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沖縄県における幼若ホルモン類似体メトプレンの

ネッタイイエカに対する野外駆除試験

当間　孝子　　宮城　一郎　　渡久山有子

琉球大学医学部保健学科環境保健学教室

は　じ　め　に

我国で蚊の駆除に広く使用されてきた合成殺

虫剤は環境汚染,人畜に対する毒性や,各種枚

の殺虫剤抵抗性の著しい発達1-3)によって従来

通りの使用が困難になってきている.一方,急

激な都市化により排水溝など環境整備のおくれ

で蚊の発生源が増加し,衛生害虫の問題はます

ます大きくなっている.このような問題を打開

するために新しいタイプの殺虫剤の出現が強く

望まれている.

近年,昆虫の変態過程のホルモンバランスを

狂わせ,その正常な発育を抑制する幼若ホルモ

ン活性をもつ化合物メトプレンmethoprene

(isopropy l-ll-methoxy-3, 7, ll-trimethyl-2, 4-

dodecadienoate)が開発され,室内や野外実験

などで,蚊やハエなど双題目昆虫に対して高い

羽化阻害活性を有することが報告されてい

るト9).本化合物は人畜に対して毒性がきわめ

て低いため安全性が高く,また,従来の殺虫剤

と作用機構が全く異なることから殺虫剤抵抗性

を有する蚊駆除への適用が期待されている.

日本本土各地ではこの幼若ホルモン類似体メ

トプレンを使用した野外での蚊の駆除に関する

報告はあるが4,5)気候区の異なる沖縄における

報告はまだない.蚊の総合防除の一つの方法と

して幼若ホルモン類似体を沖縄でも利用できる

かを知るために,フィラリア症の重要な伝搬蚊

であるネッタイイエカの幼虫に対する野外での

本剤の羽化阻害率を調べたので報告する.

試験地の概況

ネッタイイエカCulex quinquefasciatusに対

するメトプレンの羽化阻害に関する野外試験は

豊見城村名嘉地の側溝水溜まりと那覇市石嶺の

弱い流れがある水域の2か所で行った.豊見城

村は那覇市の南に隣接し,農業の盛んな所であ

る.試験地は人家横の素堀りの側溝で,家庭排

水が常に流入し,有機質に富み,ネッタイイエ

カが大量に発生していた.本側溝は,畑地の側

溝へと続いているが,途中,石や草で流れが中

断され,溜まり水となっている.石嶺は那覇市

内の北側に位置し,人家の密集した地域で,読

験水域は家庭排水が流入し,底部は泥土から成

り,雑草が繁茂し,わずかではあるが常に水が

流出している所である.試験水域の周辺には草

地や畑地があり,ネッタイイエカの他にコガタ

アカイエカの発生も見られた.

材料及び方法

野外試験は豊見城村名嘉地では昭和57年5

月13日から昭和58年1月6日まで,那覇市石

嶺では昭和57年7月27日から10月19日まで

の間に行った.

名嘉地の試験水域へのアルトシツド10F⑧

(有効成分を活性炭に吸着させたものでメトプ

レン10%を含む)の散布に際しては予め試験水

域の水量を算出し,有効成分メトプレンの水中

濃度が1ppmとなるようアルトシッド10F⑳の

童を決め,本液を200倍に希釈して試験水域全

面に一様になるよう散布した.散布は3回行い,

散布時の試験水域(幅0.8m,長さ22m)の水量
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は,第1回5月13日,第2回6月28日がいずれ

も7.5irf,第3回の8月31日が6.3m!であった.

石嶺の試験地は散布水域からの1時間当りの

流水量に対して有効成分がIppmとなるようアル

トシツド10FR量を決め,名嘉地と同様200倍

に希釈して散布した.散布は2回行い,第1回

7月27日の流水量は0.7rが,第2回の8月31

日は2.5m?であった.なお,名嘉地,石嶺いず

れの試験水域においても, 2回目からのメトプ

レン散布は前回の薬剤散布によるネッタイイエ

カの羽化阻害率が50%以下になった時に行った.

メトプレンを散布する直前に対照群として蛸

を採集した.散布後3日目に1回,その後は原

則として1週間に1回蛸を採集した.採集した

蛸は100mlの汲み置き水の入ったポリ容器に

20個体ずつ入れて,室温で飼育し,全個体が蛸

のまま死亡,不完全羽化(脱皮が不完全で水面

で死亡)ないし,完全羽化(正常)のいずれか

に判定されるまで観察を続けた.なお,判定に

は原則として1回につき嫡100個体を用いた.

蛸で死亡した個体数と不完全羽化個体数の和が

飼育全個体数に占める割合を羽化阻害率として

表わした.調査期間中の気温と降雨量は名嘉地

から6.6km,石嶺から4.6kmの地点にある沖縄

気象台の資料にもとづいた.

結　　　　　果

1　豊見城村名嘉地の側溝水溜まりにおけるメ

トプレンのネッタイイエカに対する羽化阻
⊆ヒ
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試験成績を図1, 2に示した.本試験地にお

けるメトプレン散布前の羽化率は95%であっ

た. 5月13日の第1回散布後3日目の羽化阻害

率は100%で, 10日目まで同様な値が続き,羽

化個体は全く得ることができなかった. 5月28

日(散布後15日目)に50mmの降雨が記録され

たが,その2日後の5月30日(散布後17日目)

でも96%の高い羽化阻害率を示した.その後6

月3日に多量(100mm)の雨が降り, 6月6日か

ら14日の間も毎日のように降雨が続き,同時に

羽化阻害率は急激に減少し,完全に羽化するも
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のが増加した.散布後25日目で羽化阻害率が

31%に低下した.第2回散布(6月28日)直前

の羽化阻害率は20%であったが,散布後3日目

には第1回散布と同様100%の羽化阻害率とな

り, 8月5日(散布後38日目)まで高い羽化阻

害率が持続した.その後連続的に雨が降り,羽

化阻害率は8月12日(散布後45日目)には27

%まで低下した.しかし, 8月31日(散布後64

日目)に再び羽化阻害率が高くなり　57%とな

った.また,第3回散布(8月31日)後, 3日

目より66日目まで94%以上の高い羽化阻害率

を示した.この間(散布後26日目)に,多量(260

帆)の雨が降ったが,採集した蛸はすべて死亡

した.その後, 11月8日から10日までに計55

mmの降雨があり11月11日(散布後72日目)に

羽化阻害率は28%に減少したが,その後,再び

羽化阻害率が80%まで上昇した.薬剤の効力は

雨などの影響を受け,増減をくり返しながら減

少し,散布後94日目で羽化阻害率は37%にな

った.散布直後には婦の時期で死亡する個体が

ほとんどであったが,日数が経過するにつれて

桶での死亡は減り,羽化途中に死亡したり,柄

殻から成虫が離脱できずに死亡する個体が増加

した(図2).

2　那覇市石嶺の流水におけるメトプレンのネ

ッタイイエカに対する羽化阻害

試験成績を図1に示した.本試験地における

薬剤散布前の羽化率は97%であった.メトプレ

ンの第1回散布(7月27日)後3日目の羽化阻

害率は100%であり,10日目も同様の値を示し,

散布後24日目で羽化阻害率が37%になった.

第2回散布(8月31日γ後は21日目まで98%

の羽化阻害率が続いた.散布後40日目(10月10

日)で羽化阻害率が16%に減少し,羽化個体数

が増加した.

」p^^^^^^^^^H^3

幼若ホルモン類似体を蚊幼虫に与えて,その

致死効果を最初に報告したのはSpielman and

WilliamslO'で,発育段階によってその効果が違

い,嫡化直前に与えるのがもっとも有効である
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と述べている.数多くの幼君ホルモン類似体の

中でも　Henrick etal.u)が発見したメトプレ

ンは蚊に対して著しい効果があることが報告さ

れた.水溶性であるメトプレンは紫外線によっ

て分解が促進され,効力の持続性が短い4)こと

が欠点であったが,有効成分が容易に分解され

ず,徐々に放出する徐放剤アルトシッド10F③

などの製剤が考案された.本剤について蚊やハ

エ,ユスリカなど双題目の昆虫に対する試験が

積み重ねられ4-9)現在では実用段階に入って

いる.メトプレンが蚊と同水域に生息する魚や

底生生物などに対して,これまでの諸種殺虫剤

に比較してはるかに害を及ぼさないことも報告

されている12)

今回の試験で,いずれの水域でも第1回散布

によって,散布後17,18日目まで85%以上の高

い羽化阻害率を示し,第2回散布では,溜まり

水の名嘉地の水域で散布後38日目まで,流れの

ある石嶺の水域でも散布後21日目まで98%以

上の高い羽化阻害率を持続した.名嘉地の第3

回目散布後の羽化阻害率は87日目まで88%以

上の高い値を示した.途中連続的な雨で散布後

45日目に羽化阻害率が27%まで低下したが,そ

の後,再び,羽化阻害が増加した.その原因は

側溝の底泥に投入した薬剤が滞溜し,本剤の特

徴である徐放効果によって降雨後水中の薬剤濃

度が再上昇したためと考えられる.散布後,羽

化阻害率が50%に低下する期間は,第1回が23

日,第2回が43日,第3回が92日と推定され,

散布回数が増すほど,効果期間が長くなった.

この結果は,ネッタイイエカに近縁なアカイエ

カCulex pipiens pallensに対して大阪府で行な

われたメトプレン試験成績4)と同様な傾向を

示している.本剤は雨によって有効成分が希釈

され効果が低下するが,その効果は雨量や底質

に大きく関係していることは明らかである.

流れのある石嶺の試験水域での羽化阻害率が

50%に低下するのは,第1回散布後22日目,第

2回散布後32日目と推定される.薬剤の効果期

間は第1回散布では溜まり水とほぼ同様であっ

たが,第2回散布では溜まり水と比較して短か

った.このように流水では溜まり水に比較して

薬剤の効力が早く消失する傾向がみられるが,

これは流水域では薬剤が沈殿しにくく,また,

水中に放出された有効成分も水流によって速や

かに希釈されるためであろう.

沖縄県におけるネッタイイエカ発生の季節的

消長は二峰性を示し,通常5月に大きなピーク,

10月に小さなピークがみられる13)主要な発生

源は都市部,山脚地帯共,人家周辺に散在する

家庭排水が流入するよどんだ側溝水溜まりであ

るが,空缶,義,水槽などの人工容器や地表水

溜まりでも水が有機質に富んでくると本種が好

んで発生する10　海岸地方や小島の砂地には,

地表水溜まりができにくく,本種の発生源は人

工容器に限られている15)沖縄県において,メ

トプレンを用いてネッタイイエカを効果的に駆

除するためには,上記のような蚊の生態を考慮

して使用すべきである.すなわち,蚊の発生が

ピークに達する直前にメトプレンを側溝の水溜

まりなどに散布することが必要であろう.また,

散布回数,間隔は発生源の流れの程度,底泥の

状態,雨量などで異なるため,環境に応じたメ

トプレンの有効期間を適確に把握した施行対策

を講ずる必要がある.狭土で,短い河川を持つ

沖縄県での殺虫剤の使用は,用や海などに住む

魚貝類などに対して直接大きな害を及ぼしやす

く,しばしば環境汚染が問題となる.人畜に対

する安全性の高いメトプレンは亜熱帯地域でも

温帯地域と同様長期間効果が持続することが明

らかになった.今後,沖縄県でネッタイイエカ

の防除に本剤を用いることはかなり有効である

と考える.

ま　　と　　め

1982年5月13日から1983年1月6日にか

けて,沖縄県豊見城村名嘉地の家庭排水の流入

するよどんだ側溝水溜まりと那覇市石嶺のゆる

やかな流れのある下水溜まりの2水域で幼君ホ

ルモン類似体メトプレン(アルトシツド10F⑧)

を使って,ネッタイイエカの羽化阻害率を調べた.

名嘉地の溜まり水に水中濃度が1ppmになるよ

うにメトプレンを3回散布したところ,散布前
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のネッタイイエカの羽化率95%に対し,第1回

散布後17日目,第2回散布後38日目,第3回

散布後66日目まで94%以上の羽化阻害率を示

した.羽化阻害率が50%に低下する時期は第1

回散布後23日目,第2回散布後43日目,第3

回散布後92日目と推定され,散布回数が増すと

本剤の効果期間の延長がみられた.

石嶺は1時間当りの流水量に対してメトプレ

ン濃度がIppmになるように2回散布した.散布

前の羽化率は97%であったが,第1回散布後10

日目,第2回散布後21日目まで96%以上の高

い羽化阻害率を持続した.第1回散布は22日

冒,第2回散布は32日目で羽化阻害率が50%

に低下するものと推定された.第1回散布後の

効果期間は流水も溜まり水もほぼ同様であった

が, 2回目以降の散布後の効果には大きな違い

がみられた.

メトプレン散布直後は蛸の時期に死亡する個

体がほとんどであったが,日数が経過するにつ

れて蛸で死亡する個体は減り,桶から羽化途中

に死亡したり,成虫が蛸殻から離脱できずに死

亡する個体が増え,その後,正常羽化個体が増

加した.本剤の効果持続期間は,蚊発生水域の

流水の程度,底泥の状態などで異なり,また,

降雨量の影響を大きく受けた.

稿を終わるに当り,アルトシツド10F⑧を譲

与していただいたアース製薬株式会社の亀井正

治氏にお礼致します.
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Field test of methoprene, a juvenile hormone

analogue, for control of Cx. quinquefasciatus in

Okinawa Prefecture
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Field tests of Altosid lOF⑧ containing 10 % methoprene, a juvenile hormone analogue, against

larvae of Culex quinquefasciatus, the important vector of Wuchereria bancrofti, were conducted from

April 13, 1982 to January 6, 1983 in small ground pools at Nakachi, Tomigusuku and Ishimine, Naha,

Okinawa Prefecture. The methoprene was sprayed at lppm three times in the stagnant drainage ditch

at Nakachi and two times in the slow moving water pool at Ishimine. The persistance of

effectiveness of methoprene for the mosquito pupae in water was determined by preventing

emergence of mosquitoes. One hundred pupae of Cx. quinquefasciatus were collected from the pools

and placed in small containers and dead individuals were counted. At Nakachi, emergence of Cx.

quinquefasciatus collected before spray was 95 %. The adult emergence of Cx. qmnquefasctatus was

inhibited in pupal stage and mortality was more than 94 % during the first 17 days after the first

spray, 38 days after the second spray and 66 days after the third spray. The 50 % mortality was

estimated on 23rd day after the first spray, 43rd day after the second spray and 92nd day after the

third spray.

At Ishimine, the emergence of Cx. quinquefasciatus collected before spray was 97 %. The

mortality was more than 96 % during the first 10 days after the first spray and 21 days after the

second spray. The 50 % mortality was estimated on 22nd day after the first spray and 32nd day after

the second spray.

In the early days after spray, most mosquito mortality occurred in the pupal stage. As the days

go on, however, the mortality attributed to the failure of emergence from the pupal skin increased

gradually. Effectiveness of methoprene in the stagnant ditch was similar to that in the slow moving

water pool after the first spray, but the duration of the effectiveness in the ditch was longer than that

in the slow moving water pool after the second spray. The persistance of effectiveness of methoprene

was significantly influenced by rainfall and conditions of breeding pools, such as water current and

deposit in the bottom.


