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本年度の殺虫剤研究班大会はゥ第51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 :1999年 4月 8日  13:15-15:20

会場 :国立病院管理研究所会議室

総会

1998年度の斑員情勢,活動,会計が事務局から報告され,収支決算が承認されました。な

お,これらの資料は本号の末尾」こ再掲載されています。

シンポジウム

木号の以下のページにその講演要旨を収録 しました。
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農業害虫における総合防除

中筋房夫
岡山大学農学部

は じめに

国の農業政策に於いては,昨年 9月 に「食料・農業・農村基本問題調査会」の答

申が出され,その答申に沿つて本年中に新 しい農業基本法が制定されることになつ

ている。その答申の柱の 1つ に,わが国の農業全体を環境 と調和 した持続可能な農

業へ移行 させることの必要性があげられている。このような農業政策の基本方針の

提示は,農作物害虫の防除技術のあり方にも大きな変化をもた らしつつあり, 環境

負荷軽減の一環 として,化学合成農薬の節減が強 く求められている.こ の方針に

従つて,農林水産省では,大型予算を伴 う研究,ま たは行政プロジェク トを実施 し

つつあるが,それ らのプロジェク トの共通のキーワー ドは総合的害虫管理

(Integratcd pest managemcnt,IPM)で ある.総合防除,すなわち総合的害虫管理 (以下

IPMと い う)は, 環境負荷軽減による持統的農業における有害生物防除の切 り札 と

みなされ,今や病害虫防除以外の農業技術関係者の間でも,言葉 としての IPMの知

名度は急速に高まつている。 しかしながら,IPMについての認識には大きな幅がみ

られ,極端な場合には有機無農薬栽培 と殆 ど同義的に使われることもある。 した

がつてまず IPMの意味 とそのめざす方向について,正 しく認識 されることが期待 さ

れる .

総合的害虫管理とは

第 2次世界大戦中か ら戦後にかけて次々と開発 された有機合成農薬は,各種の農

作物害虫に対 して卓効を示 し,食糧生産の飛躍的な向上に大きく貢献 した事は自明

の事実である。 しか しなが ら 1960年代に至る農薬至上主義 とも言える害虫防除は ,

農薬の乱用状態を作 り出 し,数々の弊害をも生み出 した。今 日,それ らは抵抗性

(reSねtance),誘 導多発生 (resurgence),食 品残留 (residue),野生生物の破壊 (raz�g Of

w�d lifc)を 含めて,4Rと 総称 されている。1960年代はじめに農薬のみによる防除の

矛盾が最 も極端に現れたのがワタ害虫防除においてであつた。害虫種がとりわけ多

いワタ栽培においては,主要害虫の抵抗性発達,潜在害虫の誘導多発生 とそれに続

く抵抗性などによつて,殺虫剤散布回数が増加の一途を辿 り,ついには農薬を最大

限に使用 しても防除 しきれずに,生産量自体が減少す るとい う事態 (ctth)に至った ,

最近では,害虫防除に広 く用い られている殺虫剤の一部に,いわゆる 「環境ホルモ

ン」作用をもつ疑いが指摘 されるなど,4Rに加えて新たな問題 も生 じている。

こうした事態に姑応するために,1965年にローマで開催 された FAOの専門家パネ



ルにおいて,将来に向けた新しい害虫防除の概念が堤案されていた.これが後に

なつて IPMと 呼ばれるようになり,「あらゆる適切な防除手段を相互に矛盾 しない

かたちで使用し,経済的許容水準以下に有害生物個体群を減少させ,かつその低い

レベルに維持するための個体群管理システム」と定義されている.

IPMには次の 3つのキーコンセプトが含まれる。それらは,(1)複数の防除法の合

理的統合,(liJ経済的被害許容水準 (ecOnorluc ulJury Lvel,EIL),お よび (iiiJ個 体群

管理システムである。

(1)は農薬至上主義,天敵至上主義のような単一防除法によるのではなく,複数の防

除法を合理的に組み合わせることによつて害虫を防除することを意味する。この場

合,それぞれの防除法は,伝統的殺虫剤に求められていたような高い殺虫効果は単

独で必ずしも必要としない。

図 1には各種の防除法を害虫個体群密度に与える影響によつて,3つ に区分したも

のを示した。この区分では,Aグループの防除法を基幹的防除法 (血ndamentЛ

tactics)と 言い,Bグループの防除法を副次的防除法 (subsidiary tactics)と 言う。IPM

では,天敵の働きなど自然制御要因の働き (A)を基本とし,この働きの不十分な時

に,化学的防除法など(B)を導入する。この場合,Bの防除法がAの働きを破壊し

たり,弱めたりしない形で導入する事が防除法の合理的統合の意味するところであ

る (図 2).従つて,農薬など化学的防除法に期待される属性は,第 1義的には害

虫と天敵の間での高い選択性であつて,殺虫効果の高さではない。この点が IPMの

重要なポイントであり,微生物剤,IGR(昆虫成長制御剤),フェロモンの利用など

がことさら強調される理由もここにある。なお副次的防除法とは,その重要性が低

い事を意味するのではなく,防除における役割分担を言つているのであり,IPMで

はどれも必須の手段である,

(iiJの ELは ,害虫の皆殺し,すなわち完壁な防除を必ずしも必要としないという

思想が含まれている。投入すべき防除法は,それによつて得られる利益と防除のコ

ス トの関係で決められるべきであり,設定された要防除密度に従つた経済的に合理

性のある防除がなされることが求められる。

(iiiJの個体群管理システムとは,作物の生物生産と害虫個体群の変動,その両者の

関係から生じる作物被害の動態を数量的なシステムモデルとして組み立て, このモ

デルの分析 (システムズアナリシス)を通して,害虫密度や被害の予測,防除法の効

果のアセスメントを科学的に行うべき事が主張されている。(iiJの EILと の関連で,

正確な害虫の発生の予測がなされることが前提となつているが,従来日本で行われ

ていたような発生時期の予測のみではなく,発生量の予測に重点が置かれるべきで

ある。害虫の発生量の予測には,国,県,市町村単位をベースとした広域にわたる

発生予察 (forcCasth8)と , 栽培者が自らの作物圃場内で行う個別の発生監視

(mOnitOring)の 2つがあり,これらは車の両輪のように機能する事が期待される。最



終的に防除を行 うのは (dechiOn making)栽 培者であるから,栽培者 自らの発生監視 に

基づ く判断が今後ますます重要になる.

なお総合的害虫管理の考え方や実例について知 りたい方は,「総合的害虫管理

学」 (中筋房夫著,養賢堂,1997)を参考にして頂ければ幸いである。

図 1.各防除手段の整理を示す模式図
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施設内の害虫対策

辻 英明
環境生物研究会

衛生動物学会の殺虫剤研究班が改めて総合防除 (Integrated Pcst Managemcnt, 総

合的害虫管理)を考えるとい うテーマでセ ミナーを開くことになつた.本学会の従

来か らのテーマである衛生害虫対策は,人間の身体に病原体をもた らす害虫の対策

であるが,今回のご依頼で 「施設内の害虫対策」について述べよとい うことは,最
近の産業施設や公共施設内で行われる害虫対策を述べよとい うことと理解 されるの

で,その範囲で初歩的な認識を述べさせて頂きたい。そして,施設内の害虫防除は

誠に総合防除的なものである。

総合防除の概念には農業害虫に対する防除手段が農薬一辺倒になることへの反省

がこめられているが,薬剤を使用 しないのが総合防除であるとか,天敵だけを用い

るのが総合防除であるといつた考え方ではない。農業害虫,衛生害虫を問わず,環
境整備や耕種的操作から始まる合理的な手段を組み合わせて最適な防除を行 うこと

の中で,殺虫剤 も適切有効に用い られるべきであろう。

1.施設内害虫の特性

施設内で問題なのは,衛生害虫だけではなく,どんな虫でも製品に混入すれば全

て大きな被害とみなされることである。医薬品や食品への異物の混入は人間の健康

や生存に脅威を与え うる。その他の分野でも,製品やサービスの中に虫が入 り込ん

だ場合には製品の機能や美観に対する危険がある。す くなくとも顧客に危院,不安 ,

不快の感情をもたれることは避けられず,企業は顧客を失つて大きな損害を被 るこ

とになる。それゆえ,施設内で問題を起こすことの多い虫は産業害虫 (InduStry Pest)

と呼ばれることがあ り,Industry Pest Managementの 略の IPMは Integrated Pest

Managcmcntの IPMと 紛 らわしいことがある.

農業における生産現場での収量に対する害虫の被害の許容水準が考慮 されるのに

比べて,た とえば医薬品工場,食品工場,フイルムエ場,製紙工場,プラスチ ック

成形工場, レス トラン,病院,オフィスビル,倉庫などの施設における製品あるい

は食品への混入や,サービス現場での日撃による虫の 「被害」はまずゼロが要求 さ

れる。それを達成するためには生産現場あるいはサービス現場における虫の個体数

もゼロ,あるいは限 りなくゼロに近 くなければならない。害虫でなく「虫」 と書い

たのは,従来の衛生害虫はもちろん,農業害虫やいわゆる益虫・天敵昆虫を含む多

くの 「虫」が混入被害をもたらすか らである。



2.施設内に発生または侵入する虫の例

図 1に ごく一部の例を示したように,施設内で発生または施設内に侵入する虫は

他種多様である。これらは施設内で発生するものから,施設の外周や遠方の野外 ,

河川から来襲して侵入するものまであり,施設内を殺虫剤散布するだけで防げない .

むしろ周到な総合対策の中でこそ殺虫剤が威力を発揮することになる.

当然,施設内の害虫対策はただの薬剤散布業務ではなく,総合防除技術として発

展しつつある。その具体的技術には各害虫についての基礎知識だけでなく,広い分

野にわたる資材や環境技術の知識が必要になつている。

それらの具体的な知識や技術の内容は基礎的な文献や専門的な文献もあり,あ る

いは専門家のマル秘ノウハウもあるが,常識的な管理システムの工程は以下のよう

に考えることができる。

i)問題対象を調査し,危険を評価する

問題 :施設部位,害虫の種類,発生原因,環境との関係夕発生量,被害価

_�)予防方法,解決方法を決定する

方法 :環境管理法,侵入防止法,駆除法,薬剤の種類,経費

�)方法の実行成果を評価し,経過を監視する

�)記録 (報告書)の作成,保存 (晃出)をする

類似の考え方は製造工場における品質管理システムのなかでも標準化されている

が (例 えばHACCPの体系),問題はむしろ具体的な手段の確立と実行にある。

3.調査とモニタリングが重要

施設内では害虫問題が起こつてから研究するよりも,各種の トラップなどを用い

て恒常的に施設内の害虫分布のモニタリングを行い,構内の危険度別区割 り (ゾー

ン分け)に応じて危険を予知し対策を講ずることが望ましい。

ゴキブリの食品への混入は極めて大きな問題となるが,加温環境でのチャバネゴ

キブリの大発生だけでなく,大型ゴキブリの侵入も多い。これらの害虫対策には粘

着 トラップによる分布行動範囲や発生量の調査から始まり,侵入,移動,持ち込み

経路の遮断,住めない環境づくり (餌や水を絶つこと,隙間をなくすこと,チャバ

ネゴキプリは 20℃なら繁殖できない)が重要である。生息個体の除去については殺

虫剤処理のノウハウが重要であり,化学的処理だけでなく,吸引除去や7JH熱追tiだ

しなど物理的手法も採用できる (ネズミ対策も上記と類似点があるが,虫ではない

ので省略).
屋内発生する昆虫のチェックにはフェロモントラップがあれば分布の検出や発生

源の発見に役立つ。しかし,除去も殺虫処理も困難な発生源も多く,害虫が製品に



侵入 しにくい製造工程の開発,侵入出来ない製品包装,容器の開発,流通過程での

取扱者の啓蒙などが重要な害虫対策となる。燻蒸またはそれに準ずる薬剤処理をせ

ねばならない場合もある。

外部か ら侵入する虫の対策では,外周環境対策 として施設外周での発生阻止 (発

生源除去,外周殺虫 ;しか し遠距離や広大な地域からの飛来昆虫などには無理),

発生 した虫の施設への接近阻止 (捕獲,逆方向への誘引)がある。さらに侵入を防

ぐためには施設内の誘引性 (誘引光,紫外線,香気)のカット,開放防止 (隙間の

密封, 自動 ドア),施設内気圧の陽圧化などが図られる。

侵入 して しまつた個体には誘引 トラップによる除去や薬剤処理による殺虫が必要

である.こ の場合,誘引殺虫した虫が飛び散 り製品の上に落下 した りしない工夫や

装置が必要である。また一般人には トラップされた虫を見るのも不愉快であるから,

公衆の 日にふれる場面ではインテ リア性のある捕虫灯も用い られる.

多様な施設に応 じて多様な害虫問題が発生 し,殺虫剤の使用が制限される場面も

多いこの分野では,環境管理的手法や物理的手法に関する商品開発など,今後ます

ます総合防除技術を発展 させることが期待 される。

屋内発生昆虫

排水系発生侵入虫

チャバネゴキブリ  シヨウジヨウバエ チカイエカ

歩行侵入する虫

食品害虫各種

チャタテムシ

チョウハエ

ョコ′ヽィ

ハネアリ

ユスリカ

オサムシ
カメムシ

図 1.施設 内に発生または進入す る虫



ゴキブリ防除の考え方

林 晃史
元千葉県衛生研究所次長

今,害虫防除の進め方は行政主導型から自主防衛の時代となつた。また,発生し

たものへの対策ではなく,発生を抑制する予防対策を重要視する方向に向かつた。

害虫防除の実施場所も変化し,PCOに求められる要件も違つてきた。現在,生活衛

生の場面では “食の安全性の確保"が重要な課題となつている。これはわが国に限

らず世界的な思潮である。このような社会的背景の中で害虫防除に関しても漸新な

る管理システムの構築が必要となつてきた。

今回はゴキブリ防除について見直しをして,完全な制御の手段を考えたい。その

一つとして,今,総合防除の時代といわれているが,本当の IPMを具体的に考えて

みる事にした。

士今まで, どんな方法でやつて来たか

ゴキブリ退治の歴史は決して短くない。しかし,残念な事に “蚊とハエのいない

生活実践運動"は展開されたが, “ゴキブリのいない生活実践運動"はなかつた。

殺虫剤による害虫防除の方法の変遷を要約すると1次の図 1の ようになる。一般的

には,初期の頃は,害虫の多発生あるいは伝染病の発生時に殺虫剤を希釈して多量

に撒くことから始まつた。それは低濃度多量散布の時代で,その後,環境整備が進

み生活の場が清潔になるとともに,非液性製剤化が必要となつた。高濃度少量散布

(ULV)ま では “ハエ時代"の影響を残すものであつた。それが DC法 (ド ライ・ク

リーン殺虫法)や置き去り法の時代にいたり,やつと姑ゴキブリ戦が意識された。

以上のように,意外にも,ゴキブリのための方法が確立されたのは比較的新しい

ことである。また,ゴキブリが問題になりだしたのは環境の都市型化が進んだ結果

である。このゴキブリを害虫化させたのは人間であつたといえる。著者は高知で初

めてチャバネゴキブリのことを “ビル虫"と 呼ばれているのを知つた。その時の説

明によると「ビルが建つとチャバネゴキブリが出てくる」という。確かに,設備の

よい施設でなければ冬越しが出来ないだろう。出張の都度確認 したところ,図 2の

ように, “ビル虫ライン"がおおむね引けた。暖房のきいたビルや地下街,都市と

称する部分では,大概の場合,チャバネゴキブリの勢力範囲であつた。新幹線,JR
主要路線,あるいは高速道路などは,チャバネゴキプリの移動を支援しているよう

だ。

2.ゴキブリ退治に必要な手段



都市型環境に棲むチャバネゴキブリはまことにやつかいな虫だ.小 さな問隙に潜

伏し,高深度にまで退避する。また,暖かくて暗い,そ して餌に近い所に陣取つて

いる。ゴキブリの性質から,激減に必要な手段を整理すると,図 3の とおりである。

隠れ場所から “誘い出す"あるいは “高深度注入処理"で追い出す。時間はかかる

が待伏をして捕える。この “誘殺", “追い出し"そ して “侍伏"は言葉としては

易しいが,技術と訓練を要するもので,効果を上げるためには総合的診断を要する

ものである。しかし,一番基礎になるのは清掃なのである。また,清掃は掃除と異

なり技術を要するものである。もう “防虫的清掃"と いう分野が確立されてもよい

時期である。

ゴキブリ防除に際して,これはゴキブリとの戦争と考え,正確な情報に基づいて

戦略を練ることが必要である。それをまとめると次のようになる。

ゴキブリ防除は戦争ゲーム

索敵 → 戦略

その次に来るものが戦術である。これを要約すると次のとおりである。

戦略に次いで戦術は?

・追い出し:         くん煙,ドライ処理,ULV
・処理面殺減 (待ち伏せ): 残留噴霧 (ス ミチオン,バイゴン,DMC斉 1)

。残敵掃討 :        ベイ ト剤設置,直撃式家庭用エアゾール

索敵は トラップで ! そして
。無人条件下の殺虫法 :   プレー ト剤設置

以上が普通の条件下での手段である。これでは殺虫剤による科学的防除に偏り過ぎ

ている。しかしながら,このような手法は,殺虫剤を用いる方法の中では狭義の総

合的害虫管理 (IPM)と 称されるものである。

3.IPM的 ゴキブリ防除法

ゴキブリに対する総合的害虫管理を考える場合, どのような防除方法があるかを

整理すると,次のように類別することができる。

(a)機械的・物理的防除法

(b)生態的防除法



(c)化学的防除法

(d)生物的防除法

(c)以外の方法は殺虫剤を使用 しない方法である。いわゆる IPMと は,こ の 4種類の

方法を現場の状況によつて効率的に組み合わせて実施するものである。

化学的防除法の併用手段を整理すると,次の図 4の ようになる。化学的防除法に

は殺虫剤を塗布,散布,燻煙あるいは設置 して用いる。その時の併用手段には機械

的 。物理的防除法や生態的防除法などがある.具体的には,電撃殺虫機によるもの

や捕獲 (誘引粘着)あるいは遮断などの方法がある。

ゴキブ リの総合的管理では,駆除を実施する場所の状況によつては,必ず しも

「方法論的に異なる防除法を組み合せる」とい うことにこだわる必要はない.以下

にいくつかの具体例を紹介する.

I)殺虫剤の併用 :

殺虫剤による化学的防除法の中での IPM型手法は, “全面処理"と “局所限定処

理"と の組み合わせがある。例えば,燻煙剤 (フ ォガー 。ジェット)の処理により,

全体の生息密度のレベルを下げ,そのレベルを継続維持するため,他の手法 として

以下に示すような薬斉Jを併用する方法がある.

(a)フオガージエツ ト十 バイゴン塗布

(b)フ オガージエツ ト+ベイ ト剤 (ヒ ドラメチルノン斉1のマ ックスフオース)

(c)バイゴン塗布 十 シージジェル処理

(a),(b)の実験例は図 5に示す とお りである.いずれも,単独処理の場合よりも効力

の持続時間が長いが, “フォガージェット+ヒ ドラメチルノン剤 ベイ ト"と の併用

の方が効果的であつた。この方法は,新たに開発 された医薬品承認のシージジェル

に代えることで処理効果を一挙に高めた。その理由は適所に確実に施用することが

できたためである。有効物質がそのままの状態で注入出来ることで摂食効果を助長

したものである。(c)の場合は,バイゴン油剤で重要部分の面処理を行い,油剤の処

理が難 しい場所にジェル剤を処理する。

以上のとお り,異種の殺虫剤間の相互利用による IPMには何種類かがある.なお ,

ベイ ト剤に関 しては,環境管理技術 16(6):16-22(1999)に 「今,流行の毒えさ」 とし

て紹介 した。その中で予告 した新製品がシージジェルであつた。これは医薬品承認

の製剤で,ISO取得の施設や HACCP対応施設に不可欠な製剤である。

今,ゴキブ リ市場では “ベイ ト戦争"が始まつている。ゴキブ リとの戦いは新た

な局面を迎えたが,ますます工夫を要することになった .
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ii)殺虫剤システムとの連動型 :

今,害虫管理で求められていることは “清潔", “安全", “省力的"の 3要素

を満たすことである。その目的を果たすために,器具と薬斉Jがセットになつた殺虫

システムが開発されているが,新製剤の登場で新たなる展開をみることとなる。そ

の一つに液化炭酸ガス・パイプシステムや樹脂蒸散殺虫機システムなどがある。い

ずれも無人条件下で計画的な薬斉1処理のできるもので,ロ ボット・システムという

べきものである。

その事例を紹介すると次のものがある。それは虫管理を基本的な考えのもとで実

施するもので,図 6に示す “科学的害虫管理構造式"を軸として構築されている。

これは,ロ ボットと称するDDVP樹脂蒸散殺虫機で虫管理をするものである,現在

5種類の装置がある.この使用に際しては,安全性の確保のために所定の研修 (樹脂

蒸散殺虫機研究会,林晃史会長)を受けることになつている.設置に際しては,現

場を事前に調査し,施設内を充分 !こ清掃したうえで,設置 。稼働させる。なお,定

期的な監視 。点検が必須条件となつている。管理効果はロボットだけで充分である

が,施設の状況によつては図 6に示したように,安全性の高い併用製剤か致死J性の

高い併用製剤を選択する。これは,(う で説明した殺虫剤の併用によるIPMと 同じだ

が,装置の設置で長期の継続管理が容易になつている。面白いことに,図 7の よう

な早期防虫システムが食品製造関連施設のHACCP対応に準備されている.

ili)そ の他の方法による IPM:

殺虫剤や殺虫機によるIPMは以上のとおりだが,殺虫剤によらない新たな方法が

登場した.ゴキブリの間隙潜伏性を考慮に入れたクラックシール斉1の新製品である。

これは殺虫剤ではなく,生態学的防除法にある “遮断"と いう手法であり,総合的

害虫管理の理にかなつた方法である。製剤には特殊コーキング斉1に天然植物精油

(ヒ ノキ科の抽出物)が酉己合されている。この成分は香気があり,殺菌剤や浴剤な

どにも用いられている。また,こ の成分には室内塵性ダニ類に対して忌避作用のあ

ることが報告されている。本剤は,殺虫剤の処理が出来ない場所,殺虫剤の使用を

嫌う施設,店舗などのゴキブリ管理に有効である。清潔な店舗のカウンターまわり,

食器棚, レジ周辺などに便利な製剤である。この処理により,ゴキブリの出没頻度

は激減し, レス トランなどは顧客のクレームがなくなつた。

この新製剤の登場はゴキプリの総合的管理に新しい分野を生み出した。本剤の組

み合わせ例は次のとおりである。

(a)殺虫剤によるフランシユ・アウトの後に併用処理

(b)殺 虫剤による低密度化後のノンケミカルによる効力の持続

(c)殺虫剤の散布ができない場所でのベイ ト剤との併用処理

(d)樹脂蒸散殺虫機の死角の管理



(c)ア リなどの不快虫の侵入防止

以上の他にも応用場面は広いが,と りわけ,ベイ ト剤のパワー・アップ斉Jと しての

存在価値は高い .

4.ゴキブリ “ゼロロデイ"に向けて

ゴキブリ退治の IPMは ,今,始まつた。いろいろな材料や手段はこれまでに紹介

したとおりだが,効果を上げるにはそれぞれ工夫が必要である。今日上市されてい

るゴキブリ退治用の製品や製剤は決して悪いものではないし,施用方法について非

難すべきものでもない。しかしながら,指数管理のために図 8の ようなモデルを組

んでみたところ,充分に満足すべきものではなかつた.あまりにも防除にこだわり

総合的害虫管理ということに到達していなかつたところに問題があつたようだ。

今年は激しい “ベイ ト戦争"が繰り広げられているが,これを機会に本当の “総

合的ゴキブリ管理"の手法を確かなものにしたい。日下,IPMを支えるためのモニ

ターのテクニックを考案中だが,エンド・ユーザーを巻き込んだものにしたいと

思つている。志を同じうする人と仲間づくりを考えている。

図 1.非液性製剤による害虫管理の時代への経緯

(低濃度多量 )

水 [液 ]⑪ 今

撤 くIII

社会的背景 と施用法の変遷

(高没度少量)(無液処理)(省薬・省力処理 )

ULV O→ DC ttO e回 ⑫

'[蒸
故剤]
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図 2.日 本列島ビル虫ライン

都市,幹線はチャバネゴキブリのお助けマン

図 4.科学的防除の併用手段

図 3.行動習性か らみた必須手法

化学的防除法 機械的・物理的防除法
生態的防除法
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阪亮OOOO社
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形 式 室内用自動制御段虫方式

寸法

五量

電源

仕 標

くスバークリン・ロポットエコンステム  万/月  3年 >

防 虫  SCニ ューゴキタエコンステム

特徴  I   解説書の陵明

*市販粘着トラップ1こよる24時間設置の捕虫欺

図 8.都市型環境におけるゴキブ リ生届、密度 と適切な施用のモデル

ンステム 内 容 システム価格 3年間適正製品環境管理

修断コンサル 構合衛生管理立案〔混入具物問題租を中心に〕

チェック アドバイス 数値管理 :月 1回 ,38回

敬育啓票 情報魅の提供 :月 1回 ,38回

制仰装置 ニューゴキタ エコライン :1台

保守メンテナンス 月 1回 30回

設置補停工事 取付V4工 工事

資材消耗品 ペーバーセクト , その他

合 計

図 7.飛翔性何旬性昆虫姑策 としての早期防虫システム
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(m=/50耐 ) _― 十一――
硫 置天延蓮

有機ノン系殺虫剤 (殺虫力)
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バイゴン など エクスミン,スミチオンなど
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廃棄物処分場における薬剤の効率的適用

今井長兵衛

大阪市立環境科学研究所

はじめに

近年,地域の環境衛生の向上や廃棄物の収集・処理システムの整備により,一般

居住地域におけるハエの数は著しく減少した。しかし,その一方で,広い地域から

収集されるごみとともにハエの幼虫や蛹がごみ処理場 (焼却場)やごみ処分場に集

中し,時に大発生して周辺地域に「ハエ公害」を引き起こす事例が報告されるよう

になつた。

処分場におけるイエバエの個体数を低いレベルに抑圧し,大発生を未然に防止す

るためには,薬剤の効率的な適用が不可欠である.薬剤の効率的な適用とは,最小

限の薬剤の使用によつて害虫の生息密度を目的のレベルあるいはそれ以下に抑圧す

ることである。そして,そのような「防除可能な状態」をできるだけ長く,可能な

らば未来永劫に維持しつづけることである。言い換えれば,姑象害虫に殺虫剤抵抗

性の発達を許さず,最小限の薬剤の使用によつて防除に成功しつづけることとなろ

う.この小文では,大阪北港廃棄物埋立処分地北地区において著者が行つた研究の

成果を紹介する。

1.北港処分地北地区の概要と問題の所在

本研究は大阪市此花区地先の公有海面に開設された北港廃棄物埋立処分地北地区

(以下北港処分地または処分地と略称)で実施した。研究は 1975年秋に開始し,イ
エバエ野外個体群の生息密度のコントロールの研究は 1979年まで,殺虫剤抵抗性の

コント遺―ルの研究は 1977年から1981年まで行つた。

北港処分地は海面埋め立て式の廃棄物埋立処分地であり,その敷地面積は 42 haで

ある。処分地と対岸の此花区の住宅地域とは海によつて隔てられており,その最短

距離は約 500mである。廃棄物の受入は 1973年 12月 から開始された.イ エバエの

発生源となる廃棄物の埋め立て地点は年により,ま た時期により異なつており,発
生源と住宅地域との距離も約 1～3kmの範囲で変化していた。

北港処分地には大阪市内で収集された廃棄物が搬入される。研究を行つていた当

時の廃棄物の種類には家庭ごみ,事業所ごみ,ごみ焼却灰,下水汚泥焼却灰,上水

汚泥焼却灰,大型ごみがあり,他に埋め立て材料として土砂と鉱砕が搬入されてい

た。

1974年 4月 からハエ対策として殺虫剤散布が行われた。この時用いられた殺虫剤

はディプテレックス可溶化型乳剤ただ 1種であつた.こ の殺虫剤は,既存の¥L剤か
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ら界面活性剤を除去 した改良型薬剤で,処分地から生 じる余水の強制暴気方式によ

る処理効率に配慮 したものであつた。

そのような事情で単一の殺虫剤が散布 された結果,早くも 1975年初夏には殺虫剤の

防除効果が低下 し,周辺住民からハエの大量飛来の苦情が寄せ られる事態に陥つた。

2.防除戦略の検討

i)防除法 :

害虫の防除法は一般に次の5つに大別できる。それぞれの長所・短所を検討 した結

果を以下に示す。

a,生物的方法 : 病原体,寄生者,捕食者などの天敵を利用する。殺虫剤の使用量

を減 らす と,ごみの中にゴミムシ,エ ンマムシ,ハネカクシ,寄生蜂などの天敵

が増加する。これ らの天敵のみを用いてハエを防除することは難 しいが,天敵の

働きをできるだけ阻害 しないような防除法を採用することが望ま しい .

b)環境的方法 : 環境を改変 してクヽ工にとつて不適当な条件を作 り出す。発生源の

縮小が最も実際的であり,例えばアメリカのある処分地ではごみの斜面を 15 cm

の厚 さの土砂で毎 日覆土 し,ハエの発生を抑えている。

c)物理的方法 : 粘着斉1を ごみの表面などに散布 して捕殺する方法や,界面活性剤

を成虫に直接散布 して窒息死 させる方法があり,補助的方法 として実用可能であ

る。

d)化学的方法 : 殺虫剤,化学不妊剤,成長抑制剤などの薬剤に頼る方法で,操作

が簡単で効果が日に見えやすいため広 く用いることができる。

e)遺伝的方法 : 不妊♂や有害遺伝子を持つ系統を野外に放飼 して害虫の根絶を図

る方法である。また,無害な性質をもつ系統や殺虫剤感受性の系統を放飼 して害

虫の性質を変えようとする個体群置換 とい う方法もこの範疇にはいる。

ii)防除の目標 :

防除の 日標は,上記のいろいろな防除法を駆使 し,二次的悪影響を最小にとどめ

つつ,安いコス トで害虫の数を被害の生 じないレベルに抑制することである。被害

防止は,第一に処分地で発生 したハエが周辺地域へ飛来するのを防 ぐこと,第二に

埋立現場での作業や衛生状態への悪影響を生 じさせないことである。

ili)根絶か管理か :

長期的にみれば,コ ス トを安 くするには害虫を根絶する方法が優れている。1回あ

るいは短期間の投資で根絶に成功すれば恒久的な効果が得 られるか らである。その

方法 として殺虫剤の徹底散布や不妊虫放飼法などが考えられるが,処分地のように

連 日投入 されるごみ とともに新 しい個体が侵入 し得る場所では,根絶は不可能であ

る。 したがつて,単一または複数の防除法を定期的に実行 して害虫の数を常に低い

レベルに抑え続ける方法,すなわち個体群管理の方法だけが実行可能 と考えられる.
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�)殺虫剤か覆土か :

前述の防除法のうち,処分地での主要な防除法として実行可能であり,かつ効果が

期待できるのは殺虫剤による化学的防除法と覆土を主体とする環境的防除法の 2つ

である.

殺虫剤は手軽に使え,一瞬にしてその場にいるハエのほとんど全てを殺せるとい

う長所を持つ。しかし,発生源対策を行わない場合には,ハエの数が短期間に回復

するため,1回の散布による効果が持続しない欠点を持つ。反復使用によつてイエバ

エが強度の殺虫剤抵抗性を発達させ,防除が困難になるばかりか,散布量,散布頻

度が加速度的に増大して防除コス トが 一層高くなるという恐れがある.

覆土による防除はハエの発生数を常に低いレベルに保つことができ, しかも土砂

の投入量が増えて処分地の跡地利用に都合がよくなるという長所がある。しかし,

従来のサンドイッチエ法による覆土に加え,ごみの斜面に対する覆土をも実行しな

ければならない。したがつて,従来より多量の覆土材の投入が必要になり,その分

だけごみの埋立容量が減少し,処分地の耐用年数が短縮されてしまう。これは, 日

本のように国土が狭く処分地の用地確保が困難な地域では,き わめて深刻な短所と

言わねばならない。

このような点を考え合わせ,殺虫剤と覆土のいずれかを単独で採用していたので

は長期的な展望にたつたハエ対策はとてもできそうにないと結論した.

v)総合防除 :

そこで,上記の 2つの防除法を組み合わせ,それぞれの長所を生かしつつ短所を許

容できる程度に小さくする方法を探すことにした。ごみの斜面に対する覆土は実施

するが,その実施間隔をできるだけ長くし,覆土の厚さを薄くしたり,ごみ以外の

無機的廃棄物を覆土材に利用して土砂の投入量をできるだけ少なくする。覆土が完

全でないために発生するハエには殺虫剤をおもに散布する。しかし,粘着剤や界面

活性斉Jな どによる物理的方法を補助的に用いたり,要防除密度による薬剤散布の意

志決定サブシステムを組み込んで,殺虫剤の散布量や散布頻度をできるだけ小さく

して殺虫剤抵抗性の発達を防ぐ。このような総合防除システムを組み立て,実行す

ることが必要になる。

このシステムで最も重要なのは,周辺の住民から苦情が発生しないようにするには

イエバエの生息密度をいくら以下に抑えればよいかの決定 (苦情限界密度の決定)

である。次に重要なのは,害虫の密度を苦情限界密度以下に常に抑制するためには

密度がいくら以上になれば薬剤散布を行わなければならないかの決定 (要防除密度

の決定)である。

3.防除システムの組立に必要な情報の検討

ここでは,防除システムを構築するために必要な情報である生態学的データ,毒
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物学的データ,環境的防除法の有効性,防除目標密度の設定などに関する検討結果

について述べる。

i)イ エバエの生態 :

a)温度と発育 : イエバエの卵が産下されてから成虫が羽化するまでの最短発育日

数は 35℃で飼育した場合の 7日 であつた。また,40℃では高温の悪影響でほと

んどすべて死亡し,10℃以下では発育が停止した。

b)産卵数と増殖力 : ♀は羽化して 3～5日 日に約 120個の卵を産み,以後 3～4日

ごとに 100個前後の卵を繰り返し産む.野外での日生存率を考慮すると,1匹の

♀は一生に約 150個 の卵を産み,1世代で 10～30倍に増殖する能力を持つと考え

られる。

c)季節消長 : 北日本では夏に数が多く,大阪などの中南部では 4～6月 と9～ 11月

に多い。北港処分地では,ごみ質や気象条件が好適な場合に 1日 で数が 3倍弱に

増えたこともある.

d)生 ごみからの発生 : 生ごみは埋め立てられてから約1カ 月間イエバエの好適な

発生源となる。標識再捕では,有機物を多く含む生ごみから1カ月間に l m2ぁ た

り約 1,500匹の成虫が羽化したと推定された。

e)幼 虫の生息場所 : 堆積されたごみでは内部の温度が上がるため,幼虫や蛹は比

較的温度の低い表層部にしか生息できない.

っ生ごみ以外の廃棄物からの発生 : 充分に処理されたごみ焼却灰や下水汚泥焼却

灰は埋め立てられた直後には臭いによつてハエを一時的に誘引するが,発生源と

しては不適当である。

8)発生源の不適化 : 生ごみに等量のごみ焼却灰を混合するとハエの発生がかなり

少なくなつた。

h)成虫の移出 : 成虫は生息密度が高くなりすぎたり,乾燥などによつてごみ質が

不適当になると,他の生虐、場所を求めて飛び去る。

ii)成虫用殺虫剤 :

北港処分地のイエバエにおいては,有機リン系殺虫剤を主体とする防除を行つた

1974～ 1976年の間に有機 リン剤抵抗性が急激に発達した.その後,総合防除システ

ムの採用や感受性イエバエの放飼によつて,1981年には殺虫剤散布開始当時のレベ

ルにまで抵抗性が弱まり,現在に至つている。抵抗性レベルの試験結果に基づき,

散布すべき殺虫剤を適宜選定してきた。

ili)補助的防除手段としての界面活性剤 :

ヤシ油アルコール系のポリオキシエチレン・ラウリルエーテルの水溶液を虫体に

付着させて窒息死させる方法の有効性を室内実験と野外試験によつて検討した.そ

の結果,(a)こ の薬剤はハエに直接かからなければ効果が無いので,多くのハエを直

撃できるように生届、密度の高いところに重点的に処理すべきこと,(b)効力は抵抗性
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がまだ発達 していない殺虫剤に劣るが,抵抗性がすでに発達 している殺虫剤 よりは

高い駆除率 (80～90%)が期待できること,(c)分解性に優れ,環境をほとんど汚染 し

ないこと,(d)殺虫剤 より安全性が高いこと,(e)殺 虫剤 とは殺虫機構が異なるので ,

抵抗性発達のおそれが無いことなどが明らかになつた。

iv)発生源縮小のための覆土の実施法 :

ごみの水平面への覆土はサン ドイ ッチエ法 と呼ばれ,北港処分地でも従来か ら実

施 されていた.しかし,それだけではハエ対策 として不十分 と考えられたので,斜
面覆上の実施法を検討 した。その結果,(a)覆土の厚 さは 15 cmを 目安 とするが多少

のムラは問題ないこと,(b)週 末ごとの覆土が望ましいが,隔週の週末 ごとでも著敷

が期待できること,(c)覆土を行 う次の週にごみが追加投入 されず,そのために同 じ

ごみの表面が長期間露出される恐れのある斜面を最重点に覆土を行 うべきことなど

の結論を得た。覆上の実施間隔については, 日曜 日には埋立作業が行われない と仮

定すると,週末ごとに覆土を行 うとごみの平均露出日数は 2.5日 とな り,隔週週末

ごとでは 6日 となる。この 日数はごみを放置 した場合の発生源 としての有効期間

(約 1カ月)と 比較 して著 しく短 く,この方法で発生源の時間的な縮小が可能なこ

とがわかる。

v)防除目標密度 :

a)苦情限界密度 : 処分地のハエの生息密度が高いほど周囲へ飛び去るハエの数が

増える.ま た,処分地と周辺の民家・事業所などとの距離が近いほど,周囲へ飛

び さったハエの うち各民家・事業所へ飛来するものの密度が高 くなる。この飛来

密度がある値を超えると,住民に不快感を与え,行政当局に苦情が寄せ られるに

到る.飛来密度がこのような閾値に達するときの埋立現場におけるハエの密度を

苦情限界密度 と呼ぶことにする。すると,その値は処分地の立地条件, とくに周

辺地域の民家・事業所か らの距離,周辺地域の環境衛生の状況,住民の環境衛生

に対する意識などによつて決まるであろう。実際にこの値を求めるには,処分地

のごみの上のハエの密度を調べ,周辺地域の住民からの苦情の発生状況 と照合す

ればよい。そのようにして,北港処分地における苦情限界密度の実際の値は 150

個体/ハエ トリ紙・30分 と設定 した。

b)要防除密度 : イエバエの 1日 当り増殖率は最大で 3倍である。いま,1日 に 1

回の薬剤散布が実行可能な場合を想定する。すると,ある日のハエの密度が苦情

限界密度の 1/3未満なら,その 日に薬剤を散布 しなくても翌 日までハエの密度が

許容限界を超えることはないと考えられる.そのような薬剤散布の可否を決定す

るための臨界密度を要防除密度 と呼ぶ。 したがって,ハエの密度が要防除密度以

上の場合のみ薬剤散布を行えばよい。北港処分地における要防除密度の実際の値

は 150× 1/3=50個体/ハエ トリ紙・30分 と設定 した .
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4.総合防除システムの有効性の検討

i)防除システムの組立 :

これまでに得 られた知見に基づき,防除システムを構築 した。このシステムには ,

次のような手I贋が含まれる.

→要防除密度の値,散布殺虫剤,覆上の実施間隔を前もつて決定する。

b)ごみ以外の廃棄物が多い場合は生ごみとの混合埋立を行 う。

c)埋立現場のハエの密度を調べ,要防除密度以上の場合は薬剤散布を行 う。要防除

密度よりやや高いときは界面活性剤を用い,密度がさらに高いときには 殺虫剤

を用いる。

d)定期的に覆土を行 う.

ii)防除システムの適用と評価 :

大阪北港処分地では,要防除密度 Tはハエ トリ紙 (14cm x 21cm)1枚 30分問当り

50個体,覆土の実施間隔は 1978年 には 1週間,1977年と1979年 は 2週間,お もな

使用殺虫剤は DDVP5%乳剤,密度推定と薬剤散布の可否の決定は 1日 1回 と設定

した ,

防除システムを実行 した 3年間と殺虫剤 (DDVP乳剤 とカルクロホス水和剤)主

体の防除を精力的に行つた 1976年 のイエバエの生息密度を比較すると,防除システ

ムの適用によリイエバエの密度が著 しく低いレベル (年平均密度で比較すると 1976

年の 3～ 14%)に抑制 されたことが分かつた.1974～ 1979年の殺虫剤年間使用量を

比較すると,防除システムの適用により殺虫剤の散布量が顕著に減少 (1976年の

2～ 15%)したことが分かつた。

5.遺伝的抵抗性対策のための予備的検討

殺虫剤主体の防除を行 う場合はもちろん,薬剤散布の意志決定システムを取 り入

れた総合防除を実施する場合でも,殺虫剤散布を行 う限 り,早晩標的個体群に抵抗

性が発達することは避け得ないと考えるのが自然である。北港処分地では,その対

策 として,殺虫剤感受性のイエバエを現場に放飼 して野外個体群の抵抗性を遺伝的

に弱める実験を計画 した。

i)交雑の子孫の発育 :

感受性の高槻系イエバエ と野外系統である北港コロニーの交雑 島,F2の発育の様

相を室内飼育により検討 したところ,少なくとも室内条件下で正常に発育すること

を確かめた.したがつて,野外で実際に感受性系統 と抵抗性個体群の交雑がおこれ

ばその子孫は個体群中に維持 されると期待できる。

ii)抵抗性の遺伝様式 :

局所施用法で調べたジクロルボスの薬量―死亡率 (d― m)関係は北港 と高槻で直線

状にな り,いずれを♀にした交配でも両者の 島 の d―m直線は抵抗性の北港 と同じ

つ
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所に位置 し,F2の d一m曲線は抵抗性 と感受性のフラクシヨンに分離 して死亡率

25%にプラ トーが現れた。このことから,北港コロニーのジクロルボス抵抗性は 1

個の完全優性因子 (遺伝子または連鎖群)に制御 されていると推測 される。

フェニ トロチオンの薬量―死亡率関係は北港の d一 m直線がジクロルボスよりはる

かに抵抗性の側に移行 している点でジクロルボスと異なつた。また,島 と F2の d一

m関係は北港♀×高槻♂の交配ではジクロルボスと同様であつたが,高槻 ♀×北港

♂では,島 の d―m直線は両親の中間からやや抵抗性側に位置 し,F2の d― m曲線

は 抵抗性 と感受性のフラクションに分離 して死亡率 50%にプラ トーが出現 した。す

なわち,フ ェニ トロチオン抵抗性は北港を母親にした交配では 1個の完全優性囚子

に,高槻を母親にした交配では 1個の不完全優性因子に制御 されているようにみえ

る。

このような伴性遺伝的な現象の説明には,北港のイエバエの有機 リン剤抵抗性が

複数の遺伝的因子 (遺伝子または連関群)に支配 されてお り,それ らの 1つが常染

色体性の雄性決定因子 と連関 しているとい うモデルが考えられる。いずれにせ よ,

感受性系統 との交配が実現すれば,野外個体群の抵抗性が弱まる可能性が強 く示唆

されたわけである。

ili)高槻系イエバエの予備的放飼実験 :

殺虫剤感受性の高槻系イエバエの蛹約 16万個を 1977年秋に北港の埋立現場に予

備的に放す実験を行なつた.放飼の 5カ月後に調べたところ,野外個体群の抵抗性

レベルが顕著に低下 していた。

しかし,こ の実験だけでは抵抗性 レベルの低下が感受性イエバエの放飼によつて

引き起こされたことの直接の証明にはならないので,詳細な実験を行なつた。

6.感 受性コロニーの本格的な放飼実験

i)放飼用感受性コロニー :

感受性イエバエ放飼の効果を高めるには,感受性コロニーの中に野生虫の遺伝子

を取 り込むなどの操作により野生虫にできるだけ近い繁殖成功度を持つ放飼用 コロ

ニーをつ くる必要がある。また,放飼 した感受性コロニーに由来す るマーカー的な

遺伝子の野外個体群における広が り具合いを確認するには,野外個体群でほとんど

見 られない可視突然変異遺伝子を放飼コロニーに導入すれば便利である。これ ら2

つの 目的にかな うコロニーを作るため,感受性系統として劣性 白眼遺伝子のホモ接

合体である白眼高槻系 (Tw)を ,野生系統 として北港コロニー (H)を用いた。

感受性 コロニーをつ くる操作は,まず,Hと Twと の正逆交配の 島 ♀ (すべて正

常眼)に Tw♂を戻 し交配 した.次 に,その子世代から正常眼♀を選び Tw♂ と戻 し

交配す るとい う操作を 4回繰 り返 した。こうして得 られた個体群を Sコ ロニーと名

付け,放飼に用いた。
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il)放飼用コロニーの羽化率 B表現型分離比 :

感受性イエバエの放飼は餌を必要とせず,動きもない蛹のステージで行 うのが最

も容易であるが,その場合には実際の羽化成虫数の推定は難しい。ここでは Sコ ロ

ニーの累代飼育4代 目を用い,室内飼育の結果から期待値を求めるにとどめた。

Sコ ロニーの蛹の羽化率は25℃,60～70%R.H.の条件で 91%であつた。羽化成

虫の表現型は正常眼♀623:正常H艮♂ 610:白眼♀230:白 眼♂457=3:3:1:2
の比率で分離した。これは単純なメンデル遺伝の分離比と異なるが,累代飼育下で

の白眼個体と正常眼個体間の性的競争力や適応度の違いに起因するのであろう。

ili)放飼用コロニーの殺虫剤感受性 :

放飼コロニーがどの程度の殺虫剤感受性を持つかは殺虫剤抵抗性の遺伝的制御を

行 う上で重要な要因である。局所施用法で調べた Sコ ロニーの正常眼♀の LD50値

(μ g/♀ )は,フェニ トロチオンで 0.075,ダイアジノンで 0.058で あり,LD90イ直は

それぞれ 0.62お よび 0.37で あつた。LD50値は高槻系と同レベルであるが,口)90値

は高槻系よりかなり高く,若千の抵抗性個体の混在を示している。Sコ ロニーをつ

くる過程で Twと Hを交配した時に取り込んだ抵抗性遺伝子を,その後の戻し交配

によつても完全には除けなかつたのであろう。

iv)放飼虫の性的競争力

感受性の高いハエをいくら大量に放しても,野外での性的競争力が弱ければ大き

な効果は期待できない.放飼虫の性的競争力を野外で調べるのは難 しいので,こ こ

では 1.6mx2.5mxl,9mの プレハブ恒温室にハエを放し,25℃の定温条件で検討し

た,処分地のように大量の餌資源が連続的に分布するハビター トでは,イ エバエは

必ず しも長距離を移動する必要がないので,狭い恒温室での実験でも野外条件と全

くかけ離れているわけではない。

放飼虫♂の交尾競争力の検定には,正常眼の Sコ ロニーの♂ 50個体と野外系統で

ある北港コロニー (H80)の♂ 50個体 (どちらかのコロニーをラッカーでマーク)を
H80の未交尾♀50個体と同居させ,正午前後の 2時間観察して組み合わせ別の交尾

数と交尾時間を調べた。次に,Sと H80の未交尾♀50個体ずつを 50個体の H80♂

と同居させ,同様に交尾数と交尾時間を観察した。交尾は 2日 齢の成虫では観察さ

れなかつた,3～6日 齢の成虫では 50組の可能なペアーのうちの 74～ 84%の交尾が

2時間の観察時間内に認められた。2つのコロニーの♂間の競争では,交尾に成功し

たS♂の数は H80♂ の約 2分の 1であつた。どちらの組み合わせの交尾でも交尾時

間は約 1時間であり,交尾時間の違いに起囚する交尾効率の違いはみられないよう

である。また,♀ 間の交尾選択実験では,交尾に成功した S♀ の数は H80♀ の 3倍

であつた。

これらの結果は Sコ ロニーの♂の交尾競争力は野生虫の約半分であるが,♀ は野

生虫♂と容易に交尾することを示唆する.



v)感 受性コロニーの放飼 :

a)放飼蛹数 : 感受性イエバエの放飼実験は 1980年 9～ 12月 に北港処分地で実施 し

た。放飼前の野外個体群の生虐、状況や抵抗性 レベルを調べた後,Sコ ロニーの 3～

4代 日の蛹を 10月 15日 に 4.2万 , 10月 21日 1こ 3.1万, 10月 29日 1こ 4.6万 , 11

月 6日 に 4.3万 ,H月 19日 に 4.3万個体,それぞれ埋立現場へ放 した。放飼後

3～4日 以内に蛹が羽化するように放飼 コロニーの飼育条件を調節 した。

b)有効放飼数の推定 : 室内での飼育結果に基づ くと,放飼 された蛹の羽化率は

90%と 期待 され,羽化成虫の眼色の表現型 と性比は,3[正常眼♀]:3[正 常眼

♂]:1[白 眼♀]:2[白 眼♂]になると推定される.

次に,プレハブ恒温室での実験の結果に基づき,Sコ ロニーの正常眼♂の交尾競

争力は野生虫♂の 2分の 1と し,正常眼♀は野生虫♀と同様に高率に交尾を行 うと

仮定する。また,既交尾♀ 1個体が残す子供の数は野生虫♀と等 しい とす る。一方タ

実験室や野外での観察結果から,白 眼個体は不活発で感受性遺伝子の導入には無効

と考える。

以上のように仮定 した羽化率 (0,9),表現型分離比 (正常眼♀ :1/3,同♂ :1/3)お

よび 交尾競争力 (正常眼♀ :1,同♂ :1/2)のパラメーターを用いると,有効放飼

個体数 (S,)は

♀では

♂では

S,=[放飼蛹数]xO,9x1/3

S,=[放飼蛹数]xO.9x1/3x1/2

で計算 される。

�)野生虫と放飼虫の比率 :

感受性 コロニーの放飼の前後に標識再捕法で個体群パラメーターを推定 した.野

外個体群の推定個体数 (M)と 有効放飼個体数 (S,)の 比は野生虫と放飼虫の比率を表

す 1つのパラメーターであり,最適放飼数などを考える上で応用上の意味を持つ .

しか し,S,が日寺点 ,に放 されてそれ以後に羽化する放飼虫の数なのに対 し,Mは 時

点 ,に生存 していた野外個体群の個体数であり, しかもそれ以前に付け加わつてそ

の時点まで生存 していた放飼虫の数を含んでいる。したがつて,厳密には両者の比

較は適切でない。連続する 2回のセンサス時点間に個体群に付け加わつた野生虫の

数 (Vi)と 有効放飼虫数 (∫F)の 比の方が野生虫と放飼虫の比 として適切 と思われる。

両者を併記すると,各放飼時点での 肘 :S,は♂では 3:1か ら7:1であ り,♀ で

は 1:1か ら3:1で あつた。各放飼 日から 1週間の Vi:SJは♂では 5:1か ら 10:1

であ り, ♀では 3:1か ら4:1であつた。

�i)野外個体群における放飼虫由来の遺伝的マーカーの検出 :

sコ ロニーの正常眼個体の遺伝子型は白眼遺伝子 りに関し,り 十か +十 のいずれか
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である。Sコ ロニーの正常眼♂ 1個体ずつをTw♀ と交配し,Frにおける白H艮個体

の頻度と性比を調べたところ,こ のコロニーの正常眼♂は 84%の り+と 1679の 十

+(り を持たない)か らなり,十 十の個体はすべて雄性決定囚子″を 1個だけもつと

推定された。

Sコ ロニー放飼前に野外で採集した♂について同様に調べた結果,w+は含まれず,

すべて ++であり,その 49%は νを 1個だけ持ち,51%は複数の″ を持つていた。

そこで,Sコ ロニー放飼後に野外で採集した♂について同様に調べたところ,最
初の放飼の 8日 後には野外個体群中の w十 ♂は 679,wを持たず″ を 1個だけ持つ

♂は58%にそれぞれ若千増加した。これら2つのマーカー遺伝子型の頻度は最後の

放飼の 1日 後である H月 20日 には 879と 64%ま で増加した。すなわち放飼虫由来

の遺伝子型のうちり+が 8%(0%か ら8%),″ を 1個だけ持つ遺伝子型が 157o

(49%か ら6470)増加し,両者を合わせると23%増加している。

この結果から,今回の放飼は放飼虫の遺伝子の野生虫個体群への導入とそこでの

維持に野外条件下である程度成功したと結論できる。

�ii)放飼期間における野外個体群の抵抗性レベルの低下 :

実験場所に生息するイエバエを採集し,局所施用法で殺虫剤感受性レベルを調べ

た.その結果,フ ェニ トロチオンに対する薬量―死亡率関係 (d―m関係)は,放飼

前の9月 18日 採集コロニーでは直線的であり,抵抗性レベルは高かつた。放飼開始

後に採集 したコロニーの d―m関係は曲線的になり,放飼を重ねるにつれて次第に感

受性の側に移行した.ダイアジノンでも同様の結果が得られた.このように,感受

性コロニーの放飼後野外個体群のフェニ トロチオンとダイアジノン抵抗性が明瞭に

弱まつた。

おわりに

以上のように,北港処分地におけるイエバエ姑策は,生息密度という量的側面の

コントロールと殺虫剤抵抗性という質的側面のコントロールにいずれも成功した。

大阪市の北港処分地という一地域における成果であるが,今後,他の処分地でも同

様の試みがなされ,イ エバエ問題が解決されることを期待する。
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殺虫剤研究班 1999年度総会 資料

斑員数 :個人班員 90名 ,団体斑員 12社 (1999年 3月 23日 現在)

会計報告 :

1998年度収支 (期 間 98/04/01-99/03/23)

収入 支出

1997年度繰越金 ¥1,150,901   印刷費      ¥ 59,300
団体会員年会費 ¥ 43,000  通信費      ¥ 34.508
個人会員年会費 ¥350,000

合計      ¥1,543,901  合計       Y 93,808

差引残高 ¥1,450,093

年会費滞納分 :個人班員 42.5人分;団体班員 5社分

以上は総会時に配布した資料のとおりですが,郵便振替通知書の遅配により,臭計蒔黒
―
ぐの賓質

収入に若千のずれが生じましたので,下記のように修正させていただきます。ご了解願います。

1998年度収支 (期間 98/04/01-99/03/23)

収 入 支 出

1997年度繰越金 ¥1,150,901   印刷費      ¥ 59,300
団体会員年会費 ¥ 45,000  通信費      平 34,508

個人会員年会費 ¥360,000

合計      ¥1,555,901  合計       ¥ 93,808

差引残高 ¥1,462,093

年会費滞納分:個人班員 41.5人分;団体斑員 3社分
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