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資料

枯損マツ丸太への殺虫剤散布によるマツノマダラカミキリ駆除試験

-由貿秀信

森林環境部・普及指導部

要旨 :MEPMC斉IJのi斜開封J~PÆI徐への登録t広大に向けた~j会として， MC剤とMEPil封剤， MEP手続IJの殺虫効果を比較した。

J競1{主音対aM食で、はMC剤で若干の殺虫効果が認められるものの，散布後の残効期i芸?と成虫脱出i母娘!の関係から卜分

な検証とはならなかった。材内の幼虫に対しては，おlEP泊熊及び乳剤の効果を再確認することができた。また，散

布時期に隠しては泰散布での効果が高し、ことが認められた。

キーワード:マツ，マツノマダラカミキリ，総P，MC剤

はじめに

長ミマツ丸太への殺虫剤i投手111こよるマツノマダラカミキリ羽化

脱出抑制効果的h~ (以下 il¥X;{I*却ぬとし、う)は，当センターで

V成 19il我に苅j仮され， MEPMC (MC:マイクロカプセル)

剤(以下 íMC斉|むとし、う)のねれ胎丸太にえ村一る!m~射干話回IJ と

しての可能t~j:がえ苅12されたところで、ある初出・!な賀 2008) 。

この肉食は， MI三時L剤(以下 f乳斉IJJとしづ)よりも羽拶jの長

いM C剤で， さらに去努効7カj采が上がるのではとのj拶哲矧H限附4守fから行つたもの

で

れる引f伐側文対{倒倒倒側到到線郷U!版l悶附5澗当撚徐 (隔ね織b出掘i沼司斡胸徐制)へのMCω仰斉殉IJ主櫛滋寺柑功別批i主;j大対三ザびの〉汗子刊P令備自訴;詰5副s放主と して実

}施j応uしたもので

のの'手l五IJとの有志:な起訴包められなかっ今回は.MC邦J，

斉IJ，MEP!rll剤(以下 iirllfilJJという)ぴ海出掛J5fミと散抑制加こ

ついて検証し7こc

材料と方法

松くい虫右主主により十ゐぢミした当センター内の妙

(以下川，Iit以三j とし、う)をJl1し、た。この枯船木を約70cmの

秋散布 各4~ド秋j臨斉IJ十巻j愈剤

盤盟主型盟主主
選手j由剤のみ

善幸乳剤のみ 各3本選手散布

長さに切り，各対象致事IJを散布した(表1)。試験は秋散布と

Z祥f!(布の二回に分けて実Ijiliした。また，秋散イ11を「秋以!剤のみJ，

f秋油剤+泰計jJ斉IJ(2 J， i秋MC剤のみjの3副験

|玄に区分し，各区分とも 4本の十~lî1員制こ生以IJを散布した。散ギli

は乾由也式のスプレー指去器 (TOSHll3A重忠をHlい， 1'r1itll1木

を転がしながら，表面if:i'{1 n1あたり 600ccの散布設となるよう

全表面にまんべんなく散布した(図1)0 I司潟こ，存i汝ギ11も

出剤のみJ，ノ?認し剤のみJ，イ宇McfilJのみJの3前段|乏に

区分し，各区分3木ずつの枯損水に薬剤を散布した。なお，

'i<JJ成分である応{{料日を統一するため，主i済IJI.投手lill寺の 1mあたり

のMEPJJll休iitを1;t;11"にして， MC斉IJ，

3来諸4の効果を上ヒ較することとした(表2)。

陸 1 楽第IJ散布状況(秋i財[i)

つムつ中
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表2 各芸部の;財Iit既設:

薬剤 有効成分散布霊童 希釈{音 MEP]車体
秋散布日 毒事数布尽

(MEP) (L/m2) 塁手 塁塁

M正P;由斉 0.7% 0.6 原液 600cc 4.2cc 2010/11119 201116/3 

MEPMC1ilJ 23.5日 0.61 341告 17.9cc 4.2cc 2010/11119 2011/6/3 

MEP享し斉 80.0見 0.6 114倍 5.3cc 4.2cc 2011/6/3 

禁処王霊区

※1 散布する原体重愛iま，各1ilJとも1mあたり4.2ccとなるよう希釈倍率を調整

i納税の併樹木は，前段区分毎に網室 (45x 45 x 90cm)に

入;hJ品内に静援した。

その後，5{c叫l降lこ各1~lr損木から発生したカミキリを一認すっ

フ。ラスチックケースに入れ，芸研リ¢付着ーじてし、ないマツ生校を

館として飼育し， -il昼間以部品を観察した。また，予言金三終了

後に，穿入孔と脱出孔をカウントし，材内死亡カミキリ数の推

定を行し喚問1J11X:イfiの効果を検証した、

結果と考察

1.成出こえ村一る接触存の効果

各枯す1il木から115むt¥したマツノマダラカミキリ成!長の殺!1l.率を

表3

3 各試験|玄における脱出成虫の殺虫率;

7B閑 7臼
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秋散布における「秋油部のみJでは，脱出総数4頭の

うち 71::1後の死亡頭数は O頭であり，殺!11.率は 0%であ

った。|可燥に f秋泌i斉IJ十泰it11斉IJJ でも殺虫ネは 0%であ

ったが秋irJl剤のみjでは脱出総数 11 に対し死亡頭

数は 2頭であり，殺虫率は 18.2%であった。 ノ'/，

:ttlにおいては「春油剤のみJ，泰乳斉IJのみJで殺虫ネ

は0%であったが王手MC斉IJのみj では脱出総数 7頭

し死亡頭数2頭となり，殺虫ネは 28.6%で、あったc

このように，全ての試験区で死亡数が少なく， MC斉IJ以

外ではいずれの試験区でも全ての成虫が生存した。この

理由として，接触毒による 7日以内での殺虫効果は，乳

斉IJや油斉IJで、は概ね散布後 2週間以内と考えられるからで

あり(閃質 未発表) ，脱出した成虫の殆どが，薬剤の

散布後 2週間以上経逃した後であったことが影響してい

るものと考えられる。なお，マツノマダラカミキリの発

生が遅かった要[~として，今i琵使用した絹室の日当たり

が悪かったことが影響しているものと考えられた。

よって， MC都で若干の殺虫効果が認められるものの，

今回の試験で、は成虫への殺虫効果を十分に検証すること

はできなかった。

2.杉内幼虫に対する効果

各車測の材内における殺虫率を表4に示すユ

表4 各試験区における材内死亡率

散布
告寺鶏

惨.iH事入干し 推定脱出塁手捻定殺虫率
穿入孔続出孔税出率

( 口 枯 (E) (%) 
(A) (B) (C) 

誌堅実区

まず，コントロール区の脱出本をもとに， 自然条件下に

おける脱出率を 67.6%と仮定した。自然条件下における

材内死亡数を補正するため，各試験iRの穿入孔数 (A)

に 67.6%を乗じ，修正穿入手し数 (D) とした。次に，修

iE穿入孔数 (D) で脱出干し数 (B) を|徐し，推定脱出率

(E) を求め，最後に惟定殺虫率(以下 f殺虫本j とい

う)を(100% 推定脱出率 (E))で算出した。

結果，秋数:;(jiにおける「秋ift!剤のみjでは，穿入孔数 18

に対して脱出孔数は 6であり，脱出ネは 33.3%となる。}

れに 67.6%を梁じた修正穿入孔数は 12となり，脱出率は

50%，つまり殺虫率 50%となる。間i践に「秋M C剤のみj

での殺虫率は 18%に留まったが秋iril剤+春以l斉IJJでは

73%と高い割合となった。

また，泰j放イ11における殺虫ネは平手ifll剤のみJ， 

手し剤のみj の}11l'iに 76%，75%で， I泰MC剤のみJでも

59%と秋散布より治iし惜i合となった。ちなみに泰M

C剤のみj では，脱出後 1 7 I=J以内lこ接触毒によりマ

ツノマダラカミキリが 2頭死亡しており(表 3参日夜)， 

この死亡数を加味すると殺虫率は 68%となる。

以 i二の結.51'初、ら，今回の実験では，材;大!の幼虫に対して

MC斉IJの来を月fjらかにすることはできなかったが， M

E Pi向斉IJ及び乳剤の効果を再確認す一ることができた。こ

れは，先述の川 1::1. IJ:I 'Ur (2008)の実験結果をTl}現するも

のとなった。

散布時期に関しては泰散布での効果が高いことが認め

られた。実際の防除にあたっては，例えば粧品地区のよ

うに，景観上枯れ松を放置しておくことが問題となるよ

うな場合は，秋散布(秋駆除)を行ったうえで春散布を

実施すれば，より努b，*e'.)な間徐方法な構築できると考えられ

る。

また，今回の実験では，春散布の実施11寺Wlを現場のiりJ

qa 
つ山
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除[1おり!と|湾じ 6Jjに実施したが，今後は年j支内での春!!j[X

除実施の可能性の模索など，散布u寺Jmの迷いによる効果

や，春散布l[討のみでの効来についても検証していく必

要があろう。
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