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殺虫 剤研 究班 のしおり

第34号（1975年8月）

日本衛生動物学会殺虫剤研究班

千葉市神明町204

千葉県衛生研究所内

電話（0472)41－7455郵便番号280

殺虫剤研究班事務局の変更について

林晃史

殺虫剤研究班も年毎に発展し、現在では会員

165名の大きな斑に成長して参りました。今回、

委員の改選で、私を委員長に御選任いただきまし

たので、事務局を千葉県衛生研究所に移させてい

ただきます。

私はいままでの、鈴木猛、安富和男、武術和雄

の各委員長のように優れた能力を持って居りませ

んので班員各位の一層の御支援をいただきたく存

じます。

昨今、殺虫剤の立場は難しい所に来て居りま

す。安全性の問題、抵抗性の問題、新有効物質の

開発に関する諸問題が山積しています。これらの

多くは殺虫剤研究班が中心になって問題解決の端

緒を開くべき性質のものではないかと考えられま

す。このような重要な研究班でありますので、今

後、一層の発展を願い、班員各位の活発な討論の

場にいたしたく思います。

委員改選について

去る5月15日、委員の任期（2年）満了にとも

なう改選の結果、次のように新委員が決定しまし

た。

A大学・国立研究所関係（5名）：緒方一喜、

安富和男、井上義郷、塚本増久、水谷澄

B都道府県関係（3名）：武術和雄、林晃史

（委員長）、森谷清樹

C会社・個人（9名）：海野登久子、池田安

之助、平社俊之助、辻英明、坂井道彦、大串

晃治、田原雄一郎、藤戸貞男、勝田純郎

「殺虫剤抵抗性研究の過去への反省と将

来の展望』の記録

とき：昭和50年6月7日

ところ：名古屋大学医学部第2講義室

司会：塚本増久（長崎大、熱研）

話題提供者の要旨

抵抗性鯛査法の問題点

前田理（京都市衛研）

殺虫剤抵抗性調査の目的のうち、抵抗性の現状

はどうか、今後どの程度まで抵抗性発達の可能性

があるかなど、抵抗性の予察に関する問題は重要

である。

Hoskins&Gordon(1965)は、回帰直
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線の傾斜が特別な生理的機構を-ともなぎた場合に…た-してその虫への効き方を反映しているだろうか

は抵抗性発達の過程でゆるやかになることを報告との疑問である。その一つの例はAnopheles.<

しているが､その後の遺伝学的な研究で､抵抗性で見られるbehaviorfsiticrSresistance

は単一の遺伝子によって支配されていることが多である(WHO,1963)。この抵抗性が淘汰に

く、このことは抵抗性の発達に;ともなって回帰直よって増大することは確認されており、イエバエ

線の傾斜がゆるやかになることと矛循するもので＃､でも似た現象がみられているなど、調査が進めば

はない。mLF、叫種々の害虫で起こる可能性がある。特に従来試験
調査しようとする害虫の集団が感受性系統とど法のちがいによる感受性の程度の異なることは､；

の程度異なるかは回帰直線の比較で可能である。妃『処理から作用点までの殺虫成分の伝達に差がある

しかし、LD-50値あるいは回帰直穆の傾斜熱へ酵璽あり,_その害虫の嘩抗性発達の機構と関連

異なるといっても、これがどの程度信頼性があるして重要なように思う。何れにしても従来からの

茎葵雪蹴驚毒議隙鱒雪駕燕黙蝋駕難曇E
関数変換が可能でプログラミングが容易､)が有用調べてみることが必要と考える。

であ ろ う 。‘.”ぃ“文献i』

Busvine(1971)の野外集団の抵抗性調査法Hoskins.-w､M&Gordon,Hも.T.(1956)

にりよIると、「感受性,の系統1畦だは殺虫剤未使用，*Arthropodresistance.to.chemicals.oDf

地区からの集団）で回帰直線から919.9％の死亡率Ann･Rev,Ent.;i;:89-122．：、､脚．W必ず￥

を期待しうる薬量(,または100影の死亡率がえらAshton,W・D6（1972）：ThelOgit，備

れる薬量の倍量）を用いて、各地で採集した野外transformationwithspecial.…

集団のサソプルを試験する6:サンプルが感受性系Ireference,to:itsusesinbioassay.

統の回帰直線に含まれる確率は容易に計算卿できる..s87PP.;､Griff-.in,London･‘場.,宙巽〈-．

この薬量で生き残ることは抵抗性の危険信号であBusvine,．上R､（1971):Thecritical与

り、このサンプルのより進んだ調査研究を進めれreviewofthetechniquesfortesting

ばよい｡」このBusvihe,〃提案は進んだ考え方insecticides､.2nded.,345PP・jCA､B・"I

で、さらに淘汰をくりかえした場合の回帰直線のLondon.,i''*',s眺倒バ:が"..．i・虚i:;‘:､沖，::k・

種々 のパラメーターについて吟味を行う必要があW-tLO．(1963)*.Insecticideresistance

ろう。また集団の遺伝的heterogeneityを調andvector『℃ontrol.227PPj,Ⅷ幻Tech..

ぺることも重要で、感受性系統との間のもどしRep.Ser.No.265,Ⅷ幻・…．、．：

交雑で、回帰直線の型を見るなどの方法があろう。f聖，弓'”-卜？iw:q写:,,“識・‘，：､．iに，

何れにしても抵抗性の調査はできるだけ広い範囲′)?γ．:噂〉．｜殺虫,剤1抵抗性の-機構兵．”

からの多くの採 集 品 に つ い て ､ で きるだけ多くの；
坂井道彦

殺虫剤を用いてできるだけ少数の個体を|用Iいて･試

亨,)rJ*肇田萎品#琴研究所）験しも抵抗性の分布地図を作りだすことが重要で，

はないかと思う｡･：‘1記，J1‘･剛、・叙吟イエバエなどのDDT抵抗性の主要因が

もう一つの重要な課題はLD-50値以外であらdehydrochlorinase;活性の増大で，あ'ることが、

わIれる抵抗性の可能性である.ib><テストの方法がはKearnSiやHopkins一派(1950)によづて明ら

－2－

、

、ー



P

r

かにされて以来、他の薬剤の抵抗性（以下R)の

機構についても解毒代謝にその要因を求めようと

した研究が多く行なわれてきた。しかし、

malathionRがcarboxyesterase増大による

ことが証明(Matsumura・Brownl961)された

以外は比較的最近までR機構はほとんど不明の点

が多かった。さらに多剤Rイエバエの出現に及ん

で、多くの殺虫剤Rに共通の因子を指摘しなけれ

ばならなくなった。

このような共通因子の主要なものとして現在で

はミクロゾーム系酸化酵素（またはmicrosomal

mixed-functionoxidase,mfo)#挙げられる。

Mfoはすでに1950年代に哨乳動物の異物代謝

に主要な働きを持つことが明らかにされていたが

昆虫における殺虫剤の代謝に重要な役割りを演じ

ていることは主にふたつの特筆すべき研究、すな

わちNakatsugawaら(1967,1969)がPara-

thionについて、またTsukamotoら(1967)が

有機リン、カルパメートを含む多種の殺虫剤につ

いての研究を契機として急速な進展をみた。それ

以前、たとえば有機リンはphosphataseによっ

て加水分解されると想定されていたが、この活性

は昆虫では極めて低く、またRとの相関性も証明

されなかった。一方、mfo活性はR系統に高く、

さらにイエバエの遺伝子分析からもmfoがRの主

要因であることが証明された(Tsukamotoet

al．1968,Plapp・Casidal969)｡遺伝子分析

には塚本らによる形態的変異の遺伝学が貢献した

ことも強調したい。mfoは主としてmethyle-

nedioxyphenyl基を持つ殺虫剤共力剤によって

阻害され、したがって共力剤はRを多少なりとも

打破するが、このような機構も含めてmfoの生

化学的、薬理学的研究はR抑制に重要であろう。

解毒代謝要因として、そのほかにglutathion

-S-transferaseが、またやや特殊ではあるが

phosphataseがRと関係していることも見出さ

れつつある。

代謝以外のR機構として、イエバエ神経系の

DDT感受性(Tsukamotoetal・1965)やダ

ニ類およびシマグロヨコパィのcholinesterase

の有機リン、カルバメート感受性の低下も知られ

ている。より一般的にはさらに表皮透過性低下が

認められている(PlappらSawickiらの研究）。

透過性低下も遺伝子支配を受け、種々の殺虫剤の

体内侵入速度を低下させることから多剤Rの要因

となる。これらの研究では透過性低下と解毒代謝

速度の増大を同時に保持した昆虫は極めて強いR

を獲得しうることも示している。

以上、ここ20年間に急速に進展したR機構研究

の成果を概括してみた。昆虫は様々な手段によっ

て異物に対するRを発達させうるものであり、場

合によっては殺虫剤以外の淘汰圧（特に異物の）

も殺虫剤Rと無関係ではなかろう。R発達抑制に

はより実用的な共力剤などの開発なども必要であ

るが、さらに生化学、薬理学、遺伝学などによる

総合的な基礎研究が重要なことはいうまでもない。

殺虫剤抵抗性の対策について

須藤千春（名古屋衛研）

1950年前後から顕著になってきたDDT抵抗

性害虫の出現を契機として、抵抗性の遺伝学的研

究により、殺虫剤抵抗性は個体群が殺虫剤の連用

により淘汰を受け、抵抗性に関して不均質から均

質になった。いわゆる前適応現象であることが明

らかとなった。

これを基礎にして種々の対策が提起された。殺

虫剤の使用を中止し、淘汰を少なくすることが基

本であり、衛生環境の改善が必要である。次に殺

虫剤を使用する場合には、散布地域の害虫の抵抗

性レベルと性質を把握しておかなければならない。

これは殺虫剤使用者のみならず、製造、販売者も

同様であり、日本の農業害虫については世界に類

がないといわれる種々詳細な抵抗性マップが作成
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されているが、衛生害虫については一部を除いて

全くといってよい程欠落している。これは我々殺

虫剤研究荘の怠慢と言ってよいであろう。

殺虫剤のrotationや混用といった手段を抵抗

性対策とすることは、抵抗性が前適応現象である

ことから、一時的な効果しか期待できない。

殺虫剤抵抗性の過去への反省として、効果があ

ればよい、安ければよいと言った考え方のあった

ことである。それは塩素系殺虫剤の使用中止後、

現在でも母乳中のBHC(大部分はβ－BHC)

が依然として厚生省基準を大きく上まわり、減少

傾向も見られないことにより警告されている。

さらに、殺虫剤散布が天敵相を貧困にし、殺虫

剤散布回数の増加、抵抗性発達の促進をもたらす

という常識に衛生害虫は無縁である筈はなく、障

識的原理」の作用を具体的個体群で少しも分析し

ていないという無残な我々の状態である。

このような状態からの脱出として、微生物やホ

ルモン、フェロモンなどの生物的手段が最近注目

されているが、いずれも長所も短所もあり、抵抗

性の発達が知られているものもある。

結局、個々の手段で抵抗性対策を講ずることは

不可能であり、抵抗性の出現が前適応現象という

生物学の常識であったと同様に、抵抗性対策も常

識、つまり害虫を生態系の中で全体的にとらえ、

殺虫剤の使用が少なくとも良いような防除体系を

確立すること以外に方法はないと思われる。

’その第一歩としては、抵抗性レベルを毎年同一

場所で、同一方法で、全国的に把握することであ

ろう。

司会者としての感想

塚本増 久 （ 長 大 、 熱 研 ）

今回の鉦集会のテーマは過去への反省と将来の

展望という重要なものであった。各演者は与えら

れた話題について参集者に極めて分りやすく見事

にまとめられて報告され、討論も活発であって、

その意味では大成功であったといえよう。反面、

それだけにもっと充分討議したいという所で予定

されていた時間のため終らざるを得なかったとい

う意味ではまだ物足らない感じを受けた人達もあ

ったであろう。抵抗性機構の解明といった研究室

内での仕事では、この20年間の進歩は実に眼をみ

はらせるものであって、当初からこれに関係して

きた私にとっては特に感銘深いものがある。しか

し実際の害虫の防除という面では、これらの基礎

的な研究から導かれた提案なり方針が、果してど

れだけ正しく理解され応用されてきたか、どれだ

け効果を発揮し得ただろうかという点では、いさ

さか淋しい感じがする。殺虫剤だけを取り上げて

考えれば既に発達した抵抗性の前にはわれわれは

極めて無力であることが改めて痛感される。従っ

ていかに抵抗性を発達させないようにしながら殺

虫剤その他の手段を用いるかが現在のわれわれに

課せられたテーマであろう。日本では最初衛生害

虫での成果を手本として後から出発した農業害虫

での研究および防除対策が、反って衛生害虫以上

の豊富な経験とデータを積重ね、その理解と応用

面での成果をあげていることを思うとき、研究室

内の研究者としても実際面でタッチしている

衛生害虫関係者としてもおおいに反省せざる

を得ない。このような反省も将来への展望のため

には避けて通ることのできない重要なonestep

であろうと思っていたが､司会のまずさも加わっ

てこれらの点に触れるところ迄行かなかったこと

は残念であった。当初「望ましい殺虫剤」として

考えられていた条件が、現在では反って「最も好

ましくない殺虫剤」の条件として白眼視されてい

ることを思うと、この間の事情がよく理解できる

であろう。

短時間の討論では、まだまだ発言が互いに充分

正確には納得理解されず､また、もっと参集者全

員が時間に遠慮しないで発言することもむつかし
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いので、今後一日または二日にわたるような研究

班集会を持つ機会があってもよいのではないだろ

うか。最後に今回の集会を企画された方々、話題

を提供された方々、熱心な討論をしていただいた

方々に厚く感謝申し上げるとともに遅れて参集し

た司会者として深くお詫びします。

殺虫剤研究班集会印象記

辻英明（三共、農薬研）

今回の参加者は50名弱、衛動大会と同時でなく

非常に少ないのではと心配したが、なんとか集っ

た感じである。しかしこれがフランクな発言を助

長したかも知れない。3氏の話題提供の外に、夫々

30～40分をこえる討論が行われ、集会として成功

したと思う。

前田氏の「全般について」では数量的データの

とり方、判断の仕方に力点があった。氏は死亡率

曲線のパターン認識、前適応をどうして見つける

か、Busvineの簡易調査法と分析、ロジットに

よる直線のあてはめの有利性、母集団の差をLC

50でなく直線からのはずれで認識すること等を強

調した。野外の調査虫数と地点数の考え方、死亡

曲線のパターンのとらえ方などが討論された。最

近は案外討議されていない古くて新しい問題で、

改めてよい刺激になった。

坂井氏の「抵抗性の機構」は進展のめざましい

酵素レベルの研究を主体に要領よく解説した。各

種酵素の活性変化、作用点自身の感受性低下、表

皮の透過性低下にふれたが、特にミクロゾームの

ミクストファンクションオキシデース(MFO)

の各種化合物に対する働きの広さを印象づけた。

又、昆虫はすべての殺虫剤に解毒能力を獲得する

こと、殺虫剤以外の物質の使用が殺虫剤のクロス

レジスタンスを誘導する可能性から、殺虫剤の使

い方をどうすべきかが問われるとしたのは同感で

あった。討論の中で、このような生化学レベルの

アプローチから抵抗性の一般的解決策はまだなく

（酵素阻害剤の共力効果も毒性上昇やコストに問

題があるもの多く）、地域別種類別の個々の対策

で手いっぱいだと云う声が正直に出された。今回

は生態的遺伝的機構にはふれなかった点に問題は

あるが、しめくくりの殺虫剤の使い方と云う問い

かけが、これらのメカニズムに関連した対策に近

いであろう。

須藤氏の「対策」は、とり得る方法がローテー

ションと混用しかないとしつつも、過去の薬の使

い方が抵抗性を防ぐための計画的理論的なローテ

ーションや混用ではなく、残留や抵抗性問題が生

じてからの新殺虫剤への移り変りにすぎないこと

を明らかにしたようだ。氏自身のデータも紹介し

たフェロモン、ホルモン誘導体、微生物等の利用

も、一部を除いて前途は遠く、うまく行っても上

記と同一線上に来る可能性を感じさせた。新薬だ

けが本命でもすべてでもないのであるから（企業

は別として）、抵抗性の予防と治療的見地に立つ

時間が欲しかった。殺虫剤の使い方、ローテーシ

ョン・混用の理論と実際などだけでも大きなテー

マであろう。討論中、感受性の害虫を放つアイデ

アがなぜ実行されないのかの質問に対し、害虫を

放つべきだの声の外、ハエのポピュレーションケ

ージ中で実行したが数世代待っても感受性が回復

しなかった事実、速効的なケースが理論的に限定

される等の発言があった。まだ検討の余地があり

そうである。

以上要するに面白く有意義な会であった。

最後に関係各位のお骨折りに厚く御礼申し上げ

たい。

研究班集会に出席して

永田健二（神東塗料）

mどこの世界にも感受性の低い生物集団は居る

ものである帆そういったことから日本の害虫の本
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来もっている感受性レベル、あるいは日本の平均

的なレベルを我々は衛生害虫と薬剤を結び付け．る

以上充分に周知すべきことであろう。一方科学的

には遺伝子学的解析あるいは薬剤のぺネトレーシ

ョン等進みつつある分野を多岐にわたって理解す

ることも必要なことである。しかしややもすると

強い集団の発見のみがアッピールし、極地域の限

ぎられた場合ですら全てがだめな様に理解させら

れたり、あるいは科学的にも個々の研究が点で存

在している段階でしかないと思われるにもかかわ

らず、例えばMFOでかたずけ理解してしまうや

り方はどうも危険を感じてしかたがない。現況は

ジャングルの入口ではなかろうか。いろいろなパ

ターンがあり非常に多くの交錯した因子が多くな

っているように思われる。そうは云っても我々は

抵抗性発達集団の発見に始まり、その防除を考え

て行かなければならない使命があり、総合的結論

を待つわけにもゆかない。

総合防除を考えねば.〃総合防除?？

言葉では簡単であるがどうにもむずかしいことで

ある。

今のところ斉藤先生の発言にもあったようにロ

ーカルにある事実をじっと見つめてその場に応じ

て適切な処理を組立てる以外効率的手段はないよ

うに痛切に感じた。

今後の発展を期待する。

抵抗性に関する集会に参加しての感想

藤田義雄

（住友化学、生物科学研）

今回は話題提供者に薬剤抵抗性に直接タッチし

ては居られない方々を選ばれるという新しい企画

で、大いに期待して参加いたしました。実際に三

氏のご発言には、夫々の分野の研究、現状の認識

の範囲に止らず、ご自身の専問の立場からの問題

提起もあり興味ぶかく聴講させていただきました。

ところで私達は今回及び前回集会で.紹介のあっ

た色々の基礎的事実をもとにして応用的意味で重

要課題である抵抗性発見時対策に供され得る素材

を用意しておくべき立場にあります。この抵抗性

対策に関して見ますと、過去いろいろな手段が提

唱されて来ましたが、結局のところは現在使用中

の殺虫剤を他のもので置き換えるというのが最も

一般に行なわれる対策と言えるでしょう。抵抗性

問題を害虫の環境への適応力の表現としてとらえ

ますと新しい殺虫剤に次々と切り換えるという行

為は敗北的な印象を受けます。昨今の社会状勢は

新しい殺虫剤の登場を著るしく困難化しており例

え現存の殺虫剤に抵抗性を示す害虫が発現しても

それに換わるべきものを見出し且つ実用化するに

は多くの時間と労力を必要とします。こうした事

態を踏まえて考えますと既存の薬剤を用いて如何

に抵抗性の発現回避するか、或は発生した事態に

如何に対応するかという実際的研究がもっと広く

行なわれるべきではないかと思われます。研究の

中心はいくつかの薬剤（殺虫剤に限らなくても良

い）によるローテーションシステムの開発とそれ

を有効に稼動させる上で必要な抵抗性実態の調査

手法の開発及び科学的に有意であり、統一された

調査手法による調査の実施になりましょうか。

こうした研究が実効を上げるためには現在国、

地方自治体、私企業で個別的に行なわれている研

究を、何らかの形でまとめる研究推進機構の存在

が必要と思います。現在の殺虫剤研究班の一部を

強化するか、日本環境衛生センターのようなとこ

ろでこの種の情報集積と制禦を行なう労をとって

いただくか、さらには機構的には一歩先んじてい

ると見られる農薬分野の害虫抵抗性研究と統合し

たものとするか（農薬学会も創立されると聞きま

すので）などの意見を交換する時機に来ていると

思われます。
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「殺虫剤抵抗性研究の過去への反省と将来への展

望」を睦購して

大内晴（住友化学、生科研）

出席者個人の感想を求められたので感じた事を

そのまま述べる。個々のテーマについても感想は

あるけれども、総体的な点について以下の感想を

持った。

過去にも同様のテーマで集会があったというの

で今回は何らかのかたちで具体的な抵抗性研究の

指針なり方針が出されるかと期待を持って出席し

た。しかし時間切れも手伝ってこれらについては

十分討議されなかった様に思う。今後の問題とし

て残される事は、司会の塚本先生が昌頭に述べら

れた「試験方法等を統一した結果に基づいて討論

する方がよかったのかも知れない。」という主旨

の挨拶に集約される様に思う。この集会の過去の

いきさつは筆者の様な新参者には解らないが､個々

のexpertの方々の主張は出尽し、むしろお互の

言いたい事は解っているといった雰囲気が、意見、

討議を十分にさせなかった原因かも知れない。こ

の際、真に抵抗性問題を国内又は国際的レベルで

取り上げようとするならば、1〕抵抗性の実態と

2〕対象が何であるかを把握する事が抵抗性問題

を解くカギになるのではないかと考える。もしこ

の問題が再熱する程重要な事態に迫られているの

であれば－テリトリーが異なるのかも知れない

が一国内で農業害虫（植防）と衛生害虫の抵抗

性の問題が別々の場で論じ合われている事に奇異

の念を感じてならない。目指す方向は同一の様に

思えるのだけれども……。

盲蛇に怖じずではあったけれども集会における

筆者の質問の内容を補足させていただく。抵抗性

対策の研究方向として従来の一つの方向は、共力

剤、混合剤等を探索するものであるがこれは遺伝

学的にみて批判のあるアプローチでもある様に,思

う。そこで一つの方法として、「感受性集団の導

入」を提案してみた。これは次の考えからである。

殺虫剤の使用が続けられる限り抵抗性問題は宿命

に避けられないとすれば、殺虫剤を使用しない事

が抵抗性を生まない最良の方法なのかも知れない

が、［使用しない」事では対策を建てた事にはな

らないという主張もある事からみて、将来合成殺

虫剤が消えてなくなる事もなさそうだし、容易に

代替の新薬開発も望めない。多勢の英知を集め、

巨額の費用を投資して開発され世に出た殺虫剤を

いわゆる「抵抗性発達」の為にみすみす使えなく

してしまうよりは従来使用してきた、あるいはこ

れから使用する殺虫剤をそのまま使い続ける延命

の方向で対策を建てなければならないのではない

かと考える。（商業主義に反するかも知れないが）

抵抗性集団への感受性集団の導入そして、殺虫剤

の施用という一つの総合防除論的考えになると思

うが、これが集団遺伝学的にみてナンセンスなの

かどうかという事と鈴木猛氏が既に10年程前にこ

の考え方の一部を一つの研究方向とし提唱してい

るが、知る範囲では、少なくとも国内では無視さ

れている様に思えるのでその理由についてとその

実態は何如であるかについてご教示願いたかった。

研 究 班 集 会 に 参 加 し て

林晃史

今回のテーマは昭和49年4月の大会のテーマを

発展させたということでした。また、直接、殺虫

剤抵抗性の研究に関与していない人の、いままで

の研究に対する批判ということが骨子になってい

たので気楽に参加しました。企画そのものは大変

に結構でした。しかし、テーマのしぼり方による

のか、十分に目的を達しなかったように思いまし

た。

「抵抗性の対策に対する反省」という問題に時

間をとるべきではなかったかと思います。私なり

に、抵抗性の研究のありかたについての考えを殺
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虫剤研究班のⅢシオハ第33号に述べてきました。

抵抗性の調査は全国的な規模で、各地の研究者が

共同で問題解決に向う姿勢が必要ではないかと考

えます。なお、今回にも話題提供者に農業関係の

方も加えるべきではなかったかと思います。

へ

へ
』
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