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殺虫剤研究班 の し お り
第36号（1977年3月）

日本衛生動物学会殺虫剤研究班

〒280千葉市仁戸名町666－2

千葉市衛生研究所内

電話（0472）66－6723(内41）

殺虫剤研究班の「しおり、第56号」をおとどけ致し交す。年間に2回は「しおり」を発行したか

ったのですが、諸経費の高騰で思うようになりません。

御連絡〃

千葉県衛生研究所が新築移転のため、殺虫剤研究班の事務局の住所が変り注した。

旧住所：千葉市神明町204

新住所：千葉市仁戸名町666－2〒280

電話（0472）66－6723（内41）

御連絡、会費の納入などは早速、新住所へ御願いいたしをす。御来県の節はぜひ御立寄りください。

1．殺虫剤研究班集会御案内

昭和52年4月2日、3日の日本衛生動物学会大会に引続き、4日に下記のように研究班の大会

を開きたいと存じ在すb班員各位の御出席と活発な討論をお願い致し玄すb

＊日時：昭和52年4月4日（月）午前9時30分より午後4時室で。

＊会場：徳島大学教養部徳島市南常三島町1－1

大会プログラム

I総会（9時30分～10時）

Ⅱ特別講演（10時～12時）

1）イエバエの基礎遺伝学的研究大阪大学医学部広吉寿樹

2）これからの殺虫剤について東京農業大学山本出

Ⅲシンポジウム「殺虫剤と散布技術をめく・って」（1時－4時）

1）殺虫剤と製剤技術の変遷三共㈱会社池田安之助

2）防疫用殺虫剤としてのピレスロイト・千葉県衛生研究所林晃史

3)PC0の技術と殺虫剤環境コントロールセンター松尾大邑

4）散布器具の現状と問題点鵬図商事芝生晴夫

5）これからの有機りん殺虫剤日特農下松明雄

追記：当日、追加発言を御希望の方は、スライト・を1～2枚御持参ください。会員各位の御発言

を期待しておりをす。

2．シンポジウムの報告昨年、「再び、衛生害虫の殺虫剤抵抗性をめぐって」のシンポジウムを

行い、有益な情報を得蚕した。資料として利用出来るように講演要旨をまとめ玄した。
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座長席からの発言

日本環境衛生センター

緒方一喜

殺虫剤研究班のシンポジウムで、ここ3回ほど抵抗

性問題のテーマが続いた。

殺虫剤抵抗性における問題点

殺虫剤抵抗性調査における問題点に対する反論

再び、衛生害虫の殺虫剤抵抗性をめく・って

玄た抵抗性か、という感想をもった人も多かったよ

うだった。

私は、やとわれ座長みたいなものだから、企画や運

営については十分の理解がなかった。ただ、最近、し

きりと各地で抵抗性増大の話をきき、メーカーはその

対策におおわらわのようなので、その深刻さについて

は十分認識していた。その打開策を探るところにその

発想があろうと、独り合点をしていた。

かつて、DDTで粉室みれのコロモジラミが死なな

いと評判をとったが、今日では有機燐剤でずぶ漏れの

イエバエが不死身であるという。

抵抗性のテーマが5年間も続いたというのは、この

ような深刻さが背景にあったからであろう。ところで、

この5年間の成果は何であったろう力も考えてみると

紐促たるものがある。

学問というのは、本質的には、自然現象を明らかに

し、その法則性を追求するものだから、全国的な抵抗

性の実態が明らかにされ、その作用機構が明らかにさ

れてきた成果は多く評価されてよい。しかし、その打

開策にどれだけの指針がもたらされ、具体策が示され

たかとなると、残念ながら否定せざるを得ない。殺虫

剤研究班は、応用、実用的研究の場である以上、具体

的アブ・ローチは必須のことである。光明を求めての議

論の繰返しの中で、いつも隔靴掻庫の感を抱き、物足

りなさを覚えたのは私一人ではなかったろう。

抵抗性の現状と対策という論述や講演が、実際は

現状の説明のみに終わり、対策は末尾数行でお茶を濁

されてしをう現状は、ご同情申しあげる他ないが、抵
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抗性対策として、現境的対策やホルモン剤などがあげら

れるのには多少異論がある。

つ童り、抵抗性対策というのは、ある殺虫剤を使っ

て、いかにして抵抗性をつけないか、あるいは抵抗性

の増大を抑えるかの方法であって、この対策を殺虫剤

以外の方法に求めるのは、抵抗性対策が不可能か困難

であることを前提にしたもので、逃げに他ならない。

抵抗性対策の議論は、常にこの枠内で行なわれなけれ

ばならないと思うのだが－．

といって、抵抗性対策の妙案がすぐ．近くに転がって

いるわけではない。抵抗性は、広い意味での害虫集団・

の環境適応の一つである｡これで遂に害虫との斗か、
に終止符を打ったかに見えた合成殺虫剤の出現も、害

虫の適応力がこれを上廻り、今や形勢逆転の時である。

本質的には、次の新らしい武器が人類にとっては必要

だろう。だが、それではここでの議論にならないから、

この適応を如何に打破するかに焦点をしぼらねばなら

ない。最近の研究は、この適応が遺伝生化学的面の機；

構に基くことが明らかになってきている。つまり、オ

ーソト・ツクスには、この生化学反応の妨害こそ、抵抗

性打破の本命と考える。もちろん、現実には、この反

応が薬ごと、虫ごとに違うだろうから、実用的には多

くの困難があろう。

もしこれが駄目なら、次の延命策を考えるべきだ。

どんな使い方をすれば、抵抗性増大が遅いか。各種類

の薬剤の間で交差性はどうなっているか｡こ“う、
機構の解明によってはじめて、実用面における対策の

手がかりが得られるはずだb

今後、アカイエカ、チャパネゴキブリに飛び火し、‘

深刻な問題になることは、火を見るより明らかである。

これらについて、先取りの研究はできないものだろう

か。

無責任な外野席からの発言を許されたい。



一

1．諸外国における衛生害虫の殺虫剤抵抗

性の現状

夕．二：マタ・二類の燐剤抵抗性は今のところ、オース

トラリアに集中しているが、1964年、クイーンス

ラント・において、Boophilusmicroplusで

予研安富和男問題になったのがはじをりであった。

殺虫剤抵抗性の発達した衛生害虫は全世界で100化学不妊剤や細菌性薬剤についても抵抗性問題は起

種をこえ、抵抗性のことを考えずに殺虫剤散布はできる。実験的な報告であるカミApho1ateに対して、

ないといっても過言でない。WHOも殺虫剤抵抗性のネックイシマカで20倍、Baciユユusthuring

解明、打開策確立に積極的な姿勢を示している。iensisに対しては、50代淘汰で14倍の発達が

1．有機燐剤抵抗性発達の歴史と現状認められている。狭義の殺虫剤に比べて、これらが抵

ハエ：1955年にデンマークとアメリカのフロリ抗性の面ですぐれているとはいえないものと解釈され

ダでダイアジノン抵抗性のイエバエが発見されたのが、る。

r有機燐剤抵抗性の始雲りである｡翌,，56年には寡ｲｴバｴ､ｲｴｶ類ゴキブリなどについて､世界
イス、イタリア、アメリカ・ジョージアで、1960各国の燐剤抵抗性の現状をみると、欧米で抵抗性のし

年には日本（茨城・千葉）、1967年にソ連で、そベルが高く、東南アジア、アフリカなどでは玄だ問題

れぞれイエバエの燐剤抵抗性が報告されている。イエは少ないようである。日本の現状はむしろ砂来のそれ

パエ以外のハエでは、Chrys､myiaputoriaに近い。

（コンゴー）、Phaeniciauprina(オースまた、抵抗性の発達は殺虫剤の使用頻度と密接な関

トラリア）などの例がある。係があるのはもちろんであるが、その他、地域的な癖

蚊：アカイエカ群の有機燐剤抵抗性は、はじめ19がみられるのも事実である。例えば、日本のイエバエ

59年、カメルーンにおいてCulexfatigansは欧米のイエバエに比べて、DDTやカーバリルに対

ネッタイイエカで報告され、1960年カリフォルニしてもともと強かったようであるし、デンマークのイ

ア、1963年シラリオネと続いた。アカイエカでは、エパエでは、ピレスロイト・抵抗性の発達が顕著だと思

1967年の沖縄、翌68年の関西（尼崎）が始めて．われる。遺伝子の分布頻度、生理的な差異のためであ

であった。また、コガタアカイエカは1967年沖縄ろう。

で抵抗性が認められているが、現在のところ、アカイ2.WHOの抵抗性に関する対策

『エカ群よﾙべﾙは低い｡ヤブカ類の場合､1158最近WH0はつぎのよう宏研究方針を奨め､抵抗性
年カリフォルニアで、△edesnigromaculis,打開を考えている。

1965年～66年にはジャマイカ、ベネズエラ、夕i)実態調査：フィールドにおける抵抗性の実態調

イ､べﾄﾅﾑ､ｺﾝゴでAede且aegyptiの抵抗査の推進と抵抗性の発達したいわれを追求する｡

性が報じられた。ii)基礎研究の推進：抵抗性の種々な型に対する遺

ゴキブリ：チャパネゴキブリでは、1960年から伝・生化学的な研究をおこなう。これは、抵抗性

64年にかけて、アメリカ（ケンタッキー、インディが発達しにくい方法を知ることを目的とする。と

アナ、テキサス）で燐剤抵抗性が問題になり、トピイ〈に、「解毒機構を|狙害する共力剤の開発」がお

ロゴキプリでは、1968年、アメリカ・フロリダ．でと友われれば、多くの殺虫剤が有効になる。共力

報告されたのがはじまりであった。剤と殺虫成分との配合割合に関する研究も大切で

トコジラミ（ナンキンムシ）：イスラエルで1964ある。抵抗性のメカニズムとしては、表皮からの

年に燐剤抵抗性が報告された。浸透も要因の1つであるが、解毒の方がより重要
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である。そして、2つ、3つの要因が結びつくと

掛け算的に強くなる。

Ill)新殺虫剤の開発：交差抵抗性のデーターを揃え、

淘汰実験をおこなって抵抗性発達の様相を推定す

ることも大切である。また、供試虫の統一、標準

系統(Referencestrain)の配付なども

推進する。

M教育：抵抗性は日進月歩であるので、技術者の

再教育をし、抵抗性対策を解説した教育用パンフ

レットを準備する。

V)総合防除：衛生害虫における総合防除体系の実

例はないが、今後、生理、生態的条件をくみあわ

せ、殺虫剤をいつ、どうまくかを検討することが

大切である。

Ⅵ）衛生害虫の抵抗性は農薬の影響を受けることが

多いと思われるので、農薬の散布歴を調べること

も大切である。

3．解毒機構と共力剤の関係

有機燐剤抵抗性イエバエのうち、mユcroSomaユ

oxidationが抵抗性の要因になっている系統に対

しては、sesamexが共力剤として有効なことが、

ヨーロッパでも日本でも認められている。オランダ・の

Oppenorthによれば、SVI(0,o-diethjl

o－phenyユphosphorothionate）は極め

て強力で、sesamexが30倍の増強効果であるの

に比べて、このSVIは250倍であり、さらに有望

なSV6（di－n－propylPhenylphospho

rothionate)も認められたという。

しかし、デンマークのKeiding(1975)は種

々な抵抗性系統を用いて実験したところ、夕．イアジノ

ン抵抗性イエバエのすべてに画期的なものではないと

報告している。すなわち、FC系統のように酸化的解

毒のみが抵抗性を起すイエバエには有効であるが、Eユ

系統のように、主としてダイアゾクソンの加水分解と

少右の酸化的解毒が2つからむようなイエバエには、

Sesamexと同様、SV1、SV6ともLD50値

を若干さげるだけだという。
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マラソン抵抗性はCarboxyユユcesterグル

ープに関連しており、夕．イァジノン抵抗性などは異な

る。ジメトエートやダースパンヘの交差抵抗性の検討

も必要である。

いずれにしても、今後、さらに抵抗性のメカニズム

の解明と共力剤の開発、交差抵抗性のない新殺虫剤の

登場が切望される。

2．本邦におけるイエバエの殺虫剤抵抗'性

の現状と問題点

千葉県衛生研究所医動物研究室

林晃史一勺
イエバエの殺虫剤に対する抵抗性の発達は早くから

問題になっていた。しかし、広い視野にたった調査研

究が思うように進展しないま室、今日のように問題を

大きくしたといえる。

本邦におけるイエバエの殺虫剤抵抗性の研究は昭和

27年頃の安富博士の有機塩素系殺虫剤抵抗性イエバ

エの研究に端を発し、今日にいたっている。

なお、最近の状況については著者らの次の報文に詳

細なる報告を行っているので参照していただければ光

栄です。

（1）日本におけるイエバエの殺虫剤抵抗性の現状に

ついて、防虫科学、38巻、5号、158～164

（1973）

(2)殺虫剤とその抵抗性､化学と生物､’'巻､'ピ、
号、661～665（1974）

（5）北海道におけるイエバエの殺虫剤抵抗性に関す

る研究、北海道衛生研究所特別報告、第7号、1～20

（1974）

本論文ではマラソン抵抗性イエバエの発見から抵抗

性の作用機作、遺伝および抵抗性の打破にいたるまで

詳細に実験例をあげてまとめられている。

（4）イエバエの殺虫剤感受性、科学、44巻、6号、

368－372（1974）

（印イエバエの殺虫剤抵抗性の実態と最近の研究、

技研会報、第9号、1～20（1975）



本論文では日本各地、台湾および東南アジア玄での

実情を調査し、抵抗性の生理・生化学的および遺伝的

な研究成果を詳述した。ことに、協力剤による抵抗性

の打破については多くの実験例をあげた。

以上で、研究の実情と研究の動向は理解できる。大

事なことは、この現を明確にし、対策をたてる事で

ある。

抵抗性の発達をうながした要因は実情の調査を行な

わず、殺虫剤の選択を行い散布を続けて来たことであ

ろう。

‐これも、昭和20年9月22日付の連合軍当局の通

催､昭和21年4月2‘日付の厚生省通達および昭和
30年6月24日付の厚生事務次官通知「蚊とハエの

いない生活の実践運動」などの相次いで出された時代

を忘れ、殺虫剤散布が単に予算のためのものに変って

来るごとき現状に全った教育の不充分さに問題がある。

これは抵抗性の傾向からみて、「ゴミ埋立地型」や

「鶏畜舎型」にわけられることからも明かである。ま

た、研究の面からみても、実際場面を忘れた、という

か応用面の研究が全くなされていないことにも問題が

ある。

、農業害虫などでは抵抗性増大を阻止する技術を確立

するために、企業側が共同で研究費を出し、日本植物

防疫協会に研究を依頼する。協会は事務局となって、

殺虫剤抵抗性研究会を設けて各試験場、大学などの研

伊機関に研究を依頼するという方法がとられている。
この形態が完全に良いとは思わないが、対策を中心

・にし、各研究が重複しないで目的が一本に統一出来、

相互の研究協力交流が容易である点は能率の良い形態

といえる。

衛生害虫の抵抗性では、このような研究、勢がとれ

ない所に問題点があり、ある意味の抵抗性は〃人災〃
という事にもなってくる。

3．イエバエの殺虫剤抵抗性の対策に

ついて

日本特殊農薬

下松明雄

最近本邦において有機燐殺虫剤に抵抗性を獲得した

イエバエが各地に出現し問題となっている。

これらのイエバエに対して市販の防疫用有機燐殺虫

剤のほとんどが高い交差抵抗性を示し(Table1)

薬剤による駆除の難かしさが推察された。

そこで現在の駆除対策も勿論重要であるが、年々、

抵抗性が増強され、左たその地域も拡大しつつある現

況からみて将来新規なイエバエ駆除薬剤の開発も必要

と考えられる。したがって、これら抵抗性イエバエに

有効な薬剤を見出すため、東京湾埋立地（第3夢の島）

より採集した累代飼育中のイエバエを供試し各種薬剤

の効力試験を実施した。

防疫用以外の有機燐殺虫剤で抵抗性比が少ない薬剤

は、prothiophossalithionであった。し

かしながら有機燐剤やカーパメート剤に対して著るし

<効力が低下している複合抵抗性ツマグロヨコパイに

有効な有機燐殺虫剤propaphoSやacephateがイ

エバエに対しては交差抵抗性を示したことは昆虫種間

で薬剤抵抗性の機構が異なることを示唆している。

TabユeユーCrossResistanceEvaユua

tionsofYumenosima

StraintoSomeOrgnopho

sphorusInsecticicdes

bromophos

chlorpyrifosmethyl

cyanophos

Diazinon

dﾕchlorvos

fenchlorphos

fenitrothi“

－5－

LD(ps/fly)

Resist.Suscep.R/S

48．0

18

101

10．6

0．98

16．5

62．4

0．12

0．07

0．08

0．15

0．01

0．18

0．05

400

140

1263

71

98

92

1248



fenthion 970．04245

pyridaphenthion>1500.47>320

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

acephate0.570.0319

propaphos35.60.26137propamosl37

prothiophos O､910．362．5

Salithion O,240．073．3

我国ではカーバメート系殺虫剤は衛生害虫駆除薬剤

として広く使用されていないがこの系統のイエバエに

対して交差抵抗性を示した。しかるに、ピレスロイトﾞ

の共力剤がカーパメートにも有効なことはすでに知ら

れているが、特に有機燐抵抗性のイエバエに対して著

しい共力効果が明らかになった(Tabb2)。

古くから使用されている除虫菊剤や合成ピレスロイ

ドについては我国で、現在まで抵抗性系統の出現は報

告されていない。最近開発されたpermethrinは

強力な殺虫効力を持ち、又残効性も期待され成虫対策

での重要な殺虫剤に挙げられる(Tabb3)

最近、Insectgrowthregu1atorとして

研究開発が進められている幼若ホルモン用活性物質の

利用や昆虫体表の構成成分のキチン質生成を阻害する

Dimiユユnなども抵抗性イエバエに対して有効であ

ることが判った。これらの薬剤は幼虫に対して殺虫活

性を発揮するので発生源対策に必要な薬剤として今後

の実用化が期待される。

有機塩素系殺虫剤は生物濃縮や蓄積が生じるために

我国では使用禁止にされているが塩素系化合物でこの

ような濃縮、蓄積が起る可能性の少ない、またDDT，

BHC，などの有機塩素系や有機燐殺虫剤との交差抵

抗性を示さない新規化合物(acetofenate)も外

国では開発されている。

Table2.SynergismofCarbamateInsecticides

LD50（〃g／
Propoxur

fly)

CarbarylSafroxan

Alone+Sa室．Alone+Saだ．

Resistant>2000.35>200

Susceptible0．920.30106

Aユone

3.530．5

0．5624．2

－ 6 －

Ⅲ嵐ble3．Syntheticpyrethroids

alle世lrin

phthalthrin

resmethrin

permethrin

LDQiĝ fly)

Resist・釦seep.R/S

2．7

0．63

0．025

0．011

1．2

0．61

0．010

0．009

2.5

1.0

2.3

1.2

4．殺虫剤抵抗性対策について(要旨）、
三共KK田原雄一郎

演者は主として畜舎のイエバエの殺虫剤抵抗性の実

態を調査して来た。そして、畜舎では抵抗性の発達が

極めて著るしいことを報告した。これら畜舎では、従

来、トリクロルフオン、力ルクロルフオス、フエニトロ

チオンが大量にしかもひんぱんに使われて来た。抵抗

性の発達もこれらの殺虫剤に特に顕著であった。演者

等は抵抗性調査については可能なかぎり、現地に赴き、

そこで採集した個体(9について調査してきた。その結

果、Pとそれを実験室内で無淘汰累代飼育して増殖し

たFnでは̂ 50値に大きな差がみられた。
抵抗性イエバエの防除対策については、従来から言

い古るされたことであるが、下記の点を強調したい。

、,、交差抵抗性のない薬剤の使用

現在上市されている殺虫剤の中では、有機リン剤の

中ではDDVPに対し、pyrethroids剤の全て

について抵抗性の発達が軽微か若しくはほとんどみら

れなかった。これらを組合せて使用したい。即ち、発

生源にDDvPを、成虫対策にpyrethroids剤

を使用すること等も一法であろう。

2．畜舎でも、抵抗性が顕徴に発達しているのはイエ

バエのみであり、その他のハエについてはほとんど発

達していない。対象種の実態を調査の上、薬剤を使い

わける。

5．新薬の開発には交叉抵抗性発達の有無を調査する



ことは不可欠である。

抵抗性発達を未然に防ぐためにも、同一薬剤の長期．

間使用は慎しむべきであろう。

この図にしめしたように、感受性は直線で表現され

得るが、抵抗性のld－plipeは薬剤によって異な

り、直線にのらないかなり複雑な様相をしめし、そし

てこのような傾向が近年多くなっている。LDso*

方程式からでは、このような実態はつかめないと思う。

，d－pl1meの様相から、殺虫剤に対するいろいろ

の問題が提起されると考える。．

つぎに図Ⅱに試験法の違いによる抵抗性系統と感受

性系統との比較をあらわした。図から明らかのように、

topicalによるLD50と接触法によるKT50

の比は、薬剤によって一致しない。野外を考えた場合、

実際にはもっといろいろのfactorが加味されるわ

けで、これらがどのようにあらわれてくるのか、また

協力剤その他実験室内的には検討されているが、それ

らが野外で、どのように現われるのか、室内講験と野

外との関連を追求することが必要と考える。さらに、

蚊幼虫および感受性系統等に関してもふれた。

Fig71

C…arisonofLD50andKT50ofthree

organophosphorminsecticidesinhousefly

5．殺虫剤抵抗性の研究の在りかた

日本化薬海野登久子

抵抗性に関するテーマは、殺虫弾厭究班でも過去何

回かにわたって取りあげて論じられ、それらの中で研

究の在りかたへの回答も与えられていたように思う。

与えられたテーマと離れるかもしれないが、自分で手

rかけてきた仕事を通してという範囲で､感じているこ
とを述べ、話題提供としたい。

鉾田のイエバエがダイアジノンに対して抵抗性をし

めしたという話題が出た頃、水戸に居たのが縁で、茨

城県内各地のイエバエの抵抗性mapを作り、それか

ら蚊幼虫、そして玄たハエと、もっぱら殺虫試験をし

てきたが、との間に、我が国においても、抵抗性に関

していろいろの角度から研究され、めざましい発展を

した。

抵抗性は感受性との比較において究明され、そして、

その程度は、̂ 50、<">90、̂ 10など）あるい
は回帰直線方程式で現わされる。図1は、千葉県の一

地区から採集したイエバエの各薬剤に対するld－p

liveをあらわしたものである。
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6．殺虫剤抵抗性の研究のあり方

（財）日本環境衛生センター

環境 生物部水谷澄

殺虫剤抵抗性の研究目的としては、終局的には抵抗

性害虫の防除であるのはいうまでもない。そのアプロ

ーチの仕方としては、昆虫毒物学的、遺伝的、生化学

的、生態、形態的他の方法で研究が行われている。

抵抗性害虫は親から抵抗性遺伝子を受け継いでいる

わけで、この遺伝子に従って酵素がつくられ、との酵

素の働きによって薬剤が作用点に到達するのを防いで

いるという。

いかなる生物も環境の変化にある程度適応性をもっ

ているが、特に我なの対象としている害虫、特にドメ

スティックな害虫といわれるシラミ、イエバエ、アカ

イエカ、チャバネゴキブリにとっては、彼らの長い歴

史を考えてみても、殺虫剤という環境抵抗性に対して、

何らかの適応性を身につけるのは、むしろ当然である

といえる。したがっていかなる化合物も、最終的には

抵抗性の発達がみられることが前提となる。

現在、衛生害虫用殺虫剤として厚生省から許可を受

けている薬剤は、有機リン剤とピレスロイト・に分けら

れる。有機リン剤については、イエバエ、アカイエカ

に対して全国的な抵抗性の分布の広がりを示している

ことは多くの研究者が報告している。特に畜舎や大規

模なゴミ集積所でのイエバエに対する薬剤対策はほと

んど効果をあげていなVもこの現実の中で問題となっ

ていることをいくつかあげてみたい。

1．主要な害虫（特にイエバエ）については、既製

の有機リン剤では駆除がむづかしい。しかしピレスロ

イト・抵抗性害虫は今のところ出現していない。玄たリ

ン剤抵抗性害虫に対しても感受性集団と同じ効果が期

待される。しかし、既製のピレスロイト・は直撃効果は

高いが残効性に難点がある。また潜在効力も若干うす

い◎

2．新薬が開発されても害虫はいずれ抵抗性を猿得

する。しかし、いかなる抵抗性害虫に対しても駆除可

－8－

能な殺虫剤を常に1種以上獲保しておく必要がある。

3．との貴重な殺虫剤をいかに長持ちさせて使うか

を考慮しなければならない。

4．実際防除に則した研究が少ない。

5．有機リン剤間の抵抗性交差関係が、現在のとこ

ろ確立していない。

以上の問題点をふまえて抵抗性研究のあり方を考え

てみると、抵抗性研究は、害虫が抵抗性を獲得した後

に始玄り、これを追いかけて研究が進められている。

常に害虫の抵抗性が先行しているわけで､本来研究の方

が一歩先んじなければならない。言うなれば研究の先

取りが必要であると思う｡蚕た殺虫剤の抵抗性問題を、
解決するには、種女の他の方法が考えられているが、

童ず第一に殺虫剤で解決するのが本筋と考える。

殺虫剤抵抗性出現の予測、貴重な殺虫剤をいかに長

持ちさせて使うか、抵抗性を示す薬剤であっても施用

方法によっては駆除可能ではないかなどの実際防除に

則した研究が少々不足しているのではないかと思われ

る。薬剤間の交差抵抗性については、大室かには分類

されているが有機リン剤の中でもさらに細分化出来る

こともうかがえるので、この点を明確にすることで抵

抗性害虫防除も一歩進展するのではなかろうか。

さらに抵抗性害虫を確実に駆除出来る薬剤を1種以

上常に確保しておく必要があるのはいうまでもなく、

この点は生物学者と化学者の密接な協力が必要である．

殺虫剤は今后も利用されると思う｡抵抗性の問題は、
人間側の新薬の開発と害虫側の抵坑性の獲得の追いつ一

追われつのシーソーゲームを展開してきたが、これら

も殺虫剤を使用するかぎり、新薬の積極的な開発を止

めるわけにはいかない。

もちろん害虫防除の立場からいえば、狭い意味での

殺虫剤以外の化学物質の利用、すなわち、昆虫化学不

妊剤、フェロモン、ホルモン剤、細菌性殺虫剤、昆虫

生長調製剤などの早期の実用化を考える必要があり、

最終的には物理的な効率よい駆除法、たとえば殺虫光

線の研究などもおし進める必要があろう。

ｰ



〔抵抗性に関する調査､研究の実状〕

抵抗性が具体的問題となっていない現状のもとで、

抵抗性に関する調査、研究の報告は、イエバエやアカ

イエカなどと比べて少ない。

チャパネゴキブリでは過去に抵抗性が発達した塩素

系殺虫剤についてはまとまった報告がみられるが、有

機燐剤に関しては報告が少ない。チャパネゴキプリに

ついて微量滴下法によるLD－50値を求めた報告を

集約したのが第1表である。

クロゴキプリ、ヤマトコ・キプリ、ワモンゴキプリ、

トビイロゴキプリなどのperipユaneta属につい

ての報告は非常に少ない。

スゴキブリの殺虫剤抵抗性の現状と

問題点

（生態面からみた供試昆虫としての問題点）

予研衛生昆虫部三原実

〔抵抗性の現状〕

我が国に見られる家住性ゴキブリの殺虫剤抵抗性に

関しては、1960年代中頃にチャパネゴキブリがデ

ルドリン、リンデン、クロルデンなど塩素系殺虫剤に

‐対して各地で抵抗性の発達がみられた。しかしこれら

f塩素系殺虫剤にかわってダｲｱジﾉﾝ､ﾌｴﾆﾄ。
チオンなどの有機燐殺虫剤が登場した。

以来これらがゴキブリの駆除の主要薬剤として使用

されているが、現在注でに日本国内で駆除が困難にな

った事例は実証されていない。

第1表各種殺虫剤に対するチャバネゴキフ・リ成虫の感受性

（微量滴下法によるLD-50値）
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ー

一
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大串

福岡

1 9 5 6

大串

福岡

1960

鈴木

東京(伝研）

1962

安富、井上、大滝、朝比奈
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Diazinon

Dichlorvos

Malathion

Trichlorfon

Fe nitrthion

Fenthion
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Fenchlorfos

Acethion

Buntonate

Chlorpyrifos

Chlm･pyrlfos－methyl

Ciafos

Bromophos

propoxer

78．881

78．881

1．189

1．858

0．709

0．476
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2．645

0．871

0．544
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安富、井上、大滝、朝比奈
中山
坂本

須藤、伊藤

名古屋A 横浜 川口 ’東京 静岡 名古屋

1964～1966 1973 1975

DDT

pp
1
一DDT

Lindane ス25

Dieldrih 1197 240＜

Chiordane 494

Diazinon 0．58

Dichlorvos

Maiathion

Trichlorfon

Fenitrothion 0．24

Fenthlon

Naled

Fenchlorfos

Acethion

Buntonate

Chlorpyrifos

Ohlolpyrifbs－methyユ

Ciafos

Bromonhos

Pr^poxer

fPeriplaneta属4種について〕

Periplaneta属の4種ゴキブリは主要な害虫

でありながら抵抗性に関する調査や研究報告が少ない

カミとれには供試昆虫としての問題が考えられる。殺

虫剤の効力比較の実験には、令構成の揃った供試虫を

多数必要とするが、これらのゴギプリの生態面からみ

て、条件のととのった供試虫を多数得ることが容易で

ない。このことが報告の少ない要因のひとつと考えら

れる。

〔生活史からみた問題点〕

4種ゴキブリの生活史について演者の観察記録を第

2表に示した。（辻、水野、1972年、27℃条件

下の報告と比較すると同様な結果を示している。）

－10－

ス47

240＜ 240＜

50＜

0．57

0．24

ス07615

0．695

2．050

0．508

1．000

0．745

0．756

1．339 0．245

0．26

1．288

0．444

、

生活史をみるならば供試昆虫として用いるときの問鳥、
として次の2点が指摘出来る。

1）1回の産卵数が少なく、多くの供試虫を揃えて“

飼育を行なう条件が整えにくい。

2）成育期間が長く、卵期が1～1.5ケ月、幼虫期

が数ケ月もかかり、この間に9～11回と多くの脱皮

を行なうために幼虫の成育に差が生じ令構成が揃わな

くなる。



第2表Periplaneta属5種の生活史

卵、幼虫期間の数字は日数。

卵数のカッコ内は最も頻度の多い数を示した。

飼育条件：温度28C，湿度70～80儲、照明12時間

ｔ
２
ａ

一

ー

『〔成虫の殺虫実験の適期〕
成虫での殺虫実験に最も良いと考えられる時期は、

チャパネゴキブリで羽化後2～7日、特に雌は羽化後

1週間くらいで産卵を開始するので産卵後は実験に供

するのは好蚕し〈ない。

Periplaneta属4種では羽化後40日くらい

をでが限界である。

〔大量飼育の障害としての天敵及び病気〕

ゴキブリを大量飼育の際にコナダニの大発生や、寄

生蜂の寄生などの障害がある。この他に、病気があり、

症状は、活動が不活溌、食欲不振、消化不良の状態と

なり、乳白色の体液が充満してからでは肥満し体節が

伸びきってし左い死亡する。幼、成虫ともかかり、伝

染性が強く、発病個体が出た容器は全滅する。ワモン

『ゴｷﾘは感染しにくいが､野外性の性質をもった種
類が弱いようである。病因は不明であるがウイルス性

病源体によるものではないかと推察される。これらの

障害に対しては飼育管理を充分に行なうことでかなり

防止出来る。

〔簡易な実験法の確立の必要性〕

今後抵抗性の調査を進めていくにあたって、各地か

ら採集して多数の供試虫を得てこの点をたしかめるこ

とが必要である。しかしPeriplaneta属ゴキブ

リの成育速度からみた場合、採集して充分な数の供試

虫を得ようとするならば二世代くらい増やさねばなら

ずそれには実験実施室でに2年くらいはかかる。抵抗

性の調査では一定期間内に多地点を比較することが必

要であり、このためにはPeriplaneta属ゴキブ

リについて、容易に実験出来る方法を考慮する必要が

ある。

(1)辻、水野（1971，1975）提案の1令幼虫

を用いて実験する方法、1令幼虫は比較的多数を揃え

易いことであるが、成虫との殺虫効力の相関を検討す

る必要がある。

(刀平社、水谷（1961）がワモンゴキプリで各令

期全体を殺虫実験に用いた報告がある。との方法と同

様に、抵抗性調査のため採集した個体（令構成にかま

わず）を全て実験に供してその結果をある年令層に分

けて効力評価を行なう。この方法も各年令期の間の関

係を明確にする必要がある。

(3)アカイエカを材料にして、電気泳動法による酵素

活性から抵抗性の強さを調べる方法を安富は用いてい

るが、これをゴキブリに活用することを考える。

〔標準系統について〕

ゴキブリの抵抗性の調査や研究を進めるにあたうて、

標準系統を設定しておくことは重要である。

〔抵抗性調査のサンプリングについて〕

抵抗性調査の際に、クロ、ヤマトゴキプリのように

一般住宅に多く棲息する種類では、行動範囲との関係

や、多くの供試虫を採集する要があることなどから、

ひとつのサンフ・リンク単位をどの程度にするかを検討

する必要がある。

○
●
一

一
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チャパネゴキブリ ヤマトゴキプリ クロゴキプリ ワモンゴキプリ トピイロゴキブリ

卵期間 20 2 7 ～ 4 2 31～47 32～41 31～53

卵数
1 U～DU

(42）
14～1ツ

（16～18）
ZZ～25

（25）
15～18

（16）
24～27

（25～26）

幼虫期間 5 5～70 98～140 90～200 1 0 6 ～ 1 8 1

令数 6 9 11



〔ワモンゴキプリ、トピイロゴキブリについて〕

との2種は現在我が国では局所的にしか分布してい

ないが、本来世界的に分布する種類であるため、抵抗

性の発達したものが海外から侵入し棲息する可能性が

ある。
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昭和50年度会計報 告
、

殺虫剤研究班

収入

〔一般会計〕

14，138

35．000

2，033

51，171

〔特別会計〕

210，866

72，200

前年度繰越

班 費

預 金利子

合計 283，066

支出

、〔一般会計〕

36，000

5，600

41，600

〔特別会計〕

74，570

46，530

121，100

刷代
●

信費

印刷代

通 信費

別
通

イ

計合

差引残 2571 161，966
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