
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊

＊

殺 虫剤研究 班 の し お り 手＊

＊

‐＊ ＊

＊ ＊

＊ 第56号(1990年3月）＊
＊ ＊

＊日本衛生動物学会殺虫剤研究班〒141東京都品川区上大崎2－10-35*
＊ ＊

＊事務局：国立予防衛生研究所衛生昆虫部TEL03-444-2181内線412/413*
＊ ＊

＊ 郵便振替口座番号東京1－181448＊
＊ ＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

1990年殺虫剤研究班大会のご案内

時：1990年3月29日（木)10:00-15:00

場：産業医科大学2号館2201識議室

一マ:TIGR」剤による各種害虫防除

加費：無料（会員でない方は500円）

日
会
テ
参

大会プログラム

10:001．昆虫成長制御剤(IGR)の研究と開発の現状下松明雄（日本特殊農薬製造㈱）

10:302．ハエ類防除におけるIGR剤の効果的な使用法と問題点松崎沙和子（高知女子大・生産

生物）

10:503．ハエ防除でのデミリンの評価田原雄一郎（三共㈱）

11:104．昆虫成長制御剤ピリプロキシフェンによるハエ防除川田均（住友化学工業㈱・

宝塚総研）

11:50昼休

12:40殺虫剤研究班総会

議題：1989年活動報告／会計報告／大会開催地について／委員選挙について

12:555.IGR剤の蚊に対する効力一用量処理における各種薬剤水谷澄（日本環境衛生

間の効 力 発 現 過 程の相違センター）

13:106.幼若ホルモン様化合物methoprene製剤.AltosidR10F内海与三郎（アース製薬㈱）

の蚊類に対する防除剤としての評価

13:257．昆虫成長制御剤ピリプロキシフェンによる蚊の防除川田均（住友化学工業㈱・

宝塚総研）

13:408.IGRとゴキブリ防除－特にジフルベンズロン(デミリン句辻英明（三共㈱・農業研究所）

について

13:559．昆虫成長制御剤ピリプロキシフェンによるゴキブリ防除安部八州男（住友化学工業㈱・

宝塚総研）

14:1010．ユスリカ，その他の害虫駆除でのデミリンの評価田原雄一郎（三共㈱）

14:2511.昆虫成長制御剤ピリプロキシフェンによるユスリカ防除新庄五朗（住友化学工業㈱・

防疫薬事業部）

14:4012.幼若ホルモン様化合物methoprene製剤.AltosidR10F亀井正治（アース製薬㈱）

の不快害虫（ユスリカ等）防除剤としての評価

13．討論
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1990年殺虫剤研究班大会および総会のご案内を申し上げます。

今大会では，昆虫成長制御「IGR」剤による各種害虫防除をテーマとしました。「IGR」

剤については，すでに1982年の研究班大会で取上げました。当時は「IGR」剤が実用化し

つつある段階でしたが，その後開発普及が進んできています。一方では衛生害虫の既存の合成殺

虫剤に対する抵抗性発達の問題もあり，現在「IGR」剤の評価検討がもっとも必要とされてい

るのではないかと考え，今大会を企画しました。

殺虫剤研究班委員会

1．昆虫成長制御剤(IGR)の研究と開発の現状

下松明雄（日本特殊農業製造㈱）

昆虫の生理生態調節機能を撹乱する物質を利用して害虫の密度を減少させる研究が近年盛んに

行われている。このような物質をIGR剤(InsectGrouthRegulators)と総称しているが，そ

の種類は多岐にわたっており，またIGRとして研究されている化合物の作用性が明確でないも

のもある。ここでは下記の剤について，それぞれの概要を簡単に解説する。

I変態ホルモンと関連物質

i)Ecdysoneとの競合剤（アゴニスト）

PonasteronA(植物ステロイド）

Didoexyecdysone，RH－5849

ii)Ecdysoneの生合成阻害剤

Azacholestane,Fluorsitosterol

in)神経ホルモンの阻害（全胸線の機能阻害）

Azadirachtin(neemtree)

Ⅱ幼若ホルモン(JH剤）

i)JH機能の撹乱剤

Methoprene,Fenoxycarb,Pyriproxyfen

Ⅲ抗幼若ホルモン(Anti-JH剤）

i)アラタ体の機能阻害剤Precocenes

ii)JHの合成阻害剤

iii)JHとの競合（アンタゴニスト）

Ⅳ昆虫表皮形成阻害物質

Benzoylphenylurea,Buprofezin

V神経ペプタイド

2．ハエ類防除におけるIGR剤の効果的な使用法と問題点

松崎沙和子（高知女子大・生活生物）

昨今，市街地において夏期にはキンバエ類，春秋期にはクロバエ類がペットの糞などに飛来す

るのが結構目につくが，これらは人家内に侵入する頻度が低いので住民の被害意識は乏しい。結

局，ハエの被害といえば畜舎と塵集積所周辺などの限られた地域に集約されている。高知県では
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ビニール・ハウスでのハエの被害は対策の不徹底のためになお継続している。対象となるハエは，

イエバエとヒメイエバエであって，近年は後者の被害が注目されている。これらのハエ対策を困

難にしている環境的要因以外に"殺虫剤抵抗性''の問題がある。この問題解決のために，従来の

殺虫剤と作用機構の異なる新しい薬剤が望まれるときに開発されたIGR剤はその効果が良好で

あったこともあって広く使用され始めた。

高知でもビニール・ハウスをはじめ鶏舎，馬舎などで,Dimilin(diflubenzuron)と新IGR剤

のcyromazineの野外試験を行ってきたので，これらの結果をふまえてより効果的な使用法を模

索し，本剤の使用にあたっての問題点をあげてみることにする。

3．ハエ防除でのデミリンの評価

田原雄一郎（三共㈱）

ジフルベンズロン25％水和剤（以下，デミリン）は昭和58年医薬品（防疫殺虫剤）として

承認された。衛生害虫分野では，現在45ケ国で，主としてハエ防除に使用されている。我が国

では，当時難防除害虫であった畜舎，園芸施設，ゴミ処理場のイエバエ駆除に高い評価が得られ

た。上市以来6年，イエバエが対象であればデミリンを第1位選択薬剤とするのは賢明な判断で

あろう。イエバエの発生源探査が容易なこととデミリンの施用法が簡便なことが歓迎された理由

である。特に，デ･ミリンは効果の確実性と再現性に優れた。分野別の評価はj①豚舎では豚房，

堆肥置場に使用して極めて有効であった（菊地，4淋，1986，1987，‘船城，1986，

芳賀.1989)o②牛舎では望月，樫尾(1979),松村(1987),山口，舟木(1987)

がイエバエとサシバエを防除したことを報告した。③鶏舎では，鶏舎構造によって発生種，発生

パターンに変動があるが，発生種がイエバエであればデミリンで対応できた（田原，1988，

1989，高橋ら,1986)o平飼鶏舎のヒメイエバエ防除はデミリンで成功したが高床式鶏舎

では幼虫駆除は困難であった。④園芸施設から発生するイエバエ問題はデミリン登場で完全に解

決した（田原ら，1983，松崎ら,1985,廿日出ら,1987)o

4．昆虫成長制御剤ビリプロキシフェンによるハエ防除

川田均（住友化学工業㈱・宝塚総研・農業科学研究所）

ピリプロキシフェン（スミラブ）は，メトプレン等のテルペン系化合物に比較して極めて高い

幼若ホルモン様(JHM)活性を有し，また外界での安全性に優れることを特徴としている。

演者は，本化合物のイエバエ幼虫に対する作用性，および実用製剤である粒剤の家畜糞面散布

場面における作用性につき若干の検討を行った結果を報告する。

ピリプロキシフェンのイエバエ幼虫に対する羽化阻害活性はメトプレンの10～100倍以上

であるが，この高活性に加えて昆虫体内への取込のスピードが早く，極く短時間の接触によって

昆虫に取込まれて効果を発揮することがわかった。

また，ピリプロキシフェン粒剤の家畜糞面への表面散布によって上記の特性とハエ幼虫の生態

とを利用した効率の良い防除効果がもたらされることが実験的に証明された。さらに演者は，ピ

リプロキシフェン粒剤に関してこれまで行われたフィールドにおけるハエ類防除試験結果を解析

するとともに，本化合物の成虫に対する不妊作用を利用した新しい防除法の可能性についても提
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5.IGR剤の蚊に対する効力=用量処理における各種薬剤間の効力発現過程の相違′

．－J、｝、‘十：『・I'皇:話･卜(にI＊韮（引水谷;澄（日本環境衛生センター）

IGR剤は，従来の神経毒を示す薬剤と異なり，幼虫の脱皮阻害や蝿,羽化の変態阻害として

効力を発揮まる｡従って,致死を効果の最終目標とするなら，効果の発現は遅いといえる。

双迩目害虫の場合は.I戊虫が不快であったり,;吸血したりで問題となるがゥ幼虫は直接関係が

ない例が多い。、：

汚水生息域では，彼らの生存が若干なりとも浄化に貢献しているであろうし，どんな水域でも，

生態系の一員としての役割を担っているはずであつ･すなわち幼虫を早く殺す理由は特になく；

むしろ長く生かしておく方が得策であるといえる。

今回IGR剤3種とテメホスを加えた4薬剤でウアカイエカの各令期幼虫を;用いた，用量処理

における効力発現過程の相違を種々検討した。

具体的には,種々の条件下でどの令期で致死するか観察したところ,4薬剤間に特徴のある相

違が認められたので,その結果を報告するo，､：“

.,;)';JF6-』-‘』

6.Ⅷ:幼若ホルモン様化合物methoprene製剤,

AltosidR10Fの蚊類に対する防除剤としての評価

内海与三郎（アース製薬㈱）

AltosidR10F(幼若ホルモン様化合物methopreneの徐放製剤）は，本邦において最初(19

78年）に商品化された防疫用IGR剤である。従来j蚊類の防除には主として有機リン剤が使

用されていたが，散布域の生態系に与える影響や抵抗性問題(N市においては，一部の有機リン

に対しアカイエアの抵抗性比が787倍であったとの報告もある）等からAltosidR.10Fが使用さ

れるようになった。州

本剤は主に地方自治会で，衛生害虫や不快害虫の発生源対策用に使用されている。本剤の特徴

は，魚類，哨乳類をはじめとする標的外生物に対して極めて安全性の高いこと，1回の処理で長

期間有効なこと,また，本邦に生息する主要な蚊に対して優れた羽化阻害効果を示すことである。

今回演者は,AltosidR10Fが様々な環境下に発生する蚊類の防除に利用されている状況並びに

その効力について述べると共に,特にアカイエカについては,本剤を広域な発生区域で計画的に

処理した場合の防除効果についてふれる。

7．昆虫成長制御剤ピリプロネシフェンによる力防除

ill田均（住友化学工業㈱・宝塚総研・農業科学研究所）

ピリプロキシフェンの力類幼虫に対する羽化阻害活性はメトプレンと比較するとイエカ類に対

しては3倍から10倍，シマカ類に対しては10倍から50倍，ハマダラカ類に対しては数倍か

ら数10倍それぞれ上回る結果を得ており，野外水系での残効を加味した活性はいずれも10倍

以上となる。

演者は本化合物の力幼虫に対する作用性に関する若干の知見，および実用製剤である粒剤の水
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系施用における作用性につき報告する。

ピリプロキシフエン粒剤を静止水中に散布すると,粒剤粒子は水底に沈降し有効成分は時間の

経過とともに水中に溶出してくる。また，有効成分の徐放化は土壌の影響によりさらに助長され

る。このため，水表面近くの有効成分濃度は低くなり，効力評価に際しては十分この点に留意す

る必要がある。

また，流水系においてもピリプロキシ:フヱン粒剤の一括散布によつ虻適度の徐放化が行なわれ，

長期の残効が得られる。

さらに演者は,ピリプロキシフエンに関してこれまで行なわれた力類に対する幾づかの防除試

験結果を解析するとともに本剤のベクターコントロールへの適用の可能性につき考察す墨《I
4'F巴､ｩ･

巾P，↑､『巳'．
｡，｡’1’h,態』｡

8.IGRとゴキブリ防除－特にジフルベンズロン（デミリン⑨）について貢ﾐ､：向

・辻英明（三共㈱・農薬研究所）

従来の殺虫剤に対する抵抗性の発達や，より安全な防除手段への要求から,ゴキブリ防除につい

ても昆虫成長調節物質(IGR)の利用が注目されている。、

ハイドロプレンやプロキシフェンは幼若ホルモン活性物質で，例えばチャパネゴキブリでのデー

タでは，主として終齢幼虫に作用して成虫化を妨害し，また成虫にも作用してその繁殖を阻害す

るoRunstorm&Bennett(1984)>Bennettら(1986)はハイドロプレンによってチャ

バネゴキブリの個体群を制御できることを示した。Kawadaら(1989)は，実験室1データで

はあるが，ピリプロキシフエンがハイドロプレンよりも効果が高いと述べている。ザ

ジフルベンズロンはベンゾイルフェニルウレア系の昆虫脱皮阻害剤でウチャバネゴキブリのす

べての齢の幼虫に作用しシその脱皮を阻害して死亡させる。また成虫にも作用してそれから産ま

れる卵のふ化を阻止し，繁殖をストップさせる。ジフルベンズロンは，モンシロチョウの幼虫で

経口的な効果のみがあるとされた(Mulder&Giiswijt,1973)。しかしゴキブリでは経皮的

な効果が高く，残留接触での実用性が示唆された(Tsuji&Taneik1981SOoその後チャパネ

ゴキブリやヤマトゴキブリでの実地試験で効果が確認されつつある（高橋ら1989)o演者は

ジフルベンズロンで得たデータを紹介し，論議に参加したい｡壬

9．昆虫成長制御剤ピリプロキシフェンによるゴキブリ防除

安部八州男（住友化学工業㈱・宝塚総研o農業科学研究所）

JHMやキチン形成阻害剤がゴキブリに対して羽化阻害や繁殖の低下をもたらすことはよく知

られていたが，この作用を利用したゴキブリ防除の考えが提唱されたのは比較的最近のことであ

る。

演者はピリプロキシフェンのチャバネゴキブリに対する羽化阻害活性，繁殖制御効果に関する

検討を行ない，本化合物のゴキブリ防除への可能性につき考察を行なう。

ピリプロキシフェンをチャパネゴキブリ幼虫に処理することにより羽化成虫の繁殖能力が低下

するが，これは雌成虫の羽化阻害の程度と相関関係にあった。また，これと同時に若令幼虫期に

おいては脱皮阻害による致死作用が，また終令幼虫期においてはpermanentnymphの過剰脱皮

失敗による致死作用がそれぞれ観察された。
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ゴキブリ用製剤としては，米国において主流となっている全量噴射型エアゾールに関して検討

を行ったところ,2Omg/㎡以上の処理薬量において高い増殖制御効果が認められた。またこの

増殖制御効果は遅効的であるため，ピレスロイド剤等の添加により即効性を付与する必要性が示

唆された。

10．ユスリカ，その他の害虫駆除でのデミリンの評価

田原雄一郎（三共㈱）

ユスリカ幼虫に対して，デミリンは数あるIGR(JH化合物を含む）の中で最も有効な薬剤

であることが，米国のMullaetal(1974,1976),Darwazeh&Mulla(1975),A-

Iietal(1979),Ali&Lord(1980)らによって報告された。田原(1985)は千葉市内

の2本の河川でデミリンとJH系GRを同一濃度で交互散布試験を実施して，前者は成虫の密度

をより速くより長く制御しえた。その後，デミリンは，多くの都市河川や下水処理場のユスリカ

駆除に使用されて，確実な効果と再現性のある成績が得られている（田原,1986,佐藤,1

988，沼津市，1988，大田区，1985，世田谷区.,1985,市川市,1985)。こ

の他，デミリンが有効とされた対象あるいは実用化されている対象及び使用場面は次の通りであ

る。

チョウバエ幼虫（食品工場，浄化槽，下水処理施設，地下ピット；自動車塗装ライン）は，デ

ミリンに極めて感受性であり,PCO企業では必需の資材となった｡蚊幼虫（クリーク).ブユ

幼虫（渓流），ヌカカ（湿地），繊維害虫（製糸工場，種蚕場）ゥ食品害虫（食品工場），ゴキ

ブリ（飲食店，家庭）等で評価されてきた。この他に，海外では，マッシュルームにおけるキノ

コバエの駆除に実用化されている。さらに，猫，犬小屋でのノミ類の駆除にも実用化が示唆され

ている。

11．昆虫成長制御剤ピリプロキシフエンによるユスリカ防除

新庄五朗（住友化学工業㈱・防疫薬事業部開発部）

ピリプロキシフェンのセスジユスリカに対する羽化阻害効果はID50数10PPtを示し，

アカイエカの数pptよりlオーダー感受性が低いものの，顕著に高い活性とみなせた。

そこで，ピリプロキシフェン0．5％含有する粒剤（不快害虫用スミラブ0.5%粒剤）を用い

て，ユスリカ防除試験を行ったところ,1.時間水量当たり0.1PPm施用にて，実用性のある高

い防除成績が得られた。

ここに，これらの成果を取りまとめ，ピリプロキシフェンのユスリカ防除薬としての有効性に

ついて，言及したい。

12．幼若ホルモン様化合物methoprene製剤iAltoR10F

の不快害虫（ユスリカ等）防除剤としての評価

亀井正治（アース製薬㈱）

私達が快適な生活を営む上で，衛生害虫や不快害虫を防除することは必要欠くべからざる行為

である。しかしこれらの防除は，現実問題として，自然の生態系に対して何らかの影響を及ぼす

－6－



ことも事実である。従って，使用する薬剤はできるだけ生態系に対して直接的なインパクトを与

えないものが望ましい。

幼若ホルモン様化合物methoprene製剤,AltosidR10Fは本邦の衛生害虫防除剤として登場し，

すでに12年が経過した。本剤は現在数百の市町村で衛生害虫や不快害虫の発生源対策用防除剤

として使用されているが，この中でも都市河川と池沼水系から発生するユスリカ類に対する使用

量が約80%を占めている。

本剤は，ユスリカ類に対し1時間流水量当たり0．2～1PPm1回処理で1ケ月以上有効なこ

と，流れの速い水路（約0.7m/sec.)に生息するユスリカに対しても極めて簡単な処理方

法（一点一括投入）で有効なこと，しかも広範囲な下流域まで効果が及ぶこと，さらにこれら水

域に生息している標的外生物に対し優れた安全性を示すこと等が大きな特長である｡

今回演者は，ユスリカ防除を目的として実施されている本剤の利用状況について述べてみたい。
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