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2003年度殺虫剤研究班大会の報告

本年度の殺虫剤研究班大会は,第 55回 日本衛生動物学会大会会期中に下記のとおり

開催されました。

期 日 : 2003年 3月 31日 (月 )

会場 :大分医科大學 (大分県大分郡狭間町)

1.総 会

2002年度の班員情勢,活動,会計を事務局から報告し,収支決算が承認されまし

た。 (本号の末頁の総会資料をご参照下さい。 :64頁 )

2.シ ンポジウム  I「新規殺虫剤」

Ⅱ「西ナイル ウィルス媒介蚊の防除対策」

多数の会員の参加を得、下記シンポジウムが行われました。

シンポジウム  (司会・座長 :新庄五朗)
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I.新規殺虫剤  1.イ ミプロ トリン

住友化学工業株式会社 農業化学品研 究所 千保 聡

はじめに

衛生害虫であるゴキブジを防除するための製剤 としては、油剤、乳剤、エアゾール剤、燻煙剤、毒

餌剤等が主に使用されている。特に家庭内においてゴキブリ発見時に駆除する場合には、速効性が必    |

要なことよリエアゾール剤が主に用いられていると考えられる。エアゾール剤に含有されている殺虫

成分は、合成ピレスロイ ド系化合物のアレスリン、テ トラメトリン等である。              '

主婦層を対象としてゴキブジ防除方法についてアンケー トを試みた。その結果、最も多かったのは

スリッパや丸めた新聞紙で叩く (70%)で あり、続いて殺虫剤 (エ アゾール剤等)を使用する (40%)

であつた (複数回答有 り)。 このアンケー ト結果より、消費者は現行のエアゾール斉Jの速効性 (ノ ッ

クダウン活性)に満足していない為に、代用としてゴキブジを叩き殺 していると推測した。また、従

来品より速効性を高めたエアゾール剤を消費者は求めていると考えた。

イミプロトリンの物理化学的性質および毒性

テ トラメ トリンのアルコール成分に着 日して誘導体の合成と昆虫に対するノックダウン活性を調

査した結果、アルコール成分が 2,4‐ ジオキッー1‐プロプー2-イ ニルイミグゾリジン‐3‐イルメチルアルコ

ールである化合物群が速効性に優れることを見出し、更に検討を重ねた結果、イミプロトリンが創製

された。イミプロトリンの主な物理化学的性質を表 1に示した。

表 2にイミプロトリンのラット、マウス、イヌに対する急性毒性を示 した。

表 3にイミプロトリンの皮膚感作性、刺激性、変異原性および魚毒を示した。

表 1.イ ミプロトリンの物理化学的性質

一般名

化学為

化学構造

分子式

分子量

性状

イミプロトリン (imiproth�n)

[2,5-ジ オキツ…3-(2-プ ロピニル)-1‐イ ミダブリジニル]メ チル(± )‐ シス/ト ランス

ークリサンテマー ト

O       o

C17H22N204

318.37

黄色～褐色の粘性のある液体、わずかに特異なにおい
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蒸気圧

比重

分配係数

溶解性

熱分析

1.86× 10‐6mmHg(25CC)

d努 =1.122(ピ クノメーター法)

log P=2.90(25℃ )

水 0.0953g/L(25℃ )、
ヘキサン 6.2g/L(25℃ )

以下の溶媒 とは任意の割合で混和

n―オクタノール、メタノール、エタノール、アセ トニ トリル、アセ トン、

ジエチルエーテル、クロロホルム、 トルエン

示差熱分析 250℃付近か ら発熱

330℃付近、355℃付近に発熱ピーク

熱重量測定 180℃付近から分解または揮散による重量減少

表 2.イ ミプロトリンの急性毒性

軽度 (Maxim�ation法 )

陰性 (Buehler法 )

陰性 (全身性アナフィラキシー試験)

眼 :極く軽度

皮膚 :陰性

陰性

(in �trO染色体異常試験、小核試験、Ames試験、遺伝子突然

変異試験、in �vo/in �tro不定期 DNA合成試験等)

コイ LC50(96hr)∫ 0.154 ng/L

急性無影響濃度 :0.032 mg/L

試験種

皮膚感作性

変異原性

動物種

LD50値 (mg/kg) LC50値 (mg/n43)

経 口投与

雄   雌

経皮投与

雄 雌

吸入曝露

雄 雌

ラット

マウス

イ ヌ

1800     900

724     550

>2000   >2000

>2000    >2000

>2000    >2000

未実施  未実施

>1200   >1200

248～ 786  278

未 実施  未 実施

表 3.イ ミプロトリンの毒性

魚毒性
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イミプロトリンの効力

図 1に局所施用法でのチャバネゴキブヅ、アヵィェヵおよびイエバエに対するイミプロトリンの相

対致死活性比 (トテ トラメ トリンの活性を 1と した)を示 した。アセ トンを溶媒として施用した場合、

イミプロトリンはチャバネゴキブリに対して トテ トラメ トリン及びプラレトリンの 3.8倍及び 0.35

倍、アカイエカに対して 2.0倍及び 0.61倍、イエバエに対して 0。12倍及び 0.057倍 であつた。一方、

クロセンを溶媒 として施用 した場合は、チャバネゴキブリに対して d―テ トラメ トリン及びプラレト

リンの7.7倍及び 1.5倍、イエバエに対して 0.66倍及び 0.28倍 であつた。イミプロトリンの相対致

死活性比はケロセンを溶媒 とした際に高まる傾向が認められた。このことは、イミプロトリンが油剤

やエアゾール剤等の液剤に適 した殺虫剤であることを示唆していると推測された。

[溶剤 :アセトン]

イミプロトリン

d―テトラメトリン

プラレトリン

■チャハ
い
ネコ

゛
キブリ

国アカイエカ

ロイエパエ

0

[溶剤 :ケロセン]

6

相対致死活性比

イミプロトリン

d―テトラメトリン

プラレトリン

4        6

相対致死活性比

図 1.イ ミプロトリンのチャバネゴキブリ、アカィェヵ及びイエバエに対する致死活性

(相対活性比 : 」―テ トラメ トリンの致死活性を 1と した)

表 4にチャバネゴキブリ、アカイエカおよびイエバエに対するイミプロトリン油剤のК島0値を示

した。イミプロトリン 0.006250/Oでのチャバネゴキブリに対する К島o値は 0,7分以下であり、d…テ

トラメトリン及びプラレトリンの 8倍以上のノックダウン活性を有すると考えられた。アカイエカに

対しては d―テ トラメ トリン及びプラレトリンの 8倍以上及び約 8倍、イエバエに対しては約 4倍及

■チャハ
゛
ネゴキブリ

ロイエバエ
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び約 2倍のノックダウン活性と考えられた。

表 4.イ ミプロトリンのチャバネゴキブリ、アカイエカ及びイエバエに対するノックダウン活性

供試薬剤 濃度

(°/ow/w)

KT50(分 )

チャバネゴキブリ アカイエカ イエバエ

イミプロトリン 0.00625

0,0125

0.025

く0.7

く0.7

く0.7

1.2

く0.7

く0,7

2.2

1.3

く0.7

d‐テ トラメ トリン 0.025

0.05

一
　

・

・

７

4.0

2.4

1.8

1.2

プラレトリン 0.025

0.05

1.6

0.9

1.8

1.1

1,3

0,9

イミプロトリン 0.50/O含有する油性エアゾール剤を試作し、ゴキブリ類に直撃噴霧 した際の効力を

調査した (表 5)。 0.5%イ ミプロトリン含有エアゾールは、チャバネゴキブリ、クロゴキブリ及びフ

モンゴキブリの 3種 ゴキブリに対して、市販品よりも顕著に優れるノンクダウン活性を示した。また、

致死率も 90%以上と高かった。      一

表 5.イ ミプロトリン含有エアゾール剤のゴキブジ類に対する効果

供試油性エアデール

チャバネゴキブリ クロゴキブリ ワモンゴキブリ

KT50 致死率・ユ

(分) (%)

KT50 致死率
半ュ

(分) (%)

KT50 致死率
キ1

(分) (%)
0,5%w/wィ ミプロトリン く0。 7     96 く0.7     100 0,9 92

市販品
半2 1.3 78 1.6 100 5,8 100

直撃噴霧試験 (噴霧量 :1.Og)

*1 処理 3日 後に観察

*2 
有効成分として d‐テ トラメ トリン/ペルメ トリン=0.6/0.5%含有

以上 より、イ ミプロ トリンはゴキブ リ類に対 して特に優れたノックダウン活性 を示す穀虫成分である

と判断された。

図2にイミプ Elト リンを 0.025、 0.05、 0.1、 0。 2、 0.4及び 1.0%含有する油性エアデール剤 1.Og

をチャバネゴキブリに直撃噴霧した際の К島0値 と濃度との関係を示した。イミプロトリン濃度が

0,025%か ら0.4%の 間は、濃度とKT50値 とはほぼ直線的な関係が得られた。一方、0.4%から1.0%

の間では直線的な関係は得られなかった。原理的には、濃度とKT50値 とは直線的な関係を示す筈で
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あるが、KT50値が極めて小さな値 となるような場合には観察者の誤差が生じやすく、よつて、直

線的な関係が得られなかったと推測された。

0.1

α01
0,025 0.5   91

Log濃度(0/Ol

図 2.油性エアゾール剤中のイミプロトリン濃度とチャバネゴキブリに対する KT50値 との関係

(直撃噴霧試験、噴霧量 :1.Og)

殺虫剤の速効性を示す指標 として、КT50値 (供試虫の 50%が ノックダウンする迄に要する時間)

が汎用されているが、照T50値が極めて小さな値となった場合には指標 として適さない可能性が示唆

された。そこで、速効性を示す別の指標を検討 した結果、ゴキブリがノックダウンする迄に移動する

距離を指標とする評価方法が確立された。図 3に示 した様に、同心円を描いたシー トの中心に供試ゴ

キブリを配し(ゴキブジが逃亡しない様に内壁にバターを塗布したプラスチックリングでゴキブリを

囲んだ)、 供試ゴキブリの上方より所定量のエアゾールを直撃噴霧、噴霧後直ちにリングを取 り除い

た。ゴキブリがノックダウンするまでに移動 した距離毎のノンクダウン虫数を観察記録した (こ の同

心円シー トの外に出たゴキブリは移動距離 140 cm以上とみなした)。 観察は全供試虫がノンクダウ

ンした時点、あるいは噴霧 3分後 とした。各移動距離に対する平均ノックダウン率からプロビット法

によって MD50値 (供試虫の 500/Oが ノックダウンする迄に移動する星巨離)を求めた。図 4に この移

動距離測定法を用いた際の、イ ミプロトリンを 0_1、 0.25、 0.5及び 1%含有するエアデール斉Jのチャ

バネゴキブリに対するMD50値 を示 した。イ ミプロトリン 0.1、 0.25、 0.5及び 1%での MD50値は、

各 63、 27、 16及び 5,5cHIで あり、濃度とMD50値 との間に直線的な関係が得 られることが確認され

た。

10

（え
ぷ
）
Ξ

卜
∠

亜
ｏ
コ

0.2

-5-



図 5及び図 6に 0.5%ィ ミプロトリン含有油性エアゾールのチャバネゴキブリ及びクロゴキブリ

に対するMD50値 を示 した。チャバネゴキブリに対して市販品 (有効成分として d‐テ トラメ トリン/
ペルメトリン=0.6/0.50/O含有)は 4秒噴霧での MD50値が 140 cm以 上であったのに対して、0.5%ィ

ミプロトリン含有エアゾールは 1秒、2秒及び 4秒噴霧で、MD50値は各 38、 18及び 7cmと 優れた。

クロゴキブリに対しても 0.5%イ ミプロトリン含有エアゾールの 6秒及び 8秒噴霧の MD50値は 72

及び 18 cmで あり、市販品よりも顕著に優れた。

半径 101201 301 401501 601 301 901 1001 1201 140

図 3.ゴキブ リ移動距離測定方法

(シー トtつ 些杵窄登:  10、  20、  30、  40、  50、  60、  70、  80、  90、  100、  120及び 140 cm)
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（Ｅ
ｏ
）
。
ゅ

∩
憂

亜
ｏ
コ

Log Y=-1.0251

(r=-0.989)

0.25

Log濃度 (%)
0.51

図4.油性エアゾール剤中のイミプロトリン濃度とチャバネゴキブジに対するMD50値 との関係

(移動距離測定法、噴霧量 :1.Og)

140

120

^ 100g  80

c耳  60
Σ  40

20

0

1秒  2秒 4秒
0.5%イミプロトリン

1秒  2秒 4秒
市販品

*

図 5.0.5%イ ミプロトリン含有油性エアゾール剤のチャノミネゴキブリに対するMD50値

(*市販品 :有効成分として d―テ トラメ トリン/ペルメ トリン=0.6/0.5%含有)

〉140  〉140  〉140
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図

140

120

100

80

60

40

20

0

6秒  8秒
0.5%イミプロトリン

6秒  8秒
市販品

*

0.5%イ ミプロトリン含有油性エアゾール剤のクロゴキブリに対するMD50値

市販品 :有効成分として d‐テ トラメ トリン/ペルメ トリン=0.6/0.5%含 有)

イミプロトリンをエアゾール剤に含有させた場合、ゴキブリに対して高い速効性を示すことが実験

により示された。では何故イミプロトリンはこの様な高い速効性を示すのであろうか。イミプロトリ

ンがゴキブリに対して高い速効性を示すのは、①クチクラ透過性が良い、②作用点での作用が早い、

の2つの仮説を立てて種々検討した。まず、イミプロトリン含有アセ トン溶液をチャバネゴキブリに

経皮投与及び注射投与し、その速効性を比較した結果、ゴキブリが麻痺する迄に要する時間は明らか

に注射投与の方が早かつた。よって、イミプロトリンはクチクラ透過性が特に早いとは言えなかった。

但し、溶媒をケロセンとした場合には、両者の差が縮まることを確認した。溶媒として用いたケロセ

ンがイミプロトリンのクチクラ透過性を早めていると推察された。次に、イミプロトリンをチャバネ

ゴキブリの腹部神経索に直接作用させた場合の自発放電が停止する迄の時間を狽」定した。結果、イミ

プロトリンの自発発電停止迄の時間は、プラレトリンの約 1/2程度と短かった (図 7)。 すなわち、

イミプロトリンがゴキブリに対して高い速効性を示すのは、作用点での作用が極めて高いことによる

と考えられた。
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イミプロトリン

プラレトリン

、            0′          _         0,25                   0.5

自発放電が停止する迄の時間 (分 )

図7.イ ミプロトリン及びプラレトリン 2.5× 10‐5Mをチャバネゴキブリ腹部神経索に

処理 した時の自発放電が停止する迄の時間

イミプロトリンの使用用途及び分野

イミプロトリンのゴキブリに対する高い速効性を利用して、エアブール剤の殺虫成分として用いれ

ば、使用者はゴキブリに噴霧 した場合、ゴキブリは隙間等に逃げ込む前にノックダウンするので殺虫

効果が容易に確認できる。従来の殺虫剤 とは異なるコンセプ トの商品設計が可能となる。また業務用

(PCO用 途)においてもペルメトリン、フェノ トリン、シフェノトリン等と混合することにより、

優れた速効性 と戎効性を兼ね備えた油剤、乳剤を開発することが可能である。米国等の海外では水性

エアプールが主に使用されているが、イミプロトリンは水性エアゾ
=ル

に用いた場合でもゴキブリに

対して優れた速効性を示すことを確認 している。イ ミプロトリンはゴキブリ防除剤の新たな商品コン

セプ トを提案 し、更に使用者を満足できるものと思われる。

参考文献

1)Settbo,S.et al.(1995)Charac俺五stics of �secticidal activity of a new synthetic Pyrethoid,

imゃ rolね�五 〕agalnst houscれ old insect pests.JPIl.工 】 n予王/92.EEltOmOJ.Zo悦 .7(2):79‐ 86.

2)平野雅親等(1998)高 ノックダウン活性 を有す る新規 ピレスロイ ド “プラルぱ の開発 .

住友化学,1998‐ Ⅱ:4‐ 15,
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I-2.ト ランスフル トリン

バイエル薬品株式会社  コンシューマーケアービジネスグループ 田邊信之

はじめに

トランスフル トリンはドイッ・バィェル社が 1985年 に開発した合成ピレスロイ ドで,各種害虫

に対して広範囲の殺虫スペクトルを有し,既存の殺虫成分と比較して同等ないし優れたノックダ

ウン効果及び致死効果を有することが判明したことから,毒性試験等各種試験が実施され,家庭

用殺虫剤として 1990年 にイタリアで最初に承認され,現在では 70カ 国以上において承認あるい

は登録により販売されている。本邦においては 1999年 8月 に化審法に基づく登録がなされ,2001

年 2月 には原体が医薬品として,本薬を含有するエアゾール剤が医薬部外品として承認されてい

る。その後,本薬を含有するゲル状揮散剤や,本薬の常温揮散性を利用したファン式揮散剤等 ,

様々な製剤が医薬部外品として相次いで承認されている。

本稿ではトランスフル トリンの物理化学的特性,殺虫効力試験及び安全性試験成績について概

説する。

化学構造

トランスフル トリンの化学構造を図 1に示す。本薬はベルメトリン酸の 2,3,5,6-テ トラフル

オロベンジルエステルで,分子中に 2個 の不斉炭素があるため 4種類の異性体が存在するが,本
薬はその中の lR― トランス体からなる。

化:≠名 :(―)-2:315,6-tetrattuorObenzyl(1屈 39-3-(2,2-dichlorovinyl)… 212-

dimethylcyciOprOpanecarboxylate

分子 式 : C16H12C12F402

分子量:371.15

図 1 トランスフルトリンの化学構造

物理化学的性質

トランスフル トリンの物理化学的性質を表 1に示す。

融点は約 33℃ で,室温では固体と液体の両方の形で存在する。他の合成ピレスロイ ドと同様に

有機溶媒に溶けやすく,水にはほとんど溶けない。また,弱い常温揮散性を有している。
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融点 :

沸点 :

比重 :

溶解性 :

分配係数 :

比旋光度 :

蒸気圧 :

表 1物理化学的性質

白色～褐色の粉末又は固体で,無色～褐色の油状の液となる
こともあり,わずかに特異なにおいがある

率j33°C

242°C
l.51g//cm3

溶けやすい :エタノール ,ジクロロメタン!ジメチルホルムアミド,

アセトン!トルエン′ヘキサン,2‐プロパノール

ほとんど溶けない :水

Log P(オクタノール層/水層)=5.46(20° C)
‐589°

4.OX10~6hPa(20° ())

安定性

トランスフル トリンの安定性試験成績を表 2に示す。

トランスフル トリン原体は苛酷試験において,熱,湿度及び光に対していずれも安定であった。

また,室温での長期安定性試験では 3年 6カ 月までの安定性が確認されている。一方,水溶液の

状態では他の合成ピレスロイ ドと同様に,アルカリ性では不安定で,エステル結合が加水分解さ

れるが,酸性では安定であった。

保 存 条 件 結 果

温度 (50°C,ガラス製気密容器 )

湿度 (30°C/800/ORH,ガラス製開放容器 )

光 (2¬ 0万 Luxi hri石英容器 )

酸 (pH5,水溶液)

アルカリ (pH9!水溶液)

安定

安定

安定

安定

不安定

効力

1.微量滴下試験

アカイエカ成虫,イ エバエ成虫及びチャバネゴキブリ成虫に対する, トランスフル トリンの

アセ トン溶液の微量滴下試験成績を,主な合成ピレスロイ ドについて公表されている成績と併

せて表 3に示す。

トランスフル トリンの LD50値はアカイエカに対して 0.0036～ 0,00938 μ g,イ エバエに対し

て 0.018～ 0.0764 μ gであり,d―T80-レスメ トリンとほぼ同等で,その他の成分に比べてより優

れた殺虫効果が認められている。チャバネゴキブリに対する LD60値 は 0,64～ 1.48μ gで ,d・ d―

T80-プ ラレトリン及び d―T80-レ スメ トリンとほぼ同等の殺虫効果が認められている。

表 2安定性試験成績
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表 3微量滴下試験成績

薬  剤
LD50値 (μ g/匹 )

アカイエカ成虫 イエバエ成虫 チャバネゴキブリ成虫

トランスフルトリン

エンペントリン1)

d・ d‐T80ぃプラレトリン2)

d―T80-フタルスリン2),3)

dぃT80-レスメトリンD.3),4)

d―T80-フラメトリン3)

dI・ d―T80‐アレスリン2).3)

0.0036～ 0.00938

0078
0.0052～ 0.013

0.0098～ 0.026

0.0039～ 0.005

0.019

0.026～ 0.038

0.018～ 0.0764

0186 ´

0,063～ 0.415

0.19～ 0.224

0,008～ 0.012

0.09

0.12～ 0.44

0.64～ 1。48

4.02

0.411′ψO.59

2.55～ 3.45

0.49-0.64

1.75

2.23-2.67

2.蚊成虫に対するチャンバー内噴霧試験成績

容積 lm3の チャンバー内に蚊成虫を入れたケージを吊るし,薬剤のアセトン溶液を噴霧して

ノックダウン状況及び 24時間後の致死率を求めた試験成績を表 4に示す。

アカイエカに対するトランスフル トリン 0。 lmg/m3に おけるKT50値 及び 24時間後の致死率は,

d・ d―T80-プラレトリン 0.5mg/m3に おけるこれらとほぼ同じ値を示しており,本試験において

認められたアカイエカに対するトランスフル トリンの効力は d・ d―T80-プ ラレトリンの約 5倍で

あると言える。

一方,DDT抵抗性のネッタイィェカに対するトランスフルトリンのノックダウン効果は d・ d―

T80-プ ラレトリンに比べて若干劣るものの,致死効果については同等ないしやや優れていた。

表 4蚊成虫に対するチャンバー内噴霧試験成績

KT50値 (分 )[24時間後の致死率 (0/o)]

薬  剤 _   噴 霧 量 (mg/m3)
0.025 0.05 0.1 0.25 0.5

トランスフルトリン

d・ d―T80-プラレトリン

di・ d―T80‐アレスリン

フタルスリン

薬  剤

トランスフルトリン

d・ d…T80-プラレトリン

d卜 d―T80‐アレスリン

フタルスリン

32.4 [58]   3.6 [82]

>60 [4]    9.0 [20]
2.5 [97]

5.5 [43]

>60 [3]
>60 [42]

2.0 [100]

4.2  [75]

25。 7 [50]

45.3 [65]

1.6 [100]

2.9 [97]

6.5 [62]

33,7 [81]

0.50.1

KT50値 (分 )[24時間後の致死率 (0/o)]

噴 霧 量 (m9/m3)
0,25

28.4 [85]

7.9 [90]

>60 [13]

>60 [23]

2.6 [100]   2.3 [100]

30.7 [33]   11.4 [88]

>60 [55]   37.5 [85]

2.51.0

>60 [37]

>60 [13]

>60  [7]

>60  [0]

>60 [73]

157 [48]

>60 [8]

>60  [3]

供試虫 :アカイエカ

2mL/刊 m2チャンバー

供試虫:DDT抵抗性ネッタイイエカ

2mL/1m2チャンバー
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3.イ エバエ成虫に対するチャンバー内噴霧試験成績

イエバエ成虫に対するチャンバー内噴霧試験成績を表 5に示す。

トランスフルトリンはイエバエ成虫に対して,d・ d―T80-プラレトリン及びフタルスリンと比

較して極めて優れたノックダウン効果及び致死効果を示した。

KT50値 (分 )[24時間後の致死率 (0/o)]

薬  剤 噴 霧 量 (mg/m3)
0.25 2.51.0050.1

トランスフルトリン

d・ d―T80‐プラレトリン

フタルスリン

トランスフルトリン

エンペントリン

ジクロルボス

17 [43] 7 [99] 5 [100]

24 [1]

31[2]

[100]

[30]

[73]

３

３

６

2 [67]

4 [97]

4.コ イガ成虫に対するチャンバー内噴霧試験成績

コイガ成虫に対するチャンバー内WjH霧試験成績を表 6に示す。

トランスフルトリンの 0.lmg/m3に おける KT50値及び 24時間後の致死率はエンペントリン

0.5mg/m3におけるこれらとほぼ同じ値を示しており,本試験において認められたコイガに対す

るトランスフルトリンの効力は,エンペントリンの約 5倍であると言える。

KT50値 (分 )[24時間後の致死率 (0/o)]

薬  剤 __      噴 霧 量 (mg/m3)
0.05 0.1 0.25 0.5

11 [90] 7 [90]

>60 [28]

>60 [12]

2 [100]

9 [98]

>60 [84] >60 [100] 30 [100]

2mL/1m2チャンノ`一

5.エアゾール剤の居室試験成績

エアゾール斎」の居室試験室を図 2に示す。容積は 20m3で ,室内 3カ 所に虫を入れたケージを

吊るし,部屋の外部からコンピューター制御でエアゾールを一定量噴射した後,ノ ックダウン

状況及び 24時間後の致死率を求めた。             ″

ネッタイシマカ成虫に対する試験成績を表 7に示す。 トランスフル トリンとシフル トリンを

配合した試験製剤は, トランスフル トリンをフタルスリンに置換し,共力剤ピペロニルブトキ

サイ ドを配合した対照製剤と比べて優れたノックダウン効果を示した。

表 5イエバエ成虫に対するチャンバー内噴霧試験成績

2mL/1m2チャンバー

表 6コイガ成虫に対するチャンバー内噴霧試験成績
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-2:84m一

図 2エアゾール剤の居室試験図

表 7エアゾール剤のネッタイシマカ成虫に対する効果

薬  剤
KT501直

(!先))

KT951直

(分 )

24時間後の

致死率 (0/o)

トランスフルトリン    0040/o
シフルトリン      0.o250/o 5.5 9.1 100

トランスフルトリン    O o40/0
シフルトリン      0.o40/o 3.8 6.2 100

フタルスリン      o.20/0
シフルトリン      o.o40/o
ピペロニルブトキサイド 1.oO/。

20.9 330 100

水性処方,3g/20m3居 室

6.蚊取り線香剤のネッタインマカに対する効果

_蚊取り線香剤のネッタイシマカ成虫に対する効果を,容積 lm3のチャンバーを用いて検討し

た成績を表 8に示す。

トランスフル トリンの線香は,0.03%の濃度で dl・ d―T80-ア レスリン 0.2%及びアレスリン

0.6%と ほぼ同程度のノックダウン効果が認められた。

表 8蚊取線香剤のネッタイシマカ成虫に対する効果

薬  剤
KT50値

(分 )

KT95イ直

(分 )

24時間後の

致死率 (0/o)

トランスフル トリン    0.020/0
0.030/0

0.040/0

８

０

２

６

５

４

91
7.6

6.6

０

０

０

０

０

０

dl・ d―T80-アレスリン  0.20/0 51 7.0 100

アレスリン       o60/0 6.0 8,7 100

0.59/1m3チャンバー

-14-



7.液体蚊取 り剤及びゲル状揮散剤のネッタイシマカに対する効果

液体蚊取 り剤及びゲル状揮散剤のネッタイシマカ成虫に対する効果を,34m3の 居室試験室を

用いて検討した成績を表 9に示す。居室試験室は窓を 1カ所少し開けて換気ができるようにし,

ヒーターを部屋中央の床において通電してノックダウン状況及び 24時間後の致死秦を求めた。

トランスフル トリンを 0.88%含有する液体蚊取り剤及び トランスフル トリンを 37.5%含有

するゲル状揮散剤では,いずれも優れたノックダウン効果及び致死効果が認められた。

表 9液体蚊取り剤及びゲル状揮散剤のネッタインマカ成虫に対する効果

薬  剤
KT501直

(分 )

KT100値

(分 )

24′ 時間後の

致死率 (0/o)

液体蚊取り剤

トランスフルトリン 0,880/o
33 44 100

ゲル状揮散剤

トランスフルトリン 37.5%
37 48 100

34m3居室,試験前に 8時間通電

8.MOth Paperの コイガ幼虫に対する効果              '
薬剤を含浸させた Moth Paperを 洋服ダンス中に入れて,所定期間が経過する毎にコイガの幼

虫とウール布を洋服ダンス内に入れ,ウール布の食害防止効果を観察した成績を表 10に示す。

トランスフル トリンを 3種類の濃度で含浸させたMoth Paperに ついて検討を行った結果,lm3

当たり25.6mgで 3カ 月間,51.lmgで 6カ 月間にわたる食害阻止効果の持続が認められた。

トランスフルトリン濃度(mg/m3) 食害阻止期間

25.6

38.3

51.1

12週間

16週間

≧26週間

洋服タンス(0.555ma)内に薬剤を含浸させた Morh Paperを 入れ,所定期間
経過毎にコイガ幼虫 20匹とウール布を入れて食害の有無を観察

毒性

1.単回投与毒性

単回投与毒性試験成績を表 Hに示す。

マウスにおける LD60値 は経日投与では雄で 583mg/kg,雌 で 688Ⅲg/kg,経皮投与では雌雄共

に 4000mg/kg以上,ラ ットにおける LD50値は経口及び経皮投与で雌雄共に 5000mg/kg以上 ,

吸入投与における LC50値は雌雄共に 513mg/m3以 上であった。これらの成績は家庭用殺虫剤に

汎用されている主な合成ピレスロイ ドと同程度であった。イヌにおいては 2000mg/kgの経日投

与でも毒性所見は認められなかった。

表 10 Moth Paperの コイガ幼虫に対する効果
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表 11単回投与毒性試験成績

動物種 投与経路 LD501直 顔Jま LC501直

マウス 経 口 ♂ 583mgン/kg,♀ 688mg/kg

経皮 ♂♀ >4000mg/kg

ラット 経 口 ♂♀ >5000mg/kg

経 皮 ♂♀ >5000mg/kg

吸入 ♂♀ >513mg/m3

イヌ 経 口 ♂ >2000mg/kg

2.反復投与毒性

反復投与毒性試験成績を表 12に示す。

ラットにおける 13週間吸入投与試験では,毒性所見として運動性の克進や振戦等が認められ ,

無毒性気中濃度は 46.7mg/m3で ぁった。この濃度はトランスフル トリン製剤を実際に使用した

場合の気中濃度に比べて極めて高い値であり,例 えば,海外で市販されているゲル状揮散剤を

使用した場合の平均気中濃度と比較した場合,約 2400倍 に相当する。

ラットにおける 4週間強制経口投与試験では,最高用量の 250mg/kg群 で一部の動物が死亡
し,生存例で振戦,肝臓の薬物代謝酵素の上昇,肝臓及び腎臓重量の増加等が認められたが,4
週間の回復試験終了時にはこれらの変化は認められなかったことから,可逆的な変化であると

考えられた。無毒性量は 50mg/kgで あった。

ラットにおける 13週間及び 12カ 月間混餌投与試験では,いずれの試験においても血漿 トリ
グリセリドの低下,肝の薬物代謝酵素の上昇,肝臓及び腎臓重量の増加等が認められ,無毒性

量は 13週間投与では 50ppm,12カ 月間投与では 20ppnで あった。

イヌにおける 12カ 月間混餌投与試験では,GPT,ALP,GLDHの 上昇,肝臓重量の増加等が認
められ,無毒性量は 10ppmで ぁった。

これら反復投与毒性試験における本薬の主な毒性所見は他の合成 ピレスロイ ドと同様に肝臓

及び腎臓で認められた。
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司 ラット吸入投

表 12ラットにおける反復投与毒性試験成績

与試験                  ト

13週間

4.9～ 220.2mg/m3
運動性克進,振戦f粗毛′尿中リン↑ 等
46.7mg/m3(16.8mg/kg/日 )共

・ :分時呼吸量を刊L/kg/分として算出

投与期間

暴露濃度

毒性所見

無毒性量

2ラット経口投与試験

投与期間:    4週 間

投与量:     刊0～ 250mg/kg/日
毒性所見:    振戦I死亡1肝薬物代謝酵素 ↑,肝臓・腎臓重量 ↑等
無毒性量 :    50mg/kg/日

3.ラット混餌投与試験 (¬ )

投与期間:    13週間

投与量:     10～ 5000ppm
毒性所見:    TG↓ ,肝薬物代謝酵素 ↑!肝臓・腎臓重量 ↑,病理組織学的

変化 (肝細胞変性,肝細胞肥大,腎尿細管変性)等
無毒性量 :    50ppm(3.5～ 4.4mg/kg/日 )景

4.ラット混餌投与試験 (2)

投与期間:    12カ 月間     、

投与量:     20～ 2000ppm
毒性所見 :    TG↓ I肝薬物代謝酵素 ↑〕肝臓 H腎臓重量 ↑,病理組織学的

変化 (腎糸球体ネフローゼ)等
無毒性量 :    20ppm(1.0～ 1.4mg/kg/日 )既

5.イス混餌投与試験

投与期間:    12カ 月間

投与量:     lo～ 3000ppm
毒性所見:    GPT↑ :ALP↑ ,GLDH↑ ,肝臓重量 ↑ 等
無毒性量:    loppm(o.4mg/kg/日 )景

社:摂餌量から算出

3,生殖発生毒性

生殖発生毒性試験成績を表 13に示す。

いずれの試験においても生殖発生毒性は認められなかった。
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表 13生殖発生毒性試験成績

1ラットニ世代試験

投与経路・投与量 : 混餌,20～ 1000ppm(1.3～ 100.8m9/kg/日 )

毒性所見:     親動物:肝臓・腎臓重量 ↑I病理組織学的変化 (腎尿細管内色素)等
出生児:特記すべき所見なし

無毒性量 : 親動物 :200ppm(13.3～ 19.6mg/kg/日 )士

出生児 :≧ 100oppm(≧ 67.6～ ≧100.8mg/kg/日 )士

・ :摂餌量から算出

2,ラット胚・胎児発生試験

投与経路・投与量: 経口125～ 125mg/kg/日
毒性所見:     親動物:振戦,運動失調!死亡 等

出生児:特記すべき所見なし
無毒性量:     報動物:25mg/kg/日

出生児 :≧ 125mg/kg/日

3.ウサギ胚・胎児発生試験

投与経路・投与量: 経日,15～ 150mg/kg/日
毒性所見:     親動物:振戦,活動性低下,死亡 等

出生児:特記すべき所見なし
無毒性量:     親動物:15mg/kg/日

出生児 :≧ 150mg/kg/日

4.変異原性

変異原性試験として,サルモネラ菌及び大腸菌を用いた復帰突然変異試験,チ ャイニーズハ

ムスター卵巣細胞及びヒトリンパ球を用いた染色体異常試験,マウス小核試験,ラ ット初代肝

細胞を用いた不定期 DNA合成試験が実施されたが,いずれの試験においても変異原性は認め|ら

れなかった。

5.がん原性

ラット及びマウ不における 2年間の混餌投与試験成績を表 14に示す。

ラットでは最高用量である 2000ppⅢ の雌雄で勝肌乳頭腫及び】芳肌癌がそれぞれ 57～ 60例中 1

～2例に認められ,すべての用量群の雄で肝細胞腺腫が 2～ 3例 に認められたが,いずれも対照

群との間に統計学的な有意差は認められず,発生頻度は背景値の範囲内であった。

1芳脱腫瘍の発生に関しては,最高用量群の動物で病理組織学的検査において,尿路上皮過形

成が認められてお り,本薬の主要排泄経路が尿中排泄であることから,慢性的な刺激の存在が

示唆され,二次的な作用によるものと考えられた。また,肝細胞腺腫の発生に関しては, ラッ

トを用いた中期発がん性試験の結果,ジエチルニ トロソアミンで誘発した肝腫瘍発生に対する

プロモーション作用が認められたことから, 自然発生した前新生物性病巣に対して,本薬のプ

ロモーション作用が影響した可能性が考えられた。しかしながら,本薬の各種変異原性試験の

結果はいずれも陰性であることから,本薬に遺伝毒性作用はなく,一次発がん性はないと考え

られた9また,悪性腫瘍の発生頻度の増加は認められず,他の臓器における腫瘍の発生頻度に

も増加は認められなかった。
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マウスでは最高用量である 1000pp� 群の雌で,対照群と比較して有意な肝細胞腺腫発生頻度

の増加が認められたが, これについても本薬のプロモーション作用が影響した可能性が考えら

れた。マウスにおいても悪性腫瘍の発生頻度の増加は認められず,他の臓器における腫瘍の発

生頻度の増加も認められなかった。

これらのことから,本薬のプ由モーション作用は軽微であり, ヒトヘの危険性を示唆するも

のではないと考えられた。プロモーション作用の無作用量は混餌濃度 2ppⅢ で,これより算出し

た無作用気中濃度 (2.lmg/m3)は トランスフルトリン製剤を実際に使用した場合の気中濃度と     '
比べて十分に高い値である。例えば,海外で販売されているトランスフルトリンのゲル状揮散

剤を使用した場合の平均気中濃度の 100倍以上であり,十分な安全域が得られているものと考

えられる。

表 14がん原性試験成績

オ:悪性腫瘍

井:対照群との間に有意差 (p<o.o5)あ り

可.ラット25カ 月間がん原性試験

混餌濃度 (ppm)
0(溶媒対照 ) 20 200 2000

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

腫瘍発生例数 26/59  38/59 33/60  43/60 33/59  32/60 36/58  30//60

膀肌 写し:頂 B重 0//58   0//59 0/59   0//60 0ノ/58   0/60 2//57   1//60

癌
★ 0//58   0//59 0/59   0//60 0//58   0//60 1//57   2//60

肝臓 月干細胞]泉 I重 0/59   0//59 3//60   0//60 2//59   0//60 3//58   0//60

癌
★ 1/59   0/59 0//60   0//60 0ノ/59   0/60 0ン/58   0//60

総腫瘍数 32 49 41 60 34 39 46 40

総悪性腫瘍数 4 6 7 3 5 6 7
ナ:悪性腫瘍

2.マ ウス 24カ月間がん原性試験

混餌濃度 (ppm)
0(溶媒対照 ) 10 100 1000

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

腫瘍発生例数 25/50  29ノ /50 21//48  27/49 25ノ/50  28/50 20//50  37ノ/50

肝臓 骨干細胞月泉】重 5//49   4//50 4//48   2/47 5//50   2/50 5//50  13//50#

肝細胞癌よ 5//49   2/50 8//48   2//47 7/50   4/50 7//50   4//50

血管腫 0//49   1//50 0//48   0//47 0//50   0/50 0//50   0//50

血管肉腫★
0ノ/49   1//50 0//48   0//47 2//50   1//50 0/50   0//50

総腫瘍数 28 38 24 32 31 34 27 54

総悪性腫場数 17 13 15 19 12 20
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6.局所刺激性

局所刺激性試験成績を表 15に示す。

本薬の皮膚及び眼粘膜刺激性試験における判定結果はいずれも刺激性なしであり,皮膚感作

性も認められなかった。

表 15局所刺激性試験成績

¬ 皮膚刺激性試験

使用動物:   ウサギ
塗布量:    o.5mL/部位 (6cm2)
結 果:    判定「皮膚一次刺激性なし」

2眼粘l■
~刺

激性試験

使用動物:   ウサギ
塗布量:    o.lmL/眼
結 果:    判定「刺激性なし」

3.皮膚感作性試験

使用動物:   モルモット
_         塗布量:    感作 0.5mL/匹

惹起 0.5mL/匹
結 果:    皮膚感作性なし

以上,本薬の単回投与毒性は家庭用殺虫剤に汎用されている主な合成ピレスロイ ドと同程度

であること,生殖発生毒性,変異原性及び局所刺激性はすべて陰性であること,一次発がん性

はなく,肝腫瘍発生に対するプロモーョン作用も軽微であり,プロモーション作用を含めたす
べての毒性試験における最小無毒性量を,本薬使用時の有効成分気中濃度と比較した結果,十
分な安全域が得られていることから,本薬は通常の使用状況において安全性に問題はないもの

と考えられる。

結語

トランスフル トリンは各種害虫に対して優れたノックダウン効果及び殺虫効果を示し,通常の

使用状況において安全性に問題はないことから,海外においては様々な製剤が販売されている。

本邦においては導入されてからまだ国が浅く,現在販売されている製剤はファン式揮散剤のみで

あるが,本薬の特性を活かした様々な剤型の開発及び適用範囲の拡大が期待される。

参考文献

1)住友化学 1983-■ ,12,1983
2)住友化学 ]989-Ⅱ ,4,1989
3)日本殺虫剤工業会,1996

4)日 本防疫殺虫剤協会,1997
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I-3。 フィプロニル

～グリアー ト ジェルの海外におけるゴキブリ防除～

バイエル クロ ップサイエ ンス エ ンバイ ロサイエ ンス事業本部  開発部

横 山 雅敏

1)  女台めに

ゴキブリ用のジェル剤はヒドラメチルノンの 2剤が既に厚生労働省登録を受け、新規

の剤とは言いがたく、又フィプロニル自体も新規 と言 うには少し籐が立ちすぎた剤ではあ

りますが、フィプロニルのジェル剤はこれからゴキブ リ用 として厚生労働省の登録を申請

すべく、新規のこれからの剤 として開発を進めると言 う事で、大目に見ていただいて、今

回海外での弊社の宣伝物を発表させていただきます。

2) 今 までにない構造 (フ ェニル ピラブール 系)の殺 虫剤

一新規化合物

―極低濃度で効果を発揮

一遅効性 (処理濃度による)

一伝播効果を有する

一交叉耐性が無い

一ゴキブリベイ ト剤 として諸外国で最も高い評価を受けている

F3C＼
s
ll

O

上記の特長と構造を持つ新しい殺虫剤です。

3)ゴ キブ リによる被害

ゴキブリは、まず食品関係における不潔の代名詞のような存在です。伝染病のベク

ターやアレルギーの原因となるし、器具や書籍等の損傷、不快な臭いや汚れをもたら

す厄介な存在です。又、気の弱い人にとっては部屋の中を黒い物が走つただけで「ぎ

ゃ」と悲鳴をあげるような事もあるでしょうし、もともと心臓が悪い人にとつてはか

なり重大な被害になる事も考えられます。当然、食品を扱 うレス トラン等では 1匹の

ゴキブリが致命的な悪評をもたらす可能性があります。

-21-



4)ゴ キブ リは何故退治 しに くいか ?

ゴキブリは様々な方法、ルー トで建物内に侵入 します。食品を運ぶ容器に幼虫や卵

の形でついてきたり成虫の形で入 り込む事もあります。一旦住み着くと、夜行性だ

けに目立たず、非常に動きがすばやいため近づきにくく捕 らえるのが困難です。

その上非常に多産であり、短時間の内に何倍にも子孫を増や してしまいます。又、

厄介な事に、もともとゴキブリはほとんどの環境に適合できるのに、機密性や暖房、

冷房で我々人間が益々彼らにとって快適な、又年中繁殖できるような環境を作 り出

しているのが、ゴキブリ根治のできない原因と言えるかも知れません。

5)プ ロに よるゴキブ リ防除の必要性

上記のようなことから、これから益々プロによるゴキブリ防除が必要になってく

ると思われます。PCOの 専門知識や技術に裏付けられた調査や助言が、店舗の所

有者や管理者にとって欠くことのできない物になると思われます。PCOに 防除を

依頼すれば、管理者にとって簡便であり、確実な防除が可能になります。

グリアー ト ジェルはプロのみが使用できるジェルベイ ト剤です。

6)ジ ェルベイ ト剤 はスプ レー剤 を凌 ぐ技術 です

最近でこそ、ジェルベイ ト剤が一般化されてはきていますが、まだまだ散布すれ

ばすぐに効果をみる事ができるスプレー剤がゴキブリ防除の主流を占めています。

しかし、大掛かりな散布器具を必要 としない事や、必要な部分に集中的に処理でき

る事、殺虫剤成分に量が大幅に減 らせる事、処理前後の準備や後片付けが不要な事、

長期にわたるゴキブジの防除が可能な事等により、これからは、ジェルベイ ト剤の

グリアー トを始め様々な剤が登録されゴキブジ防除の主流になると確信しています。

7)グ リアー ト ジェル の特長

他のジェル剤 と比較して、グリアー ト ジェルは、私共ではオーバーナイ トキル

と称していますが、非常に即効的と言 うことが挙げられます。原体であるフィプロ

ニルが高活性な為、1ス ポットの処理量が 0.05%の製剤でありながら、0.03gと

極微量で高い効果を発揮 します。当然、他のジェル剤 と同様に、準備、清掃が不要

で、処理をされる方々の暴露量も少なく、シリンジ入 りですからベイ トガンを用い

て容器から直接簡単に処理できます。
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8)グ リアー ト ジェルの処理 と効果

グリア● ト ジェルの処理と効果の関係を示すと次のようなサークルになります。

⇒ 被害を受けている店舗 ⇒ PCOに よる点検 ⇒ PiC Oに よる処理 ⇒

ゴキブリがジェルを摂取 ⇒ ジェルを摂政したゴキブリが巣に持ち帰り糞を

したり死んだりする ⇒ 巣にいる他のゴキブリにフィプロニルを伝播する

⇒ ゴキブリはあお向けになって死ぬ ⇒ ゴキブジ被害の制圧完了 ⇒

(授取後約 6-8時間で死亡)    (処 理後 2-3日 )

「

9)グ リアエ ト ジェルの性能

グリアー ト ジェルは他のベイ ト剤と比較して効果の発現が早く、真に処理の簡便

さとスプレー剤の即効性を併せ持つ理想的な駆除方法です。     ｀

10)グ リアー ト ジェルの即効性

グリアー トジェルは他のベイ ト剤と比較して即効的です             _

120

100

80

60

40

20

0

グリアー ト ジェルの場合、摂取後 6-8時間で死亡するため、2日 以内に80%以上が死

亡し、他のベイ ト剤では死亡するまで、摂取後 36二 72時間を要し80%が死亡するまでに

7-10口 を要する。                 ヽ

ヽ
       )



ジェルを初めて使用する建物の場合、顧客の満足を得るためと、再処理のリスタを減少す

るためにも初回の効果は非常に重要であり、是非、グリアー ト ジェルでの処理をお勧め

します。

11)ス プ レー剤 と比較 してより高い効果 (処理後 日数毎の死亡率)  
‐

120

100

80

60

'40

20

0

― グリアート ジエル

」ト スプレー十粉剤

=無 処理   __

すがざござ
一般的に使用されているスプレー剤より、グリアー ト ジェルは効果が高く、3ヵ

月後においても高い効果を持続した。

12)他のジェアレ剤との比較でも、より高い効果

80

70
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10

0

― グリアートジEEJレ 0.

03g/m2

-マ ックスフォース
0.25g/m2

!アバート0.25g/m2

-ア ムドロ 0.25g/m2

-無 処理

一般的に使用されているジェル剤より、グリアー ト ジェルは全ての調査時にお

いて優れていた。
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13)確 かなカスケー ド (伝播)効果

グヅアご トジェルの強いカスケード効果が確実にゴキブリ密度を低くします。また、巣

まで運ばれたグリアー トが活動範囲の狭い幼虫まで殺します。

試験室内試験でのグリアー トジェルのカスケー ド効果

幼虫に対する効果―A           幼虫に対する効果―B幼虫に対する効果―A

００

９０

８０

７０

００

５０

４０

３０

２０

１０

０

８０

７０

８０

５０

４０

ｍ

２０

１０

０

14)他 のジェル剤 とのカスケー ド効果の比較 ,

ジェル剤により死亡したゴキブリとの接触ににおける死亡率の比較

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

― グリアート 0.03g

― プレミス 0,125g

.― ‐_ァ′単一卜 o.25g

― マックスフォース0.2



15)ジ ェル剤 の優れた特長

ジェル剤はスプレー剤 と比較 して次のような特長があります :

一無臭

―容器から直接処理できるので大げさな器具が不要

―顧客の時間の制限が少なく自由に処理時間が選べる

一必要部分に集中した処理が可能

―処理前の食器や道具類の保護、処理後の清掃等が不要

―電気器具や水廻 りの処理がし易い

一使用量が少ない (顧客の薬剤に対する懸念が少ない)

一不潔にならない

一敗り扱い、調合、運搬の手間が少なくて済む

16)グ リアー ト ジェルの処理法

グリアー ト ジェルは、́高い効果と優れた製剤技術により極微量の処理量で

十分な効果を発揮 します。

17)乾 燥によるジェル剤 の重量減少の比較

グリアー トジェルは他のジェル剤と比較して乾燥による重量減少が少ない :

室温で 7日 間放置したときの重量減少 (%)

チャバネギキブリ フモンゴキブジ
1ス ポッ ト当た りの量 0. 03g(直 径 8～ 4mm) 0.06g(直 径 6～ 7mm)
密度の低い場合(/m2) 1ス ポッ ト 1ス ポット

密度が中程度の場合 2ス ポット 2ス ポット

密度の低い場合 3ス ポット 3ス ポット

-26-



０

０

０

０

０

０

０

０

０

８

７

６

５

４

３

２

１

（課
）
梓
＄
娯

グリアー ト ジェルは長期にわたり処理時の状態を保ちゴキブジの喫食性を

失いません。

18)終わりに

以上、新規のフィプロニルを成分とするジ■ル剤であるグ)アー ト ジェルの説明をさ

せていただきましたが、この機会に本剤の利便性、安全性を広く知っていただき、今後の

ゴキブヅ防除に役立てていただきたいと思います。又、スプレー剤と比較して、防除期間

が長い事(清潔であり、現在防虫に最も望まれるレスケミカルにかなっているこの防除法

を今後も様々な機会を通じてご紹介していきたいと思つています。競合の激しい業界にあ

つて新しいビジネスチャンスを求める事が事業を広げるために必須と思われますし、この

ようなジェルベイ ト剤の効果と技術が様々な分野で益々期待されている事と思います。こ

れからはゴキブジ防除の際には是非、ジェルベイ ト剤を最初に思い浮かべていただきたい

とお願いすると共に、この技術を得た皆様の更なるご健闘をお祈りします。

(パイエル クロップサイエンス 横山 記)
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Ⅱ.西ナイルウィル不媒介蚊の防除対策

1.米国での西ナイル ウイルス汚染実態について

冨田隆史 (国立感染症研究所 )

ウエストナイル熱いNF)は,1999年ニューヨーク市で勃発して以来,北米において感染

者数と発生地域の拡大を続けている。殺虫剤研究班集会では,当 時利用可能であった CDC
の West Nilc Vims関 連 ペ ー ジ

〕)(特
に "NaionaI Planning Mectings for SuⅣ eillance,

Prevention,and Control of West Nilc Vifus Hl the Unitcd States ‐Third Annual Meeting March

22-23,2002‖ 会議 の発表用資料 )を 使 い,WNFに 関す る疫 学的背景 と米 国 にお け る調 査 ,

研究,防除活動について紹介した。現在は
WFourth An■

uЛ Mecting― February 9-H,2003‖ の

発表用資料が閲覧可能である。ガイ ドライン (Guidelines for SuⅣeill孤CC,Prevendon,and

Con仔ol)は今年第 3版に更新されている。今年の患者数とヒト,鳥,蚊 , ウマごとの感染

の分布 (過去の発生も含む)も 同 URLか らたどって閲覧可能である。日本語で紹介 したも

のとして,要領よくウエス トナイル ウイルスを紹介した記事は国立感染症研究所感染症情

報センターのホームページ動
にある。

媒介蚊に関するトピックスから拾 うと,鳥の間に感染をおもに広める役割をする Cガ餌

属蚊と,鳥からほ乳類へ感染を橋渡 しする他属似9カs,Oε力′9Юチα加 ,И型″9燃)の蚊の感染環

における地位の違いが予測されている。ルイジアナ州では,2002年 に 329例のヒトの感染

があり,214名 が入院患者となった (う ち死亡 24名 )。 入院忠者の手当に直接要した費用

と蚊の防除に要した費用 (調査 。研究分も含む)を試算したところ,それぞれ 5.5百万 ド

ルと 18.4百万 ドルとなった。殺虫剤の散布を行 うと,蚊の発生が顕著に減少することは確

かめられたが,それがヒトヘの感染の阻上にどれだけ役立っているかの評価が定まってい

ない。広範に行つている蚊の化学的防除活動が殺虫剤抵抗性の問題を引き起こしているか

どうかについては,CDCの Annual Mecingの 発表資料から窺い知ることができなかった。

米国における WNE媒介蚊の調査でウイルス保有蚊としてもつとも多く捕獲されている

蚊種は トビイロイエカ(Ctt p.pilpiens)で ある。一方,沖縄を除くわが国で主要なアカイエカ

種群の蚊はアカイエカとチカイエカである。水田に数多く発生するコガタアカイエカは米

国には存在しない。WNVの 日本への侵入が不幸にして起きた場合,ウイルス感染環や防

除上を考える上で,これ らの蚊の吸血嗜好性が,ま たアカイエカ種群蚊においては亜種間

の遺伝的な隔離の度合いが,わが国固有の調査・研究活動の一つのテーマとなるべきであ

る。
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1)http://www.cdc.govれ cidod/dvbid/wcstnilerindex.ht.1

2)http:〃WWW.nih.go.jp/vと 1/NVL/WNVhomepage/WN.html

以下に,米国におけるWblW活動の年譜を付す。おもに上記(2)の ページからの抜粋によ

るものである。

1999年 には,62例が実験室内診断で West Nile脳 炎ONE)と 確定診断し,そのうち 7名

(H79)が 死亡した。62例の内訳は,New York City御 =46),WcstChester Co.(9),Nassau Co。 (6),

Canada(1)で あつた。流行の季節を越 した冬期には,下水道から集めてプール した蚊から,

また rcd t�l hawkの脳から,ウエス トナイルタイルス(WNW)が分離され, ウイルスは越冬

したとみなされた。

2000年には,5月 下旬からハ ドツン河などで死亡したカラスが見つかるようになり,脳・

腎臓・肝臓などからWest N』 eタ イルスが PCR等で検出された。カラス以外にも blue jay,

red tail hawkな ども感染して死亡している。この年,21例 のと卜感染者が発病 しうち 2人

が死亡した。その内訳はコネチカット州では 235例 中 1例,ニ ュージャージー州では 55

例中 6例,ニューヨーク市では 512例 中 14例 であつた。ニューヨーク市以外のニューヨー

ク州では 589例中WNV感染者はみられなかった。この年は,息者総数は前年に比べ減少

したものの,前年に多くの発病者を出した Qucens地 区よりやや南西に位置する Staten

lslandが流行の中心となった。12)||の鳥 4139羽 からウイアレスが分離された。12州 は,ニ

ューヨーク州・ニュージャージー州・コネチカット州・マサチューセッツ州・ロー ドアイラン

ドリ|‖・メリーランド州・ペンシルベニア州・ニューハンプシャー州。バージニア州・デラウェ

ア州・ノースカロライナ州 ,バーモン ト州 とワシントン DCである。Cガ釘 フ″ゴg�∫,Cガ餌

/gsttα

“
dと Cガ徘 ざα′デη″′熔 (夕 方から夜明けにかけて活動が活発な蚊)と И?房9ざ ブリοがε熔 と

И3たs″ね9′デα拡 (昼間に刺す蚊)が WNVに感染 していたことが明らかになった。

2001年 には,W3VE,WN髄膜炎のヒト症例数は 66例 (死者 9名 )10州 におよんだ。5154

羽のカラスと2179羽 の他の鳥が感染 し死亡した(合計 7333羽 )と い う報告があわせて 27の

州から 寄せられた。ウマについては 19の州から合わせて 733頭感染 したことが報告され

た。蚊に関しては,16の州から合わせて 919プールの陽性が報告された。CDCに よると,

この年, ウエス トナイルウイルスWNV)は既にカリブ海諸国に侵入 したと推定された。

2002年には,全米で忠者数 4156例 (死者 284ち )が報告されている。WNVの活動が活発

な地域は米国の北～南部の中央地域に移行 し,西海岸地域からも忠者 と感染鳥が発生した。

ウマの感染数も 14901頭 とこれまでの最高を記録した。カナダでの患者発生数は 409例 (死

者 18為 )で あった。メキシヨでは馬の感染が報告された。この年ウマワクチンが実用化さ
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れ 94%の効力を持つと推定された。

,        今年(2003年 )は,8月 22日 現在,患者数 772名 , 死者 17名 が発生してる。特にコロラ

ド州では少みくとも餌

'人

の息者が発生している。ウイルスが確認 された州は 43州で,ア      _
リゾナ州,ユタ州でも初めてタイルスが確認された。カナダでは7月 23日 に蚊から陽性例

.・       (オ ンタリオ州とアルバータ州)が,28日 にはヒトとウマから陽性例(どちらもサスカチュフ

ン州)が初めて出た。カナダでの患者数は8月 20日 現在9人 (確定症例は4例 )と なつている。
・      8月 18日 ,米国立保健研究所SIH)の国立アレルギ▼感染症研究所は,WNFフ クチンを開

発したと発表した。サルの実験で良好な成績をあげており,人での予防効果をみる臨床試

験を年内にも始める予定だ。一度接種すれば終生の免疫ができる可能性をもつという。

I
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Ⅱ-2.媒 介蚊・幼虫対策

(財)日 本環境衛生セ ンター 水谷 澄

西ナイル熱の人への感染は、この疾病のウイルスを保有する 1匹の蚊の吸血で起こるこ

とが指摘されている。 とい うことはほとんど吸血されない蚊の密度をシーズンを通 じて維

持することがベクターコン トロールとして求められる。

駆除対象種としては、人の居住環境周辺に多いアカイエカ群 (ア カイエカ、ネッタイイ

エカ、チカイエカ)と ヒトスジシマカ両種が主対象となる。

我が国の蚊の発生状況を見ると、アカイエカは側溝の減少と環境整備の徹底により極め

て低い密度が維持されてきたが、近年都市部の雨水枡にその定着が確認 されている。

またヒトスジシマカは墓地、公園その他の緑地帯の人工器物や容器等の小水域に見られ、

郊外では雨水枡が発生源 となっている。

側溝や建物の地下汚水槽等から発生するアカイエカ群の幼虫対策は、自治体では長い経

験があるが、ヒトスジシマカの広域的な幼虫対策は今まであまり行われていない。

今回標記テーマで防除対策を話題提供するのに先立ち、対象種の薬剤抵抗性調査を実施

したので、その結果を過去の文献 と比較 した上で対策を講 じることにしたい。

表 1,ヒ トスジシマカ終令幼虫に対する薬剤感受性 過去の文献との比較 (LC50値 :ppm)

コ ロ ニ ー

供試薬剤

医科研

(東京 )

生田

(神奈川 )

高橋 ら

自然教育園

(東京 )

(1985)

予研

(東京 )

成田

(千葉 )

営間ら (1992)

長崎   沖縄島等7地 区

(長崎 ) (沖縄 )

fenltro仕�on
0.0107

(1.0)

0.023

(2.15)

0.018

(1.68)

0.055

(5.14)

0.027

(2.52)

0.013      0.0035-0.0319

(1.21) (0,33…2.98)

fcnthion
0.0054

(1.0)

0.0079

(1.4o)

0,0087

(1.61)

0.17

(31.5)

0.035

(6.48)

0.024

(4.44)

0.0055

(1.02)

tc=aefos
0.0028

(1.0)

0.0034

(1.21)

0.011

(3.93)

0.017

(6.07)

0.016

(5.71)

0.011

(3.93)

pc■ 11lcth�
0.0022

(10)

0.0033

(1.50)

0.045

(20_5)

0.0023

(1,05)

0.042

(19.1)

0.0039-0.0092

(1.77-4.18)

0,000056   0.000030
pyュproxyfen   (1.0)     (0.54)

注)(
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表 1は今回行つたヒトスジシマカ 3コ ロニーと高橋らと首間らが東京、長崎、沖縄から

採集した野外集団で得たLC50イ直を比較 したものである。上段にはLC50値、下段 ( )

内には医科研コロニーを 1と した時の抵抗性比を示した。

その結果、沖縄 7地区の数値は、今回行った野外集団、生田と成田コロニーの値と大差

なく抵抗性の発現はないと思われる。しかし東京自然教育園のフェンチオンとペルメ トリ

ン又長崎コロニーのペルメ トリンは感受性コロニーと約20～30倍 の開きが認められており、

この値は明らかな感受性低下が伺われる。但し自然教育園コロニーのフェニ トロチオンと

テメホスでは4-5倍の抵抗性比に留まり、長崎コロニーも有機燐剤は1.2～ 5倍程度の抵抗

性比になっている。ペルメ トリンの抵抗性については、幼虫防除剤 として使用できないの

で、成虫由来によるものと考えられるが、この数値は注目すべきで、今後も調査を続ける

ことが必要である。いずれにしろ抵抗性比が 1オーダー以上差が認められたのはこの 3点

だけで、その他の数値はほぼ感受性 と考えられる。

表 2.アカイエカ群終令幼虫に対する薬剤感受性 (LC50値 :ppm)

Cク′αフ″,9η∫ρα〃9々∫ C夕7餌フ″,9躍∫
“
ο′9∫チク∫

口 |二 ―

感受性標準値

供試薬剤

(1993)

東京 5地区

(2001)

成田

小官山ら

(1975)

静岡

(2001)

成田

fcnitrothion       O.007
0.059‐0.080

(8.4-11.4)

0.044

(6.3)

0.098

(14.0)

0.063

(9.0)

fenhion 0.003
0.050

(16.7)

dichlorvos 0.03
0.22-0.36

(7.3-12)

temefos 0.0008
0.0064

(8.0)

0.009

(11.3)

0.024

(30)

pemethrin 0.008
0.0083

(1.0)

0.27

(33.8)

py�proxyfcn 0.0001?
0.00055

(5.5)

0,0028

(28)

0.0015-30
0.0014

(093)

0.0028

(10)
B河
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表 2はアカイエカ群を対象とした採集集団のLC50値 を比較 したものである。

フα′′9盟∫を対象の1993年東京地区で得たfenittohionと dichrOrvosは 、前者が8.牛■ 4倍後者

は7.3-12倍 の抵抗性比を示している。また一昨年成田空港から採集 した集団は、フェニ トロ

チオンに6.3, テメホスに8倍の抵抗性比を示した以外は、感受性集団ときわだつた差は認

められていない。他方耀ο′3sr郷は静岡コロニー、成田コロニーいずれも】ガ剤を除いたすべ

ての薬剤に10～ 30倍程度の抵抗性比が見られ、中等度の複合抵抗性を示 している。しかし

100倍以上の致命的な抵抗性はここで得た範囲内では認められていない。

以上の結果から、対象蚊幼虫の薬剤抵抗性の現状は、チカイエカ≫アカイエカ>ヒ トス

ジシマカの順に強いといえるが、そのレベルは抵抗性の強さ、交差抵抗性の度合いずれも

現行の薬剤で防除可能の範囲内にあると思われた。

次に幼虫を対象としたベクターコントロール対策を述べる。

前述したように、ウイルス感染 している 1匹の蚊の吸血によって人は発症する可能性が

あるので、まず管轄地区の蚊の発生源調査を徹底 して行 う必要がある。この調査で公共地

区ばかりでなく、個人所有の土地も含んだ発生源 とその生息密度が確認 され、同時に詳細

な発生源地図が得 られる。この中から恒常的な発生源を 10地点程選び平常時の発生密度

を把握 しておく。        _

蚊幼虫の防除期間は沖縄県や奄美地方等暑い地方では年間を通 じて、本州、四国、九州

では4～ 12月 まで、その他地区では気象状況に応じて実施することになる。

幼虫の密度調査は通常柄杓のすくい取 り法による。長い柄を固定した小型の柄杓を用い、

蚊幼虫が発生している水面に柄杓の先端をそつと沈め、表面の水を100～200mL採敢する。

この中の幼虫数を目視で記録する。一は 0匹、十は 1～ 9匹、十十は10～ 99匹、十++は
100<と する。柄杓を使えない小水域は、生息なし一か、生息あり十の 2点で記録する。

表 3.蚊幼虫対策

環境対策

ヤブカ類は発生源 となる人工器物にたまっている水は除去 し、蓋やカバーを

して水の滞留を防ぐ。空缶、プラカップ等小容器は回収する。アカイエカが

発生している側溝は流れをよくし、暗渠とする。

生物的対策  メグカ、カグヤシ等の放流

薬事法で承認 されている衛生害虫用殺虫製剤 (蚊幼虫用)を用いる。有機

燐剤乳剤、懸濁剤、粒剤、 IGR斉」懸濁剤、水和剤、粒剤、エ トフェンプロ

化学的対策  ックス製剤を用いる。側溝、雨水枡、建物地下汚水槽等では発生源の水量を

測定して、製剤希釈液を所定量均―に散布処理する、または粒剤をそのまま

処理する。ヤブカ類の小発生源には粒剤処理が至適。
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幼虫対策は表 3に示したように従来から行つてきた平常時対策と変わりないが、各対策

を連携 して、シーズンを通じた継続的な対応を成さないと意味がない。発生の目こばしは

許されない。環境的封策は、発生源地図をもとにすべての発生源候補地を対象に、滞留水

を除去 し、廃棄された小容器を回収して発生源の縮小に努める。

生物的対策としての発生源への魚の放流・定着は、蚊幼虫の恒久的な密度低下につなが

るので、平常時対策として極めて有益である。

緊急時の対策としては、化学的対策に比重をかけざるを得ない。承認されている主要製

剤は多いが、その標準的な用量を表 4に示 した。殺虫製剤の有効期間は製剤により異なる

が一般にさほど長くない。また薬剤抵抗性の発現程度も地域により異なるので、薬剤処理

後の再発生を確認して、少なくとも再発生後 4～ 5日 以内に薬剤の再処理を行 う体制を整

えておくことが重要である。

表 6は側溝とか浄化槽等蚊の発生源へ実験的に実地処理を行った際の再発生に要する日

数と、処理前の発生状況への回復 口数を示したものである。

'  表 4.側溝、雨水枡、汚水槽等への主要薬剤の標準的な用量

殺虫製剤      有効成分濃度 (ppm)

有機燐剤・懸濁剤 。発泡錠 1～ 3

メ トプレン懸濁剤 0.5ハッ1

ジフルベンズロン水和剤 0.5-1.25

ピリプロキシフェン粒剤

エ トフェンプロックス乳剤

表 5,小水域 (50L以 内)への粒剤用量

製剤
10L以 下          10～ 50L

製剤量 (gr)

有機燐剤粒剤      0.2～ 0.4     1～ 2

ピリプロキシフェン粒剤    0.1～0.2     0.5～ 1

0.05
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表 6.蚊幼虫用殺虫製剤の用量処理における再発生と回復に要する日数

(ア カイエカ群幼虫対象 )

製剤       用量 (ppm)    再発生      回復

有機燐剤乳剤等      1～ 5     1～ 10日     1～ 2週

ジフルベンズロン水和剤     1      1～ 8日     1～ 2週

製剤  ―   用量 (ppm)    羽化阻上     回復

メ トプレン懸濁剤      1     5～ 20日 (80%<)  1～ 4週

ピリプロキシフェン粒剤    0.05-6   14～ 21日 (90%<)   4週

水谷 (2002)を 改変

アカイエカ群の発生源には乳剤や懸濁剤希釈液等の液剤処理が適切であるが、ヒトスジ

シマカが発生する小水域には液剤希釈液の処理は不便なので粒剤処理が適 している。その

用量を10L以下の水域と50L以下の水域に分けて示したのが表 5である。あらかじめ

小分けした粒剤を発生源に投入する処理方式は、効力的にも省力的にも有利である。

同一薬剤の頻度処理は、回数を重ねるのに伴い再発生に要する日数が短縮される傾向が

ある。従つて長期の薬剤施用には抵抗性発現や発達を避けたり遅延させた りする為にも、

グループの異なる薬剤のローテーション処理を 1シーズン 2回以上行 うべきである。

また処理薬剤の効果が不十分であると思われた時は、主要薬剤の感受性試験を行い、適

切な薬剤の変更等速やかな対応が望まれる。
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Ⅱ-3.媒 介蚊・成虫対策 (1)

～防疫用殺虫剤について～

長崎大学熱帯医学研究所生物環境分野

川 田 均

1.殺虫剤の蚊成虫に対する効力

一般に蚊成虫の殺虫剤に対する感受性は、特に強い抵抗性を発達させていない限り、衛生害虫の中

では最も高い部類に属する。例えばアカイェヵ (御所系)雌成虫のフェニトロチオンに対する感受性

は、チャバネゴキブリ雌成虫の約 50倍、イエバエ (CsMA系 )雌成虫の約 10倍高く、同様にペ

ルメトリンに対する感受性は、チャバネゴキブリの約 150倍、イエバエの約 5倍、それぞれ高い (図

1)。

聟
く
ぶ
狡
雫

100000

10000

1000

100

10

1

ロアカイエカ

ロイエバエ

ロチャバネゴキプリ       臓艤盟

フェニ トロチオン    ペルメ トリン     プロポクスル

図 1 アカイエカ (御所系)、 イエバエ (CsMA系 )、 チャバネゴキブリ雌成虫の局所施用法による殺虫剤感受性比較 (川 田 (1999)よ り)

また、蚊の種間での感受性差を見ると、イエカ、シマカ、ハマグラカの主要な 3属の殺虫剤 (ピ レ

スロイ ド)感受性は、ハマグラカ属が高く、ついでシマカ属、イエカ属という順位になるような傾向

があり、ネッタイイエカやアカイエカは比較的殺虫剤感受性が低い部類に属すると言えるようである

(表 1)。
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蚊の種類

ピレトリン

線香 (015%)

アレスリン

線香 (0。 15%)

勺 レメ トリン

局所施用

アレスリン

局所施用

KT50(分 )一致死率 (%) L Ds。 (μ gF雌)

G?ガη7ク宅ヵscデαr卵 11.2-14 12.1-4

Gフ″デ9η∫ 0.0042 0.037

ィ(19.αθど多クri 7.5-73 9.2-18 0.004 0.0055

zれ dr9P力 9々s, 5.4-40 4.9-49 0.0027 0,0018

Иヵ.g,″う,α? 0.001

Иη αわ′
“
α耀″∫ 0.00054

― 出 典 Chadwick

(1975)

Kawada 9r♂れ

(1993:1999)

Maclvcr

(1964)

ShiniO t,ど と:r

(198】 )

表 1 ピレスロイ ドの各種標準系蚊成虫に対する効力

したがつて、蚊成虫に対する殺虫剤の効力を比較検討するにあたつては、アカイエカやネッタイイエ

カなどを用いれば、概ね蚊成虫全般の類推が可能であると思われる。図 2にアカイエカ (御所系)雌

成虫に対する各種殺虫剤の効力を示した。殺虫効力は、LD50値で 0。 lμ g/雌から0.001

μg/雌以下までと様々であるが、殺虫製剤を設計するにあたつては、効力ばかりではなく、個々の

殺虫剤の作用性、本畜毒性、刺激性、コンパティビリティ (化学的あるいは効力的な相性)、 そして

コス トパフォーマンスを十分考えた上で、それぞれ特徴を有するユニークな製剤が開発されているこ

とは言 うまでもない。ピレスロイ ド剤は、人畜に対する高い安全性、および致死活性 とノックダウン

活性の 2つの活性を併せ持つという効力特性から、様々な組み合わせの製剤が開発されてお り、特に

医薬部外品として使用されている製剤が多いようである (図 3)。 一方、医薬品としては、殺虫剤の

特性上有機 リン系の殺虫剤が多く使用されてお り、なかでもDDVPや フェニ トロチオン、フェンチ

オンを使用 した剤の品目が多い (図 4)。

Cttuthnn
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mcthoxadiazoll

malathion

propoxur

d‐T80‐resmcthan

d,d‐ T80‐ pra■ cthan

pemmethnn

fenthion

chlorPyrifos―mettyl

fenitrothion

phenothHn

propctampLos

imipЮthan

diazinon

nalcd

ctofenprox

d―T80-PLthalthrin

dichlorvos

Pyrcthnns

d―T80-allcttnn

prothiofos

Py� dafCnd�oD

tnchiofon

00001                   000ュ

図 2 アカイエカ (御所系)雌成虫に対する各種殺虫剤の致死効力
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d T80-ア レス リン

ピレトリン

d―T80-フ タルス リン
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イ ミプロ トリン

フェノ トリン

d,d― T80-プ ラレトリン

ペルメ トリン

d T80-レ スメ トリン

d,d― T― シフェノ トリン

シフル トリン

100   
相対効力   lCXXl

ピレスロイ ドのアカイエカ雌成虫に対す る効力 (川 田 (1999)よ り

メ トキサジアノン
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図 3

弐

翔

■ジクロルボス
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■フタルスリン
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図 4 国 内 の 医薬 品殺 虫獅 に体 用 され′る有 効 成今 の

2.米国および 日本国内で使用される成虫駆除剤 (製剤 と散布機器 )

現在、米国で使用されている成虫駆除剤および散布機器について表 2にまとめたが、ペルメ トリ

ンやフェノ トリン、レスメ トリンといったピレスロイ ド剤の他に、マラチオンやナレドといった有機

リン剤が依然 として広く使用されているようである。散布機器としては、噴霧器、ミス ト機、煙霧機、

ULV機 等、日本国内でも一般に使用される機器が使用されているが、ULV機 は大型の機械が多く、

トランクに車載 したり、航空機での空散が可能なのが特徴的である。またナレドの通常噴霧機による

油剤散布による

ノックダウン活性

局所施用法による

致死活性

フェノ トリン

イ

＼
諭

ロフエニ トロチオン

ユ0 5X
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表 2 米国で使用される散布機器と成虫剤

散布機の種類 使用される成虫剤

噴霧機 (人力・動力) ピレスロイ ド剤 ビフェン トリン・シフル トリン・ペルメ トリン

カーバメイ ト剤 カルノミリル

有機リン剤 ナ レド・マラチオン

ミス ト機 ピレスロイ ド剤 ペルメ トリン

有機リン剤 ナ レド・マラチオン

煙霧機 ピレスロイ ド剤 フェノ トリン

有機ツン剤 マラチオン

ULV機 ピレスロイ ド剤 ペルメ トリン・ピレトリン・ レスメ トツン・フェノ トリン

有機 リン剤 マラチオン

ULV機 (空散) ピレスロイ ド剤 ペルメ トリン・ レスメ トリン・フェノ トリン

有機 リン剤 マラチオン

噴霧機 (空散) 有機リン剤 ナレド

空散も認められているようである。

日本国内においては、ULV用 の薬剤としては、ピレスロイ ド系の水性乳剤の使用のみが認められ

ており、フェノ トリンおよびペルメ トリンを有効成分とする2種の水性乳剤のみがULV専 用の医薬

品として使用が認められている。水希釈ベースの製剤はULV噴 霧後の粒子のヤセ (水分の揮散によ

る小粒子化)がオイルベースの製剤に比べて大きく、屋外での使用には難がある。したがつて、日本

国内において屋外での使用に堪える散布機器は、ガソリンエンジン式のミス ト機や煙霧機に限られる

ようである。屋内での殺虫剤処理法としては、ULVの 他にペルメ トリンを含有する燻煙剤を電気的

に熱 して蒸散させる電気燻蒸殺虫機や、炭酸ガスボンベにフェノトリンやシフェノ トリンのようなピ

レスロイ ド系殺虫成分を直接溶かし込んで、炭酸ガスと共に噴射させる炭酸ガス製剤があり、いずれ

も溶剤を使用 しない ドライクリーン施工を特徴 としている。

3.成虫剤使用上の問題点

ウエス トナイル熱媒介蚊の駆除を想定した場合、考えられる成虫剤処理場面としては、空港や港に

入つてくる飛行機や船舟白、あるいは検疫所の処理を中心とする水際防除、ビルの地下、暗渠、マンホ

ールなどの屋内の発生場所対策、そして街路樹や雑木林 (あ るいは鳥のネグラとなるような森林地帯

も考慮に入れる必要があるかもしれない)な どの屋外の発生場所対策の 3つが挙げられる。屋内の処

理に関しては、上記に述べたULV機 や ドライクリーン施工を適材適所選択 して実施することが可能

である。ただし、実際に炭酸ガス製剤等による航空機の処理は 10年ほど前から実施 されて入るもの

の、主な対象はゴキブリや貯穀害虫であり、蚊を対象 とした場合の処理場所や処理方法はマニュアル

化されていないのが現状のようである。

一方、屋外での処理を想定すると、街路樹や森林を対象とする場合は農薬取締法の範疇になり、現

行の法律上は防疫用殺虫剤は使用できないとい う問題が生じる。当然、米国のような空散もできない。

また、大型のULV機 やミス ト機 といつた散布機器の配備も必要となってくるであろうし、さらにこ
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れらの機器による散布に適した製剤の新規開発が必要となってくるかもしれない。そして、これ らに

加えて、散布処理を効率的かつ広範囲に行えるような散布組織が必要となってくるであろう。

以 上
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Ⅱ-3.媒 介蚊・成虫対策(2)

財 団法人 日本環境衛生セ ンター 武藤敦彦

媒介蚊対策のうち、成虫対策の広域での実施を個人で行 うことは難 しい。 しかし、家屋

単位または個人単位で蚊成虫を殺 したり、吸血を阻止する手段は多い。

今回の研究班大会では、個人で実施可能な対策について、蚊取 り剤や忌避剤などの化学

的な方法を中心に、その効果について報告 した。

以下にその概要を示す。

1.蚊取 り剤の効果

1)液体蚊取 り・ファン式蚊取 り・蚊取 り線香・蚊取 リマット

d・ d‐T80…プラレトリン、トランスフル トリンおよび dl・ d‐T80ぃアレスリンを有効成分とす

る蚊取り剤のアカイエカ成虫に対する効果について報告した。

市販の 30日 用液体蚊取り。ファン式蚊取 りおよび蚊取り線香について、処理開始と同時

に供試虫 (15～20匹を網籠に入れ、4～6区配置)を 6畳間相当の試験室内に導入 した場合

の 50お よび 90%ノ ンクダウン時間と、2時間暴露した場合の 24または 48時間後の致死

率を表-1に示した。

表-2に はアレスリン液体蚊取 りに関して、通電 1時間後に供試虫を導入 した場合の結

果を併記 して示 した。表-3にはプラレトリン液体蚊取りの 150日 用、180日 用の結果を

併記して示した。

表-4には、12時間用アレスリン蚊取 リマットを供試し、6および 10畳間で、一定時間

経過ごとに供試虫を処理室内に導入して 2時間暴露 した場合の試験結果を示 した。

表 ― ¬ 蚊 取 り剤 の効 力 (1)
(30日 用液体蚊取り、蚊取り線香:アカイエカ対象)

KT50  KT90  致死率
製剤 (試 験条件 )

(分 )   (分 )   (%)

アレスリン澪謝本∬【取り
     路t::   ::::     !:i      :::

プ ラ 琳 ″ 液 体 蚊 取 り  

｀

一

署 肇

―

孝 :― 一 :;:― ― 器

膀シ刷Wン ファシ式蚊取り撃計―鴇――響券一―瑞
アレスリン蚊取 り線香 38.2      76.0      80.0
初期 :1日 12時 間 (液体蚊 取 り)、 8時 間 (フ 7ン 式蚊 取 り)使 用 として 2日 分通 竜
終期 :             ″            30日 分通 電
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表-2蚊 取り剤の効力 (2)
(30日 用アレスリン液体蚊取り:ア カイエカ対象 )

試験条件

初期  72.9 105 100
通電と同時に供試虫を導入

終期  82.3 120 100

初期  26。 9  46.7 100
通電 1時間後に供試虫を導入 ――――――――一十一―一―――十一

終期  35.0  69.0 100

初期 :1日 12時 間使用として2日 分通電
終期:~  〃 30日 分通電

表-3蚊 取り剤の効力(3)
(フ

°
ラレトリン液体蚊取り:アカイエカ対象)

KT50   KT90  致死率

(ιEド ) (分)  (0/6)

初期 59.1 77.2 100
30日 用

終期 61.4 89,1 100

初期 46.2 60.2 lCICl

150日 用
終期 40。 1 61.6 1∞

初期 42.2 60.6 100
180日用

終期 45.4 87.2 lCXl

初期 :1日 12時間使用として2日 分通電
終期 : 〃    30日 用 :30日 分、150日 用 :150日 分、180日 用:180日 分通電

表-4蚊 取り斉Jの効力(4).
(アレスリン蚊取リマット:アカイエカ対象)

処理空間 導入時間
致死率

(%)

4時間後 77.5

6畳間 8時間後 72.8

12時間後 47.2

1時間後 37.9

¶0畳間 薯 .4

63.4

(1)液体蚊取 り (表 -1, 2, 3)

30日 用液体蚊取りに関しては近年主流 となっているプラレトリン製剤の効果が、以前か

KT50

(分 )

KT90  致死率

(分 )  (0/6)

斉」製
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ら市販されているアレスリン製剤に比べるとノックダウン時間が短い傾向がみられた。し

かし、致死率はいずれの製剤も 100%で あった。また、いずれの製剤 とも通電終期 (1日

12時間使用として 80日 分使用したもの)に なっても効力の低下はほとんど認められなかっ

た。

表-2に示すように、供試虫導入の 1時間前から処理 しておいた場合には、50%ノ ンク

ダウン時間は、処理開始と同時に導入した場合の 1/2以下に短縮した。

現在、液体蚊取 りは 180日 用まで市販されており、その効果は、表-3に示すように、

通電初期 (1日 12時間使用として 2口 分使用)、 終期 (使用可能口数分使用)と もに 30日

用と同等以上のノックダウン速効性を示した。

(2)フ ァン式蚊取り (表 -1)

電池で作動するファンにより有効成分 (ト ランスフル トリン)を揮散させるタイプのフ

ァン式蚊取りは近年市販されたものである。その効果は、とくに通電終期において液体蚊

取 りに比べると速効性が低下する傾向が見られたが、致死率は 100%で、アレスリンやプラ

レトリンを有効成分とする液体蚊取 りと同等の結果が得 られた。

(3)蚊取 り線香 (表 -1)

アレスリンを有効成分とする蚊取り線香は、液体蚊取 りを上回る速効性を示 した。しか

し、致死率は液体蚊取 りやファン式蚊取 りよりも低い数値であつた。

(4)蚊取 リマット (表 -4)
アレスリンを有効成分とし、有効成分量が同一な蚊取 リマットを 6および 10畳間で試験

した結果を示した。

いずれの空間で実施 した場合も、処理開始から12時間後までノックグタン速効性を維持

していたが、10畳間での結果は 6畳間での結果に比べて若干速効性が低下する傾向がみら

れた。また、致死率も 12時間後を除いて 6畳間の方が高かつた。しかし、致死率は液体蚊

取 りに比べると低い数値であつた。

6畳間では4,8時間後に供試虫を導入 した場合は 100%、 12時間後に導入 した場合も

98%の ノックダウン率が 2時間の暴露時間中に得られてお り、10畳間の場合も2時間の暴

露終了時点でいずれの導入時間でも95%以上のノックダウン率が得られている。 しかし、

そのノックダウン虫の 20～60%程度は、その後蘇生 していることになる。

表-5に、ノックダウン後に蘇生した個体や、有効成分に暴露された個体の 24時間後の

吸血状況を調べた結果を示 した。暴露個体の致死率が示すように、かなり効力の低下した

蚊取 リマットを使用し、その揮散有効成分に 1ま たは 2時間暴露されたアカイエカの吸血

率を示 した。約 50匹 を供試 し、1時間暴露 した供試虫のノックダウン率は約 20%、 2時間

暴露 した供試虫のノックダウン率は約 85%で あった。このように、致死率やノックダウン

率がかなり低いような有効成分量であっても、1時間暴露された供試虫の吸血率は 13.3%、

2時間暴露されたものでは全く吸血は認められず、有効成分に暴露された個体の吸血率は、

少なくとも暴露 24時間以内ではかなり低下することが明らかとなった。
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表 -5蚊 取リマット暴露虫の吸血状況
(ピ レスロイド蚊取 リマット:ア カイエカ対象 )

件条
24時 間後 吸血 率

(0/o)

致 死 率

(0/o)

1時間暴露 13.3

2時 間暴露 27.7

対照 区 75,0

2.忌避剤の効果

DEETを有効成分とする市販の忌避剤を処理した人の腕や脚からの吸血率を表-6お よ

び 7に示した。

表-6に示した結果は、人の一方の前腕部に lmLの製剤 (有効成分量約 7%)を塗布し

て処理区とし、もう一方を無処理区として、ヒトスジシマカ雌成虫 10匹を入れたガラス管

を密着させ、その吸血数を調べたもので、処理区では処理 6時間後まで吸血は認められて

いない。

表-7はヒトスジシマカ、オオクロャブヵなどが発生している林内で、一方の前腕部に

lmL、 脚の膝から足首の間に2mLの製剤を塗布 して、無処理区との比較を行つた結果を示

している。処理区でも処理直後から吸血が認められているが、その数は無処理区に比べる

と明らかに少なく、処理 3～4時間後でも80%以上の忌避指数が得 られている。

表-6に示した結果に比べると表-7に示した結果は数値的には低いが、その理由とし

て、前者では、空き時間に事務仕事のみを行うたのに対し、後者では運動などを行つたこ

と、前者は羽化後の日齢が同一の飼育系統の蚊を使用していることなどが考えられる。ま

た、後者の試験では、被験者によってバラツキがみられ、 3～ 4時間後でも処理区からは

吸血されない被験者もあつた。この原因としては、塗布ムラや発汗量の違いが考えられた。

6.7
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被験者

各

2時間後

処理区 1対照区

経過時間における

4時間後

処理区 1対照区

及血数と忌避指数

処聾ゴ 鞭 照区 1処遷ご:亀照区

A 7 0 6

B 0 5 5 1 1 5

C 0 8 8

計 17 0

忌避指数 100 lCXl 73.3

表-6忌 避剤 (DEET製 剤)の効力 (刊 )

(ヒ トスシ
・
シマカ対象 被験者 :3名 )

表 -7忌 避剤 (DEET製 剤 )の 効 力 (2)
(ヤ フ

・
力類 対象実地試験 被験者 :10名 )

0～ 1時 間後

処 理 区 1対 照 区

6～ 7時 間 後

処 理 区 1対 照 区

14   1  249

94.4 74.8

3.屋外用エアゾールの効果

ピレスロイ ド系薬剤を有効成分とする屋外用エアゾールのヒトスジシマカに対する以血飛来

阻止効果を表-8に示 した。

蚊が潜む茂みや植え込みに対 し 1秒/ポの割合で 4× 4mの範囲に対して処理を行い、処理前

後の衣服上への蚊の係留数 (瞬間最大係留数 :5分間観察×4回の平均係留数)を計数したとこ

ろ、実施場所Aでは処理 6時間後まで、Bでは処理 3時間後まで飛来は認められなかった。実

施場所Aと Bの効力持続時間の違いは、Aが周囲とほぼ隔離された民家の庭であるのに対し、B

は周辺に処理エリアに続く林や茂みが多く存在することに起因すると考えられた。

各 経 過 時 間 にお け る以 血 数 と忌 避 指 数

3～ 4時 間後

処 理 区 1対 照 区
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表-8屋 外用エアゾール剤の効力

(ヒトスシ`ンマカ対象)

実施場所
処理後の各経過時間における飛来数

処理前 0,vl 1～2 2～ 3 3～4 4～5 5～ 6 6～ 7 7～ 8

A
処理区 5。 8 0 0 0 0 0 0.4

対照区 2.3 2.3 2.7 ■7 0.3 0.7 1.7

B
処理区 3.3 0 0 0 0.3 0.3 ■0 2.3 0。 8

対照区 1.0 0.5 0.5 0.8 ■0 ■3 ■5 0.8 L0

4.村脂蒸散剤の効果

ジクロルボスを 18%程度含有する樹脂蒸散剤の浄化槽に発生しているチカイエカ成虫に対す

る駆除効果を、水谷ら (1968)の報告を基に表-9に示した。

115g/10m3の 割合で浄化槽内に処理した結果、処理後 3ヵ 月間に亘り、ほぼ完全に成虫の

発生を抑制し、密閉空間で発生するチカイエカに対して簡便で、かつ有効な駆除法であると考え

られた。

表-9ジクロルボス樹脂蒸散剤の効力
(チカイエカ 浄化槽6ヵ所対象)

水谷ら(1968)改

謝辞

今回の報告に用いたデータの多くは、当方で実施した依頼試験の結果に基づくものであり、こ

れ らのデータの公表をl央諾 して下さつた殺虫剤メーカに対し、心から謝意を表する。

引用文献

水谷澄・緒方一喜 。石川清二 1968.DDVP村脂蒸散斉」による浄化槽内のチカイエカ、チョウバ

エ防除効果について,DDVP村 脂蒸散斉」(殺虫剤)に関する研究論文集 第 2報 .

処理前

視認数

処 理 後 視 認 数

1～7 13-22 29-38 43-61 78～ 94日後

245 0 1 0 0 0
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Ⅱ-3.媒 介蚊・成虫対策 (3)

～航空機散布 とULV散布の評価をめぐって～

(財)日 本環境衛生センター 緒方 一喜

先年、ニューヨークでのウエストナイル熱発生の折、直ちに空中からマラチオンの緊急

航空機散布が行われたことは記憶に新しい。
´
やった―と喝采した人もいたろうし、なにを

今頃と絶句した人もいたろうし、効果はどうだったろうかと冷静に報道を待った人もいた

であろう。当時の散布責任者の手記を読むと、散布して 5日 間で800件の電話が入り、

もっと撤いてくれという要望があったそうだ①.M.Ni� vag駆 ,1999j。 しかし、昆虫学的な評

価についてはまだデータを見たことがない。この散布について、A.Sttdmanら (2002)
は、屋内生′息1生のアカイヱカに果たして効果があったろうかという疑間を持ち、霧をまく

映像はPR面で間違いなく大きな効果を発揮したと皮肉つている。

その真鶴はともかくとして、もしウエストナイル熱が日本に上陸した時、また同じこと

が繰り返えされるかもしれない。データだけが事実を教えてくれることを再認識しなくて

はならない。

といっても、わが国にはこれらのデータはきわめて数少ない。しかも非常に古い。しか

し、あえて引っぱりだして吟味してみることにした。なお、観察はハエについても行われ

たものもあるが、ここでは蚊についてのみ抜き出して引用した。詳細を知りたい方は、引

用文献を参照されたい。

1.航空機による薬剤散布の蚊に封する効

わが国において初めて航空機散布が行われたのは、 1945年 8月 、敗戦直後アメリカ

占領軍の上陸に際して東京都内に撒かれたDDTである (サムス、 1986)。 この時「飛
び回つていたハエ蚊は瞬時1こ

′
いなくなり。一帯はしばらくシーンと静まりかえった。」と

いう神話が残されている。

航空機散布による効果が衛生昆虫学的に調査された最初の報告は1956年の/」FTIに
おける実験であるが、ここでは蚊については観察されていない (長谷サ|1恩 ら、1957)。
蚊についての最初の報告は1960年の高砂市における散布で、その後引き続き数回の

観察が行われているので紹介したい。

(1)ハエ・蚊成幼虫に対するトリクロルフォン粉剤の効果

(鈴木猛・緒方一喜、 1961)
使用機種 :ベル47G ヘリコプター

使用薬剤・薬量 : トリクロルフォン 4%粉剤 : 3 kg/ha

散布日時 : 1960年 7月 14日、■00～ 9:00am

場所 :兵庫県高砂市中筋 (農村部落)

効果 :蚊成虫 ; ライトトラップに捕集された蚊成虫の散布前後のデータは表1の

〇

〇

〇

〇

〇
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通りであった。一晩に千匹以上捕れていたものが、散布当夜は6匹に減少した。しかし、
1週後には散布前の数に回復した。

蚊幼虫 : 表 2に示した。水田の蚊幼虫は、散布翌日は0となった。しかし、 1週後
には若令幼虫が現れた。       ｀

(2)ハエ・蚊成功虫に対するナレド乳剤の効果

(鈴木猛、結方一喜、川崎市衛生局、 1963、 1972)
○ 使用機種 : ジェットヘリコプター

○ 使用薬剤・薬量 : ナレド 5%乳剤 10倍液 : 69,a
O 散布日時 : 1962年 7月 27日、 6:00～ 13:3 0am
O 場所 :川崎市高津区子母口 (住宅地農村混在) ~
O 効果 ;蚊成虫 : 表 3に示すように、ライトトラップによる捕集数は散布当夜は激

減したが、翌夜には回復した。

蚊幼虫 :下水溝における幼虫密度は、 3日 間は低密度に抑えられたが、 8日後には終令
幼虫やさなぎが出現した。水田でも同様で、 3日 間は抑えたが、 8日後には回復した。
アンケートによる住民の評価 ;散布の効果について、住民の評価をアンケートによって

質問した結果は、よく効いたというのが 9.1%、 少し効いたとするものが 51.0%、 効き目
がなかったが 26.5%、 分らないが 9.3%、 不明3.6%であった。併せて約 60%が効いたと
評価した。

(3)コガタアカイェカ功虫に対するフェンチオン粉剤の効果

(朝比奈正二郎、安富和男、緒方―一喜、 1963)
○ 使用機種 :ヘリコプター

○ 使用薬剤・薬量 : フェンチオン 2%粉剤 3k8/ha
O 散布日時 :1963年 7月 16日  6:00-7:0 0 aHl
O 場所 !茨城県水海道市三坂新田の水田
○ 対象害虫 :日本脳炎対策としての水田のコガタアカイェカ幼虫防除
○ 効果 :結果は表4に示す (対象区のデータは省略)。 散布直後は0となったが、 1
週後には老令幼虫が出現した。

(4)マラチオン・DDTによる市街地のハエ蚊防除試験

(原淳ら、1965)
○ 使用機種 :ヘ リコプター

○ 使用薬剤・薬量 : マラチオン1.5%粉剤 2kg/1儀 , DDT10%粉剤 生ゴ1儀

○ 散布日時 : 1964年 7月 18日
○ 場所 : 千葉県習志野市 D八千代市
○ 対象害虫 : イエバェ・アカィェカ成虫
○ 効果 , 生息密度には、ほとんど効果が見られなかった。落下量の測定も行われた
が、生物検定法による推定では、地表への到達量は放出量のほぼ半分であった。
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(5)フェンチオン粒剤による水田のコガタアカィェカ幼虫防除

(前田理・上本駄一ら、京都市衛生局、 1981)
○ 使用機種 :ヘリコプター

○ 散布期間 : 1967年から1977年までの11年間

○ 使用薬剤と築量 : フェンチオン5%粒剤 50kゴL<196o, 30kノh<19701"⊃
EPN l.5%粒剤 10kゴha(1986動

○ 場所 i京都市郊外水田 : 処理面積は年によって異なるが、最大時の1969～
71年には、1200 haに及んだ。

○ 対象害虫 :日本脳炎封策のためのコガタアカイェカ幼虫。

○ 実施方法 :これは、事前の綿密な基礎試験、実地試験の結果に基づいて実施された

京都市衛生局の行政事業である。散布時期は、コガタアカイエカの発生季節にあわせて 7

月上旬であった。

O 効果 :一例として、 1967年の成績を表 5に示した。水中の薬剤濃度は約3週間
にわたり致死濃度を示し、幼虫の発生を抑えた。 10年間の成績について、著者らの評価
は、 3～ 4週間にわたって水田からの蚊の発生を抑えたとしている。コガタアカイェカは
8月 に一山の発生盛卿を見せるので、年1回の散布で十分である。しかし、この長期の残
効を示した理由は、散布築量が多くて、かつての伝染病予防法で示された葉量の25倍に
あたることに注意しなければならない。しかしながら、行政ベースで10年間にわたって
コガタカイエカというベクターの発生を抑えたということは注目すべき事業であった。

(6)総合評価

以上、わが国で過去に実施された5例のヘリコプターによる蚊成幼虫に対する薬剤散
布の成績をレビューした。 3例では、散布直後には0近くに生息密度を低下させたが、
約1週後には散布前の密度に回復した。これが標準的な効果であろうと考えた。千葉県
の例ではほとんど効果がなかったが、散布の方法や散布時の環境条件によってはほとん
ど効果が期待できない場合があることを示唆しているように思われた。京都市の場合は、
長期に実用的な効果があることを実証したが、散布築量が過大であり問題を残している。
いずれにしても、ヘリコプター使用は経費が過大であり、また環境への負の影響も考え
られ、多くの要因を配慮した総合的判断が求められるであろう。

2.llLVによる蚊成虫防除に関する一考察
かつての日本では、蚊成虫に対する薬剤処理は三兼機による煙霧や散粉が主流であっ

た。残留噴霧は、作業の煩雑さや室内汚染の理由でほとんど普及しなかった。それに対
して、作業の簡易さと見栄えのよさから二兼機は市町村衛生班の人気機種であった。し
かし、普及したわりにはその効果の評価は一定してない。行政効果のみが確かな評価と
なっている。というのは、蚊は草むら。薮に潜んでいるという常識が前提になって、め
くら滅法の草むら煙霧が行われてきた。確かに草地がシナハマダラカやコガタアカィェ
カの日中潜伏場所になっていることは中尾 (1959a,b)ら によって指摘されている
と色ろであるが、どこまで普遍性があるのか今一つ明らかでない。 また、アカイエカ
やヒトスジシマカはどこに潜んでいるのか観察データはほとんどない。
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(1)グアテマラにおけるれψ形彪♂αわ激囲財∫の 潜伏場所調査例

確 方一喜、 1991)
グアテマラにおけるマラリアのメインベクター灼η

"♂

拷∫励 門 の防除には残留
噴霧が行われているが、ベクターがだんだんexOPhilyの傾向を示すようになったので、
klLVによる対策も考慮されるようになった。そのためには、昼間の潜伏場所の確認が
必須となった。

グアテマラの南部農村の流行地で調査を行った。草地・樹木 。人家 。畜舎を含む標準
的な地域を選び、6名の観察者が横1列に並び、一斉に前進して目の前のすべての場所・
事物に当たって文字どおり草の根をわけて蚊成虫を探した。
延べ面積 10、 7al � の区画で213の事物が調査対象となり、合計で644匹の成

虫が捕獲された。うち、雄 138、 未吸血雌 84、 飽血雌422であった。捕獲場所は、
その

".5%が
豚舎 。井戸小屋。物置 。人家などの建物内の屋根裏・壁であった。実は、

意外な事実でもあったし、当然のことであったかもしれない。残留噴霧方式はこのよう
な習性から48~み出されたものであるからである。
中尾 (1959b)|ま、畜舎と近くの草地の潜伏蚊の分布を比較し、シナハマダラカ

は草地に、コガタアカィェヵは畜舎内に選択的に多かったという。また、シナハマダラ
カの好む潜伏空間は、4olux以下の低照度で、草丈高く、叢内部の空間が広いこととい
う (中尾、 1957)。 種の違いに基づくものか、調査地には日本の河川敷に見られる
ような草地がなかったのが理由かは明らかでない。明らかなことは、LILVや煙霧での
成虫対策の場合は、潜伏場所の確認が基本的に必要であると言うことである。

(2)LILVによるれ9PL力∫α崩施朋d の防除試験

(緒方一喜、海野登久子、池田高治、 lσ 91)
場所 :EI Toro,JuitaPa,Guatemda 戸数約60戸の農村
使用薬剤 : d―』lethin 679+d_PhenohFin 1479 混合剤

○

○

○

○

○

○

使用機器

適用薬量

散布時期

L/LV散布機 (SdOPOrtJ

ケロシン 5倍希釈液 _500m/ha
1989年 6～ 7月 。 1週おきに 4回処理

散布方法 : 家の敷地内全面の特に草むらの中や、休v息場所となる家屋内を重点的
に。また、吸血活動のために行動する時間帯を狙って、 17:00～ 20:00に
散布をした。

効果 :人囮法による吸血密度の変化を見ると、散布前の平均密度は褐.7(1人 1時
間当たりの吸血数)であったが、処理当日は平均で 16。9まで低下した。 1週後の
散布日の前日には 613までに回復した。確かに回復は早いが、 lヶ 月間の散布期
間中の平均密度は半分ほどに抑制されたように思われた。
小型の篭の中に成虫をいれて各所に配置して死亡率を観察した。その結果、人家

内や地面に露出して配置したものではloo%近い死亡率が得られ、地上空間 10m
まで有効であった。しかし、草むらの中や、マンゴの本の葉の間に配置したもので
は、死亡率は60～ 80%に止まった。
総合評価 :これは実験のために、かなり丁寧に隅々にまで散布されているが、密度
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の低下は直後で約1/4で、また 1週後にはかなり回復した。また、潜伏場所に選
膿れる薮や積んだ薪の間にも慎重に散布したが、露出空間に比べて死亡率はひどく

低かつた。LILV法は、緊急時の成虫防除法として欠くことのできない方法なので、

露出空間での無駄な散布を減らし、潜伏場所を明らかにして、隅々や裏側まで十分
に処理することが必要であろう。
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表16 トリクロルフオンのヘリ散布の効果

ライトトラツプによる蚊成虫数の変化(高砂)

同 定 蚊 数

13Ml

14

15

16

22

29

5WIll

全 虫
重量

(g)

14.9

16.2

0.5

5.1

19.0

42.0

12.7

同え 虫
量/全
虫量

1/32

1/32

1

1/8

1/32

1/64

1/16

蚊の推

定全数

1,100

1,500

6

190

1,000

2,300

380

1961)

7

35

4

6

26

24

13

28

12

2

17

6

12

11

0

0

0

1

0

0

0

(鈴木ら、

表 2。  トリクロルフォンのヘリ散布の効果

水田における蚊幼虫密度の変化(高砂)

(鈴木ら、1961)

表 3。  ナレトのヘリ散布の効果

ライトトラツプによる蚊成虫数の変化 011崎)

'月
25日  26  27  20  29  30日

()II崎市衛生局、1972)

表 5。  フェンチオンのヘリ散布の効果
水由における薬剤濃度と蚊幼虫密度の変化 (京都市)

2     4

経 過 日 数

10日

(朝比奈ら、1963)

表 4。  フエンチオンのヘリ散布の効果

水田における蚊幼虫密度の変化 (水海道)

コガタ′カイエカ

(肥理 区 )

シナハ烹ゲぅ力

コガ タアヵ ィェヵ

ン ナ ハ マ グ ラ カ
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Ⅱ-4 媒介蚊防除コス ト試算

アペ ックス産業株式会社 元木 貢

はじめに

1999年に米国で初めてウエス トナイル熱が発生 した時、ニュー ヨーク当局はマラ

ノン剤による航空散布 を、地上では車に搭載 した大型ULV機 により連 日、レスメ

ス リンとスミス リンのULV散 布を行つた。幼虫姑策にはBt剤 と昆虫成長制御剤

のメ トプレンが使用 された。それ らの防除作業の主役はPCOで あつたとい うこと

である。 日本では市町村の環境衛生担当者が年々減少 してお り、ウエス トナイル熱

の流行が起こり、防除対策が必要になつた とき、PCOに その駆除を期待 されてい

る。 PCOが 駆除を行つた場合、どのくらいの経費がかかるのかが予算を見積 もる

上で重要 となる。そこで、蚊の防除コス トについて試算を試みた。

1.見積積算の方法

見積積算には、1)経費を見積 もる原価積算方式、2)作業者の 1時間単価で見 _

積 もる時間単価方式、3)シ ロア リ防除などで使われている面積単価方式、4)料

金表方式、5)防除を行 うことによってどのくらいの被害を防げるかで積算する

付加価値方式、などがある。

2.原価積算方式 とは

予想 される作業人件費、薬剤費などの材料費を加算 し(直接経費 )、 予め調べた会

社全体の経費の中に占める直接経費の害1合から見積額 を積算する方法である。

表1 原価積算方式のしくみ

会社の経費内訳          見積 り額

【直接費】

作業人件費

薬剤費

40%

【間接費】

間接人件費

販売管理費

事務所経費

保険料など

50%

利 益 10%

合 計 100%

仮に直接費比率40%と す ると

【直接費】
作業人件費
薬剤費

50万 円

【間接費】

間接人件費

販売管理費

事務所経費

保険料など

.5万 円

利 益 [2.5万 円

見積金額 125万

見積額は50万 ■40%=125万 となる。
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3.積 算の手順

1)積算手順のあらまし

積算の手順は次の表のとお りである。

表2 見積 り作業項 目、内容 と作成資料

項  目 内 熔 作成資料

③基礎データの作成 一π
査

上に姑する経費比率調

人件費単価の調査

楽剤費単価の調査

経費比率表

時間当 りの作業面積表

面積当 りの薬剤使用量表

年間勤務時間計算表

時間単価計算表

時間帯別単価表

薬剤・材料単価表

D見積リデータの作成 調査     ,
作業仕様書の作成

某剤使用量の算出

作業時間の算出

施エデータ記入表

仕様書

延べ作業時間計算表

作業時間計算表

楽剤使用量計算表

Э見積積算 見積積算書の作成 蹟算集計票

Э見積書の作成 見積書

D契約書の作成 契約書

Э業務開始 不ケジュール表

D作業報告書の作成 衛生害虫防除完了報告書

Э作業結果の原価計算
衛生害虫防除完了報告書

債算集計表

総合原価計算表

4.直接原価比率の調査

東京都ペス トコン トロール協会が作成 したモデル会社を用いた経費比率は表3の

通 りである。

(モ デル会社 )

資本金  1,000万 円

社員構成 10名 (社長、専務、営業 1名 、技術 6名 、事務 1名 )~

売上高  1億 円

勤務形態 年間休 日 137日 (日 、土、祝祭 日、夏期休暇 3日 、

年末年始休暇 7日 、有給休暇 15日 )

研修   年 2日
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待遇   年間勤務 日数  228日

所定労働時間  週 40時間

表3 モデル PCO会 社の経費比率表

5.時 間単価

給与 と就業時間数から割 り出した技術社員の時間単価は次のとお りである。

表4 技術社員の時間帯別の時間単価

日 中 夜間 。休 日 深 夜

責任者 2,765円 3,456円 4,147円
助  手 2,212円 2,765円 3,318円

大項 目 中項 目 /1ヽ巧く目 金  額 対売上比率(%)
走上高 100,000,000円 100 °

/。 [00 %
亘接経費 人件費

楽剤費

作業人件費

材料費

消耗品費

23,000,000 円

8,000,000円

2,000,000円

％

％

％

０

　

０

　

０

３

　

８

　

２

９
，

33.0%
司接費 人件費 ま理職・営業・事務大件費

去定福利費

冨利厚生費

教育費

24,440,000

3,680,000

2,000,000

1,000,000

円

円

円

円

％

％

％

％

４

　

７

　

０

　

０

４

３

つ
る

１

２

31.1%
車輛交通費 旅費交通費

車輛 リース料

2,000,000

7,200,000

円

円

2.0%
7.2% 9.2%

営業費 広告宣伝費

交際費

2,000,000円

1,000,000円

2.0%
1.0% 3.0%

妻務所費 水道光熱費

事務用品費

賃借料

通信費

成価償却費

リース料

720,000円

500,000円
8,280ぅ 000円
2,´000,000円

200,000 円

600,000 円

％

％

％

％

％

％

７

　

５

　

３

　

０

　

２

　

６

∪^

　
∩
）

（も

　
つ
る

（∪

　
∩
） 12.3°/0

その他 保険料

祖税公課

その他

1,000,000

2,500,000

1,000,000

円

円

円

％

％

％

０

　

５

　

０

１

　

９
日

「１ 4.5%
経費合計 93,120,000 円 93.1% 93.1%
営業利益 6,880,000円 6.9% 6.9%

営業外費用 700,000 0.7% 0。 7%

経常利益 6,180,000 6.2% 6.2%
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6.媒介蚊防除の手順

現地調査 (発生場所、幼虫の有無、 トラップによる成虫捕獲、防除苅象面積また

は住宅戸数、観賞魚・ペットの有無など)

↓

作業計画作成 (防除方法、使用機材、使用薬剤、人員、スケジキール)

↓                                             ,

説明会開催 (準備依頼チラシ、防除方法説明、事後封策説明など)

作業準備 (機材整備、薬剤準備、人員手配、チラシ作成など)

↓                          ヽ

′ (    
防除

f業

(幼 虫対策、成虫姑策、チラシヤ
ニ
よる説明、事後姑策の依頼

,り   、 .

報 告 (報告書作成)

↓

効果判定 (幼 虫の有無、 トラップによる成虫捕獲)

7.作業コス トの見積 り

1)住宅数 300戸

2)防 除方法

幼虫防除 :IGR剤 を発生源 に0.5ppm投入

成虫防除 :ピ レスロイ ド剤によるULV散 布

チラシ 。パンフレン トによる説明 と事後処理の依頼
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表 5 作業見積

防除内容 人 員 時間数 回数 延時間 備   考

1 事前調査

責任者

助手

1名

1名

6時間

6時間

2

2

12

12

報告書作成を含む

2 説明会

責任者

助手

1名

2名

3時間

3時間

1

1

3

3

3 防除作業

責任者

助手

1名

2名

25時間

25時間

1

1

25

50

5分/1戸 ×300戸 =25時間

責任者が住人に説明、 1名

が幼虫対策、 1名 が成虫姑

策を行 う。

4 効果判定

責任者

助手

1名

1名

6時間

6日寺間

2

2

12

12

報告書作成を含む

5 合計

責任者

助手

52

77

7.積算集計

表 5を もとに、それぞれの数量、単価で原価を算定し、これに東京都モデルの直

接経費比率 3倍を乗じて見積額を計算し、表 6に示した。駆除作業は 1,133,000(1

戸あたり3,800円 )、 事前調査、説明会、防除作業、効果判定を含めた合計で1,536,000

(1戸 あたり5,100円 )と なった。
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表 6 見積積算例

まとめ     ,

PCOに よリー般家庭における蚊の成虫及び幼虫駆除を行 うと、調査、説明会、

効果判定を含め1,536,000円 、300世帯で割るとl世帯当 り5,100円 とい う試算になっ

た。感染症法第28条では、 「都道府県知事は感染症病原体に汚染 され、または汚染

された疑いのあるねずみ族または昆虫等が存在す る区域 を指定 し、当該管理者に姑

して駆除を命 じることができる」とし、これにより感染症の発生予防又はまん延防

止が困難な場合は、「管轄する市町村に駆除を指示することができる」としている。

社団法人 日本ペス トコン トロール協会では、かかる事態に備えて、ウエス トナイル

熱媒介蚊対策の啓発用 リーフレットを作成、本年 9月 にはPCOが 行 う蚊対策マニ

ュアルを発行すべ く準備 を進めているところである。

作業区分

1 事前調査

内 訳 数 量 単価 原価 直接経費率 見積額
責任者 12 2,765 33, 180

助 手 12 2,212 26,544

小 計 59,724 3 179,172

〕 説 明会 責任者 2,765 8,295

助 手 3 2,212 6,636

小 計 14,931 3 44,793

防除作業 責任者 Ｆ
υ

Ｏ
わ 2,765 69, 125

助 手 50 2,212 110,600

IGR剤 3 6,000 18,000
ピレスロイ ド剤 ユ8 10,000 180,000

卜計 377,725 3 1,133,175

4 効果判定 責任者 12 2,765 33,180

助手 12 2,212 26,544

小 計 59,724 3 179,172

5合 計 責任者 ９

， 2,765 143,780

助 手
ワ
‘ 2,212 170,324

薬剤費計 198,000

合計 512,104 3 1,536,312
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Ⅱ-5.米 国の西ナイル熱予防対策～媒介蚊防除方法等～

環境生物コンサルアィング・ラボ 平尾 素一

1.公共地

公共地での蚊対策は、全米に約 800あ るMosquito Con位ol(or Abatemen0

Districtが担当している。税金で運営される行政機関の一つで、いずれも歴史は

古く、50-100年前に設立された物が多い。

もともとアメリカには蚊が媒介するセントルイス脳炎やラクロス脳炎が存在

していたため、時々多発することがあつた。例えば、セントルイス脳炎は1975

年 1こ 1967人、1990年 1こ 247人発生している。最近では 1997年 にセントルイ

ス脳炎 14人、ラクロス脳炎 115人、Eastern eq�ne encephahtis(東 部馬脳炎)

10人が発生している。しかし米国では、熱帯・亜熱帯への旅イ〒者が多いため、

現地で感染する、デング熱やマラリアの方が多い (1998年デング熱 90人、マ

ラリア 1611人 )。
1

この様な状態であることより、どちらかといえば蚊姑策は「不快昆虫」対策

としてとらえられていた。しかし、1999年にウエストナイル熱が発生して以来、
「媒介害虫」対策に重点がおかれるようになった (R,Slatter 2002)。

このMosq�to Con位 ol Districtsの 活動の様子は、アメリカで 1935年以来の

歴 史 を 持 つ American Mosq� to Control Association(Ah/1CAl

amC亜とmOs鯉菫O.Otto Linksを 開くと34の Districtの ホームページが紹介され

ている。中には全スタッフを写真で紹介している Districtsが あるが、25-50

名が所属している。平均 35名 とすると、800で約 28000名 の人が従事している

ことになる。一般の住宅等の害虫防除に従事しているPCOは 10万人といわれ

ているので、蚊対策には 1/3、 1/4の規模ということができる。

Districtに よつては、Mosqu■to&Vect Con位 olを名乗つている所もあり、ホ

ームページの業務案内にも Tick、 Kiner Bee(殺人ミツバチ)な ども防除対象と

している。

Districtsの業務は所によって差はあるが、概して言えば、

1)サーベイランス

2)幼 虫発生源・駆除

3)成虫駆除

41ウイルス・サーベイランス

5)人々への啓発 (PubLc Educatton)

があげられる。中でも重要な業務はサーベイランスである。炭酸ガストラップ、
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ライ トトラップなどを使つた成虫の発生調査、ひしゃくすくいとりによる幼虫

発生調査、成虫プールによるウイルスの検出など、一連のモニタリングをシー

ズン中、長年にわたって行つてきた。これによりどこに、どんな種類が多いか

について常にモニターしているだけに、万一ウエス トナイル熱のウイルスが検

出されたり、忠者が出た場合でも、迅速な蚊駆除体制を、効率よく、経済的に

とることができる。

O幼虫駆除 ~
インスペクションや市民の通報により、発生源が見つかつた場合、一定量の

発生を超えると、薬斉1の投入を行つたり、可能な限り改修をしている。

居住地域では人々へ発生源除去を教育し、守られない場合は法的処置を行 う
ようである。

O成虫駆除

トラック搭載のULV機による地上散布、ヘリコプターや、小型航空機による

空中散布を行つている。通常、危険レベルによつて対策に強度をつけて実施し
ている。

例えばニューヨエク市では

レベル 1-病原体ウイルスの検出がない

サーベイランスと通常のプログラムを続行
レベル 2-初めて或いは病原ウイルスが 1回検出された

トリからウイルスが発見されるとレベル2と なり、サーベイランスのた
めのライ トトラップを追加。蚊プールを使いウイルスを検出する。

レベル 3-ニューヨエク市及びその近隣で蚊・ トリ以外の動物にウイルスが

発見されるとレベル 3になる

幼・成虫サーベイランス更に追加し、蚊プールよリウイルスを検出する。
サーベイランス結果に基き、幼虫の多い所には幼虫駆除剤を投入、
成虫には地上散布を行う。夕方の屋外活動の制限・キャンセルなどを実
施する。

マサチューセッツ州では人への病気のリスクで 7つのカテゴリーに分けてい

る。

1)最近或いは前年も病人の発生がない

2)かつて忠者がでたが、最近はない

3)ウ エストナイルウイルス感染鳥が出た

41ウエストナイルウイルスがトリ・蚊にみつかつた
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5)リ スクインジケーターがすべて陽性

6)そ の地域で患者がでた

サーベイランスとコン トロールを続ける。地上散布 をするが、
´
個人住宅にも

行 う。全州に渡 り、ヒ トと馬のサーベイランスを行 う。

7)ヒ トの忠者が何人もでた

―サーベイランスとコン トロールを続ける。空中散布 も考えに入れる。

2.個人住宅

個人住宅内で蚊対策はどうしているか ?日 本ならさしずめ蚊取 り線香、液体

やマン ト状蚊敢 り器 を使用するとい うことになるが、アメリカでは、必要時の

み噴射するエアゾールは存在するが、連続的に室内で使用する ものは許可にな

らない様である。但 し、屋外のキャンプ、庭でのバーベキューパーティーの際

は蚊取 り線香等は使用 している。 これは一説によると、アメリカは窓には網戸

(Screen)が あ り、空調が完備 しているため、蚊は連続的に室内に入 らないと

い う前提のようである。

CDCでは蚊の刺咬を自ら守る手段 として、

1) 外出する際は、DEET(N,N,‐ dethyl‐ meta‐tolua�de)を皮膚や服にス

プレーする。子供 (2-12歳)には 10%以下のものを使用する。

2)薄 い衣服なら外か らでも刺すので、ぴった りしたものは身につけず、ゆ

つたりした余裕のあるものを着用する。

3) 超音波は効力がない。

4) 夕方や夜明けに蚊の多い所に行かない。

5) 窓や ドアにスクリーンを取 り付 け、破れたら修理する。蚊の入 りそ うな

開口部は閉じる

6) 住宅周 りの水の停滞 している所、水の溜まつた容器をなくす。

7) フラワーポット、ペ ットフー ドの水皿、小鳥の餌、プールなどは少なく

とも週 1回は空にする。

以上の様な事項の実施を求めている。

3.蚊防除専門会社

蚊の防除のみを専門にしている会社はイ可社かあると思われるが、1社独占の様

な会社がある。シカゴの郊外にある Clark MOsquito ConttOl社 で、創業以来 55

年の歴史があり、多くの海外のエージェン トとパー トナーシップを組んでいる。

4rHOの GCDPP(Global conaboration for the development ofpesticides for

pubhc health)の 招待メンパーとしてベクターコン トロールのための殺虫剤 と

器具のテス ト法と評価法の標準化に協力 しているとい うことである。
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会社には Emergency Response Ser� ce部 というのがあり、要請があれば、

全米どこでも ULV草を搭載したトレーラーカーでかけつけ、駆除をしている。

現在ニューヨーク市や周辺の東部の町と契約し、駆除を行つている。地元シカ
ゴ周辺の 250の コミュニティー、フロジダの多くの町とも契約。その活動範囲

は国際的で、中南米・東南アジア・中近東 。アフリカなどの町とコンサルタン

ト契約やサーベイランス契約を行つたり、資材の供給を行つている。

Mosq�to U�versttyと いう講座を定期的に開設し、幼虫駆除と航空散布のコ

ースを持ち、毎年多くの国々から受講生を受け入れている。

蚊のように突発的に大きい問題を起こす害虫に対し、各地で組織を作つて常

に待ち構えるという防除態勢では、効率的ではないが、この様に少数の専門会

社で全米を市場に、あちこと飛び回つて駆除をするということになれば、稼働

率もよく、十分に採算が取れると思われる。 日本でも一つの解決策として注目

される。

4.駆除薬剤

EPAに登録されている蚊駆除剤には以下のようなものがある。

幼虫用  ( )内 は許可年

①BT剤
° 】βttLZd肋滋 ね印盟誌 uigraゴ (1983)

商品名 :Aquabac、 Tekner、  Vectobac、 Larux
・】π芝れ∂dphaθ塑じ口θ(1991)

商品名 :VectLexく CG、 LectoLex WDG(4週有効 )

②IGR斉 J

e Mehoprene(1970

商品名 :Altosid(Briquet、 pe■et、 sand granule、 liquidl

③OP斉J(有機リン斉J)

・Temephos(1965)

商品名 :Abate

④その他

・Morolnolecular迫 ユm
商品名 :ArosLLrfMSF、 Ag�que MMF、

⑤O�

商品名 I Bo� de、 BVAZ Golden BearШ など

成虫用

①OP斉J
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,Malathon(ULV、 Thermal偽0
商品為 :Fyfanon、 Atrapa、 PrentOx

・Naled/]ULV、 ECo TherIIlal fog

商品名 :Dibrome、 特mpt
a Fenthion}ULV

商品名 :Baytex

②Pyrethoid斉 J

o Perlnethin/ULh/、  Therlnal fog、  Cloth treatinent

商品名 :Permanone、 Aq■aReshn、 Blomist、 Mosquito‐ Beaheer
・ResttLethrinI ULV、  EC、 Therlxlal fog

商品名 :Scourge

・SHlithril■ノULV、 TherIIlal fog

商品名 :AnviV ULV、 EC
・Pyrethins

商品名 I Pyrenone

5.建物ペス トコン トロール業界の対応

いわゆるペス トコン トロール業界では、蚊防除は業務の中心ではなく、PCT
社の調査では 8位にランクされている。しか し 1999年のウエス トナイル熱が全

米に広がつたことより、ビジネスとして取 り入れようとする動きが活発になっ

ている。NPMA(全 米害虫管理協会)では各地で盛んにウエス トナイルのセ ミ

ナーを開き、会員には ドアにつけるリーフレッ トを配つている。アメリカは庭

園付の大邸宅も多いが、こういう個人住宅まわ りを対象 としている。 ピレスロ

イ ド斉Jを ミス トにし、庭のまわりを囲むように処理することで、2週間は蚊の侵

入を抑えることができるとされ、PCOの個人住宅の蚊姑策 として実施 されてい

る。

一 以 上 一
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殻虫剤研究班2002年度総会 報告

2002年度報告

1)班員現状 :2003年 3月 31日 現在

個人会員 83ネ (83名 )、  団体会員 9社 (9社 )

2)活動 :

① 研究班大会 :総会およびシンポジウム

開催 日時 : 平成14年 4月 1日  <第 53回 日本衛生動物学会大会 (東京大会)時
開催場所 : パシフィツクホテル沖縄

シンポジウム :「殺虫剤による害虫防除 とPCO」 (詳細報告済み )

② 研究班 しお り第 73号の発行 (2002年 8月 )

③ 委員会の開催 :2002年 10月 16日 (於 日本乗境衛生センター東京談話室 )

次期研究茅大会の企画を決定

④ 委員選挙の結果報告

2002年 ■月に委員選挙を行い、サ|1田 均、河野義明、新庄五朗、田原雄一郎、田中

生男、冨田隆史、橋本知幸、水谷澄、武藤敦彦 (ア イ クエオ順、敬称略)会員が委員に

当選 しました。

後 日、委員による再選が行われ、新庄五朗が委員長に任命 されました。

3)会計

収 入 支 出

前期繰越金

2002年度大会参加費

年会費 (個 人 )

(団 体 )

印刷費

通信費

会議費

謝金・交通費

雑費

1,508,679

6,000

151,000

40,000

47,570

38,440

3,020

190,000

328

279,358

1,426,321

合 計

差 し引き (繰越金 )

1,705,679
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