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Control Effect of Communication Disruption with Synthetic Pheromones in Paddy Fields 
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Control effect of the communication disruption technique with sex pheromone component(s) in 
Chilo suppressalis was evaluated in paddy fields in Okayama Pref. from 1981 to 1985. Disruption 
treatment against the adults of the overwintering generation (=first flight period), in which a signifi-
cant disruptive effect was observed in monitoring tests, was not effective for the control presumably 
because most of the moths in the paddy had emerged, mated and migrated from outside. On the 
other hand, effective control by the treatment was obtained in the first generation adults (=second 
flight period) when the release rate of the compound(s) was adequate. The appropriate release rate 
varied with the population density of the moths, being approximately 50mg/10a/day for a low 

population density and>100mg/10a/day for a high population density. Release rate of the com-
pounds could be well controlled for a longer period (>1 month) of time by using a polyethylene 
capillary tube with a thicker wall as a dispenser. No apparent differences in the control effect be-
tween a single component (Z-11-hexadecenal) and a 3-component mixture (natural ratio) as a 
disruptant have so far been revealed. The treatment area necessary for effective control was found 
to be greater than 50 a, unless the moth population density was unusually high. Also, to obtain 
a highly effective control, it may be important to reach both nearly 100% attraction inhibition in the 

pheromone trap and a mating suppression rate higher than 90% in the tethered females in the 
monitoring tests during the treatment. Correlation for the degree of damage by larvae before and 
after the treatment in the treated areas was lower as compared to that in the control areas. This 

phenomenon may be due to the effect of the disruption treatment in relation to the mating frequency 
of the tethered females and estimated number of egg masses.
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は じ め に

性 フェ ロモ ン を用 い た 交 信 攪 乱 法 に よ る防 除 は各 種 の

害 虫 にお い て 試 み られ て お り(中 村 ・玉 木,1983),そ の

一 部 は 実 用 化 され て い る
。 ニ カ メイ ガ の性 フ ェ ロ モ ン と

して は,最 初Z-11-hexadecenal (Z-11-HDAL)とZ-13-

octadecenal (Z-13-ODAL)の2成 分 が 同定 され(NESBITT 

et al., 1975; OHTA et al., 1976),本 種 の交 信 攪 乱 法 に 関

す る研 究 が着 手 さ れ た(BEEVOR and CAMPION, 1979; 

BEEVOR et al., 1981; LEE et al., 1981; KANNO et al., 1978, 

1980, 1982; TATSUKI and KANNO, 1981)。 そ の 後,さ ら

に第3成 分 のZ-9-hexadecenal (Z-9-HDAL)が 発 見 され

(TATSUKI et al., 1983),本 種 の 性 フ ェ ロモ ン の利 用 に関

す る気 運 が高 ま っ た。

筆 者 らは,KANNO et al. (1980), TATSUKI and KANNO 

(1981)の 研 究 に 引 き続 い て,岡 山 県 内(田 中 ら,1981)

に お い て発 生 が比 較 的 多 か った1981年 か ら防 除 実 験 を

開 始 した 。 本 種 の性 フ ェ ロモ ン成 分 は分 解 され や す い た

め,そ れ 以 前 の 研 究 で は 交 信 攪 乱 剤 と して は,分 解 され に

くい 性 フェ ロモ ン関 連 化 合 物 のZ-5-hexadecene (KANNO 

et al., 1978, 1980, 1982)やZ-9-tetradecenyl formateと

Z-11-hexadecenyl formate (BEEVOR and CAMPION, 1979; 

BEEVOR et al., 1981)が 用 い られ て い る。 そ の後,合 成 性

フ ェ ロモ ン の分 解 防止 や 蒸 発制 御 が 可 能 にな った た め,

本 実 験 で は性 フ ェ ロモ ン構 成 成 分 を用 い た 。1982年 ま で

は ニ カ メ イ ガ 性 フ ェ ロモ ンの主 成 分 で あ るZ-11-HDAL

の み を用 い た が,構 成 成 分 の 単 用 よ り も 自然 に 近 い 混 合

物 を用いた ほうが交信攪乱効果 は高 まる とされて いるこ

とや(CHARLTON and CARDE, 1981),本 種 にお いて も野

外 での処 女雌 トラップに対す る誘引阻害効果 は3成 分混

合物 のほ うがZ-11-HDAL単 独 よ りも高 いこ とが示 され

た ことな どによ り(菅野 ら,私 信),1983年 か らは合成性

フェロモ ン3成 分 を用 いて実施 した。

わが国 にお けるニカメイガの交信攪乱 法に関する研 究

経過 の概略 は田付(1986)が 紹介 しているが,こ こでは

岡山県内 で1981年 か ら1985年 にわた り実施 した実験 結

果 の詳細 を報告す る。

実験 の実施 にあたって,信 越化学 工業株 式会社,日 東

電気 工業株 式会社,日 産化学工業株式会社,武 田薬品工

業株式会社 か ら化合物の合成お よび製剤化 な どに関 して

多大 の ご援 助 をいた だいた。 これ らの各社 に厚 くお礼 申

し上げ る。

材 料 お よび 方 法

実験 は,1981年 か ら1985年 まで,岡 山県南部 の水 田

にお いて実施 した。

1. 実験 圃場の設置状況

実験方法 の うち実施場所,供 試 圃場 の栽培概要,供 試

面積,供 試合成性 フェ ロモ ンの成 分,デ ィスペ ンサーの

型式 と設置方法,処 理期間な どを第1表 に示 した。

防除については,交 信攪乱法の防除効果 をよ り明確 に

す る理 由か ら,1981年 の越冬世代成 虫期 の実験 では6月

中旬 か ら7月 中旬 まで,1981年 か ら1985年 の第一世代

成虫期の実験 では7月 下旬 か ら10月 中旬 まで の期 間 は

第1表 実験圃場の設置状況

a) 山陽町は赤磐郡 山陽町岡 山農試内水 田
,総 社市 は総社市 秦一般 農家水 田,倉 敷市 は倉敷市 中央 岡大農生研水 田.

b) 3成 分はZ-11-HDAL: Z -13-ODAL: Z-9-HDAL=48:6:5 ,信 越化学工業製.
c) Sは ポ リエチ レン細管 で信越化学工業製,S (30)は 外 径1.0mm,内 径0.5mm,長 さ30cm, S (20)は 外径1.45mm,内 径

0.65mm,長 さ20cm,Nは ポ リ三層 ラ ミネー トで 日東電気工業製.
d) 格子状に配置.
e) 1mと0 .5mを 千鳥 状に配置.
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ニ カメイガ防除用殺 虫剤 の散布 を避けた。い もち病,ウ

ンカ類 な ど他 の病害 虫の防除は発生に応 じて適宜薬剤散

布 を行 った。

第一世代成虫の少発生が予想 されたた め,1983年 は8

月5日 に人工飼 育(内 海,1974)し た蛹 を雄20頭,雌10

頭 あて8か 所 に放飼 し,1985年 は7月8日 に第 一世代

幼虫の寄生苗 を9か 所 に植 え付 けた。

2. 調査 方法

処理期間中 は,化 合物の蒸発速度(mg/10a/日)を 調べ

る とともに交信攪乱効果 を判 定す るため,モ ニ ター トラ

ップへ の誘殺数,つ なぎ雌 の交尾率 を調査 し,処 理終了

後 には次世代 の卵塊 および被 害株率,被 害茎率 の調査 を

実施 した。 ただ し,乾 田直播栽培 の圃場 では株 間が区別

できなかったため被害株率 の調査は行わなか った。

(1) 越 冬世代成虫(第 一回 成虫)に 対 す る交 信 攪 乱

実験

蒸 発速 度は,6月23日 か ら7月2日 までの毎 日と7

月6, 7, 14日 にディスペンサー内の液長 を測 定 し,減 少

長 によって推定 した。

モ ニター トラップには,羽 化2日 齢 の処女雌2頭 を誘

引源 と して,二 方開 きの水盤式 トラ ップ(武 田薬品工業

製)を 用い た。 処理区 と対照 区にそれ ぞれ地上約0.5m

の位置 に2台 ずつ設置 し,6月6日 までの毎 日の誘殺数

を調 べた。

交 尾率 の調査 は,6月24日 か ら27日 までの毎 日と7

月2日 に,内 海(1974)の 方法 によ り飼育 した羽化2～3

日齢の未交尾雌成 虫を用 い(処 理区:159頭,対 照区:163

頭),小 山 ら(1978)の 「つ なぎ雌」 と同様 に行 った。す

なわ ち,高 さ1mの 位 置に雌成 虫 をつないだ 細 い竹 を

1m間 隔 の格子状 に配置 し,夕 方 に設置 して翌 日の朝 に

回収 し,精 胞 の有無(竹 内 ・宮下,1975)に よって野外雄

との交尾 の有無 を判定 した。

さ らに,6月24, 29日 には,各 区か ら野外の雌成 虫を

採集 し,交 尾の有無 を調べた。

ニ カメイガの場合,卵 塊 を水田内で直接見つけ るのは

労力上困難で ある。そ こで本実験 では,次 世代の幼虫が

移動,分 散す る盛期前 に,被 害株,被 害茎 の分布状況 を

調査 して卵塊数 を推定 した。若齢幼虫 の分散範囲 はあま

り広 くない とされ ている(三 原,1929)の で,葉 鞘変色茎

の集団 が1m以 上離れ ていれ ばそれ らは互 いに別個 の卵

塊 に由来す る とみ な した。第一世代 の卵 塊数 は,処 理 区

の全域(100a)と 対照区 の25aに つ いて7月14日 に調

べた。

被害程度 は,7月14, 15日 に区内の9か 所(5条,10

m)に ついて,見 取 り法 によ り葉鞘変色茎 と1条,1m

間の茎数 を調べ,被 害茎率 を求 めて判定 した。

(2) 第一世代成虫(第 二回成 虫)に 対す る交信攪乱

実験

調査項 目と調査 方法の概要 を第2表 に示 した。

モニ ター トラップは,処 女雌 を用 い た 場 合 に は前 項

(1) と同様 に した。合成性 フェロモ ンを用 いた場合 には,

二方開 きの水盤式 トラップ(武 田薬品工業製)を4台 設

置 し,誘 引源 には,合 成3成 分(TATSUKI et al., 1983)の

約0.3mgと 酸化 防止剤2, 6-di-tert-butyl-4-methylphedol

(性フェロモンの10%相 当)を 含浸 した ゴムセプタムを

用 いた。つ なぎ雌 の交尾率調査 は前項(1)と 同様に した。

第2表 第一世代成虫期処理における調査項目と調査方法の概要

a) 5～10か 所について5～7日 おきに測 定 し,減 少長はmm,減 少量はmgに より推 定.
b) 地上1m(1985年 は地上1mと0 .4m)に 設置 し5～7日 おきに調査,V.F.は 処女雌 トラップ.

c) 左側は処 理区,右 側は対照区,()は 地上0.4mに 設置.
d) 調査 月 日,調 査株数,調 査か所数 の順 に示 し,1981-Aの 調査株数 は10m連 続株 の5条.
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ただ し,1985年 は高 さ1mと0.4mの2か 所 に設置 し

た。

実験 の実施 直前におけ る処 理区 と対照区 との被 害程度

を知るため,第 一世代 末期 の心枯 れ茎 率 を調べた。

防除効果 を判 定するため,第 二 世代の卵塊数の調査 を

前項(1)と 同様 に行 った。 さらに,第 二世 代幼虫が老齢

に達 した10月 中,下 旬 に各 区の被害 程度 を次の方 法 に

よって調査 した。す なわ ち,200株 または100株 の全株

について,1株 ずつ地 ぎわ か ら刈 り取 ったのち切断部 か

ら約10cmの 中を2～3か 所切 り落 と して被害株 および

1株 中の被害茎数 を調べ,被 害茎数 と10株(1981年 の

Aで は1条,1m)の 茎数か ら全体 の被害茎率 を求 めた。

結 果

1. 化合物 の推定蒸発速度

デ ィスペ ンサー内液の減少長(ポ リエチ レン細管)ま

たはデ ィスペ ンサー全体 の減少重量(ポ リ三層 ラ ミネー

ト)か ら推 定 した蒸発速度(mg/10a/日)を 第1図 に示 し

た。

1981年 の越冬世代成虫期 につ いてみ る と,設 置10日

後(7月2日)ま では平均的 に88.7mg/10a/日 で経過 し

たが,こ れ以 降蒸発速 度が低 下 し,設 置20日 には約26

mg/10a/日 となった。 このため1981, 1982年 の第一世代

成 虫期 には最初 に設置 した 日か ら約15日 後 にデ ィ スペ

ンサー を交換 してい る。

第一世代成 虫期 についてみる と,1981年 のAと1982

年 は蒸 発速 度の低 下が早 く,設 置約15日 後 の蒸発 速 度

は設置直後 の約20%に 低下 した。1981年 のBで 最初 に

設置 したディスペ ンサーの蒸 発速度が しだい に高 くな っ

た理 由は明 らかでない。1983年 以降 は1981年 に用いた

ポ リエチ レン細管 の壁幅 を0.15mm厚 くした デ ィ スペ

ンサー を用いた(第1表)。 このためか,設 置30日 後 に

おいて も設置直後の約50%の 蒸発速度 が保 たれ,1981, 

1982年 よ りは安 定 して推移 した。

なお,第1表 に示 したよ うに,1985年 には1983, 1984

年 と同 じデ ィスペ ンサー を前年 までの2.8倍 の設置密度

で用 いた。

2. 誘 引阻害 と交尾阻害 の程度

モニター トラップによる誘 殺数 と 「つな ぎ雌」 による

交尾率 の結果 およびそれ らをもとに計算 した処理区 にお

ける誘 引阻害率 と交尾 阻害率 を第3表 に示 した。 なお,

阻害率 は(対 照区の値-処 理区 の値)×100/対 照区の値 と

して求 めた。

(1) 誘 引阻害率

1981年 の越 冬世代成虫期で は,誘 引阻害 率 が94.9%

であった。

第一世代成 虫期 では,1981年 のAと1984年 は,処 理

区 での トラ ップに誘殺 が認 め られ,誘 引 阻 害率 が90%

第1図 化合物の推定蒸発速度の推移.図 中の矢印はディスペンサーの交換日.



交信攪乱法によるニカメイガの防除 129

第3表 交信攪乱処理による誘引阻害および交尾阻害

a) 1981年 は2台 ,1983～1985年 は4台 合 計虫数.
b) ()は(野 外雌 の交 尾率/調 査虫数).
c) ()は 地上0 .4m,そ の他 は1mに 設置.

＊は5%水 準 で,＊ ＊は1%水 準で処理区 と対照 区 との差が有意(χ2検 定).

以下で あった。 一方,1981年 のB, 1983年,1985年 は

誘引阻害効果 がきわ めて高 かった。1982年 は,ト ラップ

を設置 しなかったため,誘 引阻害 率が明 らかでない。 ま

た,1985年 の地上1mと0.4mと の誘殺 数は大差なか

った。

(2) 交尾阻害率

1981年 の越 冬世代成 虫期におけ る交尾 率 は処 理 区 で

は1.3%,対 照 区では44.3%で あ り,交 尾 阻害率 は97%

に達 した。 ところが,第3表 のカ ッコ内に示 した とお り,

処理 区内の野外雌成 虫は,採 蛾 数が少ないが,100%の

交尾率 であ った。

第一世代成 虫期 においては,処 理 区の交尾 率は,1983

年 と1985年 の地上1mで は0%で あったが,こ れ以外

の年では交尾 して お り,1982年 のAで は10%に 達 し

た。交 尾阻害率が90%以 上 であったのは1981年 のA, 

1983, 1984, 1985年 の地 上1mで あった。 これ以外 の場

合は阻害率が低 く,1982年 のAで は62%で あった。

1985年 の地上1mと0.4mと の交尾率は,処 理 区の

1mで は0%, 0.4mで は1.9%で あ り,対 照区ではA

とBと で逆の結果 になった。

3. 第一世代成虫期処理 の実験 圃 場 に お け る処 理 前

(第一世代幼虫末期)の 被害程度

第2図 に示 した よ うに,第 一世代成虫期の処 理前 にお

ける第一世代幼虫 による被害程度 は,1981, 1982年 では

対照区 よ り処理区 のほ うが高 く,1983年 以降で は処理区

のほ うが低 かった。

第2図 第一世代成 虫の実験圃揚 にお ける処理前(第 一世代 幼虫末期)の 被害程度.

1981年-Aに お ける心枯れ株率 は調査 せず.T:処 理 区,C:対 照区.
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第4表 交信攪乱法による防除効果

a) 越冬世代の1981年 はha当 り,第 一世代 の1981年-Aは10m連 続株,5条 当 り,こ れ以外 は200株 当 りで示 す.
＊は5%水 準 で,＊ ＊は1%水 準で処理区 と対照区 との差 が有意(t検 定).

また,処 理前の心枯れ茎率 を年次別 にみ る と,1981, 

1982年 は1%以 上 であ り,1983年 か ら1985年 までは

1%以 下であ った。すなわ ち,1982年 以 前 と1984年 は

並～多発生の,1983年 と1985年 は少発生 となった。

4. 交信攪乱法 による防除 効果

次世 代におけ る推 定卵塊数 と被 害株率,被 害茎率 を第

4表 に示 した。

越冬世代成 虫期 の処理 では,推 定卵 塊数は処理区 と対

照 区 とで大差 な く,こ のためか防除効果 も低か った。

第一世代成 虫期 の処理 では年 や場所 によ って防除効果

が異 な った。

処理区 と対照 区 との推定 卵塊数 に有 意な差 があ ったの

は1981年 のB, 1982年 のB, 1983, 1985年(対 照区-B

との比較)で あ り,そ れ ぞれ処理 区での卵塊数 が少 なか

った。

被 害株 率お よび被害茎率 は,総 社市 の実験 では比較的

高 く,山 陽町,倉 敷市で は低 くなってお り,そ の高低 に

ついては卵 塊数 の多少 と同様の傾向 で あ っ た。1983年

と1985年 には第一世代 幼虫 または蛹の接種 を行 ったが,

第二世代 の被 害程 度は高 まらなか った。

処理 区の被害株率 が対照区のそれ よ り有意 に低か った

のは1981年 のB, 1983, 1985年 であった。被害茎 率は

年次 間,場 所間 とも被害株率 と同様 の結 果 で あ った。

1984年 は,被 害株率 では処理 区 と対 照区 とで差 がなか っ

たが,被 害茎率 では処理 区が低 かった。

考 察

越冬世代成虫 の交信攪乱実験 では,誘 引阻害率,交 尾

阻害率 とも高 かったが,処 理 区で採集 され た野外 の雌成

虫 での交尾阻害 はみ られ ず,防 除効果 も低 かった。実験

圃場付近 の誘蛾灯 の誘殺消長 をみ ると5月9日 に初誘殺

があ り,6月20日 が ピーク とな っ て い る(田 中,未 発

表)。実験開始前 に既交尾 の雌成 虫が水 田内 に い た か 実

験 開始 後に既交尾の雌成虫が移入 したこ とが推定 され,

これが原因 と考 えられ る.し か し,次 世代 の推定卵塊数

が処理 区で約13%少 なか った ことは,実 験 開始後 に羽

化 した雄成 虫に対 してはあ る程度の交信攪乱効果 が働 い

たため と判断 され る。

暖地 では稲藁 で越冬 する場合 が多 く(石倉 ・小野,1959)

越冬世代成 虫の多 くは発生場所が水 田外 であ り,LEE et 

al. (1981)も 指摘 しているよ うに,越 冬場所 で交 尾 をし

た雌成 虫が水 田内に飛来 する可能性 は十分考 え られ る。

また,田 植 えを行 う前 か ら水 田内にディスペ ンサーを設

置す る場合,本 実験 のよ うな設置方 法では管理作業上大

変な困難 が ともな う。 したがって,越 冬世代成 虫に対 す

る交信攪乱法 は,処 理方法 を改善 して成 虫の飛 しょう範

囲 をカバーす る広大 な面積 を処理 するこ とがない限 り良

好な結果が望 めないもの と考 え られ る。一方,第 一世代

成 虫での交信攪乱法 は,発 生場所や交尾す る場所 が水 田

内であ り,極 端な大発生で ない限 り越冬世代成 虫でみ ら

れ た既交尾雌成 虫の他の水 田か らの移入 が少 な く,管 理

作業上 の障 害 も少ないので はないか と推察 され る。

交信攪乱 法による防除実験では,ま ず最初 に攪乱物質

の種類 と,攪 乱物質 をよ り安 定 して放 出す るデ ィスペ ン

サ ーの選定 が必要 である。 ニカメイガでは,分 解 防止剤

の開発(山 本,私 信)に よ って性 フェ ロモ ン構成成分 を

用い た実験 が可能 にな り(田 付,1986),ポ リエチ レン細

管の壁幅 を厚 くす るな どの改善 によってディスペンサ ー

は,約1か 月間 にわたって安定的 にフェ ロモ ンを放出 で

きるようにな った(第1表,第1図)。 しか し,実 用化段

階では,広 大な水 田内 にこのディスペンサ ーを高 さ1m, 

3～5m間 隔 に設置 するのは作業 労力 や他 の管理作 業へ
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の障害か ら問題で ある。デ ィスペ ンサ ーか らの蒸発速度

を高 くす ることに よ り,設 置間隔が広 げられ る可能性 も

示 されているが(KANNO et al., 1982),マ イクロカプセ

ル(LEE et al., 1981)化 な ども含 めて,処 理方法 の改善

が望 まれ る。

性 フェ ロモン構成成分 の うち3成 分混合物 は,Z-11-

HDAL, Z-13-ODALの2成 分混合物 よ りも雄成 虫に対

す る誘 引活性 が高 く(TATSUKI et al., 1983),交 信攪乱法

に関す る実験 では誘 引阻害率 も高 い(菅 野 ら,私 信)と

され ている。 しか し,本 実験 では,3成 分処理区 でもモ

ニター トラップへ の誘殺 がみ られ,低 率 なが ら交尾 もし

てお り,Z-11-HDAL単 独 の場合 よ り効果 的であ るとは

いえなかった。む しろ,交 信攪乱効果 にはニ カメイガの

発生量や蒸発速度 の高低 のほ うが強 く影響 してい るので

はないか と考 え られ る。

攪乱物質 の探 索(KANNO et al., 1978, 1980, 1982)や デ

ィスペ ンサーの選択 は誘引阻害率や交尾阻害率 によって

判定す ることがで きる。 しか し,適 正 な蒸発速度 を決定

す るには,誘 引阻害率や交尾阻害率で示 された結果 を最

終 的には圃場 での防除効 果に よって実証す る必要 がある

と考 え られる。ニカメイガの場 合,蒸 発速度(mg/10a/

日)は,本 実験 の範 囲か らみ ると,発 生の低密度時 には

約50mgで もよいが,高 密 度条件では,さ らに高 めて,

100mg以 上 にす る必 要があ るもの と示唆 され る。 ここ

での蒸発速 度は,デ ィスペ ンサーの減少重量や内液 の減

少長 か ら推 定 した見かけ上の もので あ り,実 際の蒸発速

度や水 田内での気化 した合成性 フェ ロモ ンの動態な どの

究明 も必要 となろ う。

本 実験 での処理規模は20aで も良好 な結果 が得 られ,

LEE et al. (1981)も30aの 処理 で予察灯 の誘殺数 が少 な

くな った と報 告 してお り,極 端 な大発生 でない限 り50a

以上 であれば防除効果 が十分期待で きるもの と考 え られ

る。 この ことは雌成 虫の行動 範囲が比較的狭 いためか も

しれないが,広 面積 の処理 によれば,フ ェロモ ン無処理

区か らの交尾雌 の移入 がよ り減 少するはずで あ り,防 除

効果 は高 まる もの と考 え られる。

茶園 におけるハ マキムシ類 では,誘 引阻害率が100%

に近 いのに対 し,野 外の雌成虫 の交尾阻害率 は50～60%

で ある例 が報 告 され て い る こ と(OHTAISHI and HORI-

KAWA, 1981)や 「つ なぎ雌」 の交尾率 は一夜 だけの結果

で あることか ら,本 種 にお いて も誘引阻害率 は100%,

交尾阻害率 は90%以 上 でない と十分 な防除効 果 が 期待

で きな い もの と考 え られ る。1985年 には地上1mと

0.4mと で比較 してい るが,草 冠 内の誘 引阻害率 は高 さ

第5表 処理前 の心枯れ茎率(I.B),交 尾 率(M),卵 塊数(E.B),

第二世代被害茎率(I.S)間 における相 関行列

表中の上側は処理区(n=7)で の,下 側は対照区(n=8)で の

相関係数
＊は5%水 準,＊＊は1%水 準,＊＊＊は0.1%水 準で有意.

による差異 がな く,一 様 に交信 攪乱 を しているよ うであ

る。 しか し,2か 所 の対照 区間では高 さ別 の交尾率 が逆

の結果 になってお り再検討 を要す る。

本実験で は防除効果 のみ られ た場合 とそ うでない場合

が あった ので,第 一世代成虫期 の処理区 と対照区 につい

て,処 理前の第一世 代心枯れ茎率,つ な ぎ雌 の 交 尾 率

(1985年 の地上1mと0.4mは 両者 を平均 した),卵 塊

数,第 二世代被 害茎 率のそれぞれの間におけ る相関関係

をみた(第5表)。 処 理区 と対照区の両者 で共通 して相 関

が高 かったのは卵塊数 と第二世代被 害 茎 率 との 間 で あ

り,第 二世代 の初期被害 か ら推 定 した卵 塊数は防除効果

をよ く反映 して いる。 したがって,交 信攪乱法 による防

除効果 を予測す るには,第 二世代 における初期被害調査

が有効 である と考 え られ る。対照 区のほ うで相 関が高 か

ったの は第一世代心枯れ茎率 と第二世代 の卵塊数,被 害

茎率 とであ り,当 然 のこ とであるが,第 一世代 で被害程

度が高い と第二世代 も高 くなること を示 して い る。 一

方,こ れ らの関係が処理区 のほ うで低か った のは交信攪

乱作用が働いたため と考 えられ る。そ こで,第 二世代被

害茎 率 と交尾率 との相関 をみ ると,処 理 区 の ほ うが 高

く,処 理 区での防除効果 は交尾率の高 低に強 く影響 を受

けているこ とを示 している。 つま り,交 信攪乱法 によっ

て交尾率 を低 くす れば第二世代 の被害 を抑制 しうるこ と

がこのこ とか らもいえる。 また,処 理 区において,第 一

世代 の心枯れ茎率 と交尾率,卵 塊数 との相関 がやや高 い

のはニ カメイ ガの発生が多 くな るほど交信攪乱効果 が劣

ることを示 してい ると考 えられ る。

本 実験 の少発生時での防除効果 は,同 様の発生条件下

で性 フェ ロモ ン関連化合物の蒸発速度 を360mg/10a/日

としたKANNO et al. (1980)の 結果 よ りやや優 ってお り,

蒸発速度 は,性 フェ ロモ ン構成成分 を用 いる と,性 フェ

ロモ ン関連化合物 の1/3～1/7で よいこ とに な る。 しか

し,本 種 の第二世代幼 虫末期 の被害許容限界 は被害茎率

が5%と されてお り(小 山,1975),こ れ以上 の被害程度

になるよ うな発生条件下での安定的な防除効果 が望 まれ
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る。 このた めには,多 発生条件下で の蒸発速度,処 理方

法 の再検討やデ ィスペ ンサ ーの設置 の簡便化 が必要 であ

り,こ れ らは今後 の課題 である。

摘 要

1981年 か ら1985年 まで岡山県 内で,ニ カメイガにお

ける交信攪乱法 による防除効果 を検討 した。

1) 越冬世代成虫 に対す る交信攪乱法 については,成

虫のお もな発生場所 が水 田外 であ り,防 除効果 は,処 理

方法 を改善 しない限 り,十 分期待 できない もの と考 え ら

れ た。

2) 第 一世代成虫 に対す る交信攪乱法 につ いては,蒸

発速度 を高 めるこ とによって,防 除効果 が期待 できる。

3) 交信攪乱法 に用 いるディスペ ンサーは封入 するポ

リエチ レン細管 の壁 幅を厚 くする ことによ って,蒸 発速

度 を長期 間安定化 で きた。

4) 交信攪乱効果 は,圃 場段 階では,Z-11-HDAL単

独 と3成 分 とは大差な く,ニ カメイガの発生量や蒸発速

度の高低が影 響す るもの と考 えられ た。す なわ ち,少 発

生時には約50mg/10a/日 で よい が,多 発生時 には100

mg/10a/日 以上 の蒸発速度 が必要 であろ う。

5) 交信攪乱法 の処理規模 は,極 端 な大発生 でない限

り,50a以 上 であれ ば十分効果 が期待 できる。

6) 高 い防除効果 を得 るには誘 引阻害率 が100%,「 つ

なぎ雌」 での交尾阻害率 が90%以 上 であるこ とが必 要

である と示唆 され た。

7) 処理前 の被害程度 と処理後 の被害程 度 との相 関は

対 照区で高 く,処 理 区では低 か った。 これは交尾率や卵

塊数 との関係 か ら交信 攪乱処理 に起因 して いる と判断 さ

れた。
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