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Experiments were conducted to analyse the effect of the application of Cartap granules to 
rice nursery boxes on the control of the rice water weevil. Reduced feeding, delayed ovarian 
development and suppressed oviposition were observed in the adult weevils fed rice leaves con-
taining Cartap at sub-lethal concentrations. Larvae hatched on the treated plants died after 
feeding the roots containing the toxic agent at a higher concentration than that in the leaves.

緒 言

イネ ミズ ゾウムシLissorhoptrus oryzophilus KUSCHEL

は,1976年 愛知県下において 我が国へ の 侵入が確認 さ

れ て以来,年 々分布範囲を広げ,稲 作初期害虫 として定

着 した。

本種は越冬成虫が 田植直後か ら水 田に侵入 して イネの

葉を食害 し,次 世代 の幼虫は土中に潜 り根部 を 食 害 す

る。

カルタ ップ粒剤を育苗箱に施用後,田 植をす ることに

よって幼虫の発生を抑制 し,被 害を軽減す ることはで き

るが,親 世代の越冬成虫には顕 著な殺虫作用は認め られ

ない(都 築 ら,1978;粥 見 ・坂 下,1981)。

最近,斎 藤 ・宮 田(1981)は この作用 について,カ ル

タ ップが この昆 虫の卵巣 の発育を阻害す る ことを報告 し

ている。筆者 らは1979年 か らカルタ ップ粒剤 の育苗箱

処理 の効果について試験 を進め,ほ場 における持続効果,

作用機作 の解 明等 を行 って来た。

本報 告はカルタ ップ粒剤 の作用 が,卵 巣 の発 育阻害 の

みでな く,幼 虫の減 少に関与す る他 の要 因である成虫の

摂食,中 毒 お よび幼 虫の生存 に及 ぼす影響 につ いて明 ら

かに しようとした ものである。

材 料 お よ び 方法

1. 1979年 の試 験

1. イネ:コ シヒカ リを4月10日 に育苗箱(25×40

×3cm,床 土 は くみあい培土)に 播種 した。5月1日 に

カル タ ップ4%粒 剤1箱 当た り100gを 育苗箱 に処理

した イネ(処 理 イネ)と,無 処理 イネ とを,三 重県農業

技 術セ ンタ ー内の水田に田植機 を使 って移植 した。

2. 供試 虫:三 重県安芸郡河芸町 の水 田で採集 した越

冬成虫を,実 験 室で イネ苗を餌 として飼育 し,適 宜供試

した。

3. 成 虫の食害 と幼 虫に対す る影響:田 植7日 後,14

日後 お よび21日 後 に水 田か ら上記 イネ株を周囲 の土 ご

と掘 り取 り,直 径24cm,深 さ13cmの プラスチ ック

容器 に3株 ず つ移植 し,透 明塩化 ビニール板で作製 した

円筒 で覆 い,イ ネ ミズ ゾウムシ成虫を1容 器当た り10

頭ず つ放飼 した。1容 器を1反 覆 とし,7日 後 は3反

覆,14日 後,21日 後は10反 覆 とした。放飼1日 後 に

歩行困難 な重い中毒症状 の個体を数え,食 害痕(第1図)

の長 さを測定 した。成虫はそ のまま同一容器に放飼 して

産卵 させ,1週 間後に除去 して イネを ガラス室 内で栽培

を続け,7月4日 に根を洗いなが ら幼虫数,土 繭数 を調

査 した。

1) 本報告の要 旨は 日本応用動物昆虫学会第36回 大会(名 古屋,1982年)で 発表 した.
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第1図 イネミズゾウムシ越冬成虫の食痕

第2図 イネ ミズゾウムシの卵巣発育段階

I;卵 巣小管が伸長 していない.

II;卵 巣小 管が伸長 してい る.

III;未 成 熟卵が認め られ る.

IV;成 熟卵が認め られ る.

4. 稲体中の カルタ ップ濃度 の測定:田 植7日 後,14

日後,お よび21日 後に水田か ら掘 り取 った イネを よく

水洗 した後,茎 葉部のみを と り,カ ル タップ濃度 を測定

した。試 料は細切 し,0.02規 定 の塩酸 を加 えて摩砕,抽

出 した。抽 出物 をア ンモ ニア ・アルカ リ性 で加水分解 し

た後,精 製 してガス クロマ トグラフ ィーに よりネ ライス

トキ シン量 を測定 した 。 この測定値 をカルタ ップに換算

し濃度を 求めた。

2. 1981年 の試験

1. イネ:1979年 と同 じ 水 田に同様 な 手順で カルタ

ップ処理 イネと,無 処理 イネとを5月1日 に 田植 した。

2. 供試虫:5月5日,三 重県四 日市市赤水町の林地

のササか ら採集 した水 田に侵入す る以前の越冬成虫を,

その まま供試 した。供試時に20頭 の成虫を解剖 し,卵

巣の発育状態を調べた結果,す べてが第2図 のI～IIの

段 階にあ り,卵 は未発育であ った。

3. 成虫の食害 と卵巣発育の調査:田 植7日 後に1979

年 と同様 に して,プ ラスチ ック容器 に5株 の イネを移植

し,上 記成虫を1容 器当た り10頭 ずつ放飼 した。

放飼7日 後 に,さ らに7日 間放飼 を続 ける区において

は,水 田か ら新 たに掘 り取 った イネ(1容 器 当 た り4

株)に 成虫を移 し換 えた。成 虫放飼7日 後 と14日 後 に

処理 イネ,無 処理 イネ各5反 覆か ら成虫 を回収 し,解 剖

顕微鏡下で卵巣 の発育状態 を観察 した。発育段階は第2

図 のよ うに分類 し,各 段階 の虫数 を数 えた。 イネは抜 き

と り,す べて の葉 に残 された食害痕 の長 さを測定 した。

4. 産卵数 の調査:田 植21日 後に,そ れ まで14日

間処理 イネと無処理 イネに放飼 しておいた成虫を,再 度

第3図 試 験 設 計 の 概 要
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第1表 越冬成虫の生存,摂 食量,幼 虫の発生に及ぼす カル タ ップの影響

田植:5月1日

中毒虫数および食害痕長は各放飼1日 後の調査.

幼虫調査は7月4日.

t検定:* 5%水 準,** 1%水 準で差は有意.

田植7日 後は3反 覆,14日 後,21日 後は10反 覆の平均値.

水 田か ら掘 り取 った イネ(1容 器当た り4株)に 移 し換

えた。 この際処 理 イネで飼育 した ものの中には,中 毒症

状の重い成虫 も混 ってい るので,こ れ らは除去 し,1容

器当た り10頭 ずつになる よ う調整 した。7日 間経過 し

た後,各5反 覆か ら成虫を回収 し,卵 巣の発育状態を調

査する とともに,イ ネを抜 き取 り,エ タノールで脱色 し,

解剖顕 微鏡下で葉鞘 部分 を注意深 く調べ,卵,ふ 化 した

幼 虫,幼 虫が脱 出 した と考え られ る空 隙にわけて調査 し

た。

5. 幼虫数,土 繭数の調査:田 植14日 後に新 しい イ

ネに成虫を移 し換 えた ものの うち処理 イネ,無 処理 イネ

各5反 覆は,そ の まま14日 間放飼 を続けた後,成 虫を

除去 して イネの栽培 を続 けた。7月2日 に根を洗いなが

ら幼虫数,土 繭数 を調査 した。

6. 稲体 中のカルタ ップ濃度 の測定:イ ネを根部 と茎

葉部 に分け,1979年 と同様 な方法で,そ れぞれ のカルタ

ップ濃度を測定 した。

試験設計 の概略を第3図 にまとめた。

結 果

1. 1979年 の結果

田植7日 後に成虫を放飼 した ところ,1日 後 の死亡虫

は なか ったが,30%が 重い中毒症状を示 し,正 常 に歩行

す るものは27%で,残 りは歩行緩慢であ った。食害痕

長は処理 イネで有意に短か った。

田植14日 後に放飼 した場合には,中 毒症状を示す個

体は8%で 少なか ったが,処 理 イネの食害痕長は 明らか

に短か った。

田植21日 後放飼の場合は,中 毒症状を示す個体は減

少 し,わ ずか4%で あ った。 また食害痕長は処理 イネ,

無処理 イネの間に差はなか った。

第2表 イネ体 中の カル タ ップ濃度

無処理 イネの食害痕長は,放 飼時期が遅 くなる程短 く

なる傾 向が あ り,成 虫 の発育段階が進むに したが って摂

食量 は少 な くなると考え られ る。

幼虫,土 繭数を調査 した結果,無 処理 イネでは14日

後放飼 より21日 後放飼 の方が,明 らかに増加 してい る

にもかかわ らず,処 理 イネでは21日 後放飼で もまった

く増加は認め られず,1容 器平均1頭 以下で非常に少な

く,カ ルタ ップ粒剤処理に よって幼虫の発生が抑え られ

ることは 明らかであ る(第1表)。

イネ体茎葉部 のカルタ ップ濃度は,田 植7日 後で1.8

ppmあ り,21日 後 まで1ppm以 上の値 を示 した(第2

表)。

2. 1981年 の結 果

越冬成虫の無処理 イネにおけ る食 害痕長を見る と,田

植7日 後に放飼 した成虫は,最 初の7日 間は1頭 当た り

32.1cm摂 食 したが,そ の後の7日 間では10.0cmと

約3分 の1に 減少 した。 これ は1979年 の試験 で見 られ

た傾 向 と一致 した(第3表)。

無処理 イネに放飼 した成虫 の卵巣発 育状態 を見る と,

水 田に侵入す る以前のいまだ卵巣未発育 の越冬成虫を放

飼 して も,7日 後 にはすべ ての個体 の卵巣 は発育 し,過

半数 の個体 が成熟卵 を持 っに至 った(第3表)。

カルタ ップ処理 イネに放飼 した成 虫の場合 には,田 植

7日 後か ら7日 間の放飼 では,食 害痕長が無処理 イネと



240 粥 見 惇 一 ほ か

第3表 越冬成虫の摂食量,卵 巣発育,産 卵数に及ぼすカルタップの影響

a) 田植7日 後 か ら14日 後までの7日 間の10頭 合計 値.

b) 田植14日 後か ら21日 後 までの7日 間の10頭 合計値.

ほ とん ど変 りない容器(No.1, 2, 3)と 顕著 に短 くな

った容器(No.4, 5)と が 現れ た(第3表)。 この食害

痕長が短い容器では,成 虫の卵 巣発育が強 く抑 え られ,

発育段階IIIに 至る個体 はなか った。

食害痕長 と卵 巣発育 との関係は14日 間放飼 した区で

も明 らかに認め られ,カ ルタ ップ処理 イネでは極 端に短

く,卵 巣の発 育は強 く抑制 され,成 熟卵 を持 つ個体 は4

分 の1程 度 に過 ぎなか った。

イネへ の産卵数を調査す るため,田 植7日 後か ら14

日間摂食 させた後,新 しい イネに7日 間放飼産卵 させた

結果 を第3表 に示 した。 この際 カルタ ップ処 理 イ ネ で

は,ほ とんど活動 しない重 い中毒症状を示す 個 体 が あ

り,こ れ らは産卵す る活力がない と考え られた ので,こ

れ らは除 いて比較的中毒症状 の軽い個体を供試 した。 こ

の結果処理 イネ よりの回収成虫 の卵巣はか な り発育が認

め られ,半 分近 くの個体が成熟卵 を持つ よ うに なった。

イネ組織 中に確認す ることので きた卵,幼 虫 の数は無

処理 イネでは1容 器 当た り36個 に対 し,処 理 イネでは

1.2個 に過 ぎなか った。 しか し,こ の調査で幼虫の脱出

した痕跡は処理 イネにもか な り認め られた。 これは新 し

い イネに成虫を移 し替えてか ら1～2日 の うちに産卵 さ

れた ものが放虫期間中にふ化脱出 した ものと考え られ,

カル タップに よる軽い中毒虫では産卵能力をあ る程度保

持 してい ることを示 してい る。

幼虫お よび土繭の調査では(第4表),無 処理 イネでは

1容 器平均28.6頭 見出 されたが,処 理 イネではまった

く生 存を見なか った。

イネ体 中の カルタ ップ濃度は田植7日 後 で根部 に3.12

ppm,茎 葉部に1.18ppm検 出され,根 部では21日 後

まで1ppm以 上 の濃度 であったが,茎 葉部 では14日
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第4表 幼虫の発生に及ぼすカルタップの影響

各5反 覆の平均値.

後 に1.44ppmに なった後,21日 後 には0.53ppmま

で低下 した(第2表)。

考 察

1979年 お よび1981年 の試験 に より,カ ルタ ップ粒剤

の育苗 箱処理が成虫 を死亡 させ るには至 らないが,次 世

代幼虫 の発生 を抑 える とい う結果 が確認 された。

イネ ミズ ゾウムシ成 虫 と同 じよ うな食害様式 を示す イ

ネ ドロオ イムシの場 合には,カ ルタ ップの イネ体濃度 に

よるLC50が,成 虫で約1ppmで あるため,カ ルタ ッ

プ粒 剤の育苗箱処理 が成虫に対 して も殺 虫力を示 してい

る(小 山 ら,1976)。 イネ ミズ ゾウムシ 成虫では カルタ

ップの イネ体濃度が1.8ppmで 死亡はな く,30%の 個

体 が重い中毒症状を示 したに過 ぎない。 この よ うな カル

タ ップに対す る成 虫の低 い感受性 のため,カ ルタ ップ粒

剤 の育苗箱処理 では成 虫密度 の低 下は見 られ ない もの と

理解 され る。

次世代幼虫 の発生が減 るため には,親 世代 である越冬

成 虫の産卵 に至 るまでの過程か,生 まれ た幼虫 の生存 自

体か のいずれか にカルタ ップが作用 しなけれ ば な ら な

い。

第1の 段階 は成虫 の卵巣発育 についてであるが,第3

表 に見 られ る ように処理 イネでは 明 らか にカルタ ップの

影響 で卵巣発育 に遅延が現れた。発育が強 く阻害 され た

区では食害痕 が極端 に少 なか った ことを考える と,卵 巣

の発育阻害は 中毒症状 の軽重 と関連 して起 こされ る もの

と推察 され る。

しか し,第1表 の1979年 の田植21日 後放飼 の結果

に見 られ る ように,処 理後 の期間が長 くなる とカルタ ッ

プの成虫 に対す る影響が少 な くな り,食 害痕が減少 しな

い場合 で も幼虫 の発生が抑 え られ ているこ とか ら,他 の

要因が存在す る可能性が強い。

第2の 段階は産卵に及ぼす影響であ る。 田植7日 後 に

放飼 し,14日 間お よび21日 間摂食 させた場合,卵 巣 の

発育は遅れ,成 熟卵を持つ個体は処理 イネでは無処理 イ

ネの約半数であ る。

産卵数調査 の結果で も葉鞘 内に確認 された卵,お よび

ふ化直後 の幼虫数は処理 イネでは きわめて少 な く,産 卵

数 もカルタ ップの影響で減少す ることが わ か る(第3

表)。

第3の 段階 と して考え られ るのは幼虫 の生存に及ぼす

影響で ある。幼虫,土 繭調査 の結果,1979年 の田植21

日後放飼 にみ られる ように処理 イネで も産卵数は無処理

イネ とそれ程 変 らない と推 測 され るに もかかお らず,幼

虫の発 生が少なか った場合(第1表),ま た 葉鞘 にふ化

幼虫の脱出 した痕跡 がかな り残 っているに もか か わ ら

ず,幼 虫の発生が まった く認め られなか った場合(第3

表)か ら考える と,ふ 化後 の幼 虫に対す るカルタ ップの

殺虫効果がかな り重要である ことが うか がえる。

イネ体 のカル タ ップ濃度測定の結果に よ る と(第2

表),根 部の濃度が長期間にわた って高 く保 たれている。

ふ化直後 の幼虫 のカル タ ップに対 す る感受性は,成 虫程

には低 くない と推測 され ることか ら,根 部 を食害す る幼

虫 の死亡は十分可能性がある。

以上を まとめ ると,カ ル タップ粒剤の育苗箱処理 に よ

るイネ ミズ ゾウムシ幼虫発生の抑制機構 は,成 虫 の 食

害,卵 巣発育,産 卵お よび幼虫の生存のすべてにカルタ

ップが影響 して,そ の効力を発現 してい るためである と

結論 され る。

摘 要

カル タ ップ粒剤の育苗箱処理に よって,イ ネ ミズ ゾウ

ムシ幼虫 の発生が抑制 され る過程を解析 し た。そ の 結

果,カ ル タップは成虫の死亡につながる程 の イネ体濃度

に達 しない場合で も,成 虫の行動の鈍化な どの中毒症状

を示 し,摂 食 量の減少,卵 巣発育の遅延,産 卵 の阻害 が

起 こって イネに産 まれ る卵 数が減 り,さ らにふ化 した幼

虫は比較的 カル タップ濃度 の高い根部 を食害 して死亡す

るため,顕 著な幼虫数 の低下が現れる ことが明 らか にな

った。
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