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香川県各地のイエバエ個体群のLindaneおよび
DiazitlOnに対する抵抗力について（予報）＊
（四国地方における主要衛生害虫の生態学的研究Ⅸ）
松 沢

寛，金 岡 恵 次

Ⅰ 緒

p

殺虫剤の使用によって，各種の害虫に抵抗性が発達するという事実は，今日では，すでに常識となりつつある
が，農作青虫ほ限ったことなく，衛生審慮でも，こうした事実の確認は，年々その件数を増している（ト19）、本
邦でも，コロモジラミDediculuSrhumanuICOr？oriIdeGEERやイエバl＝h5・Cadome5tiEaUicinaMACqUARTなどで
は，相当はやくから，こうした事実が知られ（1）・（2）・（17）・（19），研究も進んでいるが，カその他の衛生審虫でも，最
近は，そうした殺虫剤抵抗性発達の疑いが濃厚である（15）．本邦産イエバエが，地方によって，DDT．Lindane．
Diazinon等の殺虫剤に対する抵抗力を異にすることば，朝比奈および安富（1），安富（19）等によって報告されてい
るが，今後こうした方面の研究がますますさかんになり，ことなった研究者が，独立にこうした研究を行なう場
合，実験方法の如何によっては，新たにえられた資料を，互いに比較考察することが困難であるので，本邦各地
産イエバエの殺虫剤に対する抵抗力を，広く比較検討するためには，統一＼附な実験条件と方法を協定する必要が
ある。
ところで，日本衛生動物学会役虫剤研究班は，昭和38年（1963），イエバエ殺虫剤抵抗性簡易測定法（案）なる
ものを発表し（18），この方面でかなり好評をえているが，方法的に至極簡便であるばかりでなく，＿ヒ述のような
理由からも，たしかに一渉の前進というべきであろう
今回，筆者等は，この簡易測定法をなるべくそのまま準用して，香川県下諸地方のイエバエ成虫に対する，
LindaneおよびDiazinonの殺虫効果を調・ぺ，それらの殺虫剤に対する抵抗力の程度を吟味する試みを行なった
ので，以下にその成緻の大要を報告する．
本文に入るに先立って，本実験に多大の援助をいただいた，香川県衛生部公衆衛生課ならびに県下各保健所関
係者各位に深く感謝するとともに，比較のために供用した，米国の殺虫剤感受性イエバエの1系統である，Lab−
em−7−emの分譲をわずらわした，武田薬品工業株式会社京都試験農園生物試験室に対して，膵く御礼申上げる・
Ⅱ 実 験 方 法
この研究のために，イエバエを採集した地点は，節l回と第2回で，若干異同があるが，第1囲に示した通り
である第1回の実験も，第2回の実験も，現地から採集して持ち帰った当日，正常なものだけを選抜し，24時

間後にテストにかけた
殺虫剤としては，Lindane（15％）およびDiazinon（17％）の乳剤を用いたが，虫体への接触は，前述の，日
本衛生動物学会殺虫剤研究班の提唱の通り，牛乳空瓶を利用し，その中に，巾6cm，長さ13cmの殺虫剤（稀釈
液）に浸職した新関紙片（余滴を十分にきったもの）を入れ，1瓶あたり20頭の供試虫を放つ方法をとった．瓶
の口にはガ・−ゼをかけて輪ゴムで止め，その上に餌として，かるく牛乳をしました脱脂綿をおき，さらに，餌の
乾燥を防ぐために，細孔をもうけたビニー・ルで上面を覆うようにした供試虫の性比は，大体1：1になるよう
に，あらかじめ調整し，常に250Cの定温室内で実験した
第1回実験（供試虫は，1池度あたり50頭）は，昭和38年（1963）9月，第2回実験（供試虫は，1濃度あたり20
−40頭）は10月に実施し，いずれもまったく同一・の条件下で行なった‖
＊ 香川大学農学部応用昆虫学研究室某紙No 71
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Fig21Concentration−mOrtalityregressionlinesfortheadultsofthecommonhouse−8ycaptured
atvariousstationsinKagawaPrefectureinresponsetolindanecmulsion（After12hrs）
（Thelstexperiment）
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死亡率の調査は，−・部を除き，Lindaneの場合も，Diazinonの場合も，12時間および24時間後に行ない，鮫
皮一死亡率法によって，データ−の処理を行なった死亡率の読は，常に，完全死亡をもって行なった… また，
殺虫剤の稀釈ほ，蒸溜水をもって行ない，その稀釈倍数（供試）は，次のごとくであった‖
Lindane（15％原液）

Diazinon

800× 001872％
1，600× 0．00936％

（17％原液）

4，000×

0‖0043％

8，000×

0．0022％

16，000×

00011％

6，400× 000234％

32，000×

0000う％

12，800× 0。0011 7％

64，0 0×

0．00025％

3，200× 0…00468％

Ⅲ 実 験 成 績
（1）Lindameに対する反応
まず，香川県内各地のイエバエの，Lindaneに対する反応であるが，第1回の実験においてえられた成紡は，
第2図のようで，それぞれの地点のイエバエ個体群間では，その抵抗力に多少の変動があるもののごとく思われ
たい それらの個体群の間でも，坂出地区のものは，他の地区の個体群よりやや抵抗力が強く，Lindaneに対して
は，比較的強い個体群のように思われた−しかして，三木地区の個体群は，これらの8地点の間では，ほぼ中位
かもしくは若干よわい方で，大内（丹生）地区の個体群は，今回の実験では，もっとも抵抗力が弔い方であった．
けれども，いろいろな殺虫剤に対して，非常に感受性であるといわれる米国のl系統Lab−em−7，emと比較する
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Fig3・Concentration−mOrtalityregressionlinesfbrtheadultsofthecommonhouse−flycaptured
atvariousstationsinKagawaPrefecturcin responsetolindaneemulsion．（After12hrs）

（The2ndExperiment）
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と，香川県内各地のイエバエほ，すべて相当にそれらより強い傾向が認められ，明らかに有意な差異があると思
われた．

次に，若干採集地点をかえて実施した，第2担】実験の成績は，第3図のごとくである．．この実験においては，
第1図のような11地点の個体群を検討したわけであるが，第1回目の実験と同様に，11地点間では，坂出地区の
個体群がもっともLindaneに対する抵抗力が強く，善通寺地区の個体群がもっとも弱い抵抗力を示したり しか
して−，三木地区個体群は，この場合にも，やはり，ほぼ中位の抵抗力を示したり
けれども，この第2回実験でも，Lab−em−7−em系のイエバエよりも，抵抗力が弱いと思われる個体群は全然
なかった
（2）D血zinonに対する反応
次に，前実験と平行して行なった，Diazinonによる検定の結果を，第1回の実験にもとづいて示すと，第4
図のようである．この場合は，概して，LC一50付近の変動の幅が狭く，まとまった成紙となり，各地点の個体
群間の抵抗力の差は，それほど大きくないもののように思われた．けれども，全体的にみて，坂出地区の個体群
は，Diazinonに対しても，やはり，もっとも抵抗力が強く，三木地区の個体群は，中位か，もしくは，比較的

抵抗力の弱い方に属するような成紙となったい
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Fig・41− Conccntration−mOrtalityregIeSSionlinesfortheadultsofthecommonhouse一点ycaptured
atvariousstationsinKagawaPreftctureinresponsetodiazinonemulsion（After12hrs）
（Thelstexperiment）
ところで，Lab−em7−em系イエバエとの比較であるが，こめ場合ほ，前のLindaneの場合とちがって，Lab−
em−7−em系イエバエがかならずしもDiazinonに対して抵抗力が弱いとはいえず，むしろ全体的にほ，香川県
内各地のイエバエ個体群よりも，若干強いかあるいは同程度の性質をもつような傾向すら認められた．
次に，Diazinonによる第2回実験の成績を示すと，第5図のようである この場合も，Lindaneによる実験
の場合と同様に，第1回目の実験と採集地点が若干ことなっているわけであるが，第1回実験の場合にも指摘し
たように，Lindaneの場合ほど大きな変動は認められなかった（とくに，LC−50付近）。しかして，この場合，
坂出地区の個体群がもっとも抵抗力が強く，善通寺地区の個体群がもっとも抵抗力が弱く，三木地区個体群はほ
ぼ中位という成績になったことは，Lindaneの場合と比較して，一・応注目しておくべきことであろうと思われる．
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Fig5Concentration−mOrtalityregressionlinesfortheadultsofthecommonhouse−8ycaptured
atvariousstationsinKagawaPrefbctureinresponsetodiazinonemulsi（）n（After12hrs．）
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各地点のイエバエと，Lab−em−7−em系イエバエのDiazinonに対する関係は，この第2回実験においても，
やはり，第1回実験の場合と同様なことがいえそうな成鎮となったこのことも，一応注目しておく必要があろ
う
Ⅳ 考

察

実験成績の概要は，大体以上のようであるが，LindaneおよびDiazinonに対する，香川県各地のイエバエ個
体群の抵抗力ほ，やはりかなりな変動を見せ，Lindaneの場合には，いっそうそれが著しかった．しかして，
Lindaneに対する抵抗力は，坂出地区の個体群がもっとも強く，三木地区の個体群が大略中位，大内（丹生）地
区または善通寺地区の個体群がもっとも弱く，またDiazinonに対しては，坂出地区のものがもっとも抵抗力が
強く，三木地区の個体群は中位かもしくは若干弱い方，善通寺地区の個体群は，この場合にも，もっとも抵抗力
が弱い成糾となった．しかして，注目すべきは，坂出地区の個体群が，Lindaneに対しても，Diazinonに対し
ても，常にもっとも抵抗力が強かったことである．こうした傾向を事実に近いものとみるべきか，あるいはまっ
たく遇然とみるべきかどうかば，この程度の試験では判断をつけ難いが，ことによると，この地区の個体群に，
若干の殺虫剤抵抗性が発達しつつあることを暗示するものかも知れない
LabLem−7−em系統のイエバエが，いろいろな殺虫剤に対して，感受性の系統であるといわれていることにつ
いては，すでにのべた通りであるが，一部には，この系統が，それほど感受性ではないとの意見もないではない。
しかし，いずれにしても，本邦産イエバエとの比較試験例は，きわめて乏しいので，ここで，十分な比較論を直
ちに持ち出すわ桝こほいかない．ただ，このLab−em−トem系イエバエと，香川県各地のイエバエとを比敬する
と，Lindaneに対しては，香川県各地のイエバエは，相当にそれより強い傾向があり，Diazinonに対しては，
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むしろよく似て，ほぼ同程度であるように思われた．このことば，河野が提案した，比較抵抗力指数（またほ比
較感受陸指数）属を求める方法（6），すなわち，2系統についての

logエβ−50＝logG＋足・⊥

①

￡

（ただし，Coは抵抗力閲値，gは殺虫効力指数，￡は時間）

という関係（例外もあるが，通常logエカー50と時間の逆数‡を，それぞれ縦軌横鰍ことった場合の2系統
についての回帰直線は平行的になることが多い）から，次の尺を求める

log矩log（諾≡諾：）＝log（C。′′／C。′）

④

によって，処理し求めた第6図および第1表（本実験でほ，LD−50はLC−50におきかえた）の成続からもう
なづけると思うい ただし，これらは，香川県下では，抵抗力が大体中位と考えられる三木地区個体群とLab−em−
7−em系とを比較したものである．
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emulsion

A：Diazinon B：Lindane
LindaneおよびDia2：inonのそれぞれについての，第2回実験にもとづいて求めたLC−50，LC−915の偵は，
下記のごとくであるが，香川県各地のイエバエ個体群と，Lab−em−一7−em系との比較は，これらの倍でも比較可
能であろう
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〔LC−50」

Lindane：

0．0098−0．0427％

香川県産
Lab−em−L7−em

O小0063％

香川県産

00008−00024％

〔LC−95〕

02818叫1．5849％

02239％
001′75叫02624％

Diazinon：
Lab−em−7−em

O．003％

0134％

以上のことくであるが，今後の衛生賓虫の防除は，殺虫剤に対する抵抗性の発達という観点から，たしかに警
戒すべき問題を持っている（1），（8）・（5）・（7）・（8）・（12），（1S）・（16），（19）い その対策として，一つには，同一・種類の殺用剤の連用
をさけること，有効な組み合せによる殺虫剤の混用を実施することなどが考えられるが，いくつかのことなった
種類の殺虫剤に対して，交差抵抗性を示す場合も比較的多く見られることから考えると，上の方法だけでもって，
抵抗性の発達を確実に未然防止できるかどうかはわからない．しかし，今さしあたりの方法としては，上のごと

き方法で進むよりほか致し方あるまい‖
輪

要

香川県各地のイエバエ個体群の，LindaneおよびDiazinonに対する抵抗力を知るために，1963年にこの研究
を実施し，次のような成暦をえた‖
1）両種の殺虫剤に対する香川県各地のイエバエ個体群の抵抗力は，かなりいちじるしい変動が見られ，
Lindaneの場合はいっそうそれが著しかった．．
2）Lab−em−トem系統のイエバエと，香川県各地のイエバエの抵抗力を比較したところ，Lindaneに対して
は，香川県各地のイエバエは，Lab−em−7−em系より全体的に強く，Diazinonに対しては，両者大体同程度で
あった．

3）香川県各地のイエバエ個体群の中では，坂出地区の個体群がもっとも上記2樫の殺虫剤に対して抵抗力が
つよい傾向があったけ
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Resistabilitytolindaneanddiazinonoftheadultofthecommonhouse一日y，

肋JCadomeJticavicinaMACQPARTCOllectedftomvarious
StationsinKagawaPrefbctureu
（EcologicalstudiesonsomeimportantinsectsinShikokufromsanitarypointofview．IX）

HiroshiMATSUZAWAandKeijiKANEOKA
SummaryInordertolearntheresistabilitytolindaneanddiazinonof theadultsofthecommonhouse一
且y，Mu5Ca dome‡lica vicina MACqUART COllected from various stationsin Kagawa Prefecture，the present
experimentwascarriedoutin1963，uSlng themethod oftest proposedbytheBranchAssociation forInsec−
ticideoftheJapaneseAssociationofSanitaryZoologyandthefollowingresultswereobtained‥
1）The resistability to bothinsecticides of the house−fly varied according to the stationsin Kagawa
Preftcturewheretheflieswerecapturedand thevariationwasmoreremarkableinthecase oflindanethan
in thecaseofdiazinon

2）Ingeneral，thepopulasionscapturedin variou苧StaSionsinKagawaPrcfectureweremoreIeSistableto
lindanethanthepopulationwhichwas rearedinthelaboratoryfrom the Lab−em−7hem Strain ofUS・A，
thoughthesedidnotshowmuchdi鮎1enCei王＝eSistabilittodiazinonflOmthcLab−em−7−emPOpulation
3）ThepopulationinSakaidedistTictwas themost resistable tolindane andalso todiazinon of allthe
populationscollectedinKagawaPrefecture
（ReceivedNovember30，1964）

