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Liquid insecticide containing 20% isoxathion which was spread over the paddy water show-

ed high toxicity to the rice plant weevil for three days after application. This insecticide was 

thus applied to the paddy water for various periods of time (0～6 times) at three-day intervals 

during the period of migration of the rice plant weevil into the paddy field, and the percentage 

of injured leaves caused by the insect was compared among the treatments. The results indi-

cated that the application of this insecticide twice suppressed effectively the occurrence of in-

jured leaves. The lethal period in the plot where the application had been carried out twice 

was estimated to be about seven days after the treatment based on the relation between the 

amount of isoxathion in Water and insect mortality. These results suggest that the period for con-

trolling the rice plant weevil to keep a low injury level was only one week although this insect 

invades the paddy field for more than one month. This period coincided with the time when 

the population density of the insect in the paddy field reached about 60% of the peak.

緒 言

イネ ゾウムシに 対 して 特効薬 といわ れ たBHCや

DDTが1971年 に使用禁 止 とな り,以後 それ らに替 わる

有効薬剤が探索 され てきたが いまだ にこれ といった薬剤

が見当た らず,イ ネ ゾウム シは現在,難 防除害虫 の1種

に数え られている(梅 谷,1981)。BHCやDDTが 導入

され る以前 には,イ ネ ゾウムシ成虫の防除薬剤 として石

油や脂肪酸エ ステルに除虫菊粉を混入 した水面拡散剤が

普及 され,か な りの防除効果をあげていた(桑 山,1954;

桜井,1954)。

田而水に殺虫成分を展開させて害 虫を防除 しようとす

る手法は,そ の後,省 力防除法の一環 として石崎 ・川瀬

(1966)や 江村 ら(1966)に よって ニカメイ ガや ツマ グ

ロヨコバイで検討 され,粒 剤を全面に散布す るの とほぼ

同等の防除効果を発揮する ことが報告 されている。 しか

し,こ の手法は風に よる薬剤 の片寄 りに よって,水 田全

面 に ランダムな分布 をするニ カメイガや ツマ グロヨコバ

イには どうして も防除 もれがで きるのが難点 とされた。

筆者 らが イネ ゾウム シ成 虫の防除 に この手法 を取 り入

れ ようとしたのは,こ の虫の成 虫は水面 を風 で運 ばれ て

風下に吹 き寄 せ られ るとい う特有な生態 面を有する こと

か ら,田 面水に展 開 した薬剤がた とえ風で吹 き寄せ られ

て も薬剤 と虫が一緒に動 くことにな るので,ニ カメイガ

や ツマ グロヨコバイの ような防除 もれがで きに くい と考

えたか らである。また,食害 株か ら離脱 したイネ ゾウムシ

成 虫は必 ず水 面上 に浮 き,水 面 を自力で這 った り,風 で

流 されてい くうちに別 の稲株 にた どりつ くと い う よ う

に,こ の虫はたえず水面 を移動媒体 としている。 このた

め,水 面 に殺 虫成分 を展 開させ る防除手法 は,薬 剤 と虫

との接触頻度 を高め る うえか らも合理的 なもの と考え ら

れ た。

本報告は殺虫成分 と して イ ソキサチ オ ンを20%含 有

す る水面展開性殺虫剤(以 下,単 に水面展開剤 とい う)

を用いた一連の防除試験か ら,イ ネ ゾウムシ成虫の防除

適期や要防除期間 について考察 した ものであ る。

本試験を遂行す るに当た って,有 益な助言を賜わ った

農林水産省北陸農業試験場佐藤昭夫虫害研究室長 に衷心

よ り謝意を表す る。 また,水 面展開剤の試作 と試験遂行

に御助力いただいた三共株式会社の井戸源善氏並びに浅

輸達 也氏に厚 く御礼 申 し上げ る。
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第1表 試 験 区 の 構 成

注.○ 処理-無 処理

第1図 試験圃場の機略図.

第2表 田面水中に浮遊 しているイソキサチオンの分析手法

材料 お よび 方 法

1. 水面展開剤の殺虫効果

1979年5月16日 か ら5月31日 にかけて,石 川県加賀

地方の 山間部常発水 田で試験 した。 圃場 を 高さ36cm

の塩化 ビニール製の畦畔波板(以 下,単 に畦畔波板 とい

う)で 第1図 の よ うに 区切 り,田 植11日 後(5月16

日)に 水面展開剤 を10a当 た り300ml, 600ml,

1,000mlの 割合で滴下 し,イ ネゾウムシ成虫に対す る本

剤の殺虫効果を検討 した。対照区 と してPHC3%粒 剤

を10a当 た り3kgの 割 合で田面処理 した区を設 けた。

試験 区は1区80m2(8×10m)の2連 制 とした。調査 は

薬剤 の処理 直前,処 理3日 後,同7日 後 の3時 期 に行 い,

区内全域 に生息するイネ ゾウム シの成 虫数 を数 えた。

第2図 殺虫試験網枠.

第3表 試験区の構成

○ 処理-無 処理

2. 水 面展開剤の食害防止効果

1980年5月14日 か ら6月10日 にかけて,前年 と同 じ

場所 で試験 した。圃場 を第1図 の ように畦畔波板 で区切

り,第1表 に示 した ように水面展 開剤 を3日 間隔 で最 高

6回 まで連続滴下 する6つ の処理 区 と無処理区 を設け,

イネ ゾウムシ成虫 に よる食害葉数 を比較 した。試験区は

1区80m2(8×10m)の3連 制 と し,水 面展開剤1回 当

た りの処理量を10a当 た り500mlと した。調 査は薬剤

の処理直前,処 理14日 後,同22日 後 の3時 期 に 行

い,イ ネゾウムシ成虫に よる食害葉 数を区内全株 の稲 に

ついて調べた。

イ ネゾウムシ成虫の水田侵入状況を把握す るため,無

処理 区における生息虫数を薬剤 の処理直 前か ら3～4日

の間隔 で試験終 了時まで継続調 査 した。 また,田 面水 に

浮 遊する殺虫成分(イ ソキサチオ ン)の 残留消長 を調べ
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るため,各 区の最終滴 下時か ら3日 後,6日 後 お よび9

日後 の3回,区 内対角線上 の3ヵ 所 か ら1ヵ 所 につき

60ml(水 面 より深 さ3cmま での層)の 田面水を採集

し,ガ ス クロマ トグラフで水中 のイ ソキサ チオ ンを定量

分析 した。分析手法 の概要は第2表 の とお りであ る。

3. 水面展開剤の残効性

圃場試験:1980年5月23日 か ら6月6日 にかけて,

石川 県農業試験場構 内の水田で実験 した。水田内に第2

図 のよ うな網枠7個 を設置 して,水 面展開剤を10a当

た り500mlの 割合で滴下 し,所 定 時間を経過 したのち

イ ネ ゾウムシ成虫30頭 を放 って24時 間後の死虫数を

数え た。放虫の直前には網枠 内の田面水 を採 集 し,ガ ス

クロマ トグラフでイ ソキサチオ ンの浮遊量 を分析 した。

分析水は網枠内の2ヵ 所 より,1ヵ 所 当た り60ml(水

面 より深 さ3cmま での層)ず つ採集 し,分 析は 前記試

験 に準 じて行 った。放 虫は水而展開剤 の滴下1時 間後,

1日 後,2日 後,3日 後,4日 後,5日 後 および6日 後

の7時 期 とした。

室 内試験:1980年5月21日 か ら6月4日 にかけて

室温条件で実験 した。直径50cm,高 さ10cmの ブ リ

キ製の円形水盤 に深 さ3cmま で水 をは り,水 面展開剤

を所定量滴下 して5濃 度 の薬液をつ くり,こ こヘ イネ ゾ

ウム シ成 虫を各 々30頭 放 って24時 間後の死虫数を数

えた。水面展開剤 の滴下量は水面に展開す るイ ソキサチ

オ ンが水面1cm2当 た りに0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5μg

となるよ う計算 して決めた。水盤の上部は300番 の白色

寒冷紗で 覆 って 供試虫が 逃 げない ように し,薬 液中に

は稲苗15茎 を浮かせて虫が水面で静 止で きる ように し

た。

4. 水面展 開剤の処理時 期と食害発生量

1981年5月14日 か ら6月8日 にかけて,前 述 した殺

第4表 イソキサチオン水面展開剤の処理量と殺虫効果

(1979)

注.処 理 月日:5月16日(田 植11日 後)

生存虫率={(処 理後の生存虫 数)/(処 理前の生存虫数)}

×100.

同一英文字 を付 した平均値間にはDUNCAN'S multiple 

range testに よる5%有 意水準の差がない ことを示す.

虫効果試験や食害防止効果試験 と同 じ場所 で試験 した。

圃場 を畦畔 波板で第1図 の ように区切 り,水 面展開剤を

第3表 に示 した ように3日 間隔 で2回,時 期別に処理す

る3つ の処理 区 と無処理 区を設け,イ ネ ゾウムシ成虫に

よる食害葉数 を比較 した。試験 区は1区72m2(9×8

m)の3連 制 とし,水面展開剤1回 当た りの処理量を10

a当 た り500mlと した。食害葉数調査は薬剤の処理直

前,処 理10日 後,同15日 後の3時 期に行い,畦 畔沿

い3列 か ら100株 の稲を各々任意に選ん で 調 べ た。な

お,試 験田への成虫の侵入状況を把握す るため,無 処理

区におけ る生息虫数を薬剤の処理直前か ら3～5日 の間

隔 で試験 終了時 まで継続調査 した。

結 果

1. 水 面展 開剤の殺 虫効力

イ ネゾウムシ成虫に対 する水面展 開剤 の殺虫効果を処

理 前の生存 虫数 に対 する処理 後の生存 虫数 比率(生 存 虫

率)と して第4表 に示 した。水面展開剤処理 区め生存 虫

率 は,処 理 量に関係 な く 処理3日 後 まで2～3%と 極

めて低 く,本 剤 はイ ネゾウムシ成虫に対 して優 れた殺 虫

第5表 イソキサチオン水面展開剤の処理回数

と食害発生量(1980)

注.表 中の数値は3区 の平均 値で,区 内全株の 調査結果を

100株 当た りの値に換算 した ものであ る.

同一 英文字 を付 した平均値間にはDUNCAN'S multiple 

range testに よ る5%有 意水準 の差 がない ことを示す.

処理 開始 月 日:5月14日(田 植10日 後).

第3図 無処理区にお けるイネゾウムシ成虫 の個体数変動 と

食害葉 の発生推移(1980).● 成虫数(80m2)○ 食害

葉数(100株 当た りに換算)田 植 月日:5月4日.
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力を発揮す るこ とがわか った。 しか し,処 理7日 後 にな

る と生存虫率が30%台 にあが り,殺 虫力がかな り低下

す ることが示唆 された。

2. 水面展開剤の食害防止効果

水面展開剤 の処理回数 とイネ ゾウムシ成虫 による食害

発生量の関係を第5表 に示 した。処理14日 後の調査 に

よる と,無 処理区 と1回 処理区の食害葉数間に有意な差

が認め られ,食 害葉の発生を防止す る うえ で田植10日

後の処理が有効だ った ことにな る。 しか し,1回 処理区

の食害葉数 と2, 3, 4, 5回 処理区の食害葉数間に も有

意な差が認め られ るので,田 植10日 後の1回 処理だけ

では十分 な食害防止効果をあげ ることがで きない もの と

考え られ た〇他方,2回 処理区か ら5回 処理区 までの食

害葉数間 には有意な差が認め られないので,3回 め以降

の処理が食害葉の発生防止に関与 しなか った もの と考え

られ る。処理22日 後の調査で も同様の傾向が認め られ

た。結局,こ の試験 では田植10日 後 と13日 後の2回

処理が食害葉の発生を防止す る うえで最 も合理的だ った

ことにな る。

第3図 は無処理区におけ るイ ネゾウムシ成虫の個体数

変動 と食害葉の発生推移を示 した ものであ る。生息虫数

は 田植10日 後か ら直線的に増加 し,田 植22日 後あた

りで ピー クに達 した。食害葉は 田植10日 後か ら17日

後 にかけて急増 し,こ の時期 までに ピーク時の7割 に相

当す る食害葉が発生 した。食害葉の発生 ピークは田植25

日前後で,成 虫の侵入 ピークよ り3日 ほ ど遅れていた。

3. 殺虫成分の残留消長

第4図 は田面水に浮遊 してい る殺虫成分(イ ソキサ チ

オ ン)の 残留 消長を示 したもの である。各区の最終処理

日か ら3日 経過 した時点 で各 々分析 した イ ソキサチ オ ン

の残留量は,1回 処理区 よ り2回 処理区が多 く,2回 処

第4図 イソキサチオン水面展 開剤 の処理 回数 と殺虫成分の

残留消長(1980).

●1回 処理 ○2回 処理 ■3回 処理 □4回 処理

▼5回 処理 ▽6回 処理 田植 月日:5月4日.

第6表 イソキサチ オンの残留消長 と殺虫効力(1980)

第7表 イソキサチ オンの投下薬量 と死虫率(1980)

理 区 より3回 処理 区が多 い とい うように処理 回数 に伴 っ

て多 くなっていた。 しか し,6日 経過 した時点 で分析 し

た残 留量 は,3日 後 の残留量 の多少 と関係 な くどの区 も

水面1cm2当 た り0.1μg台 に減 少 していた。

4. 水 面に浮遊する殺 虫成分量 と成虫死亡 率の関係

第6表 は田面水に浮遊す る殺虫成分の経時的 変化 とイ

ネゾウムシ成虫に対 する殺虫力の消失過 程を対応的 に示

した ものであ る。水面展開剤を10a当 た り500mlの

割合で滴下す ると,滴 下1時 間後にはイ ソキサチオ ンが

水面1cm2当 た りに2.66μg浮 遊 して,イ ネ ゾウムシ成

虫が100%死 亡 した。その後,時 間の経過 とともに水面

に浮遊するイ ソキサチオ ン量 が減 少 し,イ ネ ゾウムシ成

虫に対 する殺虫力 も次第に低下 していった。滴下3日 後

にはイ ソキサチオ ンの 水面浮遊量が0.31μg/cm2と な

り,50%程 度 の成 虫が生 き残 る結 果 となった。滴下5日

第8表 イソキサチオン水面展開剤の処理時期

と食害発生量(1981)

注.表 中の数値は3区 平均 値を示 し,同 一英文字を 付 した

平均 値間にはDUNCAN'S multiple range testに よる

5%有 意 水準 の差 がない ことを示す.田 植 月 日5月5日.
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第5図 無処理区におけるイネゾウムシ成虫の個体数変動 と

食害葉の発生推移(1981).

●成虫数(72m2)○ 食害葉数(100株).田 植月日

:5月5日.

後にな ると水面に0.06μg/cm2の イ ソキサチ オ ンが浮

遊 していたが,成 虫は100%生 き残 って しまった。

水面に浮遊す るイ ソキサチ オ ン量 と成 虫死亡率 の関係

を室 内で実験的に調べた結果を第7表 に示 した。 この試

験か ら50%程 度の イネ ゾウムシ成虫を殺す ため には,

水面 に浮遊す るイ ソキサ チオ ンが0.2μg/cm2必 要 であ

る ことがわか った。

5. 水面展開剤の処 理時期と食害発生量の関係

水面展開剤の2回 処理を時期別 に行 って,イ ネ ゾウム

シ成 虫に よる食害発生量 を調べ た結果 を第8表 に 示 し

た。 田植9日 後か ら20日 後 までの間 に発生 して くる食

害葉数 は,田 植10日 後 と13日 後の2回 処理区 で最 も

少 な く,無 処理区の半分程度 であ った。水面展開剤の処

理時期が これ よ り遅れ るほ ど食害葉数が増加す る傾 向に

あった。 田植25日 後 の調査 でも同様の傾 向がみ られ た

が,田 植20日 後の調査結果 と異 な り,3処 理区 の食害

葉数 間には統 計的 な有意差(有 意水準5%)が 認め られ

なか った。

第5図 は無処理区 におけ るイネ ゾウムシ成虫 の個体数

変動 と食害葉 の発生推移 を示 したものである。成虫は 田

植20日 後 あた りまで1m2当 た り1頭 程度 の安定 した

生息 密度 を保 っていたが,そ の後10日 ほ どの間に倍増

し,田 植1ヵ 月後 に最 高密度 となった。食害葉 は田植9

日後か ら16日 後 にかけ て急激 に増加 し,こ の時期 まで

に最多期 の6割 に相 当す る 食害葉 が発生 した。 田植16

日後 か ら10日 間ほ ど平衡状態が続 き,そ の後再 び増加

して田植34日 後 で ピー クとなった。食害葉の発生 ピー

クは成 虫の侵 入 ピー クより4～5日 遅 くれ た。

考 察

室内試験 ではイネ ゾウム シ成 虫に高い殺虫力を発揮 す

る薬剤がい くつか認め られ る(嘉 藤 ら,1974)が,こ れ

らの薬剤を用いて圃場で試験 してみ ると殺虫効果や食害

防止効果にふれを 生 じ(佐 藤,1978),防 除適期を検討

す るための時期別処理試験に供試 しうるよ うな薬剤は見

当た らなか った〇 このため,田 植直後か ら1ヵ 月余 りの

長期間 にわた る成虫の水 田侵入期間(山 崎 ・今村,1977

;湯 野 ら,1978)の なかで,ど の時期の防除が効率的で

あ るかが判然 と しなか った。

筆者 らが圃場 で試験 した水面展開剤は,80m2程 度の

小面積 な らば10a当 た り300mlの 処理量で も処理3

日後 まで高い殺虫力を示 し(第4表),上 記の時期別処理

試験 に十分供試 しうる薬剤 であ ると考え られた。本剤を

イネ ゾウムシ成虫の水 田侵入初期か ら3日 間隔で連続的

に処理 していけば,何 回めかの処理で必ず食 害防止効果

に差が現れ るもの と 想定 した。 試験の結果(第5表),

水面展開剤を田植10日 後か ら3日 間隔で2回 処理 する

だけで期待 した とお りの高い食害防止効果を得 ることが

で きた。そ こで,こ の2回 処理区の殺虫効力持続期 間を

算定すれば,1ヵ 月余 りに及ぶ成虫の水田侵入期間のな

かで実際に防除を必要 とす る期 間(要 防除期 間 とい う)

がいかほ どか推定で きることにな る。

水田内へ侵入 して くるイ ネゾウムシ成虫の半数 以上を

殺 すためには,田 面水に浮遊す るイ ソキサチオ ンが水面

1cm2当 た りに0.2μgか ら0.3μg必 要 で あ る(第

6, 7表)。 この レベル以上のイ ソキサチオ ンが 残 存 し

てい る期間,す なわ ち50%以 上の侵入成虫を殺す期 間

を殺虫効力持続期 間 とすれば,第4図 の分析結 果か ら水

面展 開剤2回 処理 区のそれは田植10日 後 か ら17日 後

にかけての1週 間 と推定 される。無処理 区における生息

虫数 変動 や食 害葉 数変動(第3図)と 殺虫効力持続期 間

(要防除期 間に 相当)の 関係 を検 討 してみ た ところ,こ

の時期 は生 息虫数 や食害葉数 が ピー ク時の7割 に達す る

直前1週 間に該当 している ことがわかった。

要 防除期 間を成 虫の水 田侵入消長 や食害葉 の発生推移

と結 びつけて考えるためには単年度 の試験 だけでは不十

分 と考え られたので,1981年 に再度検討 してみ た。 そ

の結 果,食 害葉 の発生を効率的 に抑 えるため の要防除期

間は田植10日 後か ら17日 後 にかけての1週 間である

と考 え られた(第8表)。 そ こで,無 処理 区 におけ る生

息 虫数 変動 や食害葉数 変動(第5図)と この要防除期間

との関係 を検討 してみ た ところ,こ の期 間は生息虫数や

食害葉数 が ピー ク時の6割(前 年 の試験 では7割)に 達

す る 直 前1週 間 に該 当す るこ とが わか った。 この よ う

に,成 虫の水 田侵 入消長 や食害葉 の発生推移 と要防除期
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問 との関係 が2ヵ 年 ともそれほ ど違 わないので,イ ネ ゾ

ウムシ成虫に よる食 害葉 の発生を効率的に抑え るための

防除期間は水田内の生息虫数 や食 害葉 数が ピー ク時の6

～7割 に達す る直前1週 間 と想定 され る。 この時期 を的

確につかむためには,成 虫の水田侵入経過や食害葉の発

生経過を気象要因や田植時期 との関係 か ら今後詳 しく解

析 してい く必要があろ う。

摘 要

田面水の表層に殺虫成分を展開 させ るイ ソキサチオ ン

水面展開剤は,イ ネゾウムシ成虫に対 して処理3日 後 ま

で高い殺虫力を発揮す ることがわか った。そ こで,本 剤

をイ ネゾウムシ成虫の水田侵入初期 か ら3日 間隔 で連続

的に処理 し,処 理 回数 をいろいろに変えた試験 区での食

害葉の発生防止効果を検 討 した。その結 果,食 害葉 の発

生を効率的 に抑えるためには,水 面展 開剤 を少な くとも

2回 処理 しなけれ ばな らない ことがわかった。 イ ソキサ

チオ ンの残留分析か ら,水 面展 開剤2回 処理 区の殺 虫効

力持続期間すなわち50%以 上 の成 虫を殺 す期 間は1週

間 と想定 された。 したが って,イ ネゾウムシ成虫の水田

侵入が1ヵ 月余 りの長期 に及 んで も,食 害葉 の発生を効

率的 に抑えるための防除期 間は1週 間 と考 え られた。1

週 間 の 要 防 除期 間 を 設定 す る 時期 は水 田 内 の生 息 虫数 や

食 害 葉 数 が ピー ク時 の6～7割 に達 す る直 前1週 間 と想

定 さ れ た。
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