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2004年度“殺虫剤研究班のしおり"第 75号をご送付いたします。例年のことながら、年度末に

なつて“殺虫剤研究班のしおり"の発行になつてしまいました。“しおり"には、研究班の活動一特

に、シンポジウムの講演内容を掲載することになつていますが、かなり時期が遅れで発行するため、

お話いただいた先生方の貴重な情報がタイムリーに班員各位に提供できてない結果になつてお

ります。このような事態を反省し、今後改善に努めたいと考えております。

さて、次年度の班活動は、第57回 日本衛生動物学会年次大会の研究班活動の一環として、平

成 17年6月 1日 札幌で開催いたします。シンポジウムとして「疾病媒介害虫防除に関する問題点」

を討議する予定です。6月 の札幌の気候は快適とおもわれます。多数のご参集をお願い申し上げ

ます。

(殺虫剤研究班委員長 新庄記 )

目 次

2004年 度殺虫剤研究班年次研究集会報告

2005年 度殺虫剤研究班年次研究集会報告

シンポジウム  「あたらしい害虫管理について」

「

１

22.

3.

４

　

０

フェロモン等の活用法

屋内璽性ダニについて

篠田―孝 (富士フレーバー (株))

橋本知幸 ((財)日本環境衛生センター)

-1-



1.2004年度殺虫剤研究班年次研究集会報告 :

2004年度殺虫剤研究班の研究集会は、延べ約50名 の参加者のもとに、下記の通り開催致しました。

① 期 日:2004年 4月 5日 (月 )(第 56回 日本衛生動物学会大会会期中)

② 会場 :福井県国際交流会館

③ 内容 :

(1)総会 :2003年度活動報告

2003年度の班員情勢,活動内容の報告,及び、会計報告を行い,承認されました。

記

02003年度班員現状 :2004年 3月 31日 現在

個人会員 84名、 団体会員 9社

O研究班研究集会 :総会およびシンポジウム

開催 日時 : 2003年 3月 31日  <第 55回 日本衛生動物学会大会 (大分大会)時
開催場所 : 大分医科大學

内容  :シンポジウム

I,「新規殺虫剤」

イミフ
°
ロトリン

トランスアルトリン

フィフ
°
口
=″

媒介蚊防除コス ト試算

米国の西ナイル熱予防対策

○研究班 しお り第74号の発行 (2004年 1月 )

○会計報告 (2003.4.1-2004.3,31):

千保 聡 (住友化学)

田辺信之 (ハ
～イエル薬品)

若簑口J牙監短免 (ハ
Sイ

エルクロッフ
°
サイエンス)

Ⅱ.「西ナイル ウィルス媒介蚊の防除対策」

米国での西ナイ,レウィルス汚染実態について

媒介蚊 。幼虫対策

媒介蚊・成虫対策

冨田隆史 (感染研 )

水谷 澄 (日 環センター)

川田 均 (長崎熱研)

武藤敦彦 (日 環センター)

緒方一喜 (日 環センター)

元木 貢 (アヘ
°
ックス産 )

平尾素― (環生コンサル・ラホ
｀

)

収  入 支  出

前年度繰越金 1,353,821 印用J費 65,960

当年度大会参加費 通信運搬費 9,570

年会費 (個人)

(団体)

154,000

45000

会議費 1,000

雑費 285

合 計 1,552,821 合 計 76,815

差引金額 (繰越金) 1,476,006

(2)ンパ ジウム「新しい害虫管理」

1.フェロモン等の活用法

2.屋内塵性ダニについて

篠田一孝 (富士フレーバー (株 ))

橋本知幸 ((財 )日 本環境衛生センター)
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2.2005年度殺 虫剤研究班年次研究集会のご案 内

殺虫剤研究班委員会を3月 2日 日本環境衛生センター東京談話室で開催し、2005年度の研究す集

会について討議しました。その結果、例年通り日本衛生動物学会大会会期中に研究集会を開催すること

とし、シンポジウムを下記要領で実施することが決議されました。ご参集下さい。

記

期 日:2005年 6月 1日 (水)13幻 0～

場所 :北海道大学学術交流会館 (本L幌市北区北8条西5丁 目)

内容

1.総会 (10分 )

2.シパ ジウム「疾病媒介害虫防除に関する問題点」。………………座長 新庄五朗 (日 環センター)

1)ハエ類 :O-157のイエバエの伝播や、高病原性鳥インフルエンザのクロバエ類の伝播などハエ類

の疾病媒介の重要性が再認識されてきている。そこで、今回は、クロバエの薬剤感受性につい

て畜・鶏舎のイエバエ防除に関する問題点について、話題提供いただくこととした。

①クロバエ類の薬剤感受性について(10分 )。 ……………………・冨田隆史 (国立感染研 )

②畜鶏舎のハエ防除について(20分 )。
中…………………………富岡康浩 (イカリ消毒)

2)蚊類 :ウエストナイル熱ウイルスの我が国へ上陸が幸いにも避けられてきたが、この間に具体的な

媒介蚊防除方法について技術を蓄積し、緊急時に適正な方法を採用するなど準備が肝要で

ある。そこで、今回は発生源、生態、防除事例や薬剤感受性など都市部の蚊防除に関する問

題点について話題提供いただくことにした。

①蚊の発生源としての蚊の防除 (20分 )。 …………………………・津田良夫 (国立感染研)

②野外産アカイエカ群の薬剤感受性について(20分 )・ …………・林 晃史 (元千葉衛研)

③都市域の蚊防除方法に関する検討 (20分 )・ ……………………吉田政弘 (いきもの研究社)

④庭で発生のヒトスジシマカ等の防除事例 (20分 )・ ………………新庄五朗 (日 環センター)

3)その他 :上記に関連した情報として、以下の話題の提供をお願いした。

防疫用殺虫剤の供給体制について(15分 )・ ……………6渡辺登喜男 (日 本防疫殺虫剤協会)

以上
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衛生動物(昆虫)を対象にしたPMと フエロモン利用の可育蟄l■

富士フレーバー棚 エコモン事業部 篠田一孝

1.はじめに

現在の地球東坑の劇的な変化は人間のみならず、昆虫 (害虫)にも大きな影響を与えている。地球

温暖化というマクロ的環境の変化は、それまで分布していなかつた害虫が新たに分本するようになる

事態を招いている。=方、建物の高気癌化・集積化などは昆虫のミクロ的生J鵡 を変化させ、突発

的・局所的な害虫の発生を引き起こしている。さらに、交通の広域化と高速化は昆虫の分布範囲の拡

大や移動の高速化を可能にし、被害の広域化と被害拡大の高速化をもたらしている。

害虫防除をめぐる状況も大きく変化している。殺虫剤偏重の防除体系は環境汚染、環境ホルモン問

題、オゾン層の破壊というマクロ的問題を引き起こし、抵加陛昆虫の出現やリサージェンスなどのミ

クロ的問題も引き起こしている。さらに、人間の化学物質過敏症が出現するにいたつては殺虫剤その

ものの使用が制限される状況も生まれている。

このような状況を反映して、殺虫剤依存型の防除体系から人間や地球環境に配慮した総合的害虫管

理 lPM=hteptedPesthllagementlへ と、害虫防除の発想が転換され、その技術開発が行なわれて

いる。しかしそれは、防除体系のシステム化、多様化、複雑化をもたらし、防除作業者 (農家を含む)

個人の対応から組織的姑応の必要陛も生まれている。

防除体系の転換にともない、期待されつつある技術としてフエロモンがある。フェロモンは昆虫自

らが合成するものであるため、殺虫剤に比べ安A‐l性が高く、種特異的な作用であるため他の生物群に

対する直接的な影響は少ないと考えられているのがその理由である。農業害虫の一部ではフェロモン

が既に実用化され、総合的害虫管理体系の技術として定着しつつある。一方、衛生害虫の分野ではフ

ェロモンが実用化されているとはいいがたく、今後の発展が期待されている状況と思われる。

そこで本稿では、衛生害虫を対象にしたフェロモン利用の可含旨陛について考察を行い、今後検討す

べき幾つかの課題を提案することを試みた。また、本稿は 2004年 4月 日本衛生動物昆虫学会大会 :

殺虫剤研究班のシンポジウムで講演した内容を基にして書かれたもので、このような場を与えていた

だいた殺虫剤研究班の方に心よりおネし申し上げます。

2.総合的 (衛生)害虫管理 lPMJにおけるフェロモン利用

1)フ ェロモン利用の2つの局面



殺虫剤に依存した防除体系では、殺虫剤→害虫→呻 虫剤→害虫というプロセスが繰り返さ

れる。場合によつては、害虫の発生動態を調べ、前の殺虫剤使用の効果を評価することなしに防除暦

に従い殺虫剤がルーティーンワークの一貫として使用 されてきた。それに対して、IPMでは評価と意

思決定というプロセスが極めて重要な役割を果たす(図 1)。 すなわち、対策の時期と方法を決定する

前に、害虫個体群の状態、被害実態及び被害を助長する要因の情報を収集する。被害実態や被害を助

長する要因を調べることがインスペクションである。一方、害虫個体群の状態の把握はモニタリング

と称され、ライ トトラップ、水盤 トラップなどとともにフェロモントラップが害虫センサーとして用

いられている。ただし、これらのトラップを用いて得られる一次情報は捕獲個体数/期間のみである。

したがって、このデータを基に様々なパラメーターを計算 。解析することにより、評価 。意思決定の

ための2炎庸報をはじめて得ることが出来る。

情報解析

情報の収集

対策実施

図1 総合的害虫管理における情報収集と意思決定の関係及びその中におけるフェロモンの位置付け

対策の評価 と意思決定

防除・対策の方法

A.対策時期の決定

B.対策方法の決定

1.化学的方法

殺虫剤 。フェロモン (交信撹乱 。大量捕獲)

2.生物的方法

天敵・微生物農薬・遺伝子

3.物理的方法

物理的環境改善

4.教育的方法

意識改善・技術指導

インスペクション

個体群動態の把握

直接調査

トラップ調査

ノェμモン か/~ノノ
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害虫管理には、大別すると化学的方法、生物的方法、物理的方法及び意識的方法の4つが用いられ

ている。化学的方法には殺虫剤、昆虫成長阻害剤 lIGRlやフェロモンなどがある。生物的方法とし

て、天敵や微生物農薬が比較的古くから用いられてきた。最近では遺伝子操作技術を用�功日害される

植物の側の抵抗陛を増す方法も導入されつつある。物理的方法は害虫が発生・侵入 。分散しにくいよ

うに構造的な環境改善を意味し、食品工場などの害虫管理においては頻繁に用いられている。意識的

方法は関係者が日常的に行なう対策で、発生源の除去僻薪ザ可ヒ学的・生物的・物理的対策が正常に

機能するための理解と協力、教育・啓蒙活動を意味する。

モニタリングと防除に用いられるフェロモンは同一成分であることがほとんどである。しかし、そ

れがどちらを目的と使用される力ヽ こよつて取扱は全く異なる。フェロモンが防除手段として用いられ

る場合、その害虫が農業害虫であれば、農薬として扱われる。そのため、農薬登録が必要となる。そ

の主たる理由は、殺虫剤ほどではないにしても広範囲にKg単位のフェロモンが使用されるため、人

や環境に対する安全性が重視されるためであると考えられる。一方、モニタリングとして用いられる

場合、フェロモンは単なる害虫センサーとしての役割をはたすにとどまり、害虫個体群の動態に影響

を及ぼすことはない。また、1つのフェロモントラップに使用 されるフェロモン量は、通常、数ミリ

グラムのオーダーと極めて少量である。したがつて、多くの国ではフェロモントラップは農薬として

の取扱にはなっていない。

2)防除手段としてのフェロモン利用の2つの可能性

フェロモンが昆虫の言語であり、昆虫の情報伝達手段であるという認識に立てば、フェロモン防除関

連技術は以下の3つに整理される (図 2、 篠田、2004を 引用して改良)。 ただし、その多くは研

究開発段階で実用的なフェロモン技術の多様な展開には至っていない。

O清報撹乱 :昆虫が自らの生活史完結のために用いているフェロモン (降醐 イこ対して、人為的に合

成したフェロモンぐ博駒を同時に存在させることで昆虫間の情報のやり取りを妨害¢拓りすることに

より、その昆虫の生活史完結を妨げる方法である。交尾撹乱法●閻蛇 dmptiOnmehodJが代表的方法

で、雌雄が出会い、交尾するために用いているフェロモンを合成し、これを多量に生息場所に放出す

ることにより、雌雄の交尾行動を撹乱し、その結果次世代の個体数を減少させる方法で農業害虫では

実用化されている。しかし、情報撹乱という観点からすると、圧卵抑制フェロモンを用いて、産卵場

所を回避させることも可能と考えられる。さらに、フェロモンではないが、寄主が生産する揮発l■
p

質を昆虫が産卵場所や餌の情報として利用している場合、その物質を利用して、産卵場所や餌場所へ
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の定位を撹乱することもできるだろう。

大量捕獲

謎

天敵誘導

(例)合成   (D
阻害・変質   吸着 。分解

(例)交信撹乱
側
卿
側

情報遮断

(例 )

受容器阻害

図2 昆虫の訊 清報)と してとらえたフェロモンの昆虫防除における3つの活用方法

②時報操作 :昆虫の行動を制御するフェロモンを用い、昆虫を特定の方向に誘導し、効率的に殺虫す

る方法である。誘導先でトラップにより捕獲という方法を用いれば、それは大量捕獲湖側臨爺appmg

medlodJと 呼ばれている。さらに、誘導先で殺虫剤を用いれば効率的な殺虫が実現できる。この方法

はまだ一般的にイ髯子なわれていないが、フェロモンと殺虫剤を組み合わせることにより、殺虫剤の使

用場所を限定し、あわせて使用量を大幅に減少させることが出来るという点で、今後発展する方法と

なるだろう。上記のようにフェロモンを対象害虫に直接用いる方法だけではなく、間接的に用いる方

法もある。例えば、ホノヘリカメムシの集合フェロモンをその寄生者であるカメムシヤドリコバチが

寄主認識の情報として使用していることにもとづき、この集合フェロモンを利用して天敵を誘引し、

この天敵を利用して対象害虫を防除する方法が考えられている体 谷 ら、 1999)。

③清報遮断 :フ ェロモンが同種他個体に情報として届かないようにする方法である。これは、フェロ

モンを電波と考えれば理解しやすいが、発信装置→電波→受信装置が情報の流れであることに基づけ

ば、これらのうち、少なくとも1つが破壊されれぼ盾報伝達は成立しない。すなわち、フエロモン合

成器官を機能させなくする物質の利用、餌に依存してフエロモンを合成している場合、餌にフェロモ

ンが合成できないような物質を導入する、あるいは餌からフェロモン合成に必要な物質を除去するこ

とも原理的には考えられる。あるいは、空中に発せられたフエロモンをその受信者である昆虫に到達

する前に分解・吸着する、あるいは、ほかの物質を放出することでフエロモンにノイズを加え、効率

①卒堅等



的にフェロモンを受信できないようにすることもできる。さらに、フエロモンを受信する受容器に働

きかけ、フエロモンを受信できないようにする、あるいは誤受信を起こさせるようにすることも考え

られる。

3.衛生害虫分野におけるフェロモン利用

1)加害対象別害虫の分類とその被害許容水準

一般に、害虫は加害対象別に農業害虫、貯穀害虫、衛生害虫、不快害虫、文化財害虫などに大別され

る鬱報 )。 貯穀害虫及び文化財害虫は被害発生源が限定されており、狭域的対策が中心となる。一方、

農業害虫、衛生害虫及び不快害虫では発生源や加害対象範囲が生産地域全体や自治体全体で広域的な

対策が必要になる場合と、施設園芸や一般家庭などのように狭域的な対策が必要となる場合の2つの

局面がある。

表1害虫群ごとの加害の特徴と経済的被害許容水準

害虫の種類  加害対象 力日害範囲 経済的被害許容水準

農業害虫  野外農作物
膀 雛 廟

狭域/施設園芸

貯穀害虫  貯蔵農作物  狭域/貯蔵場所。工場

投下した防除費用に対して、最大の利益が

得られるような害虫密度

0が 目標だが、実際にはクレームが発生しな

い害虫密度

疾病を引き越 す最低の害虫密度

疾病を引き証 す最低の害虫密度

不陛 感じる害虫密度

衛生害虫        
広域/地域 (自 平創栂

人間鬱舞答)

狭域/家庭

不爬害虫         
広域/発生源

人間
狭域/被害は個人

農業害虫から始まつた IPMという考え方は、貯穀害虫、衛生害虫、文化財害虫まで拡大されてい

る。しかし、IPMの根幹を成す、経済的被害許容水準は害虫群ごとにかなり異なつている。さらに、

衛生害虫においては経済的被害許容水準という考え方はなじまず、疾病に関連させた疾病許容水準と

いう考え方が必要と考えられる。

2)疾病の程度と衛生害虫の分類
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一日に衛生害虫といっても、人間に及ぼす危害の程度は‐様ではない。それ自体が致死的被害を与え

る昆虫や致死的作用を持つ病原菌を媒介する昆虫もいれば、致死作用はないが刺咬被害をもたらす昆

虫、人体への直接の被害はないが不快感という精神的被害をもたらす昆虫まで様々である。これらの

被害や疾病の程度の違いにより害虫防除対策は異なる。表 2では大まかな疾病の程度と衛生害虫群の

分類を試みたが、実際には疾病の厳密な程度と昆虫の分類が PMの実施には不可欠であろう。なぜ

なら、被害 。疾病の程度に応じて被害許容水準も異なるからである。例えば、致死作用を持つ昆虫群

の許容水準はゼロと考えられる一方、ゴキブリやダニのようにある密度以下では殆ど疾病を引き起こ

す可台旨陛がない昆虫群もいる。

表2疾病の程度から見た衛生害虫の分類とフェロモン利用の可能性

衛生害虫の分類 特徴と疾病の程度 許容水準 フェロモン利用の目的と可能性

侵入警戒昆虫

致死昆虫

日本未分布だが、重大な疾病の

原因となる昆虫

重大な疾病又は致死を引き赴

す昆虫

軽度な疾病を引き起こす昆虫

疾病の原因にはならないが、存

在が不快感をもたらす

モニタリング:侵入の早期発見

モニタリング:発生の早期発見

防除:交信撹乱、大量捕獲など

モニタリング:被害発生レベルの調査

防除:交信撹乱、大量捕獲など

モニタリング:被害発生レベルの調査

防除:交信撹乱、大量捕獲など

被害昆虫

不天昆虫

3)衛生害虫群ごとのフェロモン利用

引き起こされる疾病の程度に応じて衛生害虫はいくつ力Wこ分類されるが、これらの害虫群に対するフ

ェロモン利用の可能陛も異なると考えられる。

重大な疾病の原因となる侵入警戒昆虫や致死昆虫では存在そのものが問題になるため、い力引こ早

く侵入 。発生をキャッチし、対策を実施するかが重要となる。そのため効率的なモニタリングが必要

で、誘引HII陛の高いフェロモン (ただし、誘引M・性が高いものであればカイロモンも有効)が求めら

れる。これらの昆虫群に対する対策において、次世代の個体数減少を目的としたのでは、当面する疾

病発生のリスクを回避できないため、交信撹乱などの防除を目的としたフェロモン利用はあまり現実

的ではないだろう。

一方、被害昆虫や不快害虫は個体群密度が低い場合疾病を引き起こすジスクは少ないため、発生

の動向を見ながら必要に応じた対策が重要となる。したがつて、昆虫の発生動態を把握するためのモ
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ニタリングが必要となる。この場合にも、フェロモントラップを用いることは、効率的な昆虫動態の

情報収集を可能にする。これらの昆虫群では、必ずしも即時的な対策が必要でないため、次世代の個

体数を減少させる交信撹乱法などの防除を目的とした様々なフェロモン利用が可能である。

4.衛生害虫のIPMをめぐる今後のフェロモン関連課題

農業害虫や貯穀害虫は特定の地域や場所で被害を発生させる。そのため、対策の多くは限定的な場

所で実施される。一方、衛生害虫は不特定多数の人に被害を発生させる場合が多い。また、発生源も

湖沼や林野などのように公共域 。広域であることが多いため、農業害虫や貯穀害虫の IPMと は根本

的に異なる PMの構築が必要と考えられる。少なくとも衛生害虫の発生や動態に関する情報には公

共性と広域性が要求され、その情報の公開が必要となる。恐らく将来的には害虫予報 lPettweaherl

なるものがインターネット上に公開され、衛生害虫の発生動態や注意報、対応策などが発信されるよ

うになるだろう。そうなると、各自治体の保健所や衛生研究所は地方気象台のような役割を持ち、フ

ェロモントラップなどを用いた衛生害虫のモニタリングとその情報解析が重要な業務になる可能性

も考えられる。

情報の公共性・広唆性が求められる衛生害虫のモニタリングにおいては、モニタリング方法とデー

タ解析の標準化がとりわけ重要になると考えられる。なぜなら、モニタリングの実施者ごとにその方

法が異なれば、データの信欄性や公共性が失われるからである。さらに、データ解析においても担当

者ごとに解析方法が異なり、得られた結果が違えぼ脂報を受け取る側に大きな混乱が生じる。したが

つて、少なくとも同一種の衛生害虫には全国共通のモニタリング方法とデータ解析方法の確立が不可

欠だろう。

モニタリングの標準化が行なわれても、もう一つ明確にしなければならない課題がある。モニタリ

ングから得られるのは単に昆虫の動態に関する情報であるため、この情報をもとにどのような意思決

定をすればよいか、その意思決定の方法を標準化する必要がある。同一のモニタリング情報があつて

も担当者ごとに意思決定される内容が異なれば、モニタリング情報の公共性は担保できない。衛生害

虫ごとに、許容水準や発生密度に対応した対策のアクションレベルを決定したり、複数の対策を組み

合わせたり選択したりする際の判断基準を明確にすることなど、標準化の道のりは遠いと予測される

が、避けて通ることは出来ないだろう。さらに、標準化が達成されたとしても、その内容は多岐にわ

たり専門的知識とトレーニングを受けたスタンフが必要となるだろう。例えていうなら、気象予報士

ならぬ総合的害虫管理者 lPMer=Inttyted Pett Managerlの 養成もあわせて必要になると予測され

る。実際のところ、農業害虫や貯穀害虫のIPWIにおいて、IPMの概念が先行し、IPMが成功した例
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が少ないのは総合的害虫管理者の不在が原因ではないかと著者は考えている。

害虫管理におけるフェロモンの役割は今後ますます重要になることは間違いない。しかし、フェロ

モンヘ利用への過度な依存は危瞼である。かつて殺虫剤が万能の妙薬として期待され、使用され続け

た結果が現在のような環境問題の一要因となっていることを思い起こせば明らかであろう。すでにそ

の兆しは見えている:チャノヨカクモンハマキの交信撹乱用フェロモンが連続使用によりその効果を

半減させるという、殺虫剤抵抗性に似た現象が報告されている lMochizllki,R et江 .,2002)。 さらに、

害虫といえども他の生物群と共に生物社会を構成しているため、安易なフェロモン使用はリサージェ

ンスを引き起こすことが十分予測される。

フェロモンは昆虫の言語であるという認識に立ち、それぞれのフェロモンの言語としての意味を理

解しながら、多面的なフェロモン利用を展開してはじめて、フェロモンは妙薬になると考える。

<引用文献>
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-11-



新しい害虫管理について

②屋内塵性ダニ類

(財)日 本環境衛生センター

橋本 知幸

平成16年 2月 ,学校保健法に基づく学校環境衛生の基準が改訂され,改訂内容の一つと

して,ダニ類に関する基準が新たに設けられた。具体的には,保健室の寝具,カ ーペット

敷き教室等におけるダニまたはダニアレルゲンが,100匹 /ゴまたはそれに相当するアレル

グン量以下であることが判定基準 として設定された。一方,旧厚生省は一般住宅における

ダニ密度の指針 として,畳が100～200匹 /ポ以下,力 ,―ペットが300匹/ピ (Der I量1000ng/

∬)以下,フ ロー リングが10匹/だ (同 5 ng/r)以下,寝具が100匹/だ (1000ng/ぜ )以下とい

う値を示 している(1999).ダ ニ汚染度の基準値として,これまでWHO(1988)が提起 した喘

息の感作発症 レベルの閾値 (Der I量 2お よび10μ g/g dust)が よく知 られているが,前記

基準値は,わが国の行政レベルで示 された初めてのもので,今後の屋内塵性ダニ類管理の

よりどころになるものと考えられる。

こうした基準を達成するためのダニの管理方法としては,こ れまで除塵,乾燥,床材の

変更といつた物理的,環境的対策が主流であつたが,こ こではいくつかの化合物のダニ防

除への利用や,ダニおよびダニアレルゲン量の定量的評価に関するくつかの知見について,

話題提供 した。

I 殺ダニ剤の新 しい効果

屋内塵性ダニ類に対する防除剤 としては,主成分 としてピレスロイ ドや有機 リン系化合

物を含有する製剤が多いが,近年開発 された 2つの化合物について,その屋内塵性ダニ類

に対する活性を,い くつかの観点で評価 した。

①エ トキサゾール

ア.コ ナヒョウヒダニ卵に対する孵化阻害効果

試験方法 :コ ナヒョウヒダニ卵を採卵 し,水で濡 らした小筆で黒紙に固定した (図 1).

4種類の供試薬剤の所定濃度アセ トン希釈液を,各々,固定した卵に滴下処理 し,アセ ト

ンを風乾後,飽和食塩水で調湿 した容器内で 2週間保存した。顕微鏡下で卵を観察し,卵

殻から脱出した個体を孵化 と判定 して,孵化阻害効果を薬剤間で比較 した。

試験結果 :各供試薬剤の処理濃度 と孵化数の関係から,プロビット法により50%お よび

90%孵化阻害濃度 (IC50お よびIC90値)を算出した (表 1)。 これ らの数値で見ると,エ

トキサゾールの孵化阻害効果は,他の 3薬剤よりもはるかに高いものと判断された。

イ.コ ナヒョウヒダニに対する脱皮阻害効果

試験方法 :ガ ラス管ビン (直径 1511EIl× 高さ40HIIl)に ,エ トキサプールを所定濃度含有す

るダニ飼育培地10mgを 入れ,コ ナヒョウヒダニ卵をその培地に触れないように,管 ビン内

壁に固定 した (図 2).高密度繊維で蓋をして,調湿容器内で約 lヵ 月間飼育した後,管
ビン内の生存および死亡個体を全て回収 して,その発育ステージを調べ,令構成から脱皮

阻害効果を評価 した .
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表 1 薬液滴下法によるヨナヒョクヒダニ卵に対する

孵化阻害効果

供試薬剤 孵化阻害濃度 (pp口 )

50%

図1黒紙に固定した

コナヒョウヒダニ卵

エトキサノい゙ル

IBTA

フェアト,ン

と
°
,フ

°
コキンフェン

3.37

318

894

4770

10。 2

2250

2010

31000

試験結果 :全ての試験区において,管 ビン内壁に固定した30卵

の大半は孵化 し,薬剤処理 された培地に触れていなければ孵化

は阻害 されなかつた。その上で,培地中のダニを全て回収 して

その令構成を見た結果 (表 2),エ トキサノールの培地中濃度が

l ppmの 場合, lヵ 月後までに大半が成虫化 し,しかも生存して

いた。濃度が 4,16ppmと 高くなるにつれて,供試ダニ数に対す

る幼虫の比率が高ま り,16ppmで は成虫まで発育する個体は全く

見 られなかった。さらに幼虫での死亡率が高ま り,本薬剤が脱

皮阻害効果を有することが認められた。
飼育培地(10mg)

図 2試 験装置概略

図3 エ トキサゾールのコナヒョウヒダニに対する発育阻害効果

本化合物はハダニ防除剤として既に販売されているもので,ろ紙継続接触 (ク リップ)

法による殺ダニ効果はほとんどないが,上記のような従来型の化合物にはない新しい作用

性は,屋内塵性ダニ類に対する新 しい用途を開拓するものと期待される.

②アミドフルメト

全量噴射エアブール製剤による殺ダニおよびダニアレルゲン蓄積の抑制効果

卵 (30個 )
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
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試験方法 (衛生動物 (2004)55:47-53参照):清潔なカーペット (80× 80cm)イこコナヒョ

ウヒダニを繁殖させ,試験区として,①本薬剤を含有する全量噴射エアプール剤の単回処

理後,週に 1回の割合で除塵する区 (処理区),②薬剤無処理,週 5回除塵の区 (対照区

I),③薬剤無処理,週 1回除塵の区 (対照区Ⅱ)を設定し, 1～ 2週間おきに 1回の割

合でカーペットの所定箇所 (5× 5 cm)を切 り取つて,そ の部分から得 られる回収塵量お

よび生ダニ数を観察 し,回収塵中のグニアレルゲン量をELISA法により測定 して,そ の推

移を比較した .

試験結果 :対照区 Iでは回収塵量は試験開始後,継続的に低いレベルを維持 したが,単

位面積あるいは単位細塵重量当たりの生ダニ密度は開始29日 後までほとんど減少せず,ダ
ニアレルゲン (Der fI)量も掃除回数の割には減少効果が低かつた。一方,処理区にお

いては,生ダニ数は処理直後に急激に減少 したが,ア レルゲン量は週 1回の除塵では減少

速度が遅 く,緩やかな減少傾向を示 したのみであつた (図 4).こ のことから,薬剤処理

により生ダニは急激に駆除することが可能で,効果的なダニアレルグン管理の可能性が示

されたが,よ り効果的にアレルグンを除去するためには,除塵回数をさらに増やす必要が

あると判断された .

本薬剤は近年開発 された新規化合物で,前記薬剤 とは異なり,極めて高い殺ダニ効果を

発揮することが認められた (表 2).こ の高い殺ダニ効果を利用することで,カ ーペ ット

中に生息するヒョウヒダニの密度を効果的に低減 し,ひいてはそれに起因するアレルゲン

量を効率的に抑制できる可能性が示唆された .

0   1 8  15  22  29  43

処理後日数

8  15 22  29 13  57

処理後日数

図4 アミドフルメ ト全量噴射エアゾールの殺グニおよびアレルゲン蓄積抑制効果

表 2 24時間残澄接触によるコナヒョウヒダニに対する殺ダニ効果

供試薬剤 致死薬量 (mg/ぽ )

500/O 90°/。

ア ミドフルメ ト

サ リテル酸フェニル

IBTA

安′息香酸ベ ンジル

エ トキサゾール

5。 42

9.59

15,2

23.5

〉4000

9.27

13.1

24.7

41.5

〉4000

生ダニ数 Der fI遷曇
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Ⅱ ダニ類誘引物質の応用

屋内塵性ダニ類の誘引効果に関する技術は,ダニ防除や調査への応用が期待される.特

に屋内環境で優占率が高いヒョウヒグニ類は,防除のベンチマークとなりうるため,こ の

密度把握の技術は有用性が高いと考えられる。ここでは,主に特許等により誘引効果の知

られているいくつかの物質について,筆者の実施 した室内試験の成績を報告した .

試験方法 :

8■llll角 のろ紙を供試薬剤の所定濃度アセ トン希釈液中に浸し,室温下で風乾した。直径

5 11mlの穴の空いた両面テープ (1011ull角 )の片面に,風乾後のろ紙を貼 り付け,も う一方の

面に1011ull角 の金網を貼 り付けて,誘引 トラップを作製 した (図 5-1).ホーローバ ットの

中央部に供試ダニ (ヨ ナヒョウヒダニまたはヤケヒョウヒダニの生ダニ)約 1000匹を含む

ダニ培地100mgを散布 し,そ こか ら約10cmの距離に供試薬剤を処理 した誘引 トラップを配

置 した (図 5-2)。 ホーローバ ットを密閉容器内 (25℃ ,飽和食塩水調湿,全暗)に 24時

間保存し,誘引 トラップに捕獲 されたダニ (図 5-3,4)を 計数 して誘引効果を評価 した。

試験はまず,特許等によリヒョウヒダニ類に対して誘引効果があるとされる5種類の薬

剤について,ヤケヒョウヒダニを用いて誘引効果の比較を行った。次に,そ の中で最も誘

引効果の高かったプロピオン酸グラニルについて,処理濃度と誘引効果の関係を,ヒ ョウ

ヒダニ 2種間で比較 した。

ホーロー
7ヽフト

ー

   20‐    

一

,t培地誘計カフ・
  G蜘

そう
∞mυ

3 ダニの捕獲状況①

図 5 ヒ ョ

試験結果 :

4 ダニの捕獲状況②

ウヒダニ類に対する誘引性評価試験

1 誘引 トラップの作製 2 誘引 トラップの配置
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①ヤケヒョウヒダニに対する誘引効果の比較

5種類の薬剤を,アセ トンで濃度0.01～ 1%に希釈 し,各々ヤケヒョウヒダニに対する

誘引効果を見た結果,表 3の ように, どの濃度でもプロピオン酸グラニルの誘引捕獲数

が顕著に多かった。その捕獲数はリリースされた供試ダニ数の約20%程度 とみなされ,本

試験条件では極めて高い捕獲効率であることが示された.

表 3 薬剤 5種のヤケヒョウヒダニに対する誘引効果

各処理濃度における捕獲数 (匹 /ト ラッア
°
)

供 試 薬 剤

0.01 0。 1      1(%)

プロピオン酸グラニル     247     197     226

酢酸グラニル         36      53      83
プロピオン酸ベ ンジル       2      61       4
レ″トラール                 4         10           7
1-ノ ナナール          4      14       5

※供試ダニは東京女子医大系

②プロピオン酸グラニルの誘引効果のヒョウヒダニ種間比較

プロピオン酸グラニルの誘引効果を,ヒ ョウヒダニ 2種間で比較 した結果,0.001%以

上の濃度では,ヤケヒョウヒダニのほ うがコナヒョウヒダニよりも強く誘引されることが

認められた。0。 0001%以下の濃度では, どちらの種類に対 しても誘引効果が低 く,捕獲数

の差は認められなかった (図 6)。 なお本試験の結果からは, 3回の反復で,誘引効果は

濃度依存的ではなく,0。 1%でもつとも高く,よ り高濃度ではやや低下する傾向があつた。

０

０

０

０

０

命
卜
、
い
く
Ш
）
愚
却
解
Ｆ
酢

0.00001  0.0001   0.001    001     0.1      1
処 理 濃 度 (916)

ヤケヒョウヒタ
°
二

図 6 プロピオン酸グラニル誘引効果の濃度間およびダニ種間の比較

※供試ダニはいずれも東京女子医大系
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次にプロピオン酸ベンジル 0。 1%で ,ヒ ョウヒダニ 2種の異なる系統 (琉球大系)で同

様の試験を行った結果も,ヤケヒョウヒダニに対する誘引効果が高いことが認められた。

ただし,琉球大系の捕獲数は東京女子医大系の場合よりも少ない傾向であつた (表 4)。

表 4 プロピオン酸グラニル0.1%の ヒョウヒダニ類 2種 (琉球大系)に対する

誘引効果の比較

供試ダニ 各処理濃度における捕獲数 (匹 /10011ul12)

ヨナヒョウヒタ
Sニ

ヤケヒ]ウヒタ
゛
=統系

琉 球 大

東京女子医大

28.3

56.7

143.3

289.7

Ⅲ ダニ汚染度簡易測定キントの精度評価

屋内環境で重要なアレルゲンとなるヒョウヒダニ類については,ダニ密度以外に,ア レ

ルグン量の把握も必要となる。屋内塵中のヒョウヒダニ数とヒョウヒダニアレルゲン量の

相関は高いと考えられるが,屋内塵からのダニ分離は,機材等のハー ド面よりも,オペレ

ータの熟練度の点から,安定した評価が難 しい。まして,一般の人が自分の手で評価する

とい うことは不可能に近い。またダニアレルゲン量の酵素抗体免疫 (ELISA)法による測

定では,測定精度は高いが,ア レルグンの抽出や固相,データの解析などに時間がかかる

といつた難点がある。このため,一般の人が簡単にダニ汚染度をチェックできることを目

的として,い くつかの簡易測定キットが販売 されている。これらのキットはダニ汚染度を

具体的な数値ではなく,数段階のスコアで示すもので,測定したい現場で,す ぐに結果を

示すことができることを謳い文句としている。ここではこれら市販製品の判定精度を,実

験的に調整 した試料を用いて,ELISA法 との比較により評価した。

供試材料 (製品名 (メ ーカー),屋内塵の採取条件,測定対象):

①マイティーチェッカー (シン トーファイン), 1∬ 1分間の吸引,ヒ ョウヒダニ虫体

由来アレルゲン (Der 2)

②アカレックステス ト (Allergopharma(独 )), 1だ 2分間の吸引,ダニ等の糞中に含

まれるグアニン量

③ラピッドテス ト (Indoor biotechnologies(英 )),0.24∬ 2分間の吸引,ヒ ョウヒダ

ニ虫体由来アレルゲン (Der 2)

試験方法 :①試料の調整

十分に繁殖 したコナヒョクヒグニ培地を200メ ッシュで箭い分けし,ア レルゲン濃度の

高い微細塵を得た。これをダニの混入 していない粉末飼料 (オ リエンタル酵母工業 ;MF)

で重量比10倍ずつ希釈 し,ア レルゲン濃度 6段階の試料を調整 した。また,ケナガヨナダ

ニの繁殖培地と,粉末飼料のみ (対照)も 設け,合計 8種類の試料を準備 し,-20℃に凍

結保存 し,ダニと卵を死滅 させた。
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②反応の評価

試料 100□ gをプラスチックチューブに計 り取 り,供試材料ごとの手順に沿つて,ダニ汚

染度を評価 した。評価の際は,反応 させた 1枚の試験紙を, 5～ 6人 (いずれも検査未経

験)のパネラーが同時に観察し,互いの判定結果に干渉しないよう,ま た,各試料の判定

順番をランダムにして,各々ダニ汚染度を判定記録 した。各試料中のアレルゲン量はマウ

スモノクローナルIgG抗体(IndOor biOtechnologies)を 用いたサンドイッチELISA法 により

測定した。なお,各供試材料とも汚染度は4段階で示すこととなっていたため,表 5に示

す 4段階の値で評価 し,各パネラーの判定スコアを平均 し,EHSA法による測定結果と比

較 して測定精度を評価した。供試材料の操作は一人が代表 して行つた .

表 5 ダニ汚染度レベル

試験結果 :

各供試材料の測定結果は表 6の通 りであつた。マイティーチェッカーでは,× 10と

x102, x104と x105の 間で,平均スコアが逆転 したが,ヒ ョウヒダニアレルゲン量に概ね

依存 した結果が得 られた.アカレックステス トでは,ヒ ョウヒダニのアレルゲン量に対し

ては量依存的な結果であつたが,ケナガコナダニ繁殖培地に姑 しても強い反応が現れた。

さらにラピンドテス トでは,ア レルゲン量依存的な傾向は明確で,平均スコアの全体的な

傾向はマイティーチェッカーと類似 していた。

表 6 簡易測定キットによる汚染度判定

各試料
◆
に対するダニ汚染度平均スコア

判定方法

x10   ×102 × 103   × 104  x105 Tp

強
ヨ
ツ

コ
Ｖ

マイティーチェッカー

アカレックステスト

ラヒ
°
ット

゛
テスト

ELISA(Derl)

ELISA(Der2)

3.3  3.7

3.0  1.8

3.8  3.4

129    22.8

29.7   3.50

2.0  1.0

1.2  1.2

1.0  1.0

2.25   0.24

0。 22    -

1.0  1.0

3.8  1,0

1.0  1.0

4.0

4.0

4.0

1233

223

1.2

1,0

1.0

・ :1～ X105は ョナヒョウヒダニ元培地 (微細塵)の希釈倍率.Tpはケナガヨナダニ

培地,Cは粉末飼料のみの対照区

ELISA:Derl, Der2共 イこ単位イまμg/g(試料)

いずれの供試材料にも共通することとして, 1つの試料に対する各パネラーの判定スコ
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