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序論
背景
人為化学物質と食料生産性の向上
産業革命以降，科学技術が目覚しく発展し，人口の増加は著しい。産業革命が起こった当
時（1760 年代）の人口は約 10 億人であったが，2019 年時点では 77 億人とほぼ 8 倍であ
る（山下 2003; 国際連合広報センター 2020）
。そのため，人類は肥料や農薬などの人為由
来の化学物質（人為化学物質）の開発によって，食料を増産して来た。
作物を継続的に生産するためには土に肥料を施し，植物体に栄養を供給する必要がある。
かつては家畜の糞尿などを肥料として使用されていたが，この方法では栄養分の供給源が
限られていた。20 世紀初め，生命活動にとって不可欠な元素である窒素を，大気中からア
ンモニアとして固定するハーバー・ボッシュ法が提唱され，人工肥料の開発に繋がった（新
藤ら 2011）
。現在では 1 億トンの窒素が化学肥料として使用されている。ハーバー・ボッ
シュ法の開発がなければ，現在の人類の 3 分の 1 は生存できないと考えられている（新藤
ら 2011）
。
農薬も食料の増産に貢献してきた。農業技術に乏しい頃，日本では害虫を駆除する手段が
なく，虫追いといった行事（神仏に祈願する呪術的な方法）が行われていた。しかし，祈る
だけでは作物への被害は抑えられず，大量の餓死者が出ていた（佐藤・宮本 2005; 浜 1992）
。
こうした状況を打破するため， 19 世紀に人類は除虫菊などの天然由来の成分を農薬として
使用し，20 世紀には農薬を人工的に製造できるようになった（坂井・小池 2003）
。農薬が
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使用されて以降，米収量の変動幅は劇的に小さくなり，日本人の主食が安定的に供給可能と
なった（浜 1992）
。
以上のように，人為化学物質の開発により，食料の大量生産が可能になったが，その代償
として様々な地球環境問題が顕在化している。例えば，農耕地の拡大によって，森林が破壊
されている。森林の破壊によって温室効果ガス（二酸化炭素）が大気中に放出され，地球温
暖化の原因となっているだけではなく，生物多様性も低下させている（小林 1993）
。また，
農地に散布された肥料が水環境中に流出することで，湖沼の富栄養化が起こり，悪臭問題や，
湖沼中に貧酸素水塊が形成し，魚が生息できなくなるなどの問題を引き起こしている（越野
1978）
。さらに，農薬には毒性があるため，水域生態系に対する影響が懸念されている（早
坂 2013）
。
人為化学物質の製造によって，様々な問題が生じていることから，その生態影響について
詳しく学び，将来予測される事態に備えることが大切である。特に農薬は，主に生物（害虫・
雑草等）を駆除する目的で作られているため，実環境中において非標的生物にも影響する可
能性が高い。
そこで，序論では，農薬およびその生物影響に関する知識を体系化し，人為化学物質のリ
スク評価の取り組みや実際の評価手法について解説した。最後に現在の農薬リスク評価手
法の課題と本研究の目的について言及した。
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農薬の特徴
農薬（農林作物を害するウイルス，菌，線虫，だに，昆虫，ねずみおよびその他の防除に
用いられる殺菌剤，殺虫剤その他の薬剤および農作物等の生理機能の増進または抑制に用
いられる植物成長調整剤などの総称, 佐藤・宮本 2005）は作物生産量の増加に貢献して来
た。農薬を使用しないと，作物の収量が，米では 30%，野菜で 5~20%，果樹で 100%減少
するという報告もある（坂井・小池 2003）。以上のことから，農薬は食料の生産を行う上
で，欠かせないものである。日本では農薬取締法に農薬の有効成分を登録することで，農薬
を販売・使用することができる（佐藤・宮本 2005）。現在では，593 種類の農薬の有効成分
が農薬取締法に登録されている（独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 2020, 2 月
時点）
。
特に，昆虫類は植物などと比較して，農薬に対して薬剤耐性を持ちやすいため（浜 1992）
，
新規殺虫剤の開発は，害虫を駆除する上で欠かせない。殺虫剤の全世界における年間生産量
（有効成分換算, 2014 年時点）は，有機リン系殺虫剤：29972.53 t, ピレスロイド系：8257.6
t, カーバメート系殺虫剤：3914.79 t の順であり，それぞれ殺虫剤生産量の 1 位～3 位に位
置する（Zhang 2018）
。この内，有機リン系およびカーバメート系殺虫剤は神経系のアセチ
ルコリンエステラーゼ（AChE）を阻害する AChE 阻害剤に分類される。有機リン系殺虫剤
のパラチオンはアブラムシ類やニカメイチュウの駆除剤として 1943 年に開発されたが，人
畜毒性が高く，発売停止となった（金沢・田中 1995）
。その後，哺哺乳類と昆虫類との GST
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（グルタチオン-S-トランスフェラーゼ）代謝の差異の違いに着目し，フェニトロチオン
(MEP)，マラチオン，ダイアジノンといった駆除対象とする生物以外に影響が少ない，いわ
ゆる選択性の高い有機リン系殺虫剤が開発され，広く使用されている（佐藤・宮本 2005）
。
カーバメート剤としては，1959 年にカルバリル（NAC）が日本で登録後，イソプロカルブ
（MIPC）
，フェノブカルブ（BPMC）などが国内で開発され，ウンカ類やヨコバエなどの
駆除に使用されている（大田 2014）。1990 年代には，昆虫に対してより一層選択性の高い
ネオニコチノイド系農薬が開発された（Kunce et al. 2015；佐藤ら 2016）
。ネオニコチノ
イド系農薬は神経伝達物質の受容体（ニコチン性アセチルコリン受容体）に結合し，ナトリ
ウムイオンチャンネルを開くことで興奮を持続させ，生物を死亡させる
（佐藤・宮本 2005）
。
様々な農薬が開発されてきたが，その高い生理活性や，容易に水域に流入拡散する性質か
ら，生態影響が懸念される（早坂 2013）
。

農薬の生物影響
農薬の流出が水域生態系に影響を及ぼした事例も多く報告されている。
例えば，ノミ，シラミ，蚊などの防除に使用された DDT（有機塩素系殺虫剤）は食物連
鎖によって，あらゆる生物に蓄積するだけではなく，生物の生殖能力を司るホルモン作用を
攪乱し，ワシやワニ，アザラシなどの水生生物における生殖器の発達異常や性転換，免疫機
能の低下を引き起こすとされている（鈴木 2009）
。米国出身のレイチェル・カーソンは DDT
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等の有機塩素系殺虫剤の生態系への影響について指摘し，世界で初めて化学物質汚染問題
に警鐘を鳴らした（Carson・ 青樹 訳 1974）
。当時，日本国内でも，有機塩素系農薬の汚
染は深刻であった。例えば，除草剤や寄生虫の駆除剤，として使用されていたペンタクロロ
フェノール（PCP）に強い魚毒性が確認されたことや，ウンカの駆除に使用されていたベン
ゼンヘキサクロリド（BHC）が稲わらを通じて乳牛に取り込まれ，牛乳から検出されたこ
となどが問題となり，農薬汚染問題に注目が集まった（坂井・小池 2003）
。
有機塩素系殺虫剤は 1970 年ごろまでにほぼ禁止となり，その代替品として，残効性が低
く，選択性に優れた有機リン系，ピレスロイド系，カーバメート系殺虫剤が開発された（鈴
木 2009; 浜 1992）
。また，前述のネオニコチノイド系農薬は，作物の花粉媒介者として重
要なミツバチへの影響が懸念されており，欧州では一部のネオニコチノイド系農薬（クロチ
アニジン，イミダクロプリド，チアメトキサム）の使用を停止している（中村 2015）。
以上のように，農薬などの人為化学物質の生態影響は開発段階からは不明な点が多く，環
境汚染が懸念されるため，環境中への流出量を管理・制限する仕組みが重要である。

化学物質のリスク評価の取り組み
前項における農薬などの人為化学物質のリスクを懸念して，これらの化学物質を管理・制
限する仕組みが作られてきた。1992 年に開催された国連環境開発会議で採択されたアジエ
ンダ 21 には，化学物質対策について記載され，WSSD（World Summit on Sustainable
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Development）においては化学物質対策の長期的な国際目標を取り決めた（竹本ら 2010）
。
これを受けて，先進国と途上国が参加して行う，国際的な化学物質管理のための戦略的アプ
ローチである SAICM（Strategic Approach to International Chemicals Management）が
採択された。SAICM は，各国において化学物質管理体制の整備や化学物質のリスク評価に
基づくリスク削減などを行い，化学物質が人の健康や環境への著しい影響を最小とする方
法で生産・使用することを目標としていた（北村 2012）
。この国際的な共通合意によって，
リスクの高い化合物に対する世界レベルでの対策が行われている。
また，地域・組織レベルにおいても，化学物質管理規制を行っており，米国および欧州で
は，それぞれ TSCA（Toxic substance control act），および REACH（Registration,
evaluation, authorization, restriction and chemicals）が定められている。
日本国内では環境問題に対応するため，環境省が設置され，人為化学物質の使用制限・禁
止や，安全性を評価する仕組みがある（坂井・小池 2003）。農薬および元素以外の一般化学
物質については化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）に従って，そのリ
スクが評価されている。化審法では難分解性で，生物への蓄積性が高く，人の健康を損なう
恐れのある化学物質を選定し，規制している（加茂 2017）。また，農薬は農薬取締法に従
い，リスク評価されている。
以上のように，世界規模および地域レベルでの化学物質の影響評価が行われ，その管理が
徹底されている。
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化学物質のリスク評価方法
わが国では化学物質を製造・販売する際，事前にそのリスクを評価し，国の各省庁で登録
する仕組みがある。基本的には，人や環境中に生息する生物への影響（生態影響）が大きけ
れば，登録はできない。前述の通り，一般化学物質は化審法，農薬は農薬取締法に従うが，
扱う生物や影響評価の内容は共通点が多い。
化学物質の生態影響評価は，基本的に，水域の態系における生産者（藻類）
・低次消費者
（ミジンコ）
・高次消費者（魚類）を用いた毒性試験によって行われる（環境省 2021; 農水
省 2020）
。具体的な実験方法としては，化学物質を複数濃度添加した水溶液（濃度区）を調
製し，水溶液に一定個体数の水生生物を曝露する。一定期間曝露後，各濃度区における生物
の反応率を計測する。その反応率から半数影響濃度（曝露した半数の生物が影響する濃度，
EC50）等を統計的に算出する。
なお，半数影響濃度には現実の環境との大きな誤差を伴う可能性があるため，算出した値
を不確実係数で除してから，環境中予測濃度（PEC）と比較して，環境中予測濃度の方が高
ければ，化学物質の登録は保留される（柏田 2006）。例えば，日本の農薬取締法における不
確実係数は基本的に 10 であり，種間差を想定している。
これまで，農薬の水生生物に対する影響は魚類，ミジンコおよび藻類で評価されてきた。
しかし，近年，同じ栄養段階の生物間で大きな種間差があると分かった（中央環境審議会土
壌農薬部会農薬小委員会 2016; 2019）
。例えば，水生昆虫であるトビケラのネオニコチノイ
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ド農薬に対する感受性はオオミジンコの 1000～100,000 倍以上高いことが分かっている
（横山 2011）
。
これを受けて，国内の農薬登録で必要な試験成績が追加されつつある（石母田 2021）
。
例えば，殺虫作用を有する化学物質を登録するにはユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が（2018
年 4 月開始）
，除草剤・植物成長調整剤の登録の際にはウキクサ生長阻害試験がそれぞれ必
須となった（2020 年 4 月開始）
。また，ミツバチ（成虫）急性接触毒性試験などの試験成績
の提出が義務化され，陸域の生物への影響も評価することとなった（農林水産省 2020）
。
さらに，2019 年 4 月に改正となった農薬取締法では，農薬登録試験の大半が OECD
（ Organisation for Economic Co-operation and Development ） テ ス ト ガ イ ド ラ イ ン
（OECD TG）に従うこととなり（農林水産省 2020）
，日本における農薬のリスク管理は，
国内独自の影響評価法から国際レベル（EU（欧州連合）のもの）へと移行しつつある。
以上のことから，国内の農薬登録は欧州に従うことが今後も増えて行くと予想されるた
め，欧州のリスク評価についても知識を整理する必要がある。欧州では，農薬も一般化学物
質と同じ OECD TG に従って，そのリスクを評価している。また， 4 段階の Tier 方式に従
った化学物質のリスク管理を行っている (EFSA 2013)。第一段階（Tier 1）では，水域の態
系における生産者（藻類・水生植物）
・低次消費者（ミジンコ・ユスリカ）
・高次消費者（魚
類）等を用いた個体レベルでの急性・慢性試験において影響濃度を算出する。その影響濃度
と環境中予測濃度との比率を既定の不確実係数と比較して，化学物質の毒性評価を行う。欧
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州における不確実係数は，急性毒性試験の毒性値（EC50）では 100，慢性毒性試験では 10
であるが（Brock ＆ Wijngaarden 2012）
，日本の農薬取締法では，基本的に急性毒性試験
の毒性値（48h-EC50 値）を 10 で除した値を登録保留基準値としているので，日本より厳し
い基準であると言える。
リスク評価は Tier 1 から始まり，安全性が確認されなければ，より高次の Tier 2～4 に
進む。Tier 2～4 では，実環境中に近いレベルでの影響評価が求められる。例えば，第二段
階（Tier 2）では個体群レベルでの試験を要求される場合や，数種類の毒性データ（EC50 値
や LC50 値）における種の感受性分布から，生態系に対してリスクがある濃度を算出する
SSD（species sensitivity distribution）解析（他生物種の試験から得られた毒性データを基
に構築された種の感受性分布）を要求される場合もある。また，Tier 3 では隔離実験水界を
用いた模擬生態系(メソコスム) を用いた試験，Tier 4 では野外環境での試験が課される。
欧州委員会（EU の執行機関）に有効成分の試験成績を提出した後，化学物質の販売を希望
する諸国に製剤の試験成績を提出し，許可が出れば化学物質登録が完了し，販売できる（星
野 2007）
。
以上のように，EU における化学物質登録では，日本よりも膨大な試験データが要求され，
その多くは長期的な曝露影響評価を想定している。近年では，日本国内の農薬登録において
も，長期毒性試験法（ユスリカ底質毒性試験法やミジンコ繁殖試験等）の導入が検討されて
おり，長期影響評価の仕組みづくりは重要な課題の一つである（農業資材審議会農薬分科会
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2019）
。

農薬のリスク評価方法の課題
化学物質の実環境における生態影響を考えると，短期的な実験データでは不明慮な点も
多く，長期的な影響評価が必要である。早坂ら（2013） は農薬取締法における試験（ガイ
ドライン試験）によって，農薬の水生生物に対する毒性値は把握できるが，室内急性毒性試
験では，生物間相互作用や環境条件などを評価できないため，室内試験の結果を野外環境に
外挿することは難しいとしている。実際，欧州のリスク評価（Tier 1）ではミジンコの急性
毒性値
（48h-EC50 値）
を不確実係数 100 で除した値を登録保留基準値の一つとしているが，
実環境中に近いメソコスム試験などのデータと急性毒性値（48h-EC50 値）を不確実係数 100
で除した値とを比べたところ，一部の農薬（ネオニコチノイド系農薬や昆虫成長制御剤）の
リスク評価は十分ではないと指摘されている（Brock & Wijngaarden 2012）
。
また，実験室と実環境中での化学物質の曝露方法にも違いがある。国内のガイドライン試
験では，継続的な化学物質の曝露を 1 世代・短期間行い，その影響を評価する (農林水産省
2020)。一方，河川表層水などの実環境中における農薬は一時的に高濃度になり，数時間か
ら数日程度で低濃度になる（パルス状曝露になる）ことが知られている（Trac et al. 2016）
。
パルス状曝露では，農薬影響からの回復期間が存在するため，継続的な農薬曝露では実環境
中における農薬影響を再現できない可能性が高い。このような考えから，パルス状曝露によ
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って，水生生物への影響を評価した論文も多数報告され，一時的な化学物質曝露の毒性値は，
継続的に曝露したものとは異なることが知られている（Azevedo-Pereira 2011; Liess et al.
2006; Pascoe & Shazili 1986）
。
毒性値が異なる理由として，個体が薬剤耐性を獲得すること (初期のパルスが，生存個体
を馴化したり，解毒酵素を誘導したりしてより強くすること) や個体選抜が起きること (弱
い個体は最初のパルスで存在しなくなり，より強い個体が選抜され，その後の曝露に対して
反応が低下すること) などが考えられる（Boxall et al. 2002）
。一時的な曝露を行う時期（生
活史における時期）によっても，水生生物の生存率が異なるといった事例もあり（Naddy et
al. 2000）
，パルス状の曝露影響は単純に「曝露濃度×時間」で影響を説明できない未知の部
分がある。
しかし，一時的な曝露条件下において，水生生物への化学物質に対する多世代影響を研究
した事例は少なく（Li et al. 2014）
，長期的な影響については科学的知見に乏しい状況にあ
る。
以上のことから，実環境中の曝露を想定して，化学物質の影響を長期的に評価する必要が
ある。この際，多世代影響のメカニズムを明らかにして行く必要がある。
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農薬の一時的な曝露による薬剤耐性獲得のメカニズム
前述の通り，実環境中における農薬の曝露は一過性であり，生物には回復期間が与えられ
る。この場合，生物は化学物質に対して薬剤耐性を持つ場合がある（Boxall et al. 2002）
。
一時的な農薬曝露による水生生物の薬剤耐性の獲得には，長期曝露条件下でのみ生じる
遺伝子突然変異はおそらく関与しないため（Benting & Nauen 2004; Nkya et al. 2013）
，
母性効果が薬剤耐性獲得の要因になる可能性が高い。
母性効果とは，母親の細胞質における要素，すなわち卵黄の量，mRNA，ホルモン等を通
じて，母親の経験や飼育環境が次世代の表現型，成長や健康状態に影響を及ぼす現象を指す
（Mousseau & Fox 1998）
。環境の変化や化学物質の曝露により DNA のプロモーター領域
がメチル化された結果，次世代の表現型が変化するという報告もあることから，DNA のメ
チル化が母性効果を引き起こす要因の一つとして考えられている（Metzger & Schulte
2018; Santangeli et al. 2019; Venney et al. 2019）
。母性効果が化学物質感受性を左右して
いるといった報告も多数存在するが（Bae et al. 2016; Barbosa et al. 2015; Pieters & Liess
2006）
，その現象についての知見は乏しい。母性効果を考慮すると，体内酵素生産量の増加
も薬剤耐性獲得に関与している可能性が高い。
生体外異物の侵入に対して，生体は分子レベルから形態レベルまでさまざまな反応を示
す。酵素活性などの生体反応はバイオマーカー（biomarker）とよばれ，その変化の程度は
化学物質の影響評価に用いられてきた（柏田 2006）
。化学物質の毒性発現メカニズムに関
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する研究も増えており，将来的にはそのメカニズムを基盤にした生態影響評価法の開発も
重要である（雜賀 2016; Slaninova et al. 2009）
。
よって，体内酵素活性を測定し，感受性変化のメカニズムを解明できれば，環境毒性学の
発展に貢献できる。

本研究の目的
本研究では，殺虫剤の水生生物に対する影響を長期的に評価することを目的とした。この
際，一時的な曝露を行うことで，実環境中の殺虫剤の流出影響を想定した。また，体内酵素
活性を同時に測定し，そのメカニズム解明も目的の一つとした。有機リン系やカーバメート
系の殺虫剤（アセチルコリンエステラーゼ（AChE）阻害剤）は世界における生産量が最も
多い殺虫剤であることから（King & Aaron 2015; Zhang 2018）
，本研究の対象化学物質と
した。
また，化学物質への感受性が高く，ガイドライン種となっている甲殻類（ミジンコ類） お
よび水生昆虫（セスジユスリカ）を対象生物とした。
まず，1）一時的な殺虫剤曝露が甲殻類に及ぼす多世代影響を種間差に焦点を当てて研究
を行った。培養室で継続的に飼育し続けた D. magna および霞ヶ浦沿岸帯から採取した 2 種
ミジンコの多世代感受性の変化を評価し，どの種類のミジンコが薬剤耐性を獲得しやすい
のか調べた。
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また，一時的な曝露に対するミジンコへの多世代影響には種内差もあると考えられ，その
差を検証する必要がある。よって，2）感受性が異なるアオムキミジンコについて殺虫剤の
一時的な曝露影響を評価した。
以上の実験から，親世代の殺虫剤感受性の高低差（種間差や種内差）によって，次世代の
感受性がどう変化するかを評価した。昆虫類（コナガなど）の実験では，元々，薬剤に対し
て低感受性の系統の方が，薬剤抵抗性遺伝子を高頻度で持っていると考えられており，高感
受性の系統と比較して，素早く薬剤耐性を獲得すると報告されている（浜 1992；Noppun
et al. 1987）
。以上より，本研究でも一過性の殺虫剤の曝露によって選別された場合，元々，
薬剤に対して低感受性の系統（または種類）は次世代で薬剤耐性を獲得しやすいと考えた。
さらに，一時的な殺虫剤の曝露影響に対する反応が他の水生生物でも普遍的に起こり得
るかどうかを検証するため，3）甲殻類と生活史が異なる水生昆虫（セスジユスリカ）への
一時的な曝露影響を評価した。ミジンコなどの主に単為生殖で増殖する生物と比較して，有
性生殖を行う生物は，多様な遺伝子の組み合わせを次世代に伝えることができる（岸ら
2009）
。よって，本研究のユスリカもミジンコと比較して薬剤耐性を獲得しやすいのではな
いかと考えた。
いずれの研究でも，有機リン剤およびカーバメート剤の標的酵素である AChE 活性を測
定し，多世代感受性変化のメカニズム解明を試みた。
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本論文の構成
第 1 章では，一時的な殺虫剤の曝露がミジンコ 3 種に与える影響を 4 世代に渡り評価し
た。
第 2 章では，一時的な殺虫剤の曝露が感受性の異なるタイリクアオムキミジンコ
(Scapholeberis kingi) に与える継世代影響を評価した。
第 3 章では，ミジンコと異なる生活史を持つ水生昆虫（セスジユスリカ,Chironomus

yoshimatusi）への一時的な殺虫剤曝露影響を 4 世代に渡り評価した。ただし，ミジンコの
成熟（抱卵）は生後 5～7 日程度であるのに対して，C. yoshimatusi は成熟（交尾可能な状
態）まで 2～3 週間程度かかる。このため，幼虫期での一時的な殺虫剤曝露の影響が次世代
に影響しない可能性が考えられる。この可能性を排除するため，ユスリカの実験では，各世
代（1～3 世代）において殺虫剤を 48 時間曝露した後，曝露せずに飼育した。
以上，計 3 章の結果および考察から，総括では，殺虫剤の一時的な曝露が水生生物に与え
る長期的な影響およびそのメカニズムについて考察し，農薬の長期影響をどのような方法
で評価すべきかを考察した。
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第1章
3 種ミジンコ類におけるピリミカーブに対する急速な薬剤耐性の獲得と
アセチルコリンエステラーゼ活性の変化
Long-term tolerance acquisition and changes in acetylcholinesterase activity in three
cladoceran species after a 48-h pulsed exposure to pirimicarb.
Water, Air, & Soil Pollution, 231 巻 287 頁（2020 年 6 月発行に掲載）

1-1. はじめに
近年，人為化学物質による生態系への影響が懸念されている。化学物質汚染地域では，水
生生物は薬剤に対して抵抗性を持つ傾向がある。また，多世代試験において，水生生物が重
金属または農薬に対して薬剤耐性を獲得したという報告もある（Brausch & Smith 2009;
Hua et al. 2014; Ward & Robinson 2005）
。薬剤耐性の獲得は生物に利益をもたらすが，コ
ストもあることが知られている。薬剤耐性の獲得には，生物のストレスへの適応や遺伝子突
然変異に対して作用する選択圧が働く。例えば，生理機能および摂食率，生存率，および産
卵数の低下等，生活史特性への負の影響が挙げられる（Agra et al. 2010; Coustau et al.
2000; Mireji et al. 2010）
。また，カーバメート系農薬のカルバリルに曝露して，薬剤耐性
を持つ D. magna 個体群を作製したところ，菌類（Pasteuria ramosa）に対して感染しや
すくなった（Jansen et al. 2011）
。近年では，化学物質の影響評価や管理を行う上で，生物
の適応進化を考慮した評価法の開発が検討されつつある（Carroll et al. 2014）
。以上より，
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生態リスク評価法発展のため，水生生物における薬剤耐性の獲得メカニズムやその生活史
への影響を解明する必要がある。
主に慢性的な化学物質の曝露によって，酵素に遺伝子突然変異が生じることで，生物は薬
剤耐性を獲得するが（Benting & Nauen 2004; Nkya et al. 2013）
，母性効果によっても引
き起こされる。母性効果とは，母親の細胞質における要素，すなわち卵黄の量，mRNA，ホ
ルモン等を通じて，母親の経験や飼育環境が子孫の表現型，成長や健康状態に影響を及ぼす
現象を指す（Mousseau & Fox 1998）。母性効果は野外個体群における進化を急激に速め，
生物の化学物質に対する感受性を変化させる（Jiang et al. 2013; Mousseau et al. 2009）
。
例えば，様々な化学物質について水生生物を用いた多世代試験が行われ，母性効果が生物の
感受性を変化させるといった事例もある。低濃度の餌環境下で飼育した D. magna からは，
大きなサイズの幼体が生産され，ピレスロイド系殺虫剤に対する感受性が低いことが明ら
かとなった（Pieters & Liess 2006）
。また，親個体の D. magna を高温環境下で飼育する
と，次世代の幼体における銅に対する感受性が低下した（Bae et al. 2016）
。なお，母性効
果のメカニズムは未だ解明されていない部分が多くある。例えば，D. longispina の複数系
統を致死レベルの塩化ナトリウムに曝露すると，次世代で塩分に対する耐性を獲得した系
統もあったが，耐性を獲得しない系統もあったことから（Venâncio et al. 2018）
，化学物質
に対する多世代感受性の変化は同種の中でも，同じとは限らない。よって，感受性変化のメ
カニズムを詳細に解明するため，更なるデータの蓄積が必要である。
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カーバメート系農薬は，害虫から作物を保護するために広く使用されており，生態系に影
響を及ぼすこともある。ピリミカーブは地表水中で頻繁に検出されるカーバメート系農薬
の一つであり，アブラムシの駆除などに用いられて来た（Kwon et al. 2009）
。ピリミカー
ブの断続的な曝露は，短期間（4 時間）でも D. magna の繁殖に影響する（Andersen et al.
2006）
。ピリミカーブは水環境中へ流出しやすく，地表水中で最も頻繁に検出される農薬の
一つである。例えば，米国のオンタリオ湖の地表水においてピリミカーブは最も検出され，
その濃度範囲は，0.24〜16.4 ng / L であった（Struger et al. 2016）
。
環境水中における水生生物への農薬曝露は，連続的なものではなく，断続的 (パルス状)
になることが多い（Stehle et al. 2013; Trac et al. 2016）
。連続的に曝露した影響より，パ
ルス状に曝露した影響の方が，水生生物に大きな影響を与える化合物もある（Boxall et al.
2013; Ingersoll &Winner 1982）
。よって，農薬の一時的な曝露を行えば，実環境中に起こ
りうる影響を再現でき，水生生物に対する現実的な農薬曝露影響を評価できる。
ピリミカーブはアセチルコリンエステラーゼ（AChE）を標的酵素とするため （Lu et al.
2013）
，本研究では，試験生物であるミジンコ類において，AChE 活性の変化に着目した。
カーバメート系農薬は生物体内の AChE を阻害することで，シナプス内でのアセチルコリ
ンの蓄積を招き，神経系を破壊する。ミジンコ類における AChE 活性の変化についての報
告は多数ある（Barata et al. 2001; Jeon et al. 2013; Toumi et al. 2015）
。低レベルの遊泳
阻害や致死を引き起こす程度のピリミカーブに水生生物（水生昆虫やミジンコ）を曝露する
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と，体内の AChE 活性は低下する（Ishimota & Tomiyama 2020; Ishimota et al. 2020; Xiao
et al. 2015）
。よって，本研究では，対照区と比較して，ピリミカーブ曝露群における AChE
活性と AChE mRNA の発現量の変化を調査することとした。
以上のことを踏まえ，本研究では，1）カーバメート系殺虫剤（ピリミカーブ）の短期曝
露後に 3 種類のミジンコ（D. magna, Scapholeberis kingi および Ceriodaphnia cornuta）
がピリミカーブに対して耐性を獲得するかどうかを，4 世代に渡り評価した。また，2）短
期曝露した個体群において，薬剤耐性の獲得が確認された場合のコストについても調査し
た。さらに，3）対照区と比較した際の処理区における AChE 活性および AChE mRNA 発
現量の変化を調査した。

1-2. 材料および方法
1-2-1. 化学分析
ピリミカーブ（純度 99.9%）は和光純薬工業株式会社から入手したものを使用した。50%
メタノール水溶液を用いて 1.6 g/L のピリミカーブ保存溶液を調製後，各培地（D. magna:
Elendt M4 培地, S. kingi および C. cornuta: 成分を改変した ISO 培地，1-2-2.項を参照）
で希釈して各試験区の水溶液を調製した。ピリミカーブ濃度の測定には，液体クロマトグラ
フ・質量分析計（LC–MS/ MS）
（LC: Waters 2795; MS/MS:Quattro Premier，Waters; カ
ラム: Inertsil ODS-3,GL Science，3 μm×2.1mm×150）を使用した。また，LC-MS/MS に
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おける分析条件は，カラム温度 40℃，流速 0.2mL/min に設定した。移動相は，5 mmol/L
の酢酸アンモニウム（移動相 A）およびメタノール（移動相 B）を使用した。グラジエント
条件は移動相 B を 50%（移動相 A：50%）
：7 分間，移動相 B を 50%-60%（移動相 A：5040%）
：7 分→9 分間，移動相 B を 100%: 9 分→15 分間とした。プレカーサイオンおよびプ
ロダクトイオンは，それぞれ m/z ：238.8，m/z ： 71.6 とした。操作条件はエレクトロス
プレー・正イオンモードを使用し，脱溶媒温度は 350℃に設定した。測定後，データプロセ
ッサーを使用して各ピーク面積を算出し，最小二乗法を用いて検量線の標準ピーク面積に
対するピリミカーブ重量をプロットすることにより，ピリミカーブ濃度を算出した。
ピリミカーブの定量限界値（LOQ）は 0.5 µg/ L に設定した。また，ピリミカーブ濃度 0.5
µg/L と 0.1 mg /L の 2 濃度について各培地における添加回収試験を行い（n=3），平均回収
率と相対標準偏差（RSD）を求めた。さらに，ピリミカーブ溶液（40.0，20.0，10.0，5.0，
2.5，1.3，および 0 µg/L）を培地ごとに調製し，これらの溶液を試験条件下で 48 時間静置
し，その実測値から回収率（%）を計算した（n = 2）。その結果，曝露期間中のピリミカー
ブ溶液は極めて安定であることを確認した。この結果より，各試験区のピリミカーブ濃度は，
多世代実験における曝露の開始時のみ測定することとした。ピリミカーブ濃度の RSD（ば
らつき）は以下の式で計算した。また，ピリミカーブ回収率の許容水準は 70～120%とした
（US EPA 2012; Stamatis et al. 2013）
。
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RSD(%) =

SD
× 100
Mean

RSD(%)：ピリミカーブ濃度の相対標準偏差
SD：ピリミカーブ濃度の標準偏差
Mean：ピリミカーブ濃度の平均値

1-2-2. 試験生物および飼育条件
甲殻 類は，化 学物質に対す る感受性 が高いため， 生態毒性 試験に用いら れてい る
（Hanazato 2001; Havens 1994）
。特に，D. magna は農薬のリスク評価における急性遊泳
阻害試験に使用されている（Brock & Wijngaarden 2012; OECD 2004）
。 また，S. kingi
はカーバメート系農薬に対して感受性が低い種の 1 つであり（Mano et al. 2010）, 水田や
用水路に普遍的に生息している。 C. cornuta は D. magna よりも有機リン系殺虫剤（ダイ
アジノンとメチルパラチオン）に対して感受性が高いことが知られている（Hong et al.
2004）
。C. cornuta に対するカーバメート系農薬の急性毒性試験の報告はないが，有機リン
系殺虫剤とカーバメート系殺虫剤の標的酵素がアセチルコリンエステラーゼ（AChE）であ
ることを考えると，C. cornuta もピリミカーブに対して感受性が高い種類と予想できる。
本研究ではこれら 3 種のミジンコがピリミカーブに対して異なる感受性を示すと仮定し，
試験対象生物とした。
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2010 年に国立研究開発法人国立環境研究所から Daphnia magna（NIES 株）を入手し，
実験室において Elendt M4 培地（Elendt & Bias，1990）を用いて継代培養した。M4 培地
は硬水性であり（240 mg CaCO3 /L），高い電気伝導率（EC）を示す（EC 値（水温 25°C
補正値）
： 67 mS/m）。D. magna はヨーロッパの硬水環境に生息するため，その環境を再
現する目的で，本培地を使用した（Terra & Feiden 2003）。また，D. magna には Chlorella

vulgaris（5×105 cells/mL）を少なくとも週に 5 回与えた。10 個体の D. magna を 500 mL
ガラスビーカーに 500 mL の培地を入れて飼育した。また，2015 年 6 月 13 日に，霞ヶ浦
沿岸（36°04 '59' 'N，140°13' 06 '' E）から，S. kingi および C. cornuta の親個体を採集
した。霞ヶ浦の水は軟水であり（52 mg CaCO3/L）
，電気伝導率（EC）が低い（EC 値（水
温 25°C 補正値）
：35 mS/m）
。なお，本研究以外にも，霞ヶ浦から採集した甲殻類を使用
して，生物試験が行われている（Ishimota & Tomiyama 2020; Mano et al. 2010; Mano &
Tanaka 2017）
。感染症等のリスクを減少させるため，これら野外個体を 1 年以上飼育して，
実験を行った。これら野外種の生息地の水質（軟水）を再現するため，本研究では EC（EC
値 （水温 25°C 補正値）
：21 mS/m）および硬度（30 mg CaCO3/L）が低い，改変した ISO
培地（ISO 1996）を使用した。なお，改変 ISO 培地の成分は CaCl2・2H2O: 36.8 mg/L;
MgSO4・7H2O: 6.1 mg/L; NaHCO3: 64.8 mg/L; KCl: 8.60 mg/L; Thiamine hydrochloride:
75.0 μg/L；Cyano-cobalamin: 1.00 µg/L; Biotin 0.75 µg/L とした。これら野外種について
は，約 10 個体を 100 mL ガラスビーカーに 100 mL の培地を入れて飼育した。どちらのミ
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ジンコも生後約 7 日間で一回目の幼体を産出した。また，C. vulgaris（1×106 cells/mL）
を少なくとも週に 5 回与えた。培地は週に 3 回交換した。飼育環境下における母性効果の
影響を少なくするため，産仔 3, 4 回目に産まれた幼体を飼育した（Barata & Baird 1998）
。
本研究における飼育・曝露条件については，水温を 22±1℃，明暗光周期を 16:8 時間，
照度を約 800 lux に設定した。

1-2-3. 多世代試験
各試験生物をピリミカーブ溶液に 48 時間曝露し，
F0 世代の EC50 値を算出した。
その後，
3 世代に渡り，ピリミカーブに対する薬剤耐性を維持していた（Fig. 1-1）
。
F0 世代以降は，ピリミカーブの曝露を行わずに，各種ミジンコを飼育した。また，各世
代における感受性を，ピリミカーブに対する試験生物の 48h-EC50 値を用いて評価した。実
験開始前に，Andersen（2006）の D. magna におけるピリミカーブの EC50: 16 µg/L を参
考にして，各試験生物を用いた予備検討を実施し，その反応率から設定濃度範囲に各試験生
物の EC50 を含むように，0（メタノール濃度：12.5 µL / L）, 1.3, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, およ
び 40.0 µg/L を曝露濃度に設定した。
ミジンコ 5 頭（生後 24 時間以内）を 50 mL の試験液を加えた 50 mL 容ガラス製ビーカ
ーに無給餌で曝露した（n=4）
。曝露には，水温 22◦C±1 度，16 時間明期，8 時間暗期に設
定した恒温槽（FLI-2000A, 東京理化器械株式会社）を使用した。ビーカーを穏やかに揺ら
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して，15 秒の間に遊泳できない個体を遊泳阻害個体とし，遊泳阻害率を求めた。また，遊
泳阻害率から 1 世代目（F0）の EC50 および 95%信頼限界値を算出した。
前述の 0, 1.3, 2.5, 5.0 および 10.0 µg/L のピリミカーブ溶液に曝露後，各種幼体は 10 頭
以上生存したため，各試験区における幼体 10 頭を，次世代の親個体として無作為に取り出
し，ピリミカーブ曝露を行わない標準飼育条件下で，各世代（F1, F2 および F3 世代）に
。各種
おける 3 回目の産仔まで飼育した（D. magna の飼育水量：500 mL, 他種: 100 mL）
ミジンコを飼育中，耐久卵は確認されず，十分な個体数を確保できた。
40.0 および 20.0 µg/L 濃度区の各試験生物の致死率は F0 世代でほぼ 100 %であった。こ
のため，F1 世代以降の 40.0 および 20.0 µg/L 濃度区における遊泳阻害率の算出には，10.0
µg/L 濃度区の幼体を用いた（Fig.1-1）
。F1~F3 世代の EC50 値を計算するため，産仔 3 回目
に生まれた幼体（生後 24 時間以内）を F0 世代と同様の方法で曝露し，各濃度区の遊泳阻
害率より，EC50 および 95%信頼限界値を算出した。
産仔 3 回目に生まれた幼体（生後 24 時間以内）を 0 µg/L（メタノール濃度：12.5 µL/L）
に 48 時間曝露した。曝露後のミジンコをピリミカーブやメタノールへの曝露は行わずに，
3 世代（F1-F3）に渡って培養し，対照区とした。各世代の産仔 3 回目の幼体を用いて，処
理区と同様の方法でピリミカーブ溶液に曝露し，F1～F3 世代の EC50 値を計算した。以上
の実験は，種ごとに 2 回繰り返した。
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Fig. 1-1 ミジンコ 3 種における多世代・ピリミカーブ処理区調製方法
Schematic view of the experimental design used to test for tolerance development in three
cladoceran species exposed to pirimicarb insecticide. F0 generation individuals were exposed
as groups of 20 neonates (< 24 h old) for 48 h to either six concentrations of pirimicarb (1.3,
2.5, 5.0, 10.0, 20.0, and 40.0 µg/L) or to solvent control (methanol: 12.5 µL/L) to calculate the
48-h EC50 values (using immobility as the endpoint). The surviving 10 individuals in the five
groups (solvent control, 1.3, 2.5, 5.0, and 10.0 µg/L) were separately reared under control
conditions in each medium (without methanol or pirimicarb) from F1 to F3 generation. As
the mortality rates were high at 20.0 and 40.0 µg/L in F0, the neonates exposed to 10.0 µg/L
pirimicarb were used for the exposure at 20.0 and 40.0 µg/L from F1 to F3 generation. After
the reproduced neonates (< 24 h old) from the third brood were exposed to the same
concentration of pirimicarb solution as F0, the 48-h EC50 values in each generation were
calculated from data of immobility versus pirimicarb concentration in each concentration
group. Two experimental blocks were prepared for each species. Measurement of
acetylcholinesterase activity and mRNA, and lifecycle experiments were conducted from F0
to F1 generation using specific replicates not used for EC 50 estimation.
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1-2-4. 慢性試験
薬剤耐性獲得によるコストについて調査することを目的として，多世代試験と同様の方
法でピリミカーブ処理区を再現し，21 日間繁殖試験を行った。調査期間は OECD TG 211
に従って，各世代 21 日間とした（OECD, 1997）
。また，多世代試験において，F1 世代の

C. cornuta が，薬剤耐性を獲得したため，F0 および F1 世代のピリミカーブ処理区を再現
して実験を行った（Fig. 1-2）。産仔 3 回目に生まれた幼体（生後 24 時間以内）を 0 µg/L
（メタノール濃度：12.5 µL/L）, 1.3, 2.5, および 5.0 µg/L のピリミカーブ溶液に 48 時間
曝露した。なお，1 頭のミジンコを 10 mL の試験液を入れた 10 mL ガラスビーカーに曝露
した（繰り返し回数：10 回）
。曝露後，幼体をピリミカーブが含まれていない同容量のガラ
スビーカーに移して，標準培養条件下において飼育した。次に，F1 世代を飼育するため，
F0 世代の産仔 3 回目の幼体（生後 24 時間以内）10 頭を，ピリミカーブ曝露を行わない条
件下で，F0 世代と同様に飼育した。飼育期間中，餌として Chlorella vulgaris（5 × 105
cells/mL）を毎日与えた。また，産出した幼体を数え，取り除く作業を毎日行った。実験期
間中（生後 21 日間）の内的自然増加率（r）を，各濃度区の日ごとの繁殖率および生存率の
日齢データを用いて算出した。合計 10 個体の繁殖率および生存率より，内的自然増加率を
算出した。このため，統計的な数値のばらつきの評価は本実験では行わなかった。各試験区
についてレスリー行列の最大固有値（21×21 日）を使用して，F0 および F1 世代における
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内的自然増加率（r）を推定した（Case 2000）
（計算式は下記の通り）
。
𝜆 = 𝑒𝑥𝑝(𝑟)
λ：レスリー行列の最大固有値，r：内的自然増加率

ブートストラップ法を使用して，r 値の推定値の不確実性を検証した（Taberner et al. 1993）
。
各試験区において，10 個のデータを無作為にサンプリングして，これを 200 回繰り返した
（Deng et al. 2013; Efron & Tibshirani 1993）。なお，一部ミジンコ種において， F0 世代
で濃度区の r 値が低下し，F1 世代で EC50 が増加した場合，GLM モデルを使用して薬剤耐
性の増加とそのコストとの関連性を検証することとした。また，本研究のコストは，r 値に
対する変数（農薬濃度と世代交代）に対する負の影響と定義した。
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Fig. 1-2 多世代試験再現環境下における慢性試験の方法
Experimental design for the 21-day lifecycle test. This experiment was performed using
specific triplicate samples in F0 and F1 (not used for EC 50 estimation). F0 generation
individuals were exposed as groups of 10 neonates (<24 h old) for 48 h to pirimicarb (at 1.3,
2.5, or 5.0 µg/L) or to solvent control (methanol: 12.5 µL/L). The surviving individuals in each
group were reared under control conditions in uncontaminated medium (without methanol
or pirimicarb). Ten neonates (<24 h old) from the parents in each concentration group were
reared in uncontaminated medium as F1 generation. Survival of parents and the number of
neonates were recorded daily for 21 days for each generation. The intrinsic population growth
rate for each group was calculated from the results.
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1-2-5. AChE 活性
ピリミカーブに曝露したミジンコ個体群における，AChE 活性と mRNA 発現量の変化を
調査するため，多世代試験の 2 世代（F0, F1）におけるミジンコ個体群を再現した（Fig.13）
。多世代試験において，F1 世代の C. cornuta がピリミカーブに対する薬剤耐性を獲得し
たことから，本実験では， F0 および F1 における個体群を再現した。なお，各実験は 3 回
繰り返した。
AChE の測定には，生存幼体を用いるため（Toumi et al. 2015），死亡により生存個体の
欠損を招く可能性のある EC50 値などの濃度よりも低い濃度で曝露した。以前，低レベルの
遊泳阻害を引き起こすが，死亡はしない程度のピリミカーブ水溶液に水生生物を曝露して，
AChE 活性が低下することを確認した（Ishimota & Tomiyama 2020; Ishimota et al. 2020）
。
本研究では，D. magna および C. cornuta は 5.0 µg/ L ピリミカーブおよび S. kingi の 2.5
µg/L ピリミカーブ水溶液に 48 時間曝露後，25%程度の遊泳阻害率は確認されたが，死亡個
体は観察されなかったため，これらの濃度を処理区の設定濃度とした。また，助剤対照区と
して，0 µg/L ピリミカーブ（12.5 µL/L メタノール含有培地）を設けた。AChE 活性を検出
するには，各試料につき 100 頭の幼体が必要であった。このため，試験液 1 L を入れた 1 L
ガラス製ビーカーを用いて，産仔 3 回目の各種ミジンコ幼体 100 頭（生後 24 時間以内）
を，助剤対照区または処理区に 48 時間曝露した。曝露後の試料を F0 世代として扱った。
また，前述の方法を用いて，100 頭（生後 24 時間以内）を曝露後，各ビーカーに飼育水（D.
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magna: 500 mL の M4 培地，S. kingi および C. cornuta: 100 mL の ISO 改変培地）を入
れたものに，曝露した 10 頭の幼体を入れて，標準飼育条件下で飼育した。飼育した各種ミ
ジンコから生まれた産仔 3 回目の幼体 100 頭（生後 24 時間以内）を F0 世代と同様の方法
で曝露後，F1 世代とした。
繰り返し 3 回の F0 および F1 世代の曝露後のミジンコから，セルストレーナー（70 µm，
FALCON® ）を用いて水溶液から分離し，0.25 mg/mL Pefabloc®SC（Sigma analytical
standard，Sigma Aldrich，イギリス）含有 1%リン酸緩衝生理食塩 100 μL に浸水後，直ち
に破砕して，タンパク質を抽出した（n=3）
。15 分間超音波処理後，4℃，15,000×g で 10
分間遠心分離した。各サンプルの上清を採取し，タンパク質濃度を DC Protein Assay Kit
（Bio-Rad，Hercules，CA，USA）を用いて測定した。各試料中の AChE 活性は，AChE
assay kit（Amplite™, AAT Bioquest, Sunnyvale, CA, USA）を用いて，製造元の手順書に
従って，測定した。また，測定には分光光度計（SpectraMax® 190 Microplate Reader,
Molecular Devices, San Jose, CA, USA）を使用し，410 nm の吸光度を測定した。AChE
活性は各試料のタンパク質含量で補正して，単位は μmol/mg protein で表した。
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Fig. 1-3 多世代試験再現環境下における AChE 活性および AChE mRNA 発現量評価法
Experimental design for AChE estimation. AChE activity in neonates was estimated in F0
and F1 using specific triplicate samples not used for EC50 estimation. F0 generation neonates
(<24 h old) were exposed to pirimicarb solution (5.0 μg/L for D. magna and C. cornuta and
2.5 μg/L for S. kingi) or to solvent control (methanol: 12.5 µL/L) for 48 h. After 48 h exposure
to pirimicarb, the neonates were used for AChE estimation in F0. After neonates (< 24 h old)
were exposed to the same concentrations as F0, the neonates were transferred to
uncontaminated medium and reared until reproduction. The reproduced neonates (<24 h old)
were exposed to the same treatments as those in F0 for 48 h (F1). The AChE activity and
mRNA levels were measured in both F0 and F1 samples. The 100 individuals per a sample
for AChE activity, and 200 individuals per a sample for AChE mRNA levels were needed.
Each experiment was conducted in triplicate.
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1-2-6. AChE mRNA 発現量
AChE 活性の測定と同様の手法を用いて，F0 および F1 世代における AChE mRNA 発
現量の測定に用いる試料を調製した。ただし，AChE mRNA 発現量の測定には各試料当た
り 200 頭の幼体が必要であったため，試料のサイズを 2 倍とした（Fig. 1-3）
。濃度区また
は対照区の試験液 2L を入れた 2L ガラスビーカーに，産仔 3 回目に生まれた幼体（生後 24
時間以内）を入れ，48 時間曝露した（F0 世代）
。また，同様の方法で曝露した幼体を AChE
活性測定方法と同様の条件下で飼育し，3 回目に生まれた幼体（生後 24 時間以内）を F0 世
代と同じ条件下で 48 時間曝露し，F1 世代とした。なお，この実験は 3 回繰り返した。
次に，F0 および F1 世代の繰り返し 3 回の試料についてそれぞれ，total RNA を
PrimeScript™ RT reagent kit with gDNA Eraser（Takara BIO Inc.）および gDNA Eraser
（Takara BIO Inc.）を用いて，RNA サンプルを cDNA に逆転写した。さらに，SYBR®
Premix Taq™ II kit（Takara BIO Inc.）を用いて増幅産物を調製した。プライマーは，Trac
et al.（2016）が設計した D. magna の AChE mRNA を使用した（mRNA; GenBank
accession No. AB697764.1）
。AChE mRNA プライマーの塩基配列は，forward primer: 5′
-ATGCACCTGCTGTCACCGCT-3′，reverse primer: 5′-CCCACGGAGCTGTCGCTG
AT-3′であった。また，Actin mRNA プライマー（mRNA; GenBank accession No.
AJ292554.1）の塩基配列は，forward primer 5′-CACTGCTGCTGCCTCCACCT-3′, the

41

reverse primer 5′-AGCGGAATCGCTCGTTGCCA-3′とした。定量には Thermal Cycler
Dice® Real Time System II（Takara BIO Inc.）を使用して，遺伝子量の測定を行った。ま
た，D. magna の AChE プライマーにおける塩基配列が，他の 2 種にも存在していること
を確認した（Table 1-1）
。D. magna，S. kingi，および C. cornuta の AChE の増幅効率は
それぞれ 95，103，101%であり，Actin の増幅効率はそれぞれ 97，94，および 93%であっ
た。なお，逆転写効率の差を標準化するため，AChE の遺伝子量を Actin の発現量で補正
後，2−ΔΔCT 法（Livak & Schmittgen 2001）を用いて，各試料における発現量を算出した（繰
り返し回数：3 回）
。
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Table 1-1 アセチルコリンエステラーゼの遺伝子産物における塩基配列

Species

Nucleotide sequence
CCGCTTAGGTGATCGGCCGCGAGCCGCTAGTGTCTCTATGCACCTGCTGT
CACCGCTCAGTCGCAACTTGTTTAGTCAGGCCATTATGCAAAGTGGATCA

Daphnia

GCGACAGCTCCGTGGGCCACAGTCGACCGAGAAGAGACCATCATCCGTG

magna:

GACTGAGACTCGCCGAAGCTGTTGGCTGCCCACACAGCCGGGCCAATCTC
AGCTCAGCGTTGGAATGTTTGCGGACCATTAACGCTTCAACACTTGTCAA
CAATGAAGGTGGCTC
CACGCTTTGGTGATCGGCCGGAGCCGCTAGTGTCTCTATGCACCTGCTGTC
ACCGCTCAGTCGCAACTTGTTTAGTCAGGCCATTATGCAAAGTGGATCAG

Ceriodaphnia

CGACAGCTCCGTGGGCCACAGTCGACCGAGAAGAGACCATCATCCGTGG

cornuta:

ACTGAGACTCGCTGAAGCTGTTGGCTGCCCACACAGCCGGGCCAATCTCA
GCTCAGCGTTGGAATGTTTGCGGACCATTAACGCTTCAACACTTGTCAAC
AATGAGGTGGCTCC
CCGCTTAGGTGATCGGCCGCGAGCCGCTAGTGTCTCTATGCACCTGCTGT
CACCGCTCAGTCGCAACTTGTTTAGTCAGGCCATTATGCAAAGTGGATCA

Scapholeberis

GCGACAGCTCCGTGGGCCACAGTCGACCGAGAAGAGACCATCATCCGTG

kingi:

GACTGAGACTCGCCGAAGCTGTTGGCTGCCCACACAGCCGGGCCAATCTC
AGCTCAGCGTTGGAATGTTTGCGGACCATTAACGCTTCAACACTTGTCAA
CAATGAAGGTGGCTC

We confirmed that the AChE primers (the forward: 5′-ATGCACCTGCTGTCACCGCT-3′ and
the reverse primer: 5′-CCCACGGAGCTGTCGCTGAT-3′) chosen in Daphnia magna, were
also conserved in Ceriodaphnia cornuta and Scapholeberis kingi. We designed forward and
reverse

primers

outside

the

target

region

using

Primer3Plus

software

(https://primer3plus.com/), nucleotide database (mRNA in D. magna; GenBank accession No.
AB697764.1). We made amplification products for each species using the two primers. Then,
the sanger sequencing of these samples was performed for the amplification products by
TAKARA BIO INC. (Kusatsu, Japan). The AChE primers chosen in our study are highlighted
in grey. The chosen AChE primers in D. magna were also conserved in Ceriodaphnia cornuta
and Scapholeberis kingi.

1-2-7. 統計解析
データ解析には R バージョン 3.6.1（R Development Core Team、2019）を用いた。遊泳
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阻害率を 2 パラメーター対数ロジスティックモデルに当てはめ，EC50 値および 95%信頼区
間を算出した。
𝑓(𝑥) =

1
(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥) − 𝑙𝑜𝑔(𝑒)))

f (x) は遊泳阻害率，x はピリミカーブの濃度，b は変曲点での相対的な傾きを示す。e はフ
ィッティングラインの変曲点で，半数の個体が遊泳阻害を引き起こす濃度（EC50）を示す。
各試験区において，繰り返し 2 回の実験データより，medrc パッケージを用いて，ランダ
ム効果を考慮した各試験区の EC50 を算出した（Gerhard & Ritz 2017）
。drc パッケージの
EDcomp 関数を使用して，F0 から F3 世代の対照区と処理区の EC50 値の有意差を判定し
た（Ishimota & Tomiyama 2020; Ritz et al.2006）
。また，F0 世代と比較した際の，各世代
における処理区の濃度・反応曲線の変化を検証するため，drc パッケージの compParm 関
数を使用して，実験ごとに，F0 から F3 世代における濃度・反応曲線の傾きの値，b を比較
した。なお，ここで使用した関数（EDcomp および compParm）は，これらの関数は，異
なる EC50 値または反応曲線の傾きについて，サンプル間の比率を算出後，t 検定を用いて
1 と比較してその比率に有意差があるか否かを判定するものである。また，各試料間の有意
水準は Holm’s method（Holm, 1979）を用いて調整した。
Welch’s t-test を用いて，各ミジンコ種における AChE 活性または AChE mRNA 発現量
について， F1 および F2 世代のサンプル間における比較を行い，各試料間の有意水準は
Holm’s method （Holm, 1979）を用いて調整した。
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GLM を使用して、ピリミカーブの一時的な曝露（0~5.0 µg/L）が F0 世代に及ぼす影響
を評価し，さらに，世代交代（F0 および F1 世代）が内的自然増加率 (r) の変化に与える
影響を推定した。この解析ではガンマ (対数リンク) 分布を想定した。Best performance
model （AIC が最も低いモデル）の選択を AIC（Akaike 1974）を用いて推定した。フルモ
デルにはすべての変数（ピリミカーブ濃度と世代数の増加）と 2 つの変数間の相互作用を
含むものとした。また， Wald 統計量を用いた χ2 検定を行い，r 値と変数との関係性にお
ける有意差の有無を判定した（Hosmer & Lemeshow 2000; Marques et al. 2008）。

1-3. 結果
1-3-1. 水質およびピリミカーブ濃度
曝露期間中における水温，pH および溶存酸素濃度はそれぞれ，21.8〜22.2℃，7.86〜8.59
および 7.93〜9.30 mg/L であった。また，これらの値は，OECD テストガイドライン（TG
202）の基準の範囲内であった（OECD 2004）
。0.5 μg/L および 0.1 mg/L のピリミカーブ
水溶液における平均回収率（n=3）はそれぞれ 94 および 115%，RSD はそれぞれ 1 および
9%であった。また，Elendt M4 培地および改変 ISO 培地における 48 時間後の 6 濃度の回
収率は，それぞれ 84〜100%および 100〜116%であった。多世代試験における曝露開始時
のピリミカーブの回収率は 84〜116%であり，試験基準の 70〜120%を満たした。
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1-3-2. 多世代試験
F0〜F3 世代におけるピリミカーブ処理区における濃度反応曲線および，EC50 付近の曲
線の傾きをそれぞれ，Fig. 1-4 および Table 1-2 に示す。また，対照区と処理区の EC50 値
を Fig. 1-5 および Table 1-3 に示す。なお，ピリミカーブ処理区における各濃度区の EC50
値は，曝露濃度区ごとに算出した遊泳阻害率の結果より算出した。各種ミジンコの対照区
（ピリミカーブ濃度：0 μg/L）において，遊泳阻害は確認されなかった。また，S. kingi は
3 種の中で最もピリミカーブに対する感受性が高かった（Fig.1-5 b）
。各種の対照区におい
て，F0〜F3 世代間における EC50 値に有意差は確認されなかった（Fig. 1-5，Table 1-3）
。

D. magna のピリミカーブ処理区の濃度反応曲線は，ほぼすべての世代において，急勾配
となった（Fig.1-4 a-b、Table 1-2）
。S. kingi における処理区の実験 No. 1 では，F1〜F3
世代の濃度反応曲線は F0 世代と比較して緩やかな勾配を示したが，実験 No. 2 については
勾配の変化は確認されなかった（Fig. 1-4 c-d, Table 1-2）
。D. magna および S. kingi の EC50
値については，世代間で処理区と対照区間に有意差は確認されなかった（D. magna : 11.5–
14.1 μg/L，S. kingi : 4.6–5.7 μg/L）
（Fig. 1-5 a,b, Table 1-3）。C. cornuta における処理区
の F1〜F3 世代において，低濃度区（1.3, 2.5, 5.0 および 10.0 μg/L）で遊泳阻害率が低く
なり，F0 世代と比較して，濃度反応曲線の傾きが急峻となった（Fig.1-4 e-f、Table 1-2）。
さらに，同処理区の EC50 値（25.4–25.9 µg/L）は対照区の値（12.8–15.5 µg /L）より高く
なり，薬剤耐性を獲得した（Fig. 1-5c、Table 1-3）。この EC50 の増加は，濃度反応曲線に
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おける傾きが急峻になったためと考えられた（Fig. 1-4 e-f）
。
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Fig. 1-4 F0 世代のミジンコ 3 種類をピリミカーブに 48 時間曝露した処理区における濃度・反
応曲線の世代間変化
Concentration-response curves of cladocerans after 48-h exposure to pirimicarb from the F0
to the F3 generation of the exposure group in the independent experimental blocks (NO. 1,
2). (a, b) D. magna; (c, d) S. kingi; and (e, f) C. cornuta. Cladocerans were exposed to
pirimicarb in the F0 generation, then cultured unexposed from the F1 to the F3 generation.
In each generation, the neonates produced (< 24 h old) were exposed to pirimicarb solutions
to calculate each 48-h EC50 value.
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Fig. 1-5 ミジンコ 3 種類におけるピリミカーブの各世代 48-h EC50 値
General changes in 48-h EC50 values for cladocerans: (a) D. magna; (b) S. kingi; and (c) C.

cornuta after exposure to pirimicarb. The 48-h EC50 values were calculated from two
independent experimental blocks. Error bars denote 95% confidence limits of the estimated
value. Different lower-case letters denote significant difference compared with all groups.
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Table 1-2 繰り返し 2 回の実験における各試験区の濃度反応曲線における EC50 付近の傾き
Relative slope around 48 h-EC50 values in each replicate of exposure group
Species name

Generation No.

No.1 Experiment

No.2 Experiment

Slope ± SE *

Slope ± SE *

F0

-22.6 ± 174.4 a)

-23.4 ± 220.7 a)

F1

-22.6 ± 174.4 a)

-23.4 ± 220.7 a)

F2

-22.6 ± 174.1 a)

-5.5 ± 1.2 a)

F3

-23.4 ± 453.0 a)

-18.0 ± 97.6 a)

F0

-2.2 ± 0.4 ab)

-1.0 ± 0.3 a)

F1

-1.0 ± 0.2 a)

-1.6 ± 0.2 a)

F2

-1.8 ± 0.3 b)

-1.9 ± 0.3 a)

F3

-1.5 ± 0.3 ab)

-1.2 ± 0.3 a)

F0

-0.9 ± 0.2 a)

-0.8 ± 0.2 a)

F1

-2.2 ± 0.5 b)

-3.0 ± 0.6 b)

F2

-4.1 ± 0.9 c)

-18.9 ± 116.3 b)

F3

-1.8 ± 0.3 bc)

-1.8 ± 0.3 b)

Daphnia magna

Scapholeberis kingi

50
Ceriodaphnia cornuta

Asterisks show relative slope around 48h-EC50 value and the standard errors. Different lower-case letters denote significant difference compared
with other generations in each species.

Table 1-3 繰り返し 2 回のピリミカーブ曝露実験から算出した 48h-EC50 値
48 h-EC50 values calculated from two independent experimental blocks
Control group
Species name

Generation

No.

Exposure group

EC50 value
(95% Cls, lower-upper) *

EC50 value
(95% Cls, lower-upper) *

Daphnia magna
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F0

14.1

(10.9–17.4) a)

14.1

(10.9–17.4) a)

F1

14.1

(10.9–17.4) a)

14.1

(10.9–17.4) a)

F2

13.6

(11.0–16.2) a)

14.1

(10.9–17.4) a)

F3

12.7

(10.7–14.8) a)

11.5

(10.5–12.4) a)

F0

4.6

(2.9–6.4) a)

4.6

(2.9–6.4) a)

F1

4.3

(2.9–5.6) a)

5.1

(2.9–7.2) a)

F2

4.6

(3.1–6.2) a)

4.6

(3.0–6.3) a)

F3

4.6

(3.0–6.1) a)

5.7

(3.5–7.9) a)

F0

12.8

(8.3–17.2) a)

12.8

(8.3–17.2) a)

F1

15.5

(11.9–19.1) a)

25.9

(20.8–31.0) b)

F2

14.8

(10.7–18.9) a)

25.4

(20.5–30.3) b)

F3

14.4

(11.4–17.5) a)

18.3

(15.4–21.2) a)

Scapholeberis kingi

Ceriodaphnia cornuta

Asterisks show the 95 % confidence limits for 48h-EC50 value. Different lower-case letters denote significant difference compared with all groups in each species.

1-3-3. 生活史への影響
F0 世代における D. magna 濃度区において，内的自然増加率（r）の低下は確認されなか
った（Fig. 1-6）
。一方，F0 世代の S. kingi および C. cornuta におけるほぼ全ての濃度区の

r 値は，対照区と比較して低下したが，F1 世代においては r 値の低下は確認されなかった。
特に，F1 世代の 5.0 µg/L 区の C. cornuta の r 値は、対照区よりも高い値となった。
GLM 解析を行うと，D. magna の r 値については，フルモデルが選択されたが，Wald 統
計量の p >0.05 となったため，r 値と関係するパラメーターはなかった（Table 1-4）
。また，

S. kingi については，ピリミカーブ濃度のみが選択されたが，r 値と関係するパラメーター
はなかった。C. cornuta については，フルモデルが選択され，ピリミカーブ濃度および世代
交代との相互作用に有意な正の関係性が確認された。
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Fig. 1-6

F0 および F1 世代再現環境下におけるミジンコ類の内的自然増加率

Intrinsic population growth rate (r) for the F0 and F1 generations of cladocerans. After
individuals (F0) were exposed as groups of 10 neonates (< 24 h old) for 48 h to one of three
concentrations of pirimicarb (1.3, 2.5, and 5.0 µg/L) or to solvent control (methanol: 12.5 µL/L),
the surviving ten individuals in the four groups (solvent control, 1.3, 2.5, and 5.0 µg/L) were
reared under control conditions in each medium (without methanol or pirimicarb) as F1
generation. Ten neonates (<24 h old) from the F0 parents in each concentration group were
reared in uncontaminated medium as F1 generation. Survival of parents and the number of
neonates were recorded daily for 21 days for each generation. The intrinsic population growth
rate for each group was calculated from the results. Data represent the mean ± standard
error estimated by the bootstrap method.
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Table 1-4
一般化線形モデルを用いた，ピリミカーブが内的自然増加率の各反応変数に及ぼす影響
Generalized linear model (GLM) for intrinsic population growth rate to estimate the effects
of pirimicarb on the response variables

Species

D. magna

Variable

Pr(>|t|)

-1.448

< 0.01

0.196

0.084

0.067

0.226

GA×PC

-0.057

0.129

Intercept

-1.309

< 0.01

-0.182

0.068

Intercept
alternation
Pirimicarb
concentration

Generational
alternation
Pirimicarb

C. cornuta

Best

Full

model

model

**

-

-32.86

**

-33.38

-31.30

-

-21.61

-

-

GA×PC

-

-

Intercept

-0.702

0.131

-0.487

0.106

-0.431

0.029

*

0.261

0.033

*

concentration

Generational
alternation
Pirimicarb
concentration
GA×PC

AIC

best model
Slope

Generational

S. kingi

Parameter coefficients in

Generational alternation × pirimicarb concentration (GA × PC) shows the interaction
between the two variables (GA and PC). Asterisks represent the explanatory variables (* p <
0.05, ** p < 0.001 with Wald statistics).
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1-3-4. AChE 活性と mRNA 発現量
F0 および F1 処理区における D. magna および S. kingi の AChE 活性において，対照
区と比較して，有意な阻害は確認されなかったが（Fig. 1-7 a, b）
，C. cornuta の AChE 活
性については，対照区と比較して有意に阻害された（Fig. 1-7c）
。S. kingi の AChE mRNA
は，3 種試験生物の中で最も低かった（Fig. 1-8）
。また，F0 および F1 世代の処理区におけ
る D. magna および S. kingi の AChE mRNA 発現量について，対照区と比較して，有意
な低下は確認されなかった（Fig. 1-8a, b）
。F0 世代の C. cornuta の処理区における mRNA
発現量は，対照区よりも有意に低かったが（Fig. 1-8c），F1 世代における処理区の AChE 活
性および AChE mRNA 発現量は，対照区と同程度となった。
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Fig. 1-7 F0 および F1 世代再現環境下におけるピリミカーブ 48 時間曝露後のアセチルコリンエ
ステラーゼ活性
Acetylcholinesterase activities in neonates from the third brood (< 24 h old) exposed to
pirimicarb (5.0 μg/L for (a): D. magna; (b): 2.5 μg/L for S. kingi; and (c): 5.0 μg/L for C. cornuta)
or to solvent control (methanol: 12.5 µL/L) in the F0 and F1 generations (total individuals for
each treatment = 300: 100 individuals × n = 3). After 48 h exposure to pirimicarb, the
neonates were used for AChE estimation in F0. After neonates (< 24 h old) were exposed to
the same concentrations as F0, they were transferred to uncontaminated medium and reared
until reproduction. The reproduced neonates (< 24 h old) from the parents were exposed to
the same concentration of pirimicarb solution as F0 for 48 h and used for AChE estimation
(F1). Data represent the mean ± standard deviation (μmol/mg protein). Different lower-case
letters denote significant difference compared with all groups.
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Fig. 1-8 F0 および F1 世代再現環境下におけるピリミカーブ 48 時間曝露後のアセチルコリンエ
ステラーゼ mRNA 発現量
Acetylcholinesterase mRNA levels in neonates from the third brood (< 24 h old) exposed to
pirimicarb (5.0 μg/L for (a): D. magna; (b): 2.5 μg/L for S. kingi; and (c): 5.0 μg/L for C. cornuta)
or to solvent control (methanol: 12.5 µL/L) in F0 and F1 generations (total individuals for
each treatment = 600: 200 individuals × n = 3). After 48 h exposure to pirimicarb, the
neonates were used for AChE estimation in F0. After neonates (< 24 h old) were exposed to
the same concentrations as F0, they were transferred to uncontaminated medium and reared
until reproduction. The reproduced neonates (< 24 h old) from the parents were exposed to
the same concentration of pirimicarb solution as F0 for 48 h and used for AChE estimation
(F1). Data represent the mean ± standard deviation. Different lower-case letters denote
significant difference compared with all groups.
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1-4. 考察
濃度反応曲線の傾きは，個体ごとの反応率のばらつきを指すが，制御不能な環境要因など
の変動によって，濃度反応曲線上にプロットされないデータが増える傾向にある（Forbes
& Depledge 1992）
。S. kingi における処理区の実験 No. 1 において，F1~F3 世代の濃度反
応曲線は，
F0 世代と比較して緩やかな勾配を示したが（Fig. 1-4 c, Table 1-2）
，
これは F1~F3
世代の処理区が F0 世代よりもばらつきが大きかったためと考えられる。実験に使用した個
体が同じ系統に由来する場合でも，培養環境が急性毒性試験におけるミジンコの感受性に，
大きな影響を与える可能性がある（Baird et al. 1991）
。処理区の F1~F3 世代の個体は，濃
度区ごとに別々に飼育されていたため（Fig.1-1）
，F1~F3 世代の感受性に大きな変動を引き
起こした可能性が高い。
一方，D. magna の処理区における反応曲線の傾きは，全ての世代で変化しなかった（Fig.
1-4 a-b、Table 1-2）
。実験室で飼育した個体は，野生の個体群と比較して，遺伝的な多様性
が低下するといった報告もある（Lacy 1987; Wang et al. 2012）
。一方，本実験には単一の
系統を使用したため，飼育環境下における多様性の低下は考えにくい。おそらく，元々D.

magna が所持している薬剤抵抗性遺伝子の多様性が他の種類よりも小さく，ピリミカーブ
に対する応答に遺伝的な制限があるのかもしれない。
一方，F1～F3 世代における C. cornuta 処理区の濃度反応曲線の傾きは，3 世代に渡り，
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F0 世代よりも急峻となった（Fig. 1-4 e-f，Table 1-2）。これは，薬剤に対して感受性の高
い個体が一時的なピリミカーブの曝露によって排除され，感受性が低い個体が次世代の幼
体を産んだためと考えられた。また，C. cornuta 処理区の EC50 値は 2 世代（F1 および F2
世代）に渡って増加し（Fig. 1-5c）
，薬剤耐性獲得が示唆されたが，その他の種の EC50 値は
変化しなかった（Fig. 1-5a, b）
。Knudsen et al.（2018）は，経世代影響は，
「世代を超えた
エピジェネティクスな情報伝達」のことであり，F0 世代における化学物質曝露の影響が，
曝露されていない環境で，F2 または F3 世代，およびそれ以降の世代に伝達される場合に
のみ該当するとしている。この定義によると，ピリミカーブに対する C. cornuta の感受性
の変化は経世代影響に当てはまると考えられる。
野外から 3 種類のミジンコ（C. cornuta, Moina micrura, Diaphanosoma excism）を採
取し，実験室条件下で飼育すると，C. cornuta の死亡率は最も低く，その適応能力の高さが
示唆された事例がある（Amarasinghe et al.1997）
。本研究でも，C. cornuta が環境の変化
に急速に適応する可能性が示唆された。また，C. cornuta は多くの湖や池において，優占種
となる場合があるが（Parveen & Abdel Mola 2013; Uku & Mavuti 1994）
，C. cornuta に
は化学物質やストレスに対して急速に耐性を獲得できる能力があるためかもしれない。本
研究では C. cornuta の単一個体を野外から採取したものを培養し，実験に供したが，野外
個体群を代表しない個体（例えば，遺伝的変異を持つ耐性種）を使用した可能性も捨てきれ
ない。代表性が不明慮な場合，リスクの過小評価または過大評価につながる可能性が高い
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（Ribeiro & Lopes 2013）
。したがって，同種における複数の系統を使用した更なる研究が
必要である（Venâncio et al. 2018）。
本研究では，D. magna と他の 2 種との間で異なる飼育条件を設定した。培地の成分や給
餌量の違いが，生物の感受性を左右することもある。例えば，水の硬度が高いと，水生生物
（魚，ミジンコ類）に対する金属（銅および亜鉛）の毒性が低下する（Ebrahimpour et al.
2010; Hyne et al. 2005）
。これは，高いカルシウムおよびマグネシウム濃度により，金属の
水生生物への取り込みが阻害されるためである。また，飼育環境における給餌量も化学物質
への感受性に影響する。例えば，貧栄養下で飼育したミジンコは，通常より少数の体サイズ
の大きな幼体を産出する（Gliwicz & Guisande 1992）が，体サイズが大きくなると，化学
物質に対する感受性が低下する傾向にある（Enserink et al. 1990; Hayasaka et al. 2012）
。
したがって，本研究における飼育条件の違いが結果に及ぼす影響を検証する必要がある。
Elendt M4 培地は D. magna などの硬水に生息する生物種には適しているが（Kilham et
al. 1998）
，C. cornuta および S. kingi は野外で軟水に生息していたため，適していない可
能性が高い。したがって，この 2 種には硬度と電気伝導率が低い，ISO 培地（成分改変）を
用いた。D. magna の繁殖や生存率は硬度（10〜250 mg CaCO3/L）の影響を受けなかった
（ Terra & Feiden 2003）。 一 方 ，硬 度 が低 い 溶液 (46.8 mg CaCO3/L) に お ける D.

longispina の個体群成長率は，硬度が高い溶液（174.7 mg CaCO3/L）と比較して，13.4%
低下した（Jesus et al. 2014）
。本研究では硬度が高い培地を使用したため，他のミジンコ
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と比べて，D. magna の内的自然増加率 (r) が高い値となった可能性はあるが（Fig.1-6）
，
これは各種ミジンコにとって生息環境に近い条件を用いて実験を行った結果である。
本研究では各培地におけるイオン組成の違いが，結果に及ぼす影響については検討して
いないが，試験水中の電気伝導率の変化（20〜75 mS/cm）は，水生生物（エビ，ミジンコ
類，魚類）における農薬（デルタメトリン）の急性毒性値に影響しない（Thomas et al. 2008）
。
よって，培地成分の違い自体が，多世代試験における 48h-EC50 値に及ぼす可能性はほとん
どないと考えられた。
次に，各種ミジンコに対する給餌量の違いについて検証する。ミジンコ種間で給餌量の閾
値が異なることを考慮すると（Nandini & Sarama 2003）
，必要な給餌量は種ごとに異なっ
ていると考えられる。
本研究では，
各種試験生物に十分な量の餌を与えて行った。
C. vulgaris
を 0.8×106 cells/mL 給餌した S.kingi と C. dubia（C. cornuta の近縁種）において，高い
個体群成長率が確認された（Nandini & Sarama 2003）。これを参考にして，本研究では 1.0
×106 cells/mL の C. vulgaris を給餌した。また，Barata & Baird（1998）の餌濃度を参考
にして，D. magna には 5.0×105 cells/mL の C. vulgaris を与えた。異なる餌濃度（餌：

Pseudokirchneriella subcapitata，低，中，高の餌レベル，係数：2）で飼育した Daphnia
種において，殺虫剤（リンデン）に対する感受性（48h-EC50 値）は同程度であった（Antunes
et al. 2004）
。より正確に検証するためには，使用した 3 種ミジンコの給餌量の違いが毒性
値に与える影響を調べる必要があるが，給餌量の差異がピリミカーブ感受性に与える影響
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は極めて低いと考えられる。
薬剤耐性獲得には生存率や産卵数，個体群増加率の低下などのコストを伴う（Débarre
2015; Heine-Fuster et al. 2017）
。しかし，F1 世代において，ピリミカーブに対する薬剤耐
性を獲得した C. cornuta の内的自然増加率（r）は低下しなかった（Fig. 1-6）。さらに，
GLM 解析を行った結果，C. cornuta における r 値は世代が進むに連れて，回復した（Table
1-4）。よって，薬剤耐性を獲得した C. cornuta においては，r 値と変数（農薬濃度と世代交
代）との負の関連性は確認できなかった。寿命や産仔数の低下といった生活史パラメーター
における薬剤耐性獲得によるコストは，致死レベルの金属に耐性を持つ D. longispina には
存在しなかった（Saro et al. 2012）
。同報告によると，表現型可塑性は，化学物質で汚染さ
れた環境下でのみ生じるとしている。本研究では，一時的にしかピリミカーブを曝露してい
ないため，コストを確認できなかったと推察した。

D. magna および S. kingi におけるピリミカーブ曝露による AChE 活性および mRNA
の阻害は確認できなかった（Fig. 1-7, 1-8 a, b）。この原因として，各 AChE レベルを測定
する際に曝露したピリミカーブ濃度（各種において，25%遊泳阻害が生じる濃度）が，AChE
を十分に阻害する濃度ではなかったと考えられる。よって，この 2 種に関しては，感受性と
AChE レベルとの関連性は明らかにはならなかった。一方，F0 世代における曝露群の C.

cornuta において，AChE 活性と mRNA レベルは対照区と比較して有意に低下した（Fig.17, 1-8 c）
。また，F1 世代における曝露群の C. cornuta における AChE mRNA レベルは，
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対照区と同程度となり，AChE の生産量の増加が感受性低下の一要因である可能性が示唆
された。キイロショウジョウバエ（Drosophila melanogaster）やネッタイシマカ（Aedes

aegypti）などの昆虫は AChE の過剰生産により，化学物質に対して耐性を獲得するとされ
ている（Charpentier &Fournier 2001; Muthusamy et al. 2014; Ishimota et al. 2020）
。よ
って，AChE 生産量の増加が C. cornuta の薬剤耐性の獲得に貢献した可能性は高いが，お
そらくこの酵素のみが関与している訳ではない。例えば，チトクローム P450 (解毒に関与
する代謝酵素) やタンパク質 hsp70 が D. magna における薬剤耐性に関与している
（Brausch & Smith 2009; Haap & Köhler 2009）
。また，本研究では，一時的なピリミカ
ーブ曝露によって，C. cornuta が薬剤耐性を獲得したことから，DNA のメチル化（環境ス
トレスに対して誘発される表現型の変動に関連する現象）なども関与しているかもしれな
い（Asselman et al. 2017; Menzel et al. 2011）
。より詳細な薬剤耐性獲得のメカニズムを解
明するため，今後は，エピジェネティクスについて検討していく必要がある。
短期間の曝露でも C. cornuta はピリミカーブに対して，急速に薬剤耐性を獲得したこと
が明らかとなった。もし，水生生物が様々な化学物質に対して薬剤耐性を獲得するのであれ
ば，野外種の化学物質影響からの回復性を過小評価しているかもしれない。本研究のような
一時的な曝露による多世代試験の報告はほとんどない（Li et al. 2014, 2016）
。ガイドライ
ン試験は一般的に，再現性，感度，費用対効果が高い短期的な化学物質への曝露によって，
行われる（Snell et al. 1991）
。しかし，ガイドライン試験では，化学物質の毒性を過大また
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は過小評価する可能性がある。例えば，Laskowski （2001）は，短期的な生物試験は農薬
（環境中で一時的に毒性が高く，すぐに分解される化学物質）の影響を過大評価し，重金属
（環境中で低毒性であるが，その効果が持続する化学物質）の影響を過小評価していると報
告している。多世代試験は標準試験と比較して，時間とコストがかかるが，水生生物の化学
物質に対する適応メカニズムを明らかにするため，さらなる発展が必要である。

1-5. 結論
ミジンコ類の C. cornuta にカーバメート系農薬（ピリミカーブ）を短期的に曝露すると，
ピリミカーブに対して薬剤耐性を持つ幼体を産出した。よって，感受性が高い個体が減少し，
薬剤耐性を持った個体が生き残った可能性が高い。一方，D. magna と S. kingi の感受性は
世代間で変化しなかった。以上の結果より，化学物質に対する薬剤耐性を発現する能力には
種間差異があると考えられる。また，生活史パラメーター（内的自然増加率）において GLM
解析を行った所，C. cornuta における薬剤耐性には，コストを伴わないことが示唆された。
さらに，ピリミカーブ曝露により，C. cornuta の F0 世代における AChE 活性と AChE
mRNA レベルは低下したが，次世代の F1 世代では，対照区と同程度となった。よって，
AChE レベルの増加が薬剤耐性に関与している可能性が高い。以上より，本研究は，化学物
質に対する水生生物の長期的な適応メカニズムを明らかにする上で重要な報告となった。
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第2章
アセチルコリンエステラーゼ阻害剤への短期曝露が，タイリクアオムキミジンコ
(Scapholeberis kingi) に及ぼす経世代影響
Increased acetylcholinesterase inhibitor sensitivity as an intergenerational response to
short-term acetylcholinesterase inhibitor exposure in Scapholeberis kingi.
Limnology, 21 巻 187 頁～196 頁 （2019 年 11 月発行に掲載）

2-1. はじめに
水生生物に対する農薬の曝露影響評価は，単一世代の急性または慢性の室内実験データ
に基づいている（Cowgill et al. 1991; Lopes et al. 2011; Luciana et al. 2014）
。一方，実環
境中における農薬に対する感受性は室内実験では評価しきれていない（Bossuyt et al. 2005,
Clark et al. 2015, Muyssen et al. 2002）
。例えば，野外個体群において，親個体が農薬に曝
露された場合，次世代における幼体の感受性が変化する（Mousseau & Fox 1998）
。また，
フェンバレレート（ピレスロイド系殺虫剤）を Daphnia magna に継続的に曝露すると，フ
ェンバレレートに対して親個体よりも感受性の低い幼体を産出するといった報告もある
（Pieters & Liess 2006）。実環境中における農薬の水生生物に対する曝露は，不連続的かつ
短期間である傾向があるため，より現実的な曝露影響を評価するには，一時的な曝露を想定
する必要がある（Andersen et al. 2006）
。
有機リン系およびカーバメート系農薬は世界中で広く使用されており，これらの殺虫剤
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はアセチルコリンエステラーゼ阻害剤として分類されている。本研究では，これら殺虫剤の
モデル化合物としてピリミカーブおよびピラクロホスを使用した。ピラクロホスは，ダニ類，
甲虫類，線虫類，鱗翅目などを駆除する有機リン系殺虫剤であり，表層水や地下水に流出し
やすい（Zhuang et al. 2015）
。また，ピリミカーブはカーバメート系殺虫剤であり，表層水
中で最も高い頻度で検出された殺虫剤の 1 つである（Struger et al. 2016）
。両殺虫剤はア
セチルコリンエステラーゼ（AChE）を標的酵素としているため，本研究ではミジンコ体内
における AChE 活性の変化に注目した。Brausch & Smith（2009）は，解毒代謝酵素であ
るシトクロム P450 が，シフルトリンとナフタレンに対する Daphnia magna の感受性の世
代間差異に関係している可能性が高いと報告している。一方，化学物質の標的部位の変化が，
感受性の世代間変化と関連している可能性も考えられる。以上のことから，本研究では，甲
殻類における AChE 活性と化学物質・感受性との関連性に着目した。
甲殻類の一種である Scapholeberis kingi は水田や用水路に普遍的に広く分布しており，
カーバメート系農薬（カルバリル）に対して低感受性であると報告されている（Mano et al.
2010）
。このミジンコはあらゆる水域において，普遍的に生息しているため，感受性の異な
る個体を容易に採取することができる。以上のことから，本研究ではこの種を農薬感受性の
世代間変化を比較するために使用した。
急性毒性値に基づいた野外個体群の農薬に対する感受性評価は行われているが（Jansen
et al. 2015; Mano et al. 2017）
，同種の多様な感受性の個体を用いて，多世代に渡り個体群
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の感受性を評価した研究はほとんどない。本研究においては，
（1）アセチルコリンエステラ
ーゼ阻害剤であるピラクロホスとピリミカーブに第 1 世代の S. kingi を短期間（48 時間）
曝露し，次世代のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤に対する感受性の変化を評価した。次
に，
（2）アセチルコリンエステラーゼ（AChE）活性の世代間変化を調査した。さらに，
（3）
経世代について，内的自然増加率（r）の変化を調査した。また，選定した殺虫剤は AChE
を標的としているため，
本研究では AChE 活性の変化に着目した。
実際，
ミジンコ類の AChE
活性は農薬に対する感受性のバイオマーカーとして使用されており（Guilhermino 1996,
Toumi et al. 2015）
，カルバリル（カーバメート系農薬）に曝露した D. magna において
AChE 活性の低下が報告されている（Jeon et al. 2013）。よって，AChE 活性を測定すれば，
野外個体群における殺虫剤に対する感受性の世代間変化の解明に貢献できると予想した。
また，個体群成長率に及ぼす影響を評価するため，感度の高いパラメーターの一つである内
的自然増加率（r）も評価した（Sánchez al. 2000, Muyssen et al. 2002）
。
本研究における経世代試験の概要を Fig.2-1 に示す。まず，25%程度の遊泳阻害率を引き
起こす濃度の各種殺虫剤にミジンコ仔虫（生後 24 時間以内）を 48 時間曝露し，それ以降，
殺虫剤に曝露せずに育てた。飼育した親個体から算出した幼体（生後 24 時間以内）につい
て，各種殺虫剤を 48 時間曝露して EC50 値を求め，第 2 世代における感受性を評価した。
さらに，この経世代試験の一部を再現することで，AChE 活性の変化および内的自然増加率
（r）の変化を 2 世代に渡って評価した。

74

Fig. 2-1 S.kingi.における一時的な殺虫剤曝露による経世代試験方法
Selection procedure for intergenerational study of S. kingi. In the selection group,
cladocerans (< 24 h old) were selected after exposure to the test insecticide, i.e., 1.25 μg/L for
pyraclofos and 2.5 μg/L for pirimicarb, for 48 h. The sensitivity of each generation was
evaluated based on the 48 h EC50 value of the neonates. Asterisks indicate neonates were
exposed to seven concentration (0, 0.63, 1.25, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 μg/L for pyraclofos or 0, 1.25,
2.5, 5.0, 10.0, 20.0, 40.0 μg/L for pirimicarb) for 48 h. No treatment group (control) was
prepared to check the baseline EC50 value for each generation.

2-2. 材料および方法
2-2-1. 化学分析
ピラクロホス（純度 99.6%）およびピリミカーブ（純度 99.9%）を実験に使用した（富士
フイルム和光純薬株式会社, 日本）。どちらの殺虫剤も日本での登録は失効しているが，ア
セチルコリンエステラーゼ阻害剤のモデル化合物として選択した。曝露溶液を 60%アセト
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ニトリル水溶液（v/v）で希釈した後，40℃のカラムを用いて流速 0.3mL/min で液体クロマ
トグラフィー・質量分析（LC -MS/MS）により定量した（HPLC: LC:1290; MS/MS: 6460
トリプル四重極 LC-MS/MS, Agilent Technologies, カラム: Acquity UPLC HSS T3, 1.8µm
×2.1 mm×100 mm, Waters）
。移動相は，5 mmol/L の酢酸アンモニウム（移動相 A）とア
セトニトリル（移動相 B）を使用した。グラジエント条件については，分析開始時から 1 分
間は移動相 B を 40%，4 分間で移動相 B を 90%に変化させ，残りの 1 分間は移動相 B を
90%に保った。操作条件はエレクトロスプレーイオン・正イオンモード，脱溶媒温度は 350℃
に設定した。ピラクロホスについて，測定対象としたプレカーサイオンおよびプロダクトイ
オンは，それぞれ m/z ：360.7，m/z ： 257.1 であった。また，ピリミカーブについて，
測定対象としたプレカーサイオンおよびプロダクトイオンは，それぞれ m/z ：239.1，m/z ：
72.1 であった。測定後，データプロセッサーを使用して各殺虫剤のピーク面積を決定し，
最小二乗法を使用してピーク面積に対する各農薬重量を検量線にプロットすることにより，
試験水中の各殺虫剤の濃度を算出した。
各殺虫剤の回収率と相対標準偏差（RSD）を，0.5 µg/L および 40.0 µg/L 水溶液について
算出した（n=3）
。定量限界は各殺虫剤で 0.5 µg/L とした。これに加え, 各対象物質につい
，試験条件下で 48 時間後の殺虫剤
て 2 濃度（0.5 µg/L および 40.0 µg/L）を調製し（n=2）
濃度を測定した。各化合物の 48 時間後における回収率（%）より，これらの化合物には高
い安定性があることが分かった。このため，経世代試験において，曝露開始時にのみ，対象
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化合物の濃度測定を行った。
なお，
全試料中の各殺虫剤濃度の RSD は以下の式で評価した。

RSD(%) =

SD
× 100
Mean

RSD（%）
：ピラクロホスまたはピリミカーブ濃度の相対標準偏差
SD：ピラクロホスまたはピリミカーブ濃度の標準偏差
Mean：ピラクロホスまたはピリミカーブ濃度の測定の平均値（n=2）

2-2-2. 試験生物
2015 年夏季に S. kingi の雌個体を，4 箇所の湖沼で採取した。調査地で採取した各 1 個
体をそれぞれ，霞ヶ浦（36°04′59′′N, 140°13′06′′E）， 北浦（36°04′16′′
N, 140°31′44′′E）
， 手賀沼（35°51′40′′N, 140°02′16′′E）
，および守谷沼
（35°57′04′′N, 140°00′19′′E）系統として飼育した。Table 2-1 にミジンコ採取
地の情報を示す。全ての採取地点は，太平洋に流れ込む利根川水系の一部である。各調査地
における電気伝導率や溶存酸素濃度などの水質はすべての地点で同程度であった。また，一
部の採取地点で毒性の高いイオンも検出された。例えば，硝酸体窒素濃度（NO3-）濃度は守
谷沼で最高値となった。この濃度は甲殻類である D. magna の EC50 （EC50: 23 mg N/L）
値よりも低い値となったが（Eytcheson & LeBlanc 2018），こういった毒性物質が，環境中
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に生息する水生生物の化学物質感受性を変化させていると考えられる。また，ミジンコ採取
場所の集水域に占める農耕地の割合は少なくとも 20%を占めており（Table 2-1）
，過去に農
薬の検出もあることから（Nohara & Iwakuma 1996; Tamura & Ogura 1994）
，水域に流
入した農薬もミジンコなどの感受性に影響を与えている可能性が高い。
各調査地において採取した S. kingi 単一個体を，組成を改変した ISO 培地（CaCl2・2H2O:
36.8 mg/L; MgSO4・7H2O: 6.1 mg/L; NaHCO3: 64.8 mg/L; KCl: 8.60 mg/L; Thiamine
hydrochloride: 75.0 μg/L；Cyano-cobalamin: 1.00 µg/L; Biotin 0.75 µg/L）
（Ishimota et al.
2019）を用いて飼育した。なお，野外個体は感染リスクがあることから，実験室内で 1 年
以上飼育して実験に供した。ミジンコ親個体約 10 個体を，100 mL ガラス製ビーカーを用
いて 100 mL の培地で飼育した。 また，餌として Chlorella vulgaris（1×10 6 cells/mL）
を少なくとも 1 週間に 5 回を与えた。水温は 22±1℃，明暗光周期は 16:8 時間，照度は約
800 lux とした。培地は週に 3 回交換し，3 回目の産仔で生まれた幼体を実験に使用した。
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Table 2-1 Scapholeberis kingi の採取地における水質
Water quality of sampling sites where field-clone, Scapholeberis kingi were collected
Agricultural
Sampling site

land use (% of
land area)

EC

pH

(mS/m)

value

Dissolved
oxygen
(mg/L)

TOC

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Cl-

NO2-

NO3-

SO42-

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(µg/L)

(mg/L)

(mg/L)

Lake Kasumigaura

37

35

7.9

9.1

1.7

28.6

6.5

6.2

18.6

39.5

0

0.6

24.5

Lake Kitaura

39

36

8.1

8.1

6.1

31.0

5.2

9.1

20.1

49.8

1.2

0.0

22.6

Tega pond

28

35

8.5

8.1

3.1

19.7

3.0

5.3

21.4

27.8

0

0.6

21.1

Moriya pond

22*

34

8.8

8.6

4.0

16.3

2.4

11.5

35.3

11.0

0

1.8

27.4
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As the water in Moriya pond comes from the Kinu river, the asterisk denotes the agricultural land use in the catchment area of the Kinu river instead of the Moriya pond. The data
for agricultural land use was obtained from Chiba prefecture 2012, Ibaraki prefecture et al. 2017, and Investigation Committee for the Kinu River bank 2016. Water samples were
collected in August 2015. In addition, a water sample was collected to measure TOC (total organic carbon) and ion concentrations in Lake Kitaura in August 2019 due to a lack of
data. The EC (electrical conductivity) was corrected to show the value at 25°C. The EC, pH values, and dissolved oxygen concentrations were measured in our laboratory. TOC was
measured using TOC analyzer (TOC-L, Simadzu, JAPAN) and ion (cation and anion) concentrations were measured using ion chromatography (Dionex ICS-1500, Thermo Fisher
Scientific, USA) at the laboratory of Shinshu University.

2-2-3. 経世代試験
まず，各殺虫剤の 48 時間の EC 50 値（曝露した半数の個体が反応する濃度）を算出する
ため，OECD ガイドラインに従って急性遊泳阻害試験を実施した（OECD, 2004）。各種殺
虫剤について，6 濃度区（ピラクロホス：0.63, 1.25，2.5，5.0，10.0，20.0 µg/L，ピリミカ
ーブ：1.25, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, 40.0 µg/L）を調製し（n=3）
，最高濃度区と同じ濃度になる
ようにメタノール（1.25 µL/L）を含有した水溶液を対照区（0 µg/L）とした。曝露は 50 mL
容ガラス製ビーカーを用いて無給餌で行い，S. kingi 5 頭（生後 24 時間以内）を 50 mL の
試験液に曝露した（n=4）
。48 時間曝露後，ビーカーを穏やかに揺らして，15 秒の間に遊泳
できない個体を遊泳阻害個体として計測し，遊泳阻害率を求めた。また，遊泳阻害率から第
1 世代（F0 世代）の EC50 および標準誤差を算出した（2-2-6. 統計解析参照）
。
次に，各種殺虫剤を含む水溶液（ピラクロホス：1.25 μg/L，ピリミカーブ：2.50 μg/L）
にミジンコ（生後 24 時間以内）を 48 時間，前曝露した。なお，これらの殺虫剤濃度は，
各地で採取したどの系統の 48 時間 EC 50 より低く，わずかに遊泳阻害を生じるが，死亡は
起こらない程度の濃度であった。曝露した生存個体を第 2 世代（F1 世代）まで曝露せずに
育てて， 3 回目に産出した幼体（生後 24 時間以内）の感受性を，EC50 およびその標準誤
差を用いて評価した。2 世代に渡る感受性の連続的な変化を確認するため，前曝露を行わな
い対照区も設けた。また，各実験は 2 回繰り返した。
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2-2-4. AChE 活性
各種殺虫剤を含む水溶液（ピラクロホス：1.25 µg/L，ピリミカーブ：2.50 µg/L）を処理
区とし，1.25 µL/L メタノール含有水を対照区とした。各種殺虫剤の設定濃度は，経世代試
験の前曝露濃度とした。1 L ガラスビーカーに各水溶液 1 L を入れ，産仔 3 回目の各系統に
おける S. kingi 幼体（生後 24 時間以内）100 個体を 48 時間曝露し，生存した 100 個体の
。また，経世代試験における 2 世代目（F1 世代）も同様に
幼体を採取した（F0 世代, n=3）
再現し，100 個体の幼体を採取した。採取した F0 および F1 世代の曝露後の各試料からセ
ルストレーナー（70μm，FALCON®）を用いて水溶液から分離し，0.25 mg/mL Pefabloc®SC
（Sigma analytical standard，Sigma Aldrich，イギリス）含有 1%リン酸緩衝生理食塩 100
μL に浸水後，直ちに破砕して，タンパク質を抽出した（n=3）
。この抽出液を 15 分間超音
波処理後，4℃，15,000×g で 10 分間遠心分離した。各サンプルの上清を採取し，タンパク
質濃度を DC Protein Assay Kit（Bio-Rad，Hercules，CA，USA）を用いて測定した。各
試料中の AChE 活性は，AChE assay kit（Amplite™, AAT Bioquest, Sunnyvale, CA, USA）
を用いて製造元の手順書に従って，測定した。また，分光光度計 （SpectraMax® 190
Microplate Reader, Molecular Devices, San Jose, CA, USA）を使用し，試料中の 410 nm
の吸光度を測定した。AChE 活性がすべての系統における無処理対照区間で有意差を示さ
なかったため（Kruskal–Wallis test, p> 0.05）
， 試料中の AChE 活性は，各タンパク質に
対する比率（μmol/mg protein）を計算後，対照区に対する割合（%）を算出した。
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2-2-5. 慢性試験
経世代試験の一部を再現することより，一時的な殺虫剤の曝露が F0 および F1 における
内的自然増加率（r）に及ぼす影響について調査した。各系統における幼体 (生後 24 時間以
内)に殺虫剤を 48 時間曝露後，2 世代目まで飼育した（各世代：21 日間）
。まず，複数濃度
の曝露溶液（ピラクロホス： 0, 0.63、1.25, 2.5 µg/L, ピリミカーブ：0, 1.25, 2.5, 5. 0 µg/L）
を準備し，10 mL ガラス容器に 10 mL の試験液を注いだ後，S. kingi を 1 頭ずつ曝露した。
各濃度区の連数は 4 連，実験の繰り返し回数は 3 回とした。したがって，合計 12 個体を曝
露した。餌として Chlorella vulgaris（5 × 105 cells/mL）を毎日ミジンコに与えた。各世代
において，生存個体数および幼体産出数を毎日記録した。また，幼体は容器から速やかに取
り除いた。日ごとの生存個体数および産出幼体数を用いて，内的自然増加率（r）を算出し
た(下記参照)。内的自然増加率（r）の平均値は，各繰り返し容器から算出した（n=3）
。各
処置についてレスリー行列の最大固有値（21×21）を使用し，F0 および F1 試料の内的自
然増加率 (r) を推定した（Case 2000）
。
𝜆 = 𝑒𝑥𝑝(𝑟)

λ：レスリー行列の最大固有値，r：内的自然増加率

2-2-6. 統計解析
統計解析には R version 3.6.1（R Development Core Team 2019）を用いた。急性毒性試
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験のデータを 2 パラメーター対数ロジスティックモデルに当てはめた。この際，実験の繰
り返しによるばらつきを評価するため，混合効果を考慮した medrc パッケージを用いて，
EC50 値および標準誤差を推定した（Gerhard & Ritz. 2017; Wheeler et al. 2006）。F1 の処
理区における EC50 値と F0 および F1 世代の対照区を drc パッケージの EDcomp 関数を使
用して比較した（Ritz et al. 2006; Wheeler et al. 2006）
。また，比較を行う際，Holm 法を
用いて有意差の p 値を調整した（Holm, 1979）。
F0 および F1 世代における対照区の 48h-EC50 値を用いて，各系統間における感受性差を
確認した（各世代繰り返し 2 回，各系統における試料数=4）
。まず，Bartlett's test を用い
て分散の確認を行うと，異なる系統間で等分散であった（p <0.05）。次に，ANOVA test
（一元配置分散分析）および multcomp パッケージを使用した Tukey's test の順に行った
（Hothorn et al. 2008）。
各殺虫剤に対するミジンコの感受性と AChE 活性との関係性を確かめるため，Rcmdr パ
ッケージを用いた Spearman's rank test を用いて，経世代試験における EC50 値（n = 4）
と AChE 活性（n =3）の平均値との相関性を調べた（Fox 2005）
。この検定では，Spearman's
rho 値を計算し（p =0.05）
，rho 値が 1 に等しい場合（p <0.05）
，完全な正の相関があり，
rho 値が-1 に等しい場合（p <0.05）は，完全な負の相関があると判定した。
生活史への影響試験の濃度区における内的自然増加率を対照区と比較した。 まず，
Bartlett's test を用いて等分散性の確認を行い，全ての系統間で等分散であることを確認し
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た（p <0.05）。その後，multcomp パッケージ内の Dunnett's test を実施した（Hothorn
et al. 2008）
。

2-3. 結果
2-3-1. 試験水溶液における水質と殺虫剤濃度
ピラクロホス試験液における，曝露期間中における水温は 21.5〜22.1℃，pH は 7.88〜
8.31，溶存酸素濃度は 8.57〜8.95 mg/L であった。また，ピリミカーブ試験液については，
水温 21.4〜22.1℃，pH 8.09〜8.45，溶存酸素濃度 8.60〜9.08 mg/L であった。曝露期間中，
水質の変動は小さく，OECD テストガイドライン，NO.202 の基準の範囲内であった
（OECD 2004）。また，ピラクロホス添加水溶液（0.5 μg/L および 40.0 μg/L）における回
収率はそれぞれ，99%および 95%であり，RSD はどちらの濃度でも 2%であった。ピリミ
カーブ添加溶液（0.5 μg/L および 40.0 μg/L）の回収率については，それぞれ 108%および
90%であり，RSD はそれぞれ 1%および 2%であった。曝露開始時の実試料におけるピラク
ロホス水溶液の回収率は，84～110%の範囲であった。ピリミカーブ水溶液については，82
～106%の範囲であった。試験条件下で試験水溶液（0.5 μg/L および 40.0 μg/L）を 48 時間，
放置した後のピラクロホスの回収率は，それぞれ 108%および 100%であり，ピリミカーブ
は，それぞれ 107%および 89%であった。
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2-3-2. 経世代実験および AChE 活性
各世代における AChE 活性と感受性（EC50 値）との関係性を確認した。いずれの殺虫剤
においても，対照区（0 μg/L）において，遊泳阻害は確認されなかった。守谷沼のピラクロ
ホスに対する感受性は，対照区における 48h-EC50 値を確認すると，最も高い値を示した（p
<0.05，Fig. 2-2 a）
。一方，ピリミカーブに対する守谷沼系統の感受性は他の地点よりも低
。以上のことから，殺虫剤に対する感受性の大小は系
い値となった（p <0.05，Fig. 2-2 b）
統間で異なっていた。
F1 世代のピラクロホス処理区における 48 時間 EC50 値は，3 種系統において，F0 世代
と比べて有意に低い値を示した（Fig. 2-3）
。ピリミカーブにおいても，対照区と比較して有
意に低くなる系統もあったが，霞ヶ浦および北浦系統におけるピリミカーブ処理区では対
照区と同程度であった（Fig. 2-4）
。
F0 世代における各殺虫剤の EC50 値と AChE 活性との間には，有意な正の相関があった
（Fig. 2-5 a, c）
。一方，両殺虫剤における F1 世代における相関性は確認されなかった（Fig.
2-5 b, d）
。
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Fig. 2-2

F0 および F1 世代の対照区における S. kingi 幼体 (生後 24 時間以内) を
(a) ピラクロホスおよび (b) ピリミカーブに曝露した際の 48-h EC50 の平均値

48 h EC50 values in control group of S. kingi (<2 4 h old) exposed to (a) pyraclofos and (b)
pirimicarb in the two generational study (n=4). Values denoted by different letters are
significantly different from each other based on the Tukey's test (significance level of 0.05).
Error bars denote standard deviations.
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Fig. 2-3 対照区 (白色) および処理区 (黒色) における S. kingi 幼体 (生後 24 時間以内) を
ピラクロホスに 48 時間曝露した際の 48-h EC50 値 (F0 および F1 世代)
Intergenerational changes in 48 h EC 50 values and standard errors in S. kingi (open bars:
control groups, closed bars: selection groups), calculated from the results of the two pooled
replicates after exposure to pyraclofos for 48 h in the F0. Asterisks in panels indicate
significant differences between the selection and control groups in the F0 or F1 (p <0.05).
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Fig. 2-4 対照区 および処理区における S. kingi 幼体 (生後 24 時間以内) をピリミカーブ
に 48 時間曝露した際の 48-h EC50 値の世代間変化(F0 および F1 世代)
Intergenerational changes in 48 h EC 50 values and standard errors in S. kingi (open bars:
control groups, closed bars: selection groups), calculated from the results of the two pooled
replicates after exposure to pirimicarb for 48 h in the F0. Asterisks in panels indicate
significant differences between the selection and control groups in the F0 or F1 (p <0.05).
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Fig. 2-5

Spearman's rank test を用いた S. kingi における AChE 活性と 48h-EC50 値との
相関性

Spearman rank correlations between AChE activity and 48 h EC50 values for S. kingi exposed
to 1.25 μg/L for pyraclofos or 2.5 μg /L for pirimicarb in the F0 (a, c) and F1 (b, d). Spearman's
rank correlation rho values with p values are denoted. Correlation between AChE activity
and 48 h EC50 value for each insecticide in the first generation was significant (p <0.05, a, c).
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2-3-3. 生活史への影響
F0 世代における北浦のピラクロホス曝露区の内的自然増加率（r）は，すべての濃度で対
照区に比べて有意に低下した（p <0.05, Fig. 2-6 a）
。また，F0 世代における守谷沼のピリ
ミカーブ曝露区の 5.0 μg/L において，r 値は有意に低下した（p <0.05, Fig. 2-6 c）。F1 世
代の各殺虫剤曝露区のほぼ全ての系統の r 値は，対照区と同程度であった（Fig. 2-6 b, d）
。
唯一，霞ヶ浦のピラクロホス曝露濃度 1.3 μg/L において，対照区より有意に低い値となっ
たが，2.5 μg/L では有意差は観察されなかったため，濃度依存的ではなかった（Fig. 2-6 b）
。
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Fig. 2-6

F0 世代で 48 時間殺虫剤(ピラクロホスまたはピリミカーブ)に曝露した S. kingi の
内的自然増加率(r) の平均値

Mean intrinsic rate of natural increase (r) in the F0 (a, c) and F1 (b, d) of S. kingi after
exposure to pyraclofos or pirimicarb for 48 h in the F0. The parents in each treatment were
then maintained under test conditions without the insecticides until the F1. Error bars
denote standard deviation (n=3). Asterisks denote the significant difference with each control
(p <0.05).

2-4. 考察
異なる水域から採取した水生生物個体群における有機リンおよびカーバメート系殺虫剤
に対する感受性は，集水域に占める農耕地の割合と正の相関があるという報告がある
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（Bendis & Relyea 2014; Coors et al. 2009）。よって，同じ AChE 阻害剤であるピラクロ
ホスおよびピリミカーブに対するミジンコ類の感受性は，系統間でその順位が一致すると
予想していた。しかし，ピラクロホスに対して最も高い感受性を示した守谷沼系統は，ピリ
ミカーブに対して最も低い感受性となった（Fig. 2-2）。したがって，類似の作用機序を持つ
すべての化学物質において，感受性の大小は，必ずしも一致しなかった。
我々は，殺虫剤に対する感受性が最も低い系統は，急速にその殺虫剤に対して薬剤耐性を
獲得できると推察していた。しかし，各殺虫剤に一時的に曝露したほぼすべての親個体は，
対照区と比較して，より感受性の高い幼体（F0 世代）を産出した（Fig. 2-3, 2-4）。
なお，体サイズが小さくなると，大きな個体と比べて生物体内へ化学物質の蓄積量が高く
なり，感受性が上昇するといった報告があるため（Cadmus et al. 2020; Verheyen & Stoks
2019）
，F0 世代と F1 世代の試験区について幼体（生後 24 時間以内）の体サイズを測定し
た（各試験区，世代ごと n=10）
。その結果， 幼体の平均体サイズは，どの試験区でも F0
および F1 世代で変化しなかったことから（0.27～0.28 mm）
，体サイズが感受性変化に与
えた影響は小さいと考えられる。
Zalizniak & Nugegoda（2006）によると，クロルピリホス（有機リン系殺虫剤）に各世
代 21 日間曝露した Ceriodaphnia carinata は，3 世代目で感受性の高い個体を産出すると
報告しており，本研究の結果とほぼ一致していた。また，ダイアジノン（有機リン系殺虫剤）
に継続的に曝露した D. magna も，死亡率および繁殖率をエンドポイントとして評価する
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。我々の研究における曝露期間（48
と，感受性の高い幼体を産出した（Sánchez et al.2000）
時間）はこれらの報告よりも短いが，短期的な殺虫剤の曝露によって，S. kingi は同化学物
質に対して感受性の高い個体を産出することが明らかとなった。
ミジンコ類は，化学物質に対する感受性評価のため，OECD ガイドライン試験等に使用
されている（Geraldes & Boavida 2004; Hanazato 2001; Havens 1994）
。今回使用した S.

kingi は ガ イ ド ライ ン対 象 種 で は な い が ， 富栄 養 湖 の 沿 岸 帯 に お ける 優 占 種 で あ る
（Yamamoto & Nozaki 2004）
。また，S. kingi のピラクロホスおよびピリミカーブに対す
る感受性は，ガイドライン種である D. magna の感受性（ピラクロホスに対する 48 h EC50
値： 3.2 μg/L，ピリミカーブに対する 48 h EC50 値：16 μg/L）と同等かそれ以上であった
（Andersen et al. 2006; Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority 2007）
（Fig. 2-2 b）。よって，農薬に対して比較的高感受性の S. kingi を用いた今回の実験結果
は，水生生物に対する農薬の曝露影響を評価する上で貴重な報告であると考えられた。
有機リン系殺虫剤（パラチオン，クロロピリホス，マラチオン）およびカーバメート系殺
虫剤（Propoxur）を曝露した際の D. magna の AChE 活性は遊泳阻害率と関係していた
（Printes & Callaghan 2004）
。本研究の各殺虫剤に対する 1 世代目（F0 世代）の S. kingi
の 48h-EC50 値と AChE 活性との間には正の相関が確認された（Fig. 2-5 a, c）
。この関係性
は，すべての AChE 阻害剤について当てはまる訳ではないが（Jemec et al. 2007; Printes
& Callaghan 2004）
，AChE 活性は殺虫剤感受性を予測する上で，有用なバイオマーカーで
93

ある可能性が示唆された。一方，F1 世代の感受性と AChE 活性との間には相関はなかった
ため（Fig. 2-5 b, d）
，F1 世代における感受性の変化は，別の酵素活性の変化によって生じ
た可能性が高い。近年，甲殻類における様々な酵素が，化学物質の影響を感知するバイオマ
ーカーとして用いられている（例：グルタチオン S-トランスフェラーゼ, ABC トランスポ
ーター, 熱ストレスタンパク質 HSP70）
（Campos et al. 2014; Haap et al. 2016; Yu et al.
2015）
。感受性の世代間変化のメカニズムを明らかにするため，バイオマーカーを用いた更
なる研究が必要である。
内的自然増加率（r）は生殖，母数，幼体数，幼体産仔開始までの日数を統合して評価で
きるため，幼体数等の生活史パラメーターよりも感度が高いとされている（Silva et al.
2018）
。F0 世代における北浦のピラクロホス処理区や守谷ピリミカーブ処理区における r
値は，各種殺虫剤の濃度上昇に伴って，急激に低下した（Fig. 2-6 a, c）。
急性毒性試験の結果（48 h-EC50）から判断すると，それぞれの化合物に対して，感受性
が低かった（Fig. 2-2）
。よって，回復期間がない従来の急性毒性試験では，化学物質の影響
を十分に評価しきれていない可能性が高く，r 値での評価は長期影響を十分に反映できるパ
ラメーターであると考えられる。
では，F0 世代における北浦のピラクロホス処理区や守谷ピリミカーブ処理区における r
値低下の要因は何であろうか。幼体産仔開始までの日数についてはわずかにしか変化しな
かった（北浦 2.5 μg/L ピラクロホス処理区については対照区と比べて 1 日遅れ，守谷沼ピ
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リミカーブ 5.0 μg/L 処理区については 1 日早く産仔開始）。寿命に関しては，北浦ピラクロ
ホス対照区の平均値（生後 17 日）と比較して，2.5 μg/L ピラクロホス濃度区は 2 日短くな
り，守谷沼ピリミカーブ対照区平均日数（生後 19 日）に対して 5.0 μg/L ピリミカーブ濃度
区は 8 日短くなった。また，各殺虫剤の最高曝露濃度（ピラクロホス：2.5 μg/L, ピリミカ
ーブ：5.0 μg/L）における幼体数は，ピラクロホス処理区については対照区と比較して約 2
分の 1 に，ピリミカーブ処理区については 3 分の 1 に低下した。以上のことから，繁殖率
や寿命の低下が r 値の低下に繋がったと考えられた。なお，次世代 （F1 世代）における北
浦のピラクロホス処理区や守谷ピリミカーブ処理区の r 値の低下は確認されなかった。急
性致死濃度よりも高い濃度で 24 時間フェンバレレートに曝露した D. magna の存在率は低
下したが，1～2 世代後に回復しており（Liess et al. 2006）
，本研究はこの結果と一致した。
以上のことより，ミジンコ個体群は生活史レベルにおいて，殺虫剤曝露影響から素早く回
復できる可能性が示唆された。

2-5. 結論
本研究では，採取地の異なる S. kingi 個体群（4 系統）におけるアセチルコリンエステラ
ーゼ阻害剤に対する影響について評価した。一時的に殺虫剤を曝露した個体から産まれた
幼体は，殺虫剤に対して高い感受性を持つことが明らかとなった。F0 世代の S. kingi にお
ける AChE 活性と EC50 値との間には正の相関が確認されたが， F1 世代の EC50 値との関
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連性は確認できなかった。よって，野外個体群における世代間感受性変化のメカニズムを解
明するためにはさらなる研究が必要である。
また，F1 世代における殺虫剤ごとに各系統における内的自然増加率を算出すると，殺虫
剤濃度の上昇に従って有意に低下した。一方，次世代では, ほぼすべての系統で内的自然増
加率の低下は確認されず，生活史レベルにおいては，殺虫剤影響から急速に回復することが
確認された。本研究は，野外個体群に対する殺虫剤の潜在的なリスクを評価する上で貴重な
報告となった。
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第3章

Chironomus yoshimatsui におけるアセチルコリンエステラーゼ阻害剤（ピラクロホスお
よびピリミカーブ）に対する急速な適応 -多世代試験を通じてRapid adaptation of Chironomus yoshimatsui to acetylcholinesterase inhibitors
(pyraclofos and pirimicarb) in a multi-generation study. Journal of Environmental
Science and Health, Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 55
巻 429 頁～437 頁（2020 年 2 月発行に掲載）

3-1. はじめに
化学物質を製品として登録する際，水生生物に対して急性または慢性的に化学物質を曝
露した単一世代の試験結果が必須である（Brock et al. 2012）。例えば，日本の農薬登録に
は，藻類，ミジンコおよび魚類等を用いた単一の急性毒性値が必須であり，欧州の化学物質
登録においても同様である（EFSA 2013; 農林水産省 2020）
。一方，その曝露影響を詳細に
評価するためには，長期的な多世代影響に着目する必要がある。先行研究において，農薬，
トリブチルスズ（TBT）, 医薬品（エンロフロキサシン）等の化学物質の多世代影響が評価
されてきた（Bona et al. 2016; Tassou & Schulz 2011; Vogt et al. 2007; Zalizniak &
Nugegoda 2006）
。Daphnia carinata をクロルピリホス（有機リン系農薬, LC50 値の 10 分
の 1）に継続的に曝露すると、感受性が高い幼体が出現した（Zalizniak & Nugegoda 2006）
。
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また，テフルベンズロンをユスリカに継続的に曝露し続けると，高感受の個体が確認された
（Tassou & Schulz 2011）
。よって，化学物質の水生生物に対する潜在的な影響を解明する
ため，さらなる多世代影響評価法の開発が急務である。
有機リン系およびカーバメート系殺虫剤は広く使用されており，アセチルコリンエステ
ラーゼ（AChE）の阻害剤である。これらの農薬は AChE を阻害することでアセチルコリン
の蓄積を引き起こし，生物に悪影響を及ぼす（Čolović et al. 2013; Jeon et al. 2013）
。特に
有機リン系殺虫剤の中には酵素によって活性化され，毒性が高い分解産物が生成される場
合もある（Krstić et al. 2008）
。環境水中における農薬濃度は一時的に高濃度になり，急激
に低下する傾向にある（Schäfer et al. 2011; Trac et al. 2016）
。さらに，水生生物への一時
的な農薬の曝露は，連続的な曝露とは異なった反応を示すことがある（Boxall et al. 2013）
。
このため，化学物質の一時的な曝露が水生生物の感受性に与える影響について様々な研究
が行われてきた（Hoang et al. 2007; Ishimota & Tomiyama 2020; Swillen et al. 2015）
。
一時的な曝露影響を多世代に渡って評価するため，本研究では，AChE 阻害剤の一時的な曝
露が水生生物であるセスジユスリカ（Chironomus yoshimatsui）の多世代感受性に及ぼす
影響を評価した。ユスリカは他の生物にとって重要な食料資源であることが知られている
（Dukowska & Grzybkowska 2014）
。特に，C. yoshimatsui は淡水域に広く分布し，OECD
ガイドラインの試験種としても推奨されている（OECD 2010; 2011）
。
本研究では，AChE 阻害剤として，ピラクロホスおよびピリミカーブを使用した。現在，
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どちらの殺虫剤も日本国内では登録されていないが，AChE 阻害剤のモデル化合物として
使用した。ピラクロホスは広く使用されている有機リン系殺虫剤であり，土壌に吸着しにく
く，地表の地下水に容易に浸透することが知られている（Zhuang et al. 2015）
。また，水中
で比較的安定であり（水中半減期：29 日, 25℃条件下で pH 7）
， 様々な生物に影響する可
能性がある（Yasuno et al. 1993）
。ピリミカーブは、アブラムシの防除に使用されるカーバ
メート系農薬であり，地表水・水質中で頻繁に検出されたこともある（Kwon et al. 2009;
Struger et al. 2016）
。なお，ピリミカーブは日本の河川（堀川および加古川）でも検出され
た（Nishino 2019）
。
研究の概要を Fig. 3-1 に示す。本研究の目的は，
（1）ピラクロホスとピリミカーブへの

C. yoshimatsui 幼虫への短期曝露が幼虫（生後 24 時間以内）の感受性及ぼす影響について
の評価，
（2）両殺虫剤の標的酵素である AChE 活性が世代間感受性の変化との関連性につ
いての評価，さらに(3) C. yoshimatsui の生活史パラメーター（卵塊中の幼虫数，成虫の大
きさ）への曝露影響を評価することとした。ユスリカに有機リン系農薬（クロルピリホス）
を曝露すると，ユスリカの AChE 活性が低下することが知られている（Fisher & Crane
2000; Somparn et al. 2015）
。よって，AChE は AChE 阻害剤を評価する上でバイオマーカ
ーになり得る。本研究では，多世代試験における AChE と感受性との関連性を調査した。
ピラクロホスおよびピリミカーブを C. yoshimatsui に短期的に曝露した処理区を設け，4
世代に渡って，幼虫（生後 24 時間以内）における感受性の変化を評価した。また。各世代
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のユスリカ幼虫における AChE 活性を測定し，感受性との関連性を調べた。ユスリカは化
学物質に対して迅速に適応できると報告されていることから（Beaudouin et al. 2012; Vogt
et al. 2007）
，各殺虫剤処理区は対照区と比較して感受性が低下すると予想した。

Fig. 3-1 殺虫剤 2 種 (ピラクロホスおよびピリミカーブ) の一時的な曝露による

Chironomus yoshimatsui の多世代試験法
Illustrative diagram of a multi-generation study in Chironomus yoshimatsui. Test larvae
were exposed to solutions containing each insecticide (pyraclofos and pirimicarb) before the
second and third generations of the treatment group. The pre-exposure was completed before
the 4th generation. The 48 h EC50 values of larvae (<24-h-old) in the control and treatment
groups were calculated based on the immobilization rates. Acetylcholinesterase (AChE)
activities in the larvae (<24-h-old) from the control and treatment groups were determined
after exposure to test solutions for 48 h.
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3-2. 材料および方法
3-2-1. 化学分析
富士フイルム和光純薬株式会社（大阪府）からピラクロホス（純度 99.6%）およびピリミ
カーブ（純度 99.9%）を入手した。各曝露溶液は Tween 80（東京化成工業株式会社, 東京）
2 µL/L 含有培地で調製した。曝露溶液は 60%アセトニトリル水溶液（v/v）で希釈した後，
40℃のカラムを用いて流速 0.3mL/min で液体クロマトグラフィー・質量分析
（LC -MS/MS）
（LC:1290; MS/MS: 6460 トリプル四重極 LC-MS/MS, Agilent Technologies,
により定量した
カラム: Acquity UPLC HSS T3, 1.8µm×2.1 mm×100 mm, Waters）
。移動相は，5 mmol/L
の酢酸アンモニウム（移動相 A）とアセトニトリル（移動相 B）を使用した。グラジエント
条件は，分析開始時から 1 分間は移動相 B を 40%，4 分間で移動相 B を 90%に変化させ，
その後 1 分間，移動相 B を 90%に保った。操作条件はエレクトロスプレー・正イオンモー
ドであり，脱溶媒温度は 350℃に設定した。ピラクロホスにおける測定対象プレカーサイオ
ンおよびプロダクトイオンは，それぞれ m/z：360.7，m/z：257.1 であった。また，ピリミ
カーブについて，測定対象としたプレカーサイオンおよびプロダクトイオンは，それぞれ

m/z：239.1 ，m/z：72.1 を選択した。測定後，データプロセッサーを使用して各殺虫剤の
ピーク面積を決定した，さらに，最小二乗法を使用してピーク面積に対する各殺虫剤の重量
を検量線にプロットすることによって，試料中の各化合物の濃度を算出した。
各化合物の定量限界は各殺虫剤で 0.5 µg/L とした。ピラクロホスの回収率および相対標
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準偏差（RSD）は，0.5 µg/L および 40.0 µg/L のラクロホス水溶液について算出し（n=3）
，
ピリミカーブの回収率と相対標準偏差（RSD）は，0.5 µg/L および 160 mg/L のピリミカー
ブ水溶液について算出した（n=3）
。両化合物について，48 時間後の殺虫剤濃度は高い安定
性があることを確認したため，曝露開始時にのみ濃度を測定した。なお，試料中における各
殺虫剤濃度の RSD は以下の式で評価した。

RSD(%) =

SD
× 100
Mean

RSD(%)：ピラクロホスまたはピリミカーブ濃度の相対標準偏差
SD：ピラクロホスまたはピリミカーブ濃度の標準偏差
Mean：ピラクロホスまたはピリミカーブ濃度の測定の平均値（n=2）

3-2-2. 試験生物
国立研究開発法人国立環境研究所から C. yoshimatsui （NIES 株）を購入した。 C.

yoshimatsui は，組成を改変した ISO 培地（ISO, 1998）
（CaCl2・2H2 O: 36.8 mg/L; MgSO4・
7H2O: 6.1 mg/L; NaHCO3: 64.8 mg/L; KCl: 8.60 mg/L; Thiamine hydrochloride: 75.0
μg/L；Cyano-cobalamin: 1.00 µg/L; Biotin 0.75 µg/L）を用いて飼育した（Ishimota et al.
2019）
。飼育には 5.0 L のステンレス製容器（長さ: 40 cm, 幅: 27 cm, 高さ: 7 cm）に 1 kg
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のガラスビーズおよび約 1.5 L の培地を入れ，ネットを張ったものを使用した。餌としてテ
トラフィン（Tetra 社，ドイツ）を 0.1 ~0.2 g を少なくとも週に 5 回与えた。また，少なく
とも週に 1 回換水し，卵塊の採取は毎日行った。飼育は 23±1℃，明暗光周期 16:8 時間，
照度約 800 lux の環境条件下で行った。

3-2-3. 多世代試験
各殺虫剤の 48 時間の EC 50 値（48 時間の曝露で 50%の個体が反応する濃度）を算出する
ため，OECD テストガイドライン（TG 235）に従って急性遊泳阻害試験を実施した（OECD
2011）。各種殺虫剤について，各濃度区（ピラクロホス：2.0, 4.0，8.0，16.0，32.0 µg/L，
ピリミカカーブ： 5.0, 10.0, 20.0, 40.0, 80.0, 160 mg/L）を調製した。ユスリカが水面にト
ラップされるのを防ぐため，各溶液に Tween 80 を 2 µL/L となるように添加した。給餌後，
幼虫（生後 24 時間以内）5 個体を，50 mL の試験溶液を入れた 100 mL ビーカー移し，無
給餌で 48 時間の曝露した（n=4, 合計個体数：20 個体）
。48 時間曝露後，ビーカーを 15 秒
間穏やかに揺らし，位置を変えない幼虫を遊泳阻害個体とみなし，各試験区について遊泳阻
害率を算出した。この遊泳阻害率から 48h-EC50 値を求めた（F0 世代）
。なお，EC50 値の算
出は 2 つの卵塊から孵化した幼虫について行い，それぞれ NO.1 および NO.2 の実験とし
て定義した。
前述の実験とは別に，曝露なしで 4 世代飼育した対照区と，農薬曝露を行った処理区を
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以下の方法で作成し，飼育した。ピラクロホス対照区（0 µg/L）および処理区（2.0 µg/L）
，
ピリミカーブ対照区（0 mg/L）および処理区（15 mg/L）の試験溶液を下記の通り，準備し
た。200 mL ガラスビーカーに 200 mL の試験溶液を注いだ後，幼虫 200 個体（生後 24 時
間以内）を入れて，前述の飼育条件下において，無給餌で曝露した（n=2）
。殺虫剤の潜在的
な影響を検出するため，殺虫剤濃度は，48h-EC50 よりも低く，わずかに遊泳阻害を引き起
こす程度の濃度（遊泳阻害率 20%程度）に設定した。
その後，これらのビーカー（n=2）から生存個体 300 個体を，対照区と処理区に分けて採
取し，前述の飼育環境下で 28 日間飼育した（F1 世代）
。また，2 世代目（F1 世代）の各試
験区から産出した幼虫について, 前述と同じ曝露を行い，3 世代目（F2 世代）の処理区を作
成した。なお，4 世代目（F3 世代）では曝露からの回復を確認するため，この処理区に対
して曝露は行わなかった。各世代（F1, F2, F3 世代）における 48h-EC50 値を，1 世代目（F0
世代）と同様の曝露条件で算出した。
全ての 48 時間曝露実験（EC50 値の算出）における，水温は 22.1〜23.7 ℃，pH は 7.73
〜8.39，溶存酸素濃度は 8.30〜9.05 mg/L であった。曝露期間中，各環境条件に顕著な変化
は確認されず，OECD テストガイドライン（No.235）の基準の範囲内であった。
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3-2-4. AChE 活性
ピラクロホスおよびピリミカーブの曝露水溶液の設定濃度はそれぞれ，0, 8, 16, 32 µg/L,
および 20, 40, 80 mg/L とした。ユスリカ幼虫（生後 24 時間以内）50 個体に給餌後，試験
液 50 mL に給餌なしで各種殺虫剤含有水溶液に曝露した（n=3, 合計：150 個体）
。その後，
セ ル ス ト レ ー ナ ー （ 70 µm， FALCON® ） を 用 い て 水 溶 液 か ら 分 離 し ， 0.25 mg/mL
Pefabloc®SC（Sigma analytical standard，Sigma Aldrich，イギリス）含有 1%リン酸緩衝
生理食塩 100 μL に浸水後，直ちに破砕して，タンパク質を抽出した（n=3）
。この抽出液を
15 分間超音波処理後，4℃，15,000×g で 10 分間遠心分離した。各サンプルの上清を採取
し，AChE assay kit（Amplite™, AAT Bioquest, Sunnyvale, CA, USA）を用いて各試料中
の AChE 活性を測定した。測定には分光光度計（SpectraMax® 190 Microplate Reader,
Molecular Devices, San Jose, CA, USA）を使用して，410 nm の吸光度を測定した。AChE
活性は各対照区（0 µg/L）に対する割合（%）で表した。

3-2-5. 慢性試験
各殺虫剤の生活史に及ぼす影響を確かめるため，多世代試験における生活史パラメータ
ー（卵塊当たりの幼虫数および成体サイズ）を計測した。 卵塊 4 つを無作為に集め，1 ビ
ーカー当たり飼育培地 100 mL および卵塊 1 個を入れた。また，幼虫が卵塊から孵化した
後，卵塊当たりの幼虫の数を数えた（n=4）
。 さらに、ユスリカ脱皮後の蛹の殻サイズを計
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測し，雌雄成体のサイズとした（n= 5）。

3-2-6. 統計解析
データ解析には R バージョン 3.6.1（R Development Core Team 2019）を用いた。drc
パッケージを使用して急性毒性データを 2 パラメーター・対数ロジスティックモデルに当
。
てはめることにより，EC50 値およびその標準誤差を推定した（Ritz & Streibig 2005）

𝑓(𝑥) = 1/(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥) − 𝑙𝑜𝑔(𝑒)))

f（x）は遊泳阻害率，x は各殺虫剤濃度，b は変曲点での相対的な傾きを示す。e はフィッ
ティングラインの変曲点で，曝露した半数の個体が遊泳阻害を引き起こす濃度のこと
（EC50）である。各世代における処理区と対照区における EC50 値間の有意差は，drc パッ
ケージの compParm 関数を用いて確認した。なお，先行研究においても，この関数を使用
して EC50 値の有意差を計算した報告事例はあり（Ritz & Streibig 2005）
，推定 EC50 値同
士の比率が 1 に等しいかどうかを判定できる。また，各サンプル間の有意水準は Holm’s
method （Holm, 1979）を用いて調整した。なお，遊泳阻害率が 0%になった試験区が多か
ったため，medrc パッケージは使用できなかった（1-2-7, 2-2-6 項. 統計解析参照）
。そのた
め，実験の繰り返しごとに EC50 を算出し，比較した。
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多世代試験における幼虫の AChE 活性および生活史パラメーター（卵塊当たりの幼虫数
と成体サイズ）に関しては，ルビーンの検定を実施後（p=0.05），各サンプル間の分散が等
分散であったことを確認し，各グループ間の有意差を統計ソフト R の Pairwise t-test（）
関数を用いて Student’s t-test を実施後，各試料間の有意水準を Holm’s method （Holm,
1979） を用いて調整した。

3-3. 結果
3-3-1. 水溶液中の水質と殺虫剤濃度
0.5 µg/L と 40.0 µg/L のピラクロホス添加回収試料（n = 3）における平均回収率はそれ
ぞれ 92%および 91%，RSD は 6%および 1%であった。 また，0.5 µg/L と 160 mg/L のピ
リミカーブ添加回収試料（n=3）における平均回収率はそれぞれ 92%および 91%，RSD は
1%および 2%であった。多世代試験におけるピラクロホスおよびピリミカーブ濃度の設定
濃度に対する割合は，それぞれ 81~115%および 81~107%であった。

3-3-2. 多世代実験および AChE 活性
各殺虫剤（ピラクロホスとピリミカーブ）に短期曝露を行い，ユスリカ幼虫（生後 24 時
間以内）における感受性の変化を 4 世代（F0~F3）に渡って調べた。なお，各対照区（0 µg/L）
において，遊泳阻害は確認されなかった。2 つの卵塊から孵化した幼虫を用いて，各殺虫剤
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を曝露し，ユスリカ幼虫の 48h-EC50 値を算出した。その結果，ほぼ類似した結果が得られ
た（Fig. 3-2）
。短期曝露を止めた 4 世代目（F3 世代）のピラクロホス処理区において，感
受性の低下が確認された（Fig. 3-2a, b）
。また，F1 世代のピリミカーブ処理区において，有
意ではないが，同世代の対照区と比べて感受性が低下した。さらに短期曝露を続けた F2 世
代では対照区の EC50 と比較して 3 倍程度，有意に高くなり，感受性の低下が確認された
（実験 1 回目の結果，Fig. 3-2 c）。実験 2 回目における F2 世代の処理区では，対照区と比
較して有意差は確認されなかったが，EC50 値は対照区よりも 3 倍程度高い値を示した
（Fig.
3-2 d）
。有意差が確認されなかった原因として，最高濃度曝露区を除く濃度区で遊泳阻害率
が 50%未満となり，EC50 予測値にばらつきが大きかったことが考えられた。また，ピリミ
カーブ短期曝露処理を止めた 4 世代目（F3 世代） における処理区の感受性は対照区と同
程度であり，元の集団の感受性に戻った。
次に，C. yoshimatsui が殺虫剤に対して薬剤耐性を持つ際の AChE 活性変化に着目した。
ピラクロホス処理区の 4 世代目（F3 世代）における感受性は，他の世代と比較して最も低
い値となったが（Fig. 3-2 a, b）
，F3 世代処理区のほぼすべての濃度における AChE 活性は
対照区と同程度となった（Fig. 3-3 a, b, c）
。よって，感受性と AChE 活性との間に関連性
は確認できなかった。一方，感受性の低下が確認された F2 世代のピリミカーブ処理区にお
いて，すべての濃度区において，対照区と比較して有意に高くなった（p < 0.05）
（Fig. 3-2
c, d, Fig. 3-3 d, e, f）
。
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Fig. 3-2 C. yoshimatsui におけるピラクロホスおよびピリミカーブに対する多世代・48-h
EC50 値の変化 (実験の繰り返し：2 回)
Generational change of sensitivity in Chironomus yoshimatsui exposed to pyraclofos (a, b)
and pirimicarb (c, d). The 48 h EC50 values were calculated in the larvae from two different
egg masses (No.1, 2) in the control group (open bars) and treatment group (closed bars) in
each generation. Error bars denote standard errors of the estimated value. Different lowercase letters denote significant difference compared with all groups.
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Fig. 3-3 ピラクロホスおよびピリミカーブに曝露した C. yoshimatsui の AChE 活性
の変化

Acetylcholinesterase activities of Chironomus yoshimatsui in the control group (open
bars)

and

treatment

group

(closed

bars)

in

the

multiple

generations.

Acetylcholinesterase activities of chironomids (< 24-h-old) exposed to pyraclofos (a, b, c)
or pirimicarb (d, e, and f) at the three concentrations (pyraclofos: 8.0, 16, and 32 µg/L;
pirimicarb: 20, 40, and 80 mg/L). Data show the mean ± standard deviation (% of control,
0 µg/L, n = 3). Different lower-case letters denote significant difference compared with
all groups.
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3-3-3. 生活史への影響
ピラクロホス処理区における卵塊当たりの幼虫数は，どの世代も対照区と同程度であっ
た（Fig. 3-4a）
。 一方，ピリミカーブ処理区の 2 世代目（F1 世代）における卵塊当たりの
幼虫数は，対照区と比較して有意に低下し（Fig. 3-4 b）
，4 世代目（F3 世代）における幼虫
数は，対照区よりも有意に増加した。また，4 世代目（F3 世代）のピリミカーブ処理区に
おける幼虫数は F0 世代と比較しても有意に増加しており，初期世代の幼虫数を上回った。
ピラクロホス処理区における 3 世代目（F2 世代）の成体サイズは，雄雌共に対照区と同
程度であった（Fig. 3-5 a, b）
。ピリミカーブ処理区の 2 世代目（F1 世代）および 3 世代目
（F2 世代）における成体サイズは，雄雌共に対照区よりも小さくなったが，4 世代目（F3
世代）における成体サイズは対照区よりも大きくなった（Fig. 3-5 c, d）
。また，4 世代目（F3
世代）のピリミカーブ処理区における成体サイズは，雄雌共に F0 世代よりも有意に増加し
ており，明らかにそのサイズが大きくなっていた。よって，C. yoshimatsui は各種殺虫剤
の曝露影響から回復した。
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Fig. 3-4 ピラクロホスおよびピリミカーブに曝露した C. yoshimatsui における各世代の
卵塊当たりの幼虫数
Number of larvae per egg mass of Chironomus yoshimatsui in the multiple generations in
the control group (open circle symbols) and treatment group (closed diamond symbols) by
exposure to (a) pyraclofos, (b) pirimicarb. Data show the mean ± standard deviation (n = 4).
Different lower-case letters denote significant difference compared with all groups.
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Fig. 3-5 ピラクロホスおよびピリミカーブに曝露した C. yoshimatsui における各世代の成体
サイズ (雄雌)
Adult size of Chironomus yoshimatsui in the multiple generations after exposure to
pyraclofos (a, b) or pirimicarb (c, d) in the control group (open circle symbols) and treatment
group (closed diamond symbols). The adult sizes were determined from the pupae shell. (a,
c): male size, (b, d): female size. Data show the mean ± standard deviation (n = 5). Different
lower-case letters denote significant difference compared with all groups.
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3-4. 考察
各世代で一時的な殺虫剤曝露を行った後，飼育した C. yoshimatsui 幼虫の感受性は 3 世
代目（F2 世代）で低下した（Fig. 3-2 c）
。先行研究において， Chironomus riparius に TBT
を曝露すると，3 世代目では幼虫の感受性は低下しなかったが，9 世代目において，同化学
物質に対して感受性が低い幼虫が産まれた（Vogt et al. 2007）
。また，7 世代に渡りウラン
に曝露し続けた C. riparius から，同化学物質に対して感受性が低い幼虫（対照区と比較し
て LC50 値が高い幼虫）が産まれた（Beaudouin et al. 2012）
。本研究において，薬剤耐性を
獲得するのに有した世代数がわずかであったことを考えると，C. yoshimatsui はピリミカ
ーブの影響に素早く適応したと考えられる。前曝露を行わなかった F3 世代 のピリミカー
ブ処理区において，有意差はないが，F2 世代の処理区と比較して EC50 の低下が確認され
たことから（Fig. 3-2 c）
，曝露を止めると，その低感受性が消失することが示唆された。ア
マガエル（Hyla versicolor）幼生期に致死濃度に近いカルバリルを一時的に曝露すると，同
農薬に対して低感受性の個体が生じたことから（Jones et al. 2015）
，水生生物の中にはユ
スリカと同じように化学物質に対して適応能力の高い種類もいる。以上より，化学物質に一
時的な曝露を行うと，その影響に素早く適応できる種が存在することが明らかとなった。
我々の研究では，C. yoshimatsui 幼虫が殺虫剤に対して薬剤耐性を獲得した場合，ユス
リカ体内の AChE 活性は対照区よりも高くなると推察した。検証の結果，3 世代目 （F2 世
代）のピリミカーブ処理区における低感受性幼虫の AChE 活性は対照区と比較して，有意
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に高い値となった。よって，AChE 活性の増加が，ピリミカーブ低感受性の一要因なのかも
しれない（Fig.3-3 d, e, f）
。

ACHE 遺 伝 子 の 突 然 変 異 は 昆 虫 の 農 薬 耐 性 に 関 係 し て い る と い っ た 報 告 が あ る
（Fournier 2005; Lee et al. 2015; McLoon & Herron 2009）
。例えば，有機リン系およびカ
ーバメート系農薬に対するアカイエカ（Culex pipiens）の薬剤耐性メカニズムの一つとし
。また，ACHE 遺伝子
て，ACHE 遺伝子の突然変異が関与している（Chandre et al. 1997）
に変異のあるモモアカアブラムシ（Myzus persicae）は変異がないものと比較して，ピリミ
カーブに対して 100 倍以上，低い感受性であった（Moores et al. 1994）
。NCBI のヌクレオ
チド配列データベースによると，C. yoshimatsui における ACHE の DNA 配列は未解明で
はある（NCBI 2019）
。よって，ACHE 遺伝子突然変異のピリミカーブ低感受性個体への関
連性について，更なる研究が必要である。一方，我々の研究では遺伝子の変異が関与してい
る可能性は低いと考えられる。金属で汚染された水環境中から C. riparius を採取し，化学
物質の曝露を行わずに 6 世代以上飼育して感受性を確認すると，汚染されていない地域か
ら採取した個体と比べて，金属類に対して低い感受性を示した（Pedrosa et al. 2017）
。こ
の報告では遺伝子が変異したため，金属に対する耐性が数世代に渡って持続した。仮に我々
の研究で，ピリミカーブ低感受性に ACHE 遺伝子の突然変異が関与しているならば，4 世
代（F3 世代）においても低感受性が維持されると考えられる。実際，低感受性は維持され
なかったため，ACHE 遺伝子の突然変異ではなく，AChE 生産量の増加が要因の一つであ
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ろうと考えた。Drosophila melanogaster (キイロショウジョウバエ) における薬剤耐性メ
カニズムの 1 つに，AChE 生産量の増加が挙げられる（Charpentier & Fournier 2001）
。
またジクロルボス（有機リン系農薬）に対するネッタイシマカ（Aedes aegypti）幼虫の薬
剤耐性にも同様のメカニズムが関与している（Muthusamy et al. 2014）
。AChE 過剰生産
のメカニズムは不明であるが，カルボキシルエステラーゼの生産量の増加は遺伝子の増幅
によって引き起こされ，遺伝子の増幅による薬剤耐性は長期的には継続されない傾向があ
る（Bass et al. 2014; Ffrench-Constant et al. 1988）。以上のことから，ピリミカーブ低感
受性が持続しなかったことを考慮すると（Fig. 3-2 c, d），ACHE 遺伝子突然変異の関与で
はなく， AChE 生産量の増加が一つの要因である可能性が示唆された。
有機リン剤は AChE のセリン残基をリン酸化し，リン酸化酵素は不可逆的であるのに対
して，カーバメート剤はセリンをカルバミル化するが，カルバミル化したセリン残基は可逆
的である（Čolović et al. 2013）
。したがって，カーバメート剤の効果は，有機リン剤よりも
短いと推測できる（Leibson & Lifshitz 2008）。本研究において，ピラクロホス（有機リン
剤）の前曝露を止めた後，ユスリカがピラクロホスに対して低感受性の幼虫を産出した。こ
のことを考慮すると，ユスリカは不可逆的な阻害剤であるピラクロホスに迅速に適応でき
なかったと考えられた。さらなるメカニズム解明のため，今回調査対象としていない他の
AChE 阻害剤に関して，さらなる知見が必要である。
一般的に，殺虫剤耐性を持つ個体群では，元の集団とは成熟までの期間や，繁殖，行動な
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どの生活史パラメーターが異なる（Belinato & Martins 2016）
。実際，A. aegypti（蚊）の
個体群をピレスロイド系農薬に曝露すると，薬剤耐性を持ったが，雌個体の寿命は短くなる
（Martins et al。2012）
。 このように，薬剤耐性はしばしコスト（代償）を伴うが，しばし
個体群にコストではなく，利益をもたらすこともある。マラチオン（殺虫剤）に対して抵抗
性を持つ Tribolium castaneum（ハムシ）雌個体の繁殖能力は，高感受性の個体と比較して
高かった（Arnaud et al。2002）
。さらに，DDT およびピレスロイドに対する Sitophilus

zeamais（コクゾウムシ）の薬剤耐性抵抗性個体群についても，薬剤に対して低感受性の集
団よりも，体重が重くなった（Guedes et al. 2006）。
本研究では，3 世代目（F2 世代）のピリミカーブ処理区において，同薬剤に対して耐性
を持った。この集団が成長して，4 世代目の成体になった際（F3 世代, 成体サイズ）
，対照
区や F0 世代と比較して体サイズが大きくなり，卵塊当たりの幼虫数も増加した（Fig. 3-4
b, Fig. 3-5 c, d）。化学物質は，生物体内のエネルギー配分を変化させることが知られてい
る。例えば，C. riparius に TBT を曝露した個体群において，雌個体 1 個体当たりの卵数の
増加や卵塊の肥大化が確認されており，こうした繁殖力の増加は汚染環境におけるストレ
ス反応であることが知られている（Vogt al. 2007）
。 また，ミジンコ類は捕食者や化学物質
（3,4-ジクロロアニリン）などのストレスに反応し，通常よりも大きいサイズの幼体を少数
産むという報告もある（Coors et al. 2004; Rose et al. 2002）
。以上より，C. yoshimatsui
は，体内エネルギーの配分を変化することで，AChE 阻害剤の影響から素早く回復したと考
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えられた。

3-5. 結論
セスジユスリカ（C. yoshimatsui）をピリミカーブに一時的に曝露する方法を 2 世代に渡
り継続すると，ピリミカーブに対して，感受性の低い幼虫を生産した。一方，ピラクロホス
については，曝露期間中，低感受性の幼虫は確認されなかった。また，ピリミカーブ低感受
性の幼虫における AChE 活性の増加が確認されたことから，AChE 酵素活性の変化がピリ
ミカーブ低感受性に関与している可能性が高い。さらに，生活史レベルにおけるピリミカー
ブおよびピラクロホスの曝露影響について，C. yoshimatsui は素早く回復したと考えられ
た。以上より，我々は，殺虫剤 2 種によるリスク評価を行い，水生生物の高い回復能力を明
らかにした。
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4-1. 総合考察
4-1-1. 本研究の成果
第 1 章ではミジンコ 3 種類に 1 世代目のみ 48 時間殺虫剤（アセチルコリンエステラーゼ
（AChE）阻害剤, ピリミカーブ）を曝露し，その後，4 世代（F0~F3 世代）に渡り曝露せ
ずに飼育して（処理区）
，ピリミカーブに対する感受性変化について評価した。実験の結果，
一時的にピリミカーブを曝露したトガリネコゼミジンコ（C. cornuta）の感受性が，ピリミ
カーブ処理を行わずに飼育した対照区と比較して有意に低下した。また，カーバメート系農
薬の標的酵素である AChE 生産量の増加が感受性低下の原因の一つである可能性が考えら
れた。他のミジンコ種に関しては，薬剤耐性の獲得は確認されず，曝露影響からの回復能力
には種間差があると考えられた。また，予想に反して，元々の殺虫剤に対する感受性の大小
と薬剤耐性獲得との関連性は確認されなかった。
さらに，内的自然増加率（r）を指標として，薬剤耐性を持つことによる生活史へのコス
トを調べた。C. cornuta の r 値は 1 世代目で低下したが，2 世代目で回復したため，ピリ
ミカーブ低感受性個体群におけるコストは確認できなかった。
いずれにしろ，素早く薬剤耐性を獲得できるミジンコ種も存在することが分かり，そのメ
カニズムの一部を解明できた。
第 2 章では，農薬の一時的な曝露が，感受性および生息地の異なるタイリクアオムキミ
ジンコ（S. kingi）に与える影響を 2 世代に渡り（F0~F1 世代）
，評価した。2 種類の殺虫
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剤（アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：ピラクロホスおよびピリミカーブ）にそれぞれ 48
時間曝露した後，曝露せずに飼育し個体を親個体とした。対照区（薬剤に曝露せずに飼育し
た個体群）と比較して，次世代（F1 世代）における幼体の感受性変化を評価した。第 1 章
と同様に，元の感受性の大小と次世代の感受性との関連性は把握できなかったが，殺虫剤に
短期的に曝露した一部の系統は，同殺虫剤に対して感受性の高い幼体を産んだことから，そ
のリスクが懸念された。
また，ミジンコ体内の AChE 活性を調査したところ，どちらの殺虫剤についても F0 世
代において，48 h-EC50 値と AChE 活性との間に正の相関が確認された。よって，ミジンコ
体内の AChE 活性を測定すれば，AChE 阻害剤に対する感受性をある程度予想できる可能
性が高い。
一方，2 世代目においては，有意な相関は確認されず，経世代における感受性変化のメカ
ニズムについては，更なる研究が必要である。
第 3 章では，ミジンコと異なる生活史を持つ水生昆（セスジユスリカ,C. yoshimatusi）
への一時的な殺虫剤曝露影響を 4 世代（F0~F3 世代）に渡り評価した。第 2 章の実験で使
用した 2 種類（ピラクロホスとピリミカーブ）の殺虫剤を各世代において 48 時間曝露後，
殺虫剤の曝露を行わずに飼育した。この方法を F2 世代まで繰り返し，F3 世代では殺虫剤
曝露からの回復性を評価するため，曝露せずに飼育した。ピリミカーブ処理区の各世代の幼
虫（生後 24 時間以内）の感受性を評価したところ，F2 世代における一部ユスリカの感受性
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は，対照区よりも低かった。C.yoshimatusi におけるピリミカーブに対する感受性の変化は
元の 3 倍程度であったが，ピリミカーブに対して薬剤耐性を獲得したミジンコ（C. cornuta）
の EC50 値の変化が 2 倍程度であったことを考慮すると，ミジンコとユスリカにおける薬剤
からの回復能力の差はあまり大きくないのかもしれない。また，感受性の低下には AChE
活性の増加が関与していた可能性が示唆された。
ピラクロホスを曝露した処理区では，対照区の感受性と同程度であった（F0~F2 世代）
。
しかし，前曝露を止めた F3 世代では，低感受性の幼虫が産まれた。カーバメート系のピリ
ミカーブは生物における AChE を可逆的に阻害するのに対し，有機リン系のピラクロホス
は不可逆的に阻害する。ピラクロホスの前曝露を止めた後，ユスリカが低感受性幼虫を生産
したことを考えると，ピラクロホスの曝露を止めても，AChE が継続的に阻害されていたた
め，ピラクロホスの影響からは回復できなかったと考えられた。

4-1-2. 継続的および一時的な曝露実験
これまで，多世代試験は継続的な化学物質の曝露により，行われて来た（Sánchez et al.
2000; Silva et al. 2019; Zalizniak & Nugegoda 2006）。継続的な曝露は，もともと化学物
質に強い個体にも影響するため，その潜在的な影響を評価する上では重要な方法である。特
に，重金属（カドミウムやチタン，鉛など）は長期に渡り継続的に実環境中に流出すること
が分かっており，継続的な曝露実験（Araujo et al. 2019; Jacobasch et al. 2014；Laskowski
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2001）は，生態影響評価の有効的な手段であると考えられる。また，継続的な曝露実験で
は，1 世代での短期曝露試験の結果と比較して，毒性が強くなるといった事例が多い（Silva
et al. 2019; Jacobasch et al. 2014; Zalizniak & Nugegoda 2006）。例えば，2 世代に渡り，
継続的に殺虫剤（ダイアジノン）を D. magna に曝露した実験では，曝露開始時の世代より
も次世代で，顕著に産仔数や内的自然増加率が低下した（Sánchez et al. 2000）
。同様の方
法で殺虫剤（クロルピリホス）を曝露した D. magna の親から生まれた幼体の 48h-EC50 値
は対照区と比較して 2 分の 1 程度となった（Zalizniak & Nugegoda 2006）
。これらの結果
は，化学物質の毒性の強さが「曝露濃度×時間」で決まるという報告と一致している
（Mancini 1983）
。
一方，継続的な曝露実験では，一過性の曝露が想定される農薬などの化学物質からの生物
の回復能力を十分に評価できていない可能性が高い。例えば，化学物質を複数回パルス状に
曝露した 1 世代の実験では，次の曝露までの間隔（回復期間）が長くなるほど，その曝露影
響から回復しやすくなるという報告もあり（Andersen et al. 2006）
，継続的な曝露とは異な
る結果になる場合もある。
そこで本研究では，水生生物に対して殺虫剤を曝露後，回復期間を設けて長期的な影響を
評価した。急性毒性値（48h-EC50）を判定基準としたところ，一部のミジンコおよびユスリ
カは薬剤耐性を獲得し，その回復能力の高さが示唆された（第 1, 3 章）
。さらに，ミジンコ
における内的自然増加率（第 1, 2 章）やユスリカにおける卵塊当たりの幼虫数や成体サイ
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ズ（第 3 章）の回復も確認された。
以上のように，異なる判定基準を用いた場合でも，殺虫剤影響からの回復が確認されたこ
とから，従来の継続的な曝露実験では，生物の回復能力を過少評価していると考えられる。
将来的には，実環境中における化学物質（特に農薬）の流出特性を考慮して，化学物質の影
響評価方法を見直す必要があるだろう。

4-1-3. 一時的な曝露実験による回復能力の評価
国内の農薬登録では，半数影響濃度を生物の種間差による不確実係数（基本的に 10）で
除した値をリスク評価に用いるが，長期の曝露影響は想定されていない（中央環境審議会
2019; 農林水産省 2020）
。一時的な殺虫剤の曝露により，次世代で 10 倍感受性が高い個体
が産まれたとすれば，不確実係数の範囲を超えたことになる。この場合，現状の農薬取締法
の仕組みでは，農薬の生態リスクが十分に評価されていない可能性もある。
第 1, 3 章では，水生生物における一過性の殺虫剤曝露影響からの回復が確認されたが，
第 2 章ではこれと相反し，殺虫剤曝露後の次世代における感受性は元々の感受性と比較し
て，2～4 倍程度高くなる系統も存在した。一方，次世代でも感受性が変化しない系統も確
認された。致死レベルの塩化ナトリウムを曝露した D. longispina の研究においても本研究
の第 2 章と類似の結果 （次世代の感受性の変化は系統によって異なる）となったことから
（Venâncio et al. 2018）
，長期影響の種内差が示唆された。この種内差を考慮すると，実環
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境下には不確実係数 10 の範囲を超えて感受性が上昇する系統も存在すると推察される。
そもそも，多くの研究者は，ガイドライン試験における不確実係数の根拠はあいまいであ
ると問題視している（早坂ら 2013; 稲生ら 2014; 加茂 2017）
。そこで，その根拠となるデ
ータを示し，不確実性を低減して行く必要がある。
一時的な曝露手法を用いた多世代試験は，長期曝露影響を評価する上で有効な手段であ
る。ただし，第 1, 3 章のような長期的過ぎる（4 世代の）曝露影響評価は，大変時間がかか
り，薬剤や生物種間における回復能力を比較するのに適さない。例えば，第 3 章の実験は 1
つの薬剤につき 4 か月程度かかった。
第 1～3 章のどの実験においても，一時的なピリミカーブ曝露を行った次の世代（F1 世
代）で感受性が変化したこと （C. cornuta が薬剤耐性を獲得したことや，C. yoshimatsui
は統計的に差がないが，対照区よりも感受性が低下したこと，逆に S. kingi が薬剤に対し
て高感受性になったこと）を考えると，第 2 章における 2 世代実験によって薬剤からの回
復能力を判断できる可能性が高い。この結果を応用すれば，実環境中で一過性の曝露が想定
される化合物の影響評価法の開発に貢献できる。
例えば，回復能力を「2 世代目（F1 世代）の処理区の EC50 値/対照区の EC50 値」として
定義し，1 を上回るなら長期的に見て低感受性，1 を下回るなら高感受性とする。この方法
で種間差・種内差データを蓄積すれば，多世代影響の不確実性評価に繋がると考えられる。
または，
第 2 章の実験を数種の生物について行い，
SSD 解析
（種の感受性分布）
（Posthuma
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＆ Suter, 2002）で 2 世代目における対照区と処理区の HC5 （5%の種類が影響を受ける濃
度）を比較すれば，個体群レベルでの長期曝露影響評価にも貢献できるかもしれない。
SSD とは，多種類の生物に対するとある化学物質の感受性が対数正規分布するに着目し
た種の感受性分布のことである（永井 2016）
。化学物質を曝露した際，影響を受ける種の割
合を推定し，SSD の 5 パーセンタイル値に相当する濃度（95%の種が保護される濃度）を
として算出する。欧州では HC5 を無影響濃度として，
HC（
5 5% Hazardous Concentration）
水生生物保全のための水質基準値の設定根拠に用いることもある（EFSA 2013）
。
SSD 解析を用いて農薬（ダイアジノン，アトラジン）などの影響を評価した事例は多数
報告されているが（Giddings et al. 2000; Nagai ＆ Taya 2015; Solomon et al. 1996）
，長
期曝露影響への応用は行われていない。よって，この解析手法を用いて薬剤からの回復性を
評価できれば，個体群レベルでの影響評価に応用できる可能性がある。
いずれの方法を取るにせよ，本研究は，実環境中の長期曝露影響を考える上で重要な背景
データとなるだろう。

4-1-4. 薬剤耐性獲得のメカニズム
本研究では多世代試験において感受性が変化するメカニズムの解明も目的の一つとした。
その結果，ミジンコおよびユスリカにおいて，AChE 活性の増加がピリミカーブにおける薬
剤耐性に関与している可能性が示唆された（第 1, 3 章）
。昆虫の薬剤耐性に関連する体内メ
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カニズムは，AChE 遺伝子の突然変異などが知られているが（Menozzi et al. 2004; Pang et
al. 2009; Vontas et al. 2001）
，代謝酵素量の増加によっても，生じる場合がある。例えば，
薬剤耐性獲得メカニズムの一つとして，第一相反応の CYP450 の増加が知られている
（Bass et al. 2014）
。
AChE 活性の増加が薬剤耐性に関与していると言う報告は，アブラムシ，アカイエカおよ
びショウジョウバエといった昆虫類では多いが（Charpentier & Fournier 2001; Jensen
1998; Muthusamy et al. 2014; Zhu & Gao 1999）
，ミジンコおよびユスリカでは初めての
知見であり，本研究は水生生物の薬剤耐性を解明する上で貴重な報告となった。
AChE はヒトを含む哺乳類，鳥類，昆虫類，魚類，エビ，爬虫類，両生類などでその存在
が確認されており，普遍的に生物体内に存在する酵素である（Fildes et al. 2009; Fulton &
Key 2001; Pang et al. 2009; Trandaburu 1972; Wiesner et al. 2007）
。また，AChE 阻害剤
の生産量が殺虫剤の中で世界 1 位であることを考慮すると（Zhang 2018）
，このバイオマー
カーを適応可能な化合物種も多いと考えられる。よって，AChE はミジンコやユスリカ以外
の生物でも殺虫剤影響を検知するバイオマーカーとして有用であるかもしれない。

4-2. 結論
各章の急性毒性値（EC50 値）を基に多世代感受性の変化を Fig.4-1 に取りまとめた。本研
究では，一時的な殺虫剤曝露後に回復期間を設けることで，水生生物における薬剤からの回
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復能力を評価した。その結果，曝露後，次世代で殺虫剤影響から素早く回復できる種類もい
るが，逆に親世代と比べて高い感受性を示す生物種も存在した。一時的に曝露した次の世代
で感受性が変化したことから，2 世代の実験（第 2 章）である程度長期影響を評価できる可
能性が示唆された。この結果を応用すれば，実環境中で一過性の曝露が想定される化合物の
影響評価法の開発に貢献できる。
例えば，薬剤からの回復能力を「2 世代目 (F1 世代) の処理区の EC50 値/対照区の EC50
値」と定義して，1 を上回るなら低感受性，1 を下回るなら高感受性と判定する。生物種や
化学物質ごとに回復能力のデータを蓄積すれば，短期曝露・1 世代影響における実験結果の
不確実性を低減する上での貴重な背景データとなり，ガイドライン試験の発展にも貢献で
きるだろう。
また，本研究において，ミジンコおよびユスリカのピリミカーブにおける薬剤耐性の獲得
に，AChE 活性の増加が関与していることが示唆された。昆虫類における同様のメカニズ
ムの報告は多いが，ミジンコおよびユスリカでは初めての知見であった。
遊泳阻害や死亡をエンドポイントとして，水生生物における多世代感受性の推移を評価
した報告は多数存在するが（Beaudouin et al. 2012; Bona et al. 2016; Campos et al. 2016,
2019; Sánchez et al. 2000）
，分子レベルにおいて多世代影響の解明を行った事例は少ない
（Li et al. 2014, 2016; Vogt et al. 2007）
。本研究のような多世代試験にはコストや労力が
かかる。一方，酵素レベルにおける化学物質の長期的な影響の解明は，新たなるエンドポイ
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ントの探索に繋がる可能性が高い。
以上より，本研究では，水生生物の薬剤曝露影響からの回復性の評価および分子レベルに
おける薬剤耐性獲得のメカニズム解明に貢献できた。

Fig. 4-1 アセチルコリンエステラーゼ阻害剤の一時的な曝露が水生生物に及ぼす多世代影響

と薬剤耐性獲得のメカニズム
The numbers ①，②，and ③ show the results in the Chapters 1, 2, and 3, respectively.
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