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表面活性剤で処理された羊毛製品の Attαgenusー

食害に対するかるL、忌避性

桑名寿一・中村茂子

羊毛製品を合成洗剤であらうと，いくらか防虫性がたかまる，ということがし、われ，

これは私たちの，べつの目的の，実験のなかにもあらわれている 1) しかし，このこと

については，十分な解析も，笑験もまだなされていない.機会をえて，手近な表面活性

剤l数碩で羊毛サージを処理し，これに対する Attαg側 uspiceus 幼虫の食害量を測定し

たので，報告する.

材料と方法 つかったキ毛製品は無染色のサージ(日本毛織)で，約 100mgf2cm平方

であった.表面活性剤としては，まずエマーノレ (11::玉石けん)とモノゲン(第一工業)

をつかつて，おもな実験をし(この 2Fnとも家庭洗濯用の，粒状に製剤されたものであ

り， 50%の表面活性剤と 50%の無水硫酸ソーダを混合したものである)，さらに数積

類の繊維助剤として，普通につかわれるもの，および無水硫酸ソーダ，マノレセノレ石けん

(ミヨシ化学)について実験した.

処理法は，活性邦IJif.'百支に三「ー毛製品をしたし，これをひきあげて常温室内で乾燥するこ

とにあったが.淡度 (1-4%)，温度 (250
，400

， 600
， 100

0
C)，処短時間 (3分， 30分)

について必要な組合せをつくった.羊毛製品に定着される洗燃の濃度は，吸収された溶

液量(突際には自重にひとしい長になる)から計tlーされるのだが，単なる吸収のほかに

吸着や結合がおこれば(ことに担度をあげたときに)，定着される量はもっとおおくなる

はずで‘ある.だから，定量法の完成していない現有では，この定着量を確定的に知るわ

けにはいかない.処理はすべて浴比 1・ 50でなされた. 以ヒの処理法のほかに，活性

剤添液からひきあげた布片を流水で 10分間水洗いしたものについても実験した.

食害実験は常法によった(布片.2cm平力をガラス皿， 1.5x4.5cmにいれ，Attα-

ge旬叫spiceus );!J!R. 1匹 5mg. 10匹をいれ. 30
0
C， 65% RHに7日間おき， この間

の布片の重量:のへリを食害査とする).

結果 はじめに，家庭洗海f日エマーノレ(粒状， 50%)の突験について記そう 羊毛

サージ片. 2cm平方を.あらかじめ温水につけてうるおし，裕比 1:50で，溶液(こ

の場合 1%) につけ. 60
0
C まで混度をあげて 30分おし、た. これをひきあげて後，こ

1) 桑名寿一 1960蚕糸研究 (33):65-69 



第 1表 エマーノレ加工羊毛サージの Attag抑制食害

Table 1. Effect of Emal*・treatmenton the feeding amount of 
Attage句協s-Iarvaeon woolen fabrics_ 

Amt_ of feeding， mg_ per 10 Iarvae， in 
Treatment 
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1st week I 2nd week: 3rd week i 4th week I TotaI 

EmaI， 1%** 119_9:1:3_0110_9:1:2_217_2:1:2_1[10.4:1:1.9148_1士 7_0

EmaI ， l%，出回可~fed ¥ぉ 4土4_6124_5土4_2¥6_8土1.9118_9土3_2¥73_7土10_9in running water日 本 1----~ ---I----~ ---1 ---~--- I----~---I 

Nontreated 1367士6_1123_3士5_1¥10_0:1:2_8i 17 _7:1:3.4 I88山 8

キ Granular，home-use， 50% agent， 50% Na2SO.・
** Pieces of wooI serge， 2cm square， were treated with 1% soIution of 
EmaI (granular form)， 60.C for 30 minutes， Iiqor-ratio， 1: 50_ 

料*Treated pieces were washed in running water for 10 minutes_ 

のまま，あるいは流水で 10分間あらって，室温でかわかした.食害量は(第 I表)， 1 

週間の実験で、無処理布の 37mg/1O匹に対し，エマーノレ 1%処理布では 20mgであり，

4週間の計では， 88mgに対し 48mgという結果になり， 約半主主である.エマーノレ処

理後.流水洗機 10分のものは 1週間で 23mg，4週間で 74mgとなり， 洗剤jの影

響がのこっているとみられる.洗剤の定着した羊毛製品をたべた幼虫が 4週間実験で

異状をしめしたことはなかったし，念のため，さらに 1カ月くわせても，まったく正常

で、あった.洗剤l処理布は，このように食害される程度がひくいけれども，結局は食害量

は時間とともに，ましていくものであって，このことは防虫効果というようなものでは

ない

上記とおなじよ号にして，手近にあった洗剤lや繊維助剤について実験した(第 2表)-

無水硫酸ソーダを 50%程度くわえて粒状にしてあるモノゲンとライポンFは，エマー

ノレとおなじ効果をしめした.その他は，マノレセノレ石けん以下，第 2表にならんだものの

1%の部分の食害量をみると，無処理布の食害量40mg程度に対して，処理布が23mg

から 37mgぐらいまで，すなわち， 上記のエマーノレ程度の効果のゐるもの，無処理と

おなじ程度にたべられたもの，など，いろいろある.そして，これが化学的性質のおな

じ群で分類されるわけでない.無水硫酸ソーダそのものは，食害量に何の関係、もない.

以上は大体 1%に布に定着させた場合のことであるが，これを 4%にすると，どの活

性剤でも，食害量はめだってへってくる.ただし一般に防虫加工剤といわれているもの

(オイラン. ミチン， デノレドリソなど)の場合にくらべれば， 食害量はかなりおおい.

また活性剤の濃度を 0_1%にすると，第 2表の場合では，食筈丑は無処理布とおなじ程度

になる ここで，粒状エマーノレについて(第 1表)， 1%処理の布を水流洗携しても，効

果がいくらかのこる，とのべたことをおもいおこしたい.すなわち，これはかなり低濃

度に定1まされていても，効果があるものだ，とかんがえるなら，第 2表の 0_1%の結果
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第 2表 諸種表面活性剤加工

Table 2. Feeding of Attαge九us・larvaeon wool serge treated with 

Emal， Monogen， Lipon F， I I Marsei11es! Emal ! Monogen 
Conc. % granular! granular ! granular! Na2S0. I soap 40 

(A1) (A2) I (A3) I (a1) ， (b1) ， (b2) 

4 

1 28.6 22.7 

0.25 40.8 42.5 

Nontreated i 41.7 

25.4 

39.8 

A Commercial detergent for home.use. 

¥---7・4 ! 

40.3 38.5 27.3 

41.4 35.9 ， 

A1 Kad Soap Co. A2 Dai-iti Ind. Chem. A3 Lion Oil Co. 
a 1 Miyosi Chem 
b Sulphat巴dalcohols. 
b1 Kad Soap. b2 Dai-iti Ind. Chem. b3 Takemoto Oil Co. 
b4 Nihon Oil Co. 

37.1 

とは話がうまくあわない しかし，いまは分析手段もしっかりしたものがないし，っき

つめた議論はできない.条件によって変動があるものだ，という程度にしておく.

活性知lの処浬する温度と効果との関係については(第 3表)，モノゲン(粒状)の 30

分処理実験をみれば， 20。から 1000C(遅い温度)まで，温度がたかいほど， 食書長が

へることがわかる.祖度とからみあわせて，処理時間のことをみたが(第 3表)， 30分

のかわりに 3分だけ液中でかきまわしたずli片は，一般に食害量がすこしましてくる.

しかし時間はみじかくても， iffit度がたかければ効果はめにみえてますようになる たと

えば，第3表の 1μ の部分で， 200C， 30分処理と 40
0
C，3分とが， どちらも食平等量

25mgといったわけである.

第 3表 モノゲン処理の温度と時間

Table 3. Temperature-and time-relationship of the Monogen*ー

treatment on the feeding amount of Attagenus-larvae 
on woolen fabrics. 

Amt of feeding， mg. per 10 larvae， 7 days， in 
Conc. of I 一一←ー ! --

400C 60冗 1000C
Monogen !一一一~-I一一 卜一一一一丁ー一一一一卜一一一一一一一←一一卜一一 一一

I 3min_ I 30min. I 3min. I 30min. I 3min. ! 30min. I 3min. 30mIn. 

4% 7.4: 10.8 I 11.5 I 6.1 I 8.7 I 4.4 I 5.2 ， 2.8 

2 31.5 19.2 I 17.9 I 11.0 I 10.8 I 5.7 I 7.8 5.0 

I 43.0 i 25.2 I 24.5 I 16.2 I 23.2 I 10.5 I 11.6 I 8.1 

0.5 I 24.4 I 24.9 I 22.2 I 14.1 I 19.0 I 14.4 

Nontre脱 dl4031||l l|  

* Granular， home-use， 50% agent， 50% Na2S0.・
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羊毛サージの Attαg仰 U8食害

surface active agents. Feeding amt. mg. per 10 larvae， 7 days. 

Lapon : Sintolex! Neopelex I New叫N叫吋Ne叩 n!Scou叫 IAmphi叫A町 hitol
SS I HC I 100 I 6-24B I 20B 

(b3) (b4) I (c1) I (c2) I (出) I (d2) I (d3) I (e1) I (e2) 

11.9 I 10.7 I 6.2 I 8.1 I 7.3 I 7.9 I 5.7 I 6.4 I 3.6 

36.4 I 36.5 I 37.1 I 36.9 I 26.7 I 31.9 I 35.4 I 22.8 I 32.9 

37.136.4 I 35.7 136.3 I 35.7 I 34.3 I 36.1 I 37.5! 39.3 

c Alcohol sulphonates. 
c1 Kao Soap. c2 Nihon Oil Co. 

d Polyethylene gIycoIs. 
d1 Dai-iti Ind. Chem. d2 Dai-iti Ind. Chem. d3 Kao Soap. 

e Anionic， cationic agenas. 
e1 Kao Soap. e2 Kao Soap. 

結論 羊毛サージ布を普通の表面活性剤(洗剤，繊維助剤につかわれるもの)(第2

表)で処理すると(溶液に浸漬， 60oC， 30分)，定着濃度 4%以上(ふくむ)に定着さ

れた場合には， Attαgenu8幼虫の食害主主がめだってすくなくなる (たとえば 40mg/

10匹， 7日が 7mgに).これは，活性剤jの種類により， 1%でも， 5%でもかなりの程度

にあらわれるが， 0.1%になると，無処理のものと区別がつかなくなる.このような効

果の大小と，活性剤の性質との関係はわかっていない.処理した布をかなりよく水洗し

ても(流水 10分)，食害に対する効果がのこる場合がある.

こんなことから，羊毛材料，製品を洗剤lであらうと，防虫性がます，ということが，

いわれてきたのだろう.しかし，ここで実験した全部の活性剤が， 1%程度の処理でめ

につく効果をしめしたわけではない.また 4%にすれば，すべてが効果をしめしたとは

いえ， 4%といえば処理としてはこすぎる濃度だし，食害量も実用的防虫効果といえる

ほど，ひくいものではない.さらにまた，処理布は，食害程度がすくないとはいえ，な

がし、時間ののちには，全部たべられてしまうものである.これらからここにあらわれた

効果を，かるい忌避性とかんがえておこうとおもう.

上記に関連して脂付原羊毛が，洗濃された製品にくらべて，AUαgenus一食害量がす

くない， とL、う事実2) をおもいうかべる.これと表面活性剤の効果との簡には，なにか

関係があるとかんがえている.

表面活性弗lを定着した羊毛製品の Attag開山一食害に対する，かるい忌避効果は，こ

のままでは，防虫処理に利用できない.しかし，実用の洗織にあたっても，また学術上

の資料の準備としての洗撚その他の処理にあたっても，ある極の表面活性剤が，このよ

2) 近末実義 1944.生羊と羊毛害虫との関係，特に羊毛脂の防虫効果に就きて.

応用動物学雑誌 15(1~4): 19~42. 
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うな効果をもつものであることは記憶しておくべきである.

Resume 

Weak Repellency EJfect of Surface Active Agents on 

Attαgenus-Feeding on W oolen Fabrics. 

Zyuiti KUWANA and Sigeko NAKAMURA 

We know the fact that woolen fabrics washed with some kind of surface 

active agents are Iiable to increase the resistance against the insect-attack， 

but little has been known about the true nature of the phenomenon‘ This 

report is concerned with the analysis of this relationship， with the use of 

Att日genuspiceus larvae and woolen serge， treated with several kinds of 

commercial surface active agents. 

Method. Woolen fabrics used was serge without dyeing， about 100mg. 

per 2cm. square. Surface active agents used were three commercial deter-

gents for hom巴ーuse，and eleven kinds of surface active agents， used as tex-

tile assistant. Major part of experiments were carried out with Emal (Kao 

Soap Co.) and Monogen (Dai-iti Indust. Chem. Co.)， and comparative re-

searches were made with other agents. 

Treatments were as foIIows: Serge pieces， 2 cm. square were soaked in 

an aqueous solution of agents， with agitation (liqor ratio， 1: 50)， and dried 

in air of ordinary temperature. The amount of agent absorbed by a serge 

piece was caIculated from the amount of solution absorbed. The tempera-

ture of treatment was 20o~100oC. Concentration of agent was 0.1~4%. 

The duration of treatment was 3 or 30 minutes. In some experiments， the 

treated pieces were washed in running water for ten minutes， before drying. 

Serge pieces prepared in this way were subjected to the feeding experi-

ment with Attagenus piceus larvae. One serge piece was placed in a glass-

dish， 1.5x4.5cm.， with ten test-larvae (4mg. individual body weight)， and 

kept under 30oC， 65% R.H.， for one week. The feeding amount is repre-

sented by the decrease of the weight of the serge pieces. 

ResuIt. ResuIts of the experiments with Emal (commercial， granular， 

50% agent， 50% NazSO.) wiII be explained at first. Wool serge pieces were 
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moistened with hot water， then placed.in 1% solution of Emal in water， 

temperature was raised to 600C and kept for 30 minutes. Feeding experi-

ments (Table 1) disclosed that in the Emal treated pieces， the damage by 

feeding was almost half as much as that of the non-treated. Even after 

washing with running water， the same effect remained， though in a far lower 

d巴gree. A long period feeding experiment resulted in the same tendency. 

The larvae， which f巴don the treated pieces did not show any symptom of 

injury. It is true that the experimental fabrics were eventually damaged 

to nil， whether treated or not， though the feeding velocity was lower in the 

treated pieces 

Feeding experiments were carried out in the same way with other tex-

tile assistants. The results (Table 2) show that two other agents， prepared 

in a granular form for the home use， Monogen and Lipon F， showed the 

same e任ectas Emal， when 1 % solution was used. Regarding other agents， 

when used as 1 % solution， the effect on the feeding amount was noticeable 

in some ones (for example， Ema140， Neugen SS and Amphitol 6-24B)， while 

insignificant in others， including乱1arseillessoap. No specific relation of the 

tendency was found with structural or chemical specificities of the agents， 

i. e.， the effect was not always of the same order with agents of similar 

constitution. Sodium sulphate had no connection with the e任ect，a t least in 

a direct sense. Regarding all of these agents， when used as 4% solution， 

however， the feeding amount was remarkably decreased. And with 0.25% 

solution， th巴 feedingamount was increased to the order of the nontreated 

pieces. No injury was given on the larval body， in all cases. 

The e任ectof temperature in the treatment is remarkable， as shown in 

Table 3， where the serge pieces treat巴dat 600C showed far higher e任ect

than those of 20oC. Sometimes those pieces treated at an ordinary tem-

perature did not show any of the repellency e任ect.

In combination with temperature， the effect of the duration of treatment 

was examined with Monogen (granular， home-use) (Table 3). When the 

serge pieces were kept in the Monogen solution for only three minutes， in-

stead of thirty minutes， the e任ectwas clearly decreased in every case of 

di妊erenttemperatures. 

Cornrnent. The decrease of the feeding amount in the wool fabrics 

treated with surface active agents， as mentioned above， may not be consi-

dered as Attαge九us-proofness. Because the decrease of damage 
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remarkable as in ordinary proofing chemicals， and also because the treated 

fabrics are eventually attacked to serious damage. The e任ectis rather a 

weak repellency in feeding. A possibility of practical application of this 

effect is ambiguous， at present. From the standpoint of the evaluation of 

the resistance or susceptibility of textile fabrics against the insect.attack， 

however， this effect is taken as a factor which influences the feeding 

amount. 

(The Sericultu叩~ Experiment Stαtion， Sug向αmιku，Tokyo). 
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