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イネ ミズ ゾウ ム シの 産 卵 ・ふ 化 に 及ぼ す

diflubenzuronの 影 響

都 築 仁 ・浅山 哲

愛知県農業総合試験場

Influence of Diflubenzuron on Oviposition and Hatching 
in the Rice Water Weevil, Lissorhoptrus oryzophilus KUSCHEL 

(Coleoptera: Curculionidae). Hitoshi TSUZUKI and Tetsu 
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Abstract: Diflubenzuron, 1 (4-chlorophenyl)-3-(2, 6-difluoro-

benzoyl) urea, showed good control efficacy on larvae of 
the rice water weevil, although leaf injury due to adults 

was not affected. Attempts were made to clarify the mecha-
nism of insecticidal action of diflubenzuron against the rice 

water weevil. The number of eggs oviposited and the hatch-
ability of eggs were determined when adults were fed on 
rice seedlings treated with diflubenzuron. It was concluded 

that control efficacy by diflubenzuron was caused by the 
inhibition of hatching of eggs.

diflubenzuron (Dimilin(R))の 昆虫に対す る作用性 はキチ ン質

合 成の阻害であ り(KER, 1977),脱 皮が正常に行われ ないため

に死亡する とされてい る。

イネ ミズ ゾウムシLissorhoptrus oryzophilus KUSCHELは 単 為

生殖 であ り,成 虫はイネ葉身を食害 し,水 面下の葉鞘に産卵,

幼虫 は根 を食害 し,イ ネの生育 をいち じるし く阻害す る(ISELY 

and SCHWARDT, 1934; GRIGARICK and BEARDS, 1965;都 築 ・

浅山,1978)。 筆者 らは薬剤試験 に お い てdiflubenzuron水 和

剤を イネに散布 した場合,成 虫 の食害防 止効 果は 認 め られなか

ったが,幼 虫防除に はか な りの効 果が見 られたので,被 害解析

試験に本剤を使用すれば,成 虫に よる被害 と幼 虫に よる被害を

分離 して解析す ることが可能にな ると考 えた。

そ こで,diflubenzuronの イネ ミズゾウムシ成虫 および 卵に

対す る作用性について二,三 の実験を行 ったので,そ の結果 を

報告す る。

材 料 お よび 方 法

1. 供試成虫

実験1は1979年5月28日,実 験2は1981年5月22日 に 水

田か ら採集 した蔵卵 初期 の成 虫を使用 して行 った。

2. 供試薬剤お よび使用方法

主成分1 (4-chlorophenyl)-3-(2, 6-difluorobenzoyl) ureaを

25%含 有す る水和剤(Dimilin水 和剤,兼 商(株))を 供試 し,

葉身浸漬時 には所定 濃度液に展着剤を0.02%加 用 した。

実験1 幼虫 の出現 防止効果

diflubenzuron水 和剤1,000倍 液(250ppm)お よび2,000倍

液(125ppm)に 葉身を数秒浸漬 した稚 苗を1万 分 の1aポ ッ ト

に5本 植 え,飼 育用 ビニール円筒(径5cm,長 さ30cm)で 覆

い,5月28日 に成虫 を1ポ ッ ト5頭 放飼 し,1週 間 ごとに同様

に処理 した苗に移 し変 えて 自然条件下 で 飼育 した。1処 理4ポ

ッ ト供試 した。なお,飼 育開始1週 間後にdiflubenzuron処 理

苗飼育個体を 無処理苗に移 した区 も設けた。 約1か 月後に飼育

に使用 した イネを掘 り取 り,幼 虫数を調査 した 。

実験2 産卵お よびふ化阻止効果

根を除去 した イ ネ 稚 苗 をdiflubenzuron水 和剤1,000倍 液

(250ppm)に 数秒 浸漬 し,風 乾 後 底 に 水を入れた試験管に入

れ室温条件下において,5月22日 か ら成虫の個体別飼育を実施

した。食餌 の処理 苗は1週 間 ごとに交換 し,卵 期間は約9日 とさ

れてい るので,交 換後は その まま7～10日 放置 し,水 中に落下

した卵数 と ふ化幼虫数を調査 した。 また,試 験開始3週 間後に

処理 区を2分 し,diflubenzuron処 理苗飼育か ら無処理 苗 飼 育

とした区お よび その逆の無処理苗か らdiflubenzuron処 理苗飼

育 とした区を設 け,産 卵数お よびふ化状況の変化を調査 した。

結 果 お よび 考 察

1. 幼虫の 出現 防止効 果

diflubenzuron水 和剤処理苗で成虫 を継続的に飼育 した 結 果

をTable 1に 示 した。diflubenzuron 250ppmお よび125ppm

処理 苗では ほ とんど幼 虫の生息は 認め られなか った。 しか し,

diflubenzuron処 理苗で1週 間 飼育 した 成虫を,無 処理苗に移

し1週 間飼育す ると 幼 虫の生息が 見 られる ように な っ た。な

お,成 虫 の葉身食害程度 はdiflubenzuron処 理 の有無 にかかわ

らず,飼 育期間中ははなはだ しか った 。

イ ネ ミズゾウムシ成虫がdiflubenzuron処 理苗を摂食 し続け

た場合には,diflubenzuronが 成 虫の 蔵卵か ら幼虫 のふ化 まで

の間に作用 して,幼 虫の出現を 防止 してい るもの と考 え られ

た。 また,途 中で無処理苗に移す と,そ の作用は1週 間以内に

消失する ように思われた。

2. 産卵お よびふ化阻 止効果

diflubenzuron処 理苗を 摂食 した成 虫は 蔵卵能力 の 低下を き

たすか,あ るいは 産 下 された卵のふ化が 阻止 され るかを明 らか

にす るため,試 験管 内で個体別飼育を行い,そ の産 卵量 とふ化

状況 を調査 した結果 をTable 2に 示 した。飼育開始 後の第1週

は,無 処理 苗飼育成 虫では約70% (34個 体)が 産 卵 した が,

diflubenzuron処 理 苗飼育成虫では 産卵個体が 認 め られなか っ
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Table 1. Effect of diflubenzuron on larval development when adults were fed on 

diflubenzuron treated rice seedings

a) D: diflubenzuron treated seedlings, C: untreated seedlings (check) . 

b) ™¿
, œO, +: indicate heavy, moderate and slight degree of leaf injury, respectively.

Table 2. Effect of diflubenzuron on oviposition and hatchability of eggs when 

adults were fed on diflubenzuron treated rice seedlings

Number of eggs and larvae were determined after one week (after 3 days in 3rd week experiment) re-

moving adult rice water weevils from rice seedlings. 
a) Not hatched.

Table 3. Effect of diflubenzuron on oviposition and hatchability of eggs when adults 
were fed on diflubenzuron treated rice seedlings (continued from Table 2)

a) Adults fed on diflubenzuron treated or untreated seedlings for three weeks (Table 2).
b) D: diflubenzuron treated seedlings , C: untreated seedlings (check).
c) Number of eggs and larvae were determined after one week removing adult rice water 

weevils from rice seedlings.
d) Not hatched.

た。第2週 にはいずれ も約50%の 個体が産卵 し,無 処理 苗飼育

成虫か ら産下 された卵はすべて ふ 化 した が,diflubenzuron処

理苗飼育では 卵のふ化は まった く認め られ なか った。第3週 に

は無処理苗飼育成虫の産卵個体率は約90% (43個 体)に 達 した

が,diflubenzuron処 理苗飼 育 成 虫 は 約45% (22個 体)で あ

り,産 下 された卵のふ化は 引き続 き認 め られず,diflubenzuron

処理苗飼育成虫は 産 卵数 も少なか った。diflubenzuronが 卵 の

ふ化に 作用す ることは,ゾ ウ ム シ類 で は す で にDiaprepes 

abbreviatus (SCHROEDER et al., 1976; SCHROEDER and SUTTON, 

1978), Anthonomus grandis (MOORE and TAFT, 1975)な どで

確認 されてい る。

次に,こ れ ら 各処理苗で飼育 してきた 成虫 の1/2の 個体に つ

いて,処 理法 を入れ変 えた区を設 け,継 続飼育 した結果をTable 

3に 示 した。無処理苗飼育成虫をdiflubenzuron処 理苗に移 し

飼育 を継続 した場合は,最 初の7日 間で産卵個体率 お よび 産卵

数 が極端に低下 し,第2～3週 には 成虫 の老化 も 影響 したため

か産 卵個体 は 認 め られな くな った。 一方,diflubenzuron処 理

苗で飼育 していた成虫を 無処理苗に移 した場合,産 卵個体率で
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Fig. 1. Larva rarely hatched from an egg oviposited 

by an adult rice water weevil fed on diflu-

benzuron treated rice seedlings.

は最初の第1週 は60%,次 の第2～3週 は50%で,無 処理苗で

継続飼育 していた場 合 とほ とん ど同 じであ ったが,卵 のふ化は

最初 の第1週 で は見 られず,卵 にdiflubenzuronの 影響が残存

していた ものと考 え られ た。 しか し,第2～3週 では 幼虫数に

お いて無処理苗継続飼育成虫 と差がみ られず,正 常の状態に回

復 した ものと思われ た。 この間に,diflubenzuron処 理苗飼育

成虫は無処理苗飼育成虫 の 約1/8の 産卵数 であ り,成 虫を供試

してか ら第4～6週 に入 ったた め 成虫 の老 化によ り産 卵能力が

低下 した影響 も大 きい ものと考 え られ た。

diflubenzuron処 理苗を 食餌 としてい る成虫か ら 産下 された

卵は卵殻 内で胚子の発育は 見 られたが,卵 殻を破 って出現す る

幼虫は まれに しか見 られ ないので,大 部分 の個体は 卵殻内で死

亡 した も の と 考 え られ た。同様な現象 はAnthonomus grandis 

(MOORE and TAFT, 1975)で も認 め られ て い る。なお,ま れ

に出現 した幼虫は腹部節間が短縮 し,間 もな く死 亡 し た(Fig. 

1)。

以上の結果か ら,diflubenzuronに よ る イネ ミズ ゾウムシ幼

虫防除効果は,経 口的に成虫体内に入 った本剤 が 卵 巣 に 移 行

し,主 として産下 された 卵のふ化阻止作用に よるものと 考 え ら

れ る。 また,実 際の散布に当た っては,本 剤は 浸透性を有 しな

い こと,幼 苗期のイネの出葉周期は5～6日 で あ り(星 川,

1978),成 虫は新葉 を好む ことな どを考 慮 し,1週 間間隔が適 当

と考 え られる。
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