 卵抑 制作用 があ らわれる こと。

の よ うな イ ソ プ ロチ オ ラ ンの 持 つ特 異 な 作 用 に よつ た も

の と考 え られ る。
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