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殺虫剤研究班のしおり

第19号（1968年2月）

日本衛生動物学会殺虫剤研究班

（東京都品川区上大崎2丁目

国立予防衛生研究所衛生昆虫部内）

殺虫剤研究班のしおり第’9号を久しぶりに別刷とともにおとどけ致しま

Fす。

今回は，昭和42年3月29日に，名古屋大学農学部において，衛生動物

学会大会の前日おと友われた当研究班のシンポジウム「日本脳炎対策におけ

る殺虫剤の役割」に対して寄せられた追加の御寄稿と，9月26日に，日本

環境衛生センターで開かれた日蕊協主催の殺虫剤研究集会「殺虫剤はこれで

よいのか」の発言要旨を掲載致しさした。

I委員 の 改 選・

昭和42～3年度の委員は選挙の結果，次のように決りました。

A・大学．研究所関係

安富和男（委員長），鈴木猛，緒方一喜

B.都道府県関係

．武術和 雄，和田明・、

c.会社関係

・池田安之助，大串晃治，林晃史，尾崎博，長沢純夫．,雫奥田四郎，

高木梅作，谷口譲

また，･次の5名は委員長指命に主b委員を委嘱されました。

，井上義郷，三原実，高橋正和，平社俊之助・，前田理
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Iシンポジウム「日本脳炎対策における殺虫剤の役割」に対して寄せられ

た御追加

1．シンポジウムの話題提供者の1人，山本英穂氏より，次のような要旨

をいただきました。

日本脳炎媒介力の出現消長と保毒状況

福岡県衛生研究所

山本英穂 勺

日本脳炎流行の様相は年にエリ，また地域によりきわめて多彩であり，決

して単一の要因の変動によって決まるものではないと考えるが，ヒトの感染

機会の大小という面からはある年に出現する保毒力の量的変動も流行のサイ

ズと無関係でないと思われる。このような観点から，最近4年間の福岡市周

辺における保毒カの出現状況を毎年の媒介力出現消長と関連させて考察した。

なお一連の調査は毎年同一地点で行なわれたものである。

1．媒介力の出現消長：媒介力の出現消長をライトトラッフ・に捕集される個

体数の変動によって観察すると，毎年大きな差はないようで，とくに媒
卜・

介力の個体群密度が急激に増大する時期が7月下旬ないし6月上旬であ、

る点はおよそ一致している。増加の傾斜には多少年による差が認められ

るが調査法の精度からそのような差が有為友ものであるかどうか確かで

ない。盛夏から秋季にかけての消長は年により異なった様相がみられる

ようである。

2．保毒カの出現とその消長：福岡市周辺では，保毒力が出現し始める時

期には年により明らかな早晩があるが,､保毒力を容易に検出できる時間
■q4｡■~＝
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は毎年およそ4～5週間で，しかもこの間における媒介力からのウイル

ス分離成績は基本的には一定の形を示す。すなわち，ウイルス分離率は

初期にきわめて高く（30～40％）以後急速に低下して一定期間継続

する。この期間を過ぎるとなお多数の媒介力が野外で活動しているにも

かかわらず，保毒力を検出できなくなる。このような現象を当地域にお

けると場豚の抗体陽性率の上昇と考え合せると，自然界における保毒力

の生産状況をある程度推察することができる。

毎年，保毒力出現の初期に，高率のウイルス分離が認められる時期と

ほとんど同時にと場豚･の抗体陽性率もいっきに100％に達する。した

がってこの時期以降は事実上増幅機能のある動物が野外においてほとん

ど消滅することに左るから，新しい保毒力の生産もまたほとんど行なわ

れないことになる。さきに述べた急速左分離率の低下は，この時期に日

日羽化新生してくるばく大な無毒力によって媒介力全集団中における保毒

カの割合が低下するためと考えられる。しか.しこれは保毒カの総数の減

少を意味するものではない。一方保毒カの出現期が4～5週間続くこと

は保毒カの生存によると考えねばならないが，野外における媒介力の生

存日数の面では長すぎるように思われる。なお，増幅動物としてブタ以

外の動物を考える必要があるが，う・夕同様に増幅機能の大きいものであ

れば，その感染率も抗体上昇の時期も大差ないであろう句またこの時期

に感染を免れたり，よそから搬入されたりあるいは新たに感受性となっ

た個体に主ってその後も保毒力は生産されるであろうが，その数は全体

からみれば大きな影響はないのではなかろうか。

このような考えかたから，ある年のいわゆる流行期に活動する保毒カ

の大部分はその期間中だらだら生産されるものでなく，初期のごく短期
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間のうちに－せいに大量生産されるものと考えられる。．，，

3．保毒カの出現時期と媒介力の出現消長：さきに保毒カの出現が始まる

時期には年により早晩があると述べたが，最近4年間の福岡市周辺にお

ける保毒力出現開始時期は1963年7月下旬，1964年6月下旬，

1965年7月上旬，1966年7月下旬であった。．このように保毒力

出現開始時期が異なれば，それに続いて起るであろう保毒カの一せい生

産の時期も必然的にずれる筈であるし，その時点での媒介力個体群密度

も大きく異なってくる。各年におけるライトトラッブに捕集された媒介力

の個体数の最高値をそれぞれ.100として，､各年の保毒カーせい出現開

始時のライトトラツプ捕集個体数の比を求めると,1963年28，

1964年0．24，1965年1．62，1966年48ときわめて大き

な差を示弐。このような保毒カの一せい生産が行なわれると推定される

時点での媒介力個体群密度の大小は必然的に－せい生産される保毒カの

総数の多少に影響し，その年のヒト流行のサイズにもある程度影響する

かも知れないと考えられるから，さきに述べた成績を福岡県下の患者発

生数と対比してみる。血清学的に確認された患者数はユ963年102
日■●0

名の1964年84名，1965年94名，1966年169名で，保

毒力の一せい出現開始が他の2年よりも遅れた1963．年，1966年は

流行が著しく大型であった点きわめて興味がある。さらに各年において

保毒力を連続的に検出した期間における媒介力からの‘ｳ:イルス分離株数

をみると，1963年28株，1964年9株，1965年12株，

1966年19株となり，やはり1963年，1966年は分離株数も

多くなっている。これは1963年，1966年には保毒力の出現開始

の遅れによって，分離率が最高であった時期がちょうど媒介力の個体群
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密度が最高になった時期と一致したため，多数の標本をウイルス分離に
‐．，．．、い、、

供することができたからである。他の2年ではウイルス分離率が最高で

単？た時期では媒介力個体群密度が小さく，ウイルス分離試験に供する

ことができた標本は少数で，その後急激に媒介力個体群密度が上昇する

とともに分離率は急速に低下した。このことはそれぞれの年に野外にお
：：・ぞ．、

いてじっさいに出現した保毒力の数の大小をある程度反映しているよう
1■「

に考えられる。

以上のことから，保毒カの出現する時期の早晩がある年に出現する保
二

＄凸｡

毒力の数の多少に関係し，ヒトの感染機会の大小という面では流行のサ
.為:．.-､,

イズに影響するのではないかということを考えてみる必要があるように

思う。

しかし一面，保毒カの生産数は必ずしも媒介力個体群密度だけでなく，

増幅動物の種類や数，あるいは媒介力の感染一保毒の過呈に関与する

環境要因に主っても規制されるだろうから，この点を検討してみる必要

があるし，．また日本脳炎の生態学的な現象は地理的にきわめて多彩であ
，；｡ ．：

ろから，単一の機構によってすべて説明できるとも思われない。さらに，

宮本脳炎のピト流行のあらわれかたが媒介力側の諸条件の変動だけで決

定されるものでないことは明らかであり，ある地域の住民の集団免疫度
・・．：‘

や発症要因に大きな変動がなかったと仮定した場合の考察であることを
P■｡■■●
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付記する。
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2．シンポジウムに出席して

dqO

､
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神奈川県衛生.研究所

・森谷清樹

第18回衛生動物学会名古屋大会の前日，殺虫剤研究班の集会が「日本脳

炎対策における殺虫剤の役割」の中心テーマで3月29日に開かれ出席する

機会をもった。会場には学会大会に劣らず多数の参加者があり､,-例年になく

盛会であったように思われた。これは，特に最近関心が集められている「．､

ガタアカイエカJがテーマに取・りあげられてl/jた‘とどに．関係があろう。

,シンポジウムは，まず日本脳炎ウイルスの自然界におげる流れと日本脳炎

ウイルスのコガタアカイエカ体内での動態について，実験，研究による豊富

:な資料をもとにして総括的な解説が沿こなわれ,;日本脳炎の疫学についての

.正確最新の知識を補足，充実させることができたbづ1，ざで,各種薬剤のコガ

タアカイエ力に対する現在までの効力試験結果が綜説きれ，また最近沖縄で

の報告にかなり高い抵抗性があるとの報告が紹介きれ注目きれた。最後に京

都市における殺虫剤感受性の野外実験結果が報告きれ:｡jどの結果にもとづき

近く駆除作業をおこ宏うことが発表されたざ(』ソ…・‘.〈:奇:":‘J
ヘ

ア

ついで討議に入っだが「日本脳炎に対する殺虫剤の役割］という中心テーー

:マについて直接の発言はたく，:コガタアカイ．『主力研究に関する情報交換がお、

と友われた。参会者の顔ぶれから判断すると，今さら殺虫剤の役割りは言う

にはおよばない。

実際にコガタアカイエカを殺虫剤で駆除するには，どんな薬剤を，どんな

方法で用いたらよいか？というような考えを持った人が多かったかもしれ

ないが，一歩後退だが，本題の「日本脳炎に対する殺虫剤の役割」について，
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いろいろな意見が聞きたかった。有効，無効といった､早急左結論はもちろん

現状では下せないにちがいないが。
９
８
』

ともかく，このコガタアカイエカをめく。る殺虫剤研究班の新しい試みは成

功であった。

、害虫の殺虫剤によるコントロールはもとエリウ虫.と薬剤との関係のみを考
~セウ

慮すればよいのではなく広く自然界全般，生態系の一部としてとりあげねば

ならない。コガタアカイエカの場合は，農作業，日本脳炎の疫学，畜産業な

どとの関係を無視することができない点で，そのもっともエい例の1つだか

らである。

？

3．コガタアカイエカ防除に対する疑問の一つ

三共㈱学術部

田原雄一郎

今年の日本衛生動物学会のプログラムを手にして，最大の関心はコガタア

カイエカに関する演題が圧倒的多数を占めていたことである。

日本脳炎が現在の我国の伝染病の中で，最も憂慮されていることから，十

分うなずけることでもあり，会員（班員）の多くも，多大の興味を持って出

●

席されたことと思われる。ここ2～3年を境に，日本脳炎及び媒介蚊の生態

今ノ．ク『

は，ことにお集をりの専門家の手により犬きく進展し，我々も昨日の成果を
・分■クー・‐‐

今日は知ることができ，一刻も早く解決することを望んでいる次第である。

電子碗大谷博士，長大熱研の大森博士，その他今日御発表になった諸先生
･‘↓.｡き÷-'．｛

の御意見によると，結局日本脳炎対策はコガタアカイエカ幼虫駆除へ進むく

.‐‘'...｡､7．．．



きと結論されたようです。

今，京都衛生研究所の前田博士から,「薬剤開発に製剤ヌーカーの協力を」

という御意見でしたが，メーカーとしても,より有効差!』”経済的だV'i

り能率的なコガタアカイエ力駆除薬剤の開発に努力して砿るごとと思いをす。

しかし，これらの条件を満足さす薬剤が開発された場合，その薬剤を使用

する機関，駆除事業に要する費凹用の出所等に関しては疑問が残うてい:るよう
．．‐虚．？．：，

に,思います。

北海道を除く全国の水田面積が約290万ヘクタールとして，これに薬剤

を使用するとなるど,従来のﾝ､エ，力，ゴキブリあるいはネズミ駆除のよう

な地方自治又は地区住民の活動にたよった方法では実行不可能でヅゴガダア

カイエカ防除が本確的に進展するかどうかは，国の力の入れ方いかんによる

と,思われます。
．■く,・

素人考えで恐縮ですが，ここにお集まりの専門の先生方から，その防除対

策に関して強力に関係当局へ働きかけていただけないものでしょうか。

なお，このシンポジウムに沿い七;:“コカタアカイエカに対する殺虫剤の

効きめ”すなわちウ“コカタァヵィェカは殺虫剤に強いか弱い卿をあく．ぢ

て，次のようを意見の対立が見られました。・

●一

○15分接触という短時間の接触では，コガタアカイエカ成虫はアカイエ

力より殺虫剤に強い。…………………………………………………;.…息…...…（京都における実験）
･■1,

○2～10分接触で，アカイエカに比べて，コガタァカイエカの方が殺虫

剤に弱いo'………･』……･……･…．．………･…….………….…………………………（奄美大島における実験）

．：：．．、き.．‘, “：：‘w・･‘;恥･:1．J:，．〈_6
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実験法の違いなのか，そのコロニーの抵抗性の違いなのかわかり蚕せんが，

ゴガタアカイ:エカに対する殺虫剤の効力評価に関しては,この1例をみても，

問題が山ほどある感じです。

また，話題提供者の1人大谷明氏（予研・ウイルスリケッチヤ部）より，質

問に答えて次のような助言がありました。

○日本脳炎の流行に，ブタがウイルスの増幅動物として重大な役割をして

いることは間違いない。

しかし，一方では，ブタの全くいないところで日本脳炎感染の例もある

し，また，ブタにワクチンをうっても感染を防げなかった例もある。

つまり，ブタさえやっつければよいとはいい切れない。

やはり，脳炎撲滅の根本対策はコガタアカイエカをなくすことである。

玄た，豚舎などに対する残留噴霧で，コガタアカイエカのポピュレーション

が果して減るかどうか？という議論もありま･した。

「残留噴霧はVectorControlとして有効ではないか」，すなわち，

「保毒個体を叩く点で魅力がある」という発言もありました。

（文責安富）
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昭和43年度殺虫剤研究班集会のお知らせjツ
’：‘91”．，

来る4月3，4日，京都府立医大において，本年度の日本衛生動物学会

の大会が開かれますが，殺虫剤研究班では，その前日,4月2日の午前

10時頃から例年のようなシンポジウムを開きたいと思っています。詳細

につきをしては，3月中旬頃主でに改めて御連絡申し上げます。
'｡．z
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第1回殺虫剤 研究集会
D*二

日本環境衛生センターの主催で，標記の研究集会が開催されたので，

概況をお知らせします。

テーマ：「殺虫剤はこれでよいか」－その現状解析と将来の展望一

日時：19 67年9月26日13：00～17：00

場所：日本環境衛生センター

第1 部

「現行殺虫剤の限界と将来のビジョン」

話題提供者

井上義郷国立予防衛生研究所

松島昭雄尼崎油化K・K.

池庄司敏 明 東 大 医 科 学 研 究所

追加発言者

雫．安富和男国立予防衛生研究所
〆：．

・ か武 衛和雄大阪府立公衆衛生研究所

司会

緒方一喜 日 本 環 境 衛 生 センター
そ．

〔井上〕
ｰ ■-P●ロ

発 言 要旨

現行殺虫剤は，駆除効果が不明確である点，薬害の面で,:色々の問題を含

んでいる｡もし,その効力に限界らし¥Aものが認められるも$のとすれば,今
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後，適用技術の面で打開できる。その改革が必要である。たとえば，施設と

して散布器を組み込み，ボタンを押すとか，あるいは自動的に一定時間毎に

噴霧されるような機器が考慮されてもよい｡‘もうひとつは，ベイトなど,新

薬剤の開発の方向へ進むべきである句

〔松島〕

室内試験では絶大な効力をもつものが，フィールドで効力がないというの

は，接触の確率に起因する。適用技術の改良が必要である。同時に，殺虫剤

に欠けているのは，残効性である。この特性をよりのばすべきである。をた，

航空散布用の薬剤の検討が欲しい。

〔池庄司〕

現行殺虫剤の欠点として，次の点が指摘される。1.抵抗性の増大6

2.毒性が多いこと。3．種特異性が低いことo4.経済性。殺虫剤自身の

限界よりも，適用技術で打開できるd将来，誘引性，忌避性などの開発が期

待されるべきである。

〔武術〕

どの殺虫剤でも，ある所までは害虫を減らすことができる。しかし，根絶

はできない。やはり適用技術の改革が必要である。これには，害虫の生態を

充分明らかにし，配慮しなければならない。将来，家庭用と防疫用ははっき

りわけて考える必要がある。また，コガタアカイエカ対策用として，衛生，

農薬兼用のものを考慮すぺきである。

〔安富〕

抵抗性打破のために，「意義のある混合剤」の研究や，有機燐剤のシナー

ジストの開発が,．さらに必要であろう。

◆｡
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:〔討論〕

・殺虫剤の限界が,本来殺虫剤のもつ本質的限界か，現行殺虫剤の限界か，に

ついて，多少論点がぼけたきらいがあったが，限界説をとうとつな感じて受

けとめた人も多かったようである。大勢としては，適用技術の改革によって，

:潜塾在的効力をもっと発揮できるという考えが支配的であった｡というより，

現実は，技術不毛という指摘も多かった。しかし一方では，殺虫剤のみでの

害虫駆除は不可能で，現境整備が主であり，殺虫剤は，害虫駆除の中では2

P次的役割しかないという，意見も強調された。

第2部．

。「殺虫剤をめく．る産学協同」

話題提供者

内倉三郎中外製薬K.K.

前田理京都市衛生研究所

鈴木 猛日本環境衛生セン タ ー

追加発言者~

高・木梅作‘呉羽化学K､K.

伊 :
司 会

緒方一一 喜日本環境衛生センター

発 言 要旨

●ず

&4

〔内倉〕

現在， 防疫殺虫剤業界が近代産業として成立しているかどうか？年間販

売高は40～50億円といわれているが，これを40～50社で生産してい

→13萱



七一

る。しかも製剤の種類は1,000種以上に及ぶであろう。まさしく，家内工

業的であり，低収益である。この小規模な業界であってみれば，自ら，一般

の産学協同とは形の違ったものでなければならない。．、

〔前田〕
，ダ

公立機関としては，特定業者への便宜供与はやれない。現実的.なあり方と

しては，産の学への協力ということになろう。
：．．

〔鈴木〕

学界は真理探求の場であり，業界は利潤追求の場であり，研究の目的は本

質的に違う。この両性格からいって，産学協同は困難である。具体的に，研

究の種類別に考えてみると，新薬開発は，現状の学界では不可能である、製

剤の改良研究に，日本的産学協同が実施されている。駆除技術の研究は，学

界の領分であって，業界にあ っては前向きではない。、，
‐‐．..』’8

〔高木〕

殺虫剤研究へ，昆虫生理学者の参画が必要である。
；，

』．．

〔討論〕
：：-~

参会者の中から，すでに行なわれている産学協同についての実績が紹介さ
‘“：；．．函.，き

‘。i・‘，r，‘

れた。理想論的立場からは，困難表面が強調されたが，現実には業界からの

ニート・が大きく，正常な体制の確立が望まれた。

(文責緒方）

V配付別刷目録

、

、

今回は，下記の別刷を御送り致します。
12，

(1966):Baci11us．ﾛｬﾙE189平社俊之助（1966）：BacillusおエびPseudomonasj.';;

属菌類の存在のもとにおけるparathion,Fenitrothion<D;¥p.
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．！．．録

殺虫効果の不活性化について衛動17（4）：236－238
‘ ； ・ も .

雁190朝比奈正二郎他（1966）：ツメトケプユ幼虫の殺虫剤抵抗

性衛動17（4）：24，3－246

妬191安富和男他(1966):Diazinon抵抗性イエバエ幼虫の駆

除実験衛動17（4）：247－251

妬192大利茂久他（1967）：スミチオン乳剤によるトコジラミの

集団撲滅実験。長崎大学風土病紀要8（4）：166－169

※ﾉ[6193
f、；・I.… 乳j林晃史他（1967）：殺虫剤の効力増進に関する基礎的研究

（第6報）イエバエの体内に浸透したアレスリンおよび協力剤

妬194

妬195

※妬196

妬197

妬198

妬199

､の定量。 防虫科学32（1）：1－5

緒方一喜他(1967):Hempa処理イエバエ雄成虫と無処

理虫との交尾能力に関する観察。衛動18（1）：32－34

田中生男他（1967）：新殺鼠剤Norbormideの効力に関

する2，3の試験成績衛動18（1）：39－43

林晃史（1967）：殺虫剤の効力増進に関する基礎的研究

（第3報）イエバエ成虫におけるS-421の中毒症状につい

て18（1）：35－38

池庄司敏明（1967）：エアゾール殺虫剤試験の為の新自動

噴霧装置18（2．3）：118－121

斎藤一三他（1967）：食餌混入法および浸漬法による

Metepa,Hempaのチカイエカに対する不妊効力試験

術動18（2．3）：122－126．

北岡茂男他（1967）：オウシマタ・ニに対するガンマー線と

化学不妊剤の効果18（2 ． 3 ） ： 1 2 6 － 1 2 9

－15－



妬200松沢寛（1967）：イエバエ成虫に対するBHC乳剤，

Sevin乳剤およびその等量混合乳剤の殺虫効果

衛動18（2．3）：129－131
4．

妬201鈴木猛他（1967）：塩素剤抵抗性チ;ャ,バネゴキプリに対す

る有機燐殺虫剤の効力衛動18（2．3）：132－134

妬202大串晃治他（1967）：福岡市内産のセンチニクパエおよび

ヒツジキンバエの殺虫剤感受性について。

衛動ユ8(2．3):134-136

※妬203林晃史他（1967）：4系統のイエバエにおけるピレスロイ
，．¥

ト・感受性について防虫科学32（3）：61．－63

CQ『b･､
■巳

※印は当研究班に御寄付をいただいたものです。
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