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』■7資料』■r

土壌処理剤インドキサカルブ製剤を用いた

　　　　　　　　　　試験例について

鈴木厚士＊

1．はじめに

　インドキサカルブSC製剤（アペリオン糊，米国

ではAPERION脳）は，米国DuPont社によって開

発された新しいタイプの土壌処理用防蟻剤で，平

成18年1月31日に社団法人日本木材保存協会より

認定を取得した。ここに，アペリオンの基礎デー

タ及び住宅を対象とした試験例について紹介す

る。

2．インドキサカルブの概要

　フロアブルタイプの土壌処理用防蟻剤であるイ

ンドキサカルブ製剤（アペリオンTM）は，社団法人

日本木材保存協会の認定薬剤であり，組成及び使

用方法は，表1に示したとおりである。

　有効成分であるインドキサカルブはオキサジア

ジン系化合物であり，有機リン系・カーバメート

系・合成ピレスロイド系等とは異なる作用機作を

示す。インドキサカルブの昆虫に対する殺虫活性

は神経への作用によりもたらされる。その機構は，

表1　インドキサカルブ製剤の組成及び使用方法

成 分 インドキサカルブ　14．5％（w／w）

性 状 フロアブル製剤

使用方法 水にて100倍希釈して使用

土壌全面処理　3㍑／m2
土壌帯状処理　1㍑／m（20cm幅）

＊施工に当たっては，㈹日本しろあ

り対策協会「防除施工標準仕様並

びに安全管理」に準じて使用する。

表2　有効成分インドキサカルブの物理化学的性質

化学名 （S）一ノV－17一クロロー2，3，4a，5一テトラ

ヒドロー4a一（メトキシカルボニル）＝

インデノ

［！，2－e］［1，3，4］オキサジアジンー2一

イルカルボニル］一4’一（トリフルオロ

メトキシ）カルバニリド酸メチル

構造式

　　　　　　　凋
　　　　　　　O　　　COOCH3

分子式 C22H1707N3F3C1

分子量 527．8

蒸気圧 9．8×10’9Pa（20℃）

神経軸索中のナトリウム（Na）チャンネルの正常

な機能を阻害するNaチャンネルブロックであ

る。インドキサカルブによる，Naチャンネルブロ

ックの働きの説明は図1に示した。この機構は極

めて特異的で，現在，この作用機構を殺虫活性の

主因とする殺虫剤はインドキサカルブのみであ

る。インドキサカルブ原体の概要を表2に示した。

3．インドキサカルブ製剤の防蟻効力

　インドキサカルブ製剤の防蟻効力については，

室内及び野外試験を実施し，その有効性は確認さ

れている。

3．1　室内試験結果

　東京農業大学及び近畿大学にて，社団法人日本

木材保存協会規格「土壌処理用防蟻剤等の防蟻効

＊デュポン株式会社　生活環境部

本資料の一部は，㈹日本しろあり対策協会発行「しろあり」145号（2006年7月p．22～p．26）に記載された。
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薯．灘欝鱒 黛．イン紅キサ露燕ブ馨騨響

秘軸索中で電気刺激凱より、短錬チ却ンネルが賜放

纏賊3乎が牽霞索中に入り、続㌧、てK幸が奪霞索タ騒二串る

懸これが次の電気刺激を生む

鍵インドキサカルブ慕よって、鰻農チャンネルの闘状態

　が保持される

轡電気輔激によってN3チャンネルは開放されず、網3＋

　は軸索内に入れない

麟i紬索内で電気東騒激は｛置達されず、蛍は購毒蒙挨蒐鄭こ

　確1琴、死瓢還る

　　　　　　図1　インドキサカルブの作用（Naチャンネルブロックの働き）

　神経の単位であるニューロンは，神経細胞内で伝達する軸索と隣り合うニューロン同士の接触部であ

るシナプスで構成される。神経細胞内での情報伝達は，軸索においてナトリウムイオンやカリウムイオン

が神経細胞内に出入りすることにより行われる。

　インドキサカルブは，この神経軸作中のナトリウムチャンネルの働きを阻害することにより，神経系で

の情報伝達を妨げる。そのため，インドキサカルブを体内に取り込んだ害虫は，神経麻痺の状態に陥り，

正常な活動が速やかに阻害され，やがて死に至る。

（1）

（2）

（3）

（4）

試験方法

試験機関

対象虫

希釈剤

　　　　　　　　　　表3　室内試験の結果

土壌貫通試験（JWPA規格：JWPAS－TS－S）

近畿大学

イエシロアリ

水

供試薬剤 処理濃度 穿孔距離（mm） 穿孔度 死虫率（％） 備　考

100倍
（1）15

（2）14 2
2

100

100
5日以内に全頭死亡

　　　　〃

アペリオン
（インドキサカルブ

　　　　0．145％）

（3）13

（4）13

（5）！2
2
2
2

100

100

100

〃
〃
〃

（1）50 5 一 1日以内に貫通
（2）50 5 一

〃

無処理土壌 （3〉50 5 ｝
〃

（4）50 5 一
〃

（5）50 5 一
〃

力試験方法及び性能基準」に準じて室内試験を実

施した（表3及び表4）。結果は，使用濃度で十分

な殺蟻効果を示した。

3．2　野外試験結果

　東京農業大学にて，社団法人日本木材保存協会

規格「土壌処理用防蟻剤等の防蟻効力試験方法及

び性能基準」に準じて野外試験を実施した。結果

を表5に示した。結果は，表にあるとおりに無処

理土壌区と比較して処理区木材には食害はまった

く見られなかった。

木材保存　Vo1。33－4（2007）
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（1）試験方法

（2）試験機関
（3）対象虫

（4）希釈剤

　　　　　　　　　表4　室内試験の結果

土壌貫通試験（JWPA規格：JWPAS－TS－S）

東京農業大学

イエシロアリ

水

供試薬剤 処理濃度 穿孔距離（㎜） 穿孔度 死虫率（％） 備　考

100倍
（1）　0

（2）　！ 0
1

96

100

アペリオン
（インドキサカルブ

　　　　0．145％）

（3）　0

（4）　O

（5）　4
0
0
1

94

100

98

（1）50 5 20 24時間以内に穿孔度5

（2）50 5 17 〃

無処理土壌 （3）50 5 14 〃

（4）50 5 10 〃

（5）50 5 16 〃

（1）試験場所
（2）対象虫

（3）希釈剤

（4）散布量

　　　　　表5　野外試験の結果

東京農業犬学鹿児島試験地

イエシロアリ

水

3L／m2

供試薬剤 希釈倍率
木材片の食害の有無

1年度　　2年度
備　考

アペリオン

　　！00倍

（インドキサカルブ

　として0。145％）

（1）なし　　なし

（2）なし　　なし

（3）なし　　なし

（4）なし　　なし

（5）なし　　なし

無処理土壌区の木材

片は，試験開始後6
ヵ月目から食害が観

察された。

4．インドキサカルブ製剤の伝播性

　次の試験によりインドキサカルブ製剤の伝播性

を確認した。

4．1　試験機関及び試験者

　試験は米国Aubum大学にて実施され，試験者は

XingPingHu及びDunlunSong並びにClay　Scherer2）

の3名である。

4．2　試験方法

　イエシロアリを供試虫とし，インドキサカルブ

の処理濃度を各虫体当たり20，50，100，200ng

になるように処理した。写真1に示すようにナイ

ルブルーで染色した処理虫を無処理虫のシャーレ

に放虫し，合計頭数を！00匹となるグループにし

た。このとき，処理虫と無処理虫の割合が！対1，

2対8，及び1対9となるように調整した（写真

2）。

4．3　試験結果

　図2に示した。図中【濃色】は処理虫，【淡色】

は無処理虫を表す。

5．加害物件における野外試験

　ヤマトシロアリ（R顔o％z舵7襯6s3p郡鷹μs）により

加害されている物件において，被害の激しい箇所

の床下処理及びその他の被害箇所については，基

礎外周処理だけで建物内及びモニタリングデバイ

ス内のシロアリ密度を低下させることが可能かど

うか確認した。

5．1　試験物件

　岐阜県岐阜市内の築50年以上の一般民家。

5．2　シロアリの調査

　直径約10cm，高さ約15cmのプラスチック製植

木鉢で作成したモニタリングデバイスを被害物件

の周囲へ設置し，試験開始前にシロァリの生息を

確認した。また，目視により家屋内のシロアリに

木材保存　Vol．33－4（2007〉
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写真1　ナイルブルーにて青色に染色した処理虫 写真2　染色した処理虫を無処理虫の入っている

　　　シャーレに放虫

藩1処理虫雛嫌処理虫

沁O

　go

　80

　70

　60

　59

　40

　30
死
虫20
癸10

弩o

O　沁　20　501002eo（ng）

茎00

　90

　80

　70

　60

　50

　40

　30
死

虫20
熱o

弩o

0　10　20　59沁02σ0（ng）

沿0

　90

　80

　7G

　60

　50

　40

　30
死
虫20
癸τo

当G

｝

0　10　20　50100会00（ng）

1　対　1 　　　　　　2　苅　8

図2　インドキサカルブ伝播性試験結果

1　短　9

よる被害箇所及び蟻道でのシロアリの生息を確認

した。尚，モニタリングデバイスは基礎壁より50

cm以上離して設置し，薬剤処理時に影響が出ない

ようにした。

5．3　供試薬剤

　今回の試験に使用した薬剤はインドキサカルブ

14．5％フロアブル製剤（商標名：アペリオン）で

ある。

5．4薬剤調製

　現在，インドキサカルブとして認定を取得して

いる処理濃度は0．145％（100倍希釈）であるが，

今回の試験においては，試験物件が試験開始後3

年以内に取り壊しが確定しているために，認定で

取得している濃度のほぼ三分の一の処理濃度であ

る，0．05％で行った。

5．5　薬剤処理

　床下のある箇所は床下部分，床下空間の無い箇

所は家屋外周を処理した。処理薬量は，床下は帯

状散布でl　L／m（20cm幅），外周処理は長さl　m

当たり5Lとした。試験物件の｛府鰍図を図3に，薬

剤処理箇所を図4に示す。

5．6　薬剤処理後の調査

　事前調査と同様，シロアリの生息状況を被害箇

所の拡大及び蟻道の再構築度合いを目視により，

合わせてモニタリングデバイス内のシロアリ密度

も定期的に確認した。

5．7結果

　処理後，1ヶ月，3ヶ月，6ヶ月，9ヶ月，1

年，2年のいずれの時点の調査においても，被害

箇所の拡大および蟻道の再構築は観察されなかっ

木材保存　VoL33－4（2007）
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⑤

④

⑥　　　　　　　⑦

132㎡

被害箇所

㎜
廃材

晶＿＿
〃㎜ 玄関

⑨

①

③

②

①～⑦：モニタリングデバイス

③～⑤及び騒1シロアリの生息が確認されたモニタリ

　　　　　ングデバイス及び被害箇所

図3　試験物件の傭瞼図

⑤

④

⑥　　　　　　　⑦

3◎●○●●●”””●●・．●○・●“．

：　　　　　　　i　　132㎡
：　　　　　　　　　　　　．
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

．　　　　　　　　　堀脇淵駅欄媚脳泌瀕脇砺脇脇郷准甥鵬脇“
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

i　　　　　i　　i●
i
　
　 被錨所　　i　　　箋

i　」＿一嘉玄関
、韓”””。．”““”吟轟彫’

㎜
廃材

①

②

③

翻外周処理
毛＿．。3床下処理

図4　薬剤処理箇所〕

た。また，処理前にシロアリの生息が確認された

モニタリングデバイスおよび被害箇所にもシロア

リの存在は確認されなかった。羽蟻の発生も見ら

れなった。

6．考察とまとめ

　室内及び野外試験にて，インドキサカルブの防

蟻効力を確認することが出来た。さらに，室内に

て実施した伝播性能の結果において，インドキサ

カルブは非忌避性であり，薬剤に直接暴露したシ

ロアリから健全なシロアリヘの伝播効果があるこ

とがわかった。

　また，シロアリに加害された実際の建物を使用

しての野外試験では，一部床下空間のない建物で

あるために部分的に外周処理を行った。その結果，

伝播性能試験結果からも推定されたことである

が，インドキサカルブは被害箇所へ直接薬剤処理

をする事無く，シロアリの活性を弱体化（密度の

低下又は駆除）させる事が出来ると考えられる。

　外周処理の有用性は米国において認識されつつ

あるが，日本においても昨今建築されている建物

の土間コンクリート基礎及びスラブ基礎など，床

下土壌の処理出来ない物件では効果的であると思

われる。さらに，今回の試験例のように床下土壌

への薬剤処理との併用により，より一層の防除効

果が期待出来ると思われる。

　外周への薬剤処理については，環境中への影響

や薬剤の消失，土壌中移行性などの問題点及び配

慮する点があり，これらの点は今後の検討課題で

ある。
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要　　約

　新規非忌避性防蟻剤であるインドキサカルブ（商標名＝アペリオン）についての基礎的な

防蟻効力を室内及び野外試験にて，伝播性能を室内試験にて確認した。また，シロアリの加

害を受けている建物を実際に供試した試験では，床下並びに床下空間が一部無いために家屋

外周を薬剤にて処理したが，処理後2年経過時点において，被害箇所の拡大，蟻道の再構築

ならびに羽蟻の発生は観察されなかった。これらのことから，インドキサカルブは被害箇所

に直接薬剤処理をすること無く，シロアリの活性を低下させることができると考えられた。

Abstract

　The　basic　te㎞ticidal　activity　of　Indoxacarb　（AperionTM），a　new　non－repellent　tem亘ticide，was

evaluated　under　the　laboratory　and　field　conditions，and　also　the　trans£er　e伍ect　of　the　compound

was　confirmed　by　a　laboratory　study，A　treatment　trial　has　been　conducte（i　using　a　building　already

attacke（i　by　Rε∫’oμZ舵溜τ召s勘67α硲．The　crawl　space　and　the　perimeter　of　the　building　were　treated

with　Indoxacarb　simultaneously　due　to　the　fact　that　the　building　had　only　a　partial　crawl　space．No

temite　activities　have　been　observed£or　two　years　after　the　treatment。These　findings　indicated　In－

doxacarb　has　a　potent　to　reduce　tem亘te　density　and　control　temlite　around　the　building　without（li－

rect　apPlication　to　galleries　and　damaged　are＆s。
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