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はじめに 

 
カイコは産業上の重要な昆虫であるとともに、大きな被害をもたらす鱗翅目農業害

虫のモデル生物でもあります。農業生物資源研究所では、カイコゲノム研究を推進し、

全ゲノム塩基配列情報、連鎖地図、BAC 物理地図、発現遺伝子情報等が統合された

データベースの整備を進めて、データの利用が可能になっています。また、国外にお

いてはアブラムシや寄生蜂など農業上重要な昆虫種のゲノム解読も行われています。

以上のような状況を背景にして、カイコおよび他種昆虫のゲノム情報の活用による、

環境負荷の低い新しい害虫防除手法の実現の可能性が急速に高まっています。 

 そこで、独法、大学、県、民間に所属する研究者が、それぞれの立場で情報の提供

と収集を行い、害虫防除に関わる農業現場のニーズ、社会的ニーズ、技術的ニーズ及

びシーズを相互に把握し、ゲノム情報から害虫防除の実現に至る研究開発の道筋を検

討することを目的に、昨年に引き続き、今回 5 回目のシンポジウムを開催致します。

今回は、農研機構中央農業総合研究センターとの共催で、農業生産現場で問題となっ

ている殺虫剤抵抗性と害虫管理の問題に焦点を当て、現状の把握と、メカニズムやゲ

ノム研究等の基礎からモニタリングや管理方法といった応用まで、参加した研究者が

それぞれの立場から関連情報の提供と討論を行うことを目的としました。 
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シトクロム P450 による薬剤抵抗性機構 
国立感染症研究所昆虫医科学部 流動研究員 

日本予防医学協会 リサーチレジデント 

糸川健太郎 

 はじめに 
シトクロム P450（P450）は細菌から真核生物に至るまで幅広く見つかっているヘムタン

パク質の一群であり、還元型酵素の活性中心の鉄原子に一酸化炭素が結合すると 450 nm の

特徴的な吸収極大を持つことから命名された[1]。典型的な P450 は小胞体もしくはミトコン

ドリアに局在する膜結合型のタンパクで、酵素として一原子酸素付加反応（monooxgenation）
をはじめとする様々な反応を触媒する。 

P450 は巨大な遺伝子ファミリーを形成していて、通常生物一種につき複数の P450 が存在

し、これらの P450 はそれぞれ別々の遺伝子によってコードされている。昆虫に関しては、

これまでにゲノム配列が分かっている種で P450 遺伝子としてアノーテーションされている

遺伝子数は、少ないもので 36 個（コロモジラミ）から多いもので 180 個（ネタイイエカ）

と種によってかなり異なる[2]。 
昆虫類においていくつかの P450 は、エクダイソン[3]、幼若ホルモン[4]、クチクラ炭化水

素[5]の生合成・代謝といった内在的な基質の代謝に関わっていることが既に知られている。

その一方で、圧倒的多数の P450 についてはその生理的役割についてまだ明らかではない。

おそらくそのような P450 の多くは、植物の二次代謝物といったような外来的な有害物質の

分解に関与しているのではないかと考えられる。 
殺虫剤の代謝に関して P450 には二つの相反する役割がある。一つは薬剤の活性化で、多

くの有機リン系殺虫剤はアセチルコリンエステラーゼ阻害剤として働くために、体内である

種の P450 によってチオノ体からオクソン体へと変換される必要がある。一方で P450 は薬

剤の解毒代謝にも重要な役割を担う。実際、現在使われているあるいはこれまでに使われて

いたほとんどの殺虫剤の種類（有機リン、ピレスロイド、ネオニコチノイド、IGR、有機塩

素、シクロジエン、等）が P450 による解毒を受けることが確認されている。 

 抵抗性の機構と事例 
薬剤抵抗性の発達は、個体を薬剤に強くする何らかの因子が選抜され、その害虫種の集団

中に頻度を増していくことによって起こる。通常の自然淘汰と同様、選抜の対象となる抵抗

性因子は遺伝的である必要があり、従ってほとんどの場合は核・ミトコンドリアゲノム DNA
上に起こった何らかの変異が原因であると考えられる。薬剤抵抗性変異が集団中にある一定

頻度まで広まると、多くの個体がそれまでの薬剤量によって駆除されなくなり、抵抗性の発

達が認識される。 
一般的に解毒代謝酵素が関与する薬剤耐性機構として、その原因となる変異は大きく、質

的な変化と量的な変化を引き起こすものの二つに分けられる。質的な変化は主に酵素をコー

ドする構造遺伝子上に起こった点突然変異が原因で、アミノ酸置換により一酵素分子の速度

論的な性質が変ることによって薬剤の解毒が亢進する。量的な変化においては、酵素の質的
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性質の変化は伴わないが、発現する酵素そのものの分子数が増大することで体内での薬剤の

分解が亢進する。 
質的な変化 

点突然変異による抵抗性が疑われている例としてショウジョウバエの CYP6A2 が知られ

ている。強い DDT 抵抗性の RDDTR系統の Cyp6a2 対立遺伝子に感受性系統と比べ三つの

アミノ酸置換が見つかった。この三つのアミノ酸置換全てを導入した組み換えタンパクは

感受性型と比べ明らかに DDT の代謝能が向上することが示された[6]。 
ピレスロイド抵抗性系統のオオタバコガから見つかった CYP337B3 は、もともと

CYP337B1 と CYP337B2 という異なる二つの P450 遺伝子座が不等交差によって融合して

できたキメラ遺伝子である。驚くべきことに、CYP337B1 と CYP337B2 はどちらもピレス

ロイドを基質として代謝しないが、CYP337B3 にはフェンバレレート（ピレスロイド）の

4’位の炭素を水酸化する活性が認められた[7]。この事例は P450 の質的な変化が必ずしも単

純な点突然変異のみで起こるわけではないことを示していて興味深い。 
量的な変化 

量的な変化を引き起こすタイプの変異は調節変異、遺伝子コピー数変異、mRNA／タン

パクの安定性など考えることができるが、三番目に該当する事例はまだ報告されていない。 
調節変異：調節変異にはシス作動性変異とトランス作動性変異がある。シス作動性変異

は、同一の染色体分子上にある対立遺伝子の発現量にのみに影響を及ぼす変異である。ほ

とんどのシス作動性変異は、調節領域に起こった何らかの変異（例えばエンハンサー配列

の付加、サイレンサー配列の欠失）と考えることができる。このタイプの変異に関しても

っとも詳しく研究されている事例はショウジョウバエの Cyp6g1 遺伝子である。CYP6G1
は DDT やネオニコチノイドといった殺虫剤を代謝することが確認されている[8]が、DDT
抵抗性系統に見られる Cyp6g1 の過剰発現は、その遺伝子上流に挿入された LTR 型レトロ

ポゾン Accord の末端繰り返し配列が原因であることが分かっている[9]。興味深いことに、

この Accord 挿入型の Cyp6g1 ハプロタイプは、同時に遺伝子重複も起こしていることが近

年明らかになった[10]（後述）。同じように、シス作動性変異と遺伝子重複の両方が過剰発

現に関与している事例として、ネッタイイエカの CYP9M10 遺伝子がある[11] （後述）。ト

ランス作動性変異は、相同染色体上のどちらの対立遺伝子の発現量にも影響を及ぼす変異

として定義される。その実体としては、ほとんどの場合、発現量が変化する遺伝子とは別

の位置あるいは別の染色体上にある転写調節因子の遺伝子座に起こった何らかの変異と考

えられる。シス作動性変異との重要な違いは、抵抗性自体は、解毒に関与している（過剰

発現されている）P450 の遺伝子座と連鎖しないことである。従って、実際に薬物の代謝を

担っている P450 が“真の”抵抗性遺伝因子ではない場合がある。イエバエの CYP6A1 は

昆虫類で初めて単離された P450 遺伝子である[12]。CYP6A1 の過剰発現と有機リン抵抗性

には相関が知られていたが、CYP6A1 過剰発現の原因因子は CYP6A1 のある第 5 染色体で

はなく、第 2 染色体上に位置づけられた[13]。CYP6A1 に近いショウジョウバエの Cyp6a2
（前述）にも有機リン抵抗性・DDT 抵抗性系統での過剰発現が見られるが、この過剰発現

も Cyp6a2 が位置する第 2 染色体ではなく第 3 染色体右腕に位置づけられた。興味深いこ

とに、この第 3 染色体の領域はイエバエの第２染色体とシンテニックな関係にあると考え
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られている。 
コピー数変異：量的変化を引き起こすもう一つの機構としてコピー数変異、つまり遺伝

子数そのものの増大がある。最近まで、P450 に関してコピー数変異による抵抗性の事例は

皆無であったが、2010 年にモモアカアブラムシのネオニコチノイド抵抗性系統[14]、ネッ

タイイエカのピレスロイド抵抗性系統[11]、ショウジョウバエの DDT 抵抗性系統[10]から相

次いでP450の遺伝子重複・増幅が報告された。前述したようにネッタイイエカのCYP9M10
ではシス作動性変異と遺伝子重複の両方が過剰発現に関与していて、このハプロタイプは

強いピレスロイド抵抗性と連鎖している[11]。また、遺伝子重複を起こしていないが、中程

度に過剰発現され、重複型よりも弱い抵抗性と連鎖している別の CYP9M10 ハプロタイプ

も後に見つかっている[15]。興味深いことに、この非重複型の抵抗性ハプロタイプは重複型

の抵抗性ハプロタイプと塩基配列がほぼ完全に一致している[15]。恐らく、これらのハプロ

タイプは遺伝子重複が起こる直前に分岐したハプロタイプ同士で、遺伝子重複が実際に抵

抗性を向上させたことを強く示唆している。 

 P450 と薬剤抵抗性研究の課題 
P450 による殺虫剤の解毒がその抵抗性に関与しているかどうかの判別として、P450 の一

般的な阻害剤（ピペロニルブトキシド等）が抵抗性を相殺するかどうかを確かめるためによ

く用いられる。この方法によって、多くの抵抗性事例で P450 の“関与”が確かめられてい

るが、一方で抵抗性の原因である特定の P450 分子種あるいは変異そのものが“特定された”

といえる例はまだ数えるほどしかない。例えば、抵抗性系統で特異的に過剰発現しているあ

る特定の P450 遺伝子があって、その過剰発現が抵抗性の原因であることが厳密な意味で立

証されるためには、少なくとも以下の 3 つの条件を満していることが必要であるだろう。１）

その P450 の過剰発現が抵抗性の表現型と連鎖する。２）その P450 が、薬剤の代謝を触媒

する活性がある。３）抵抗性個体でその P450 の効果を何らかの方法で無効化させた際に、

抵抗性の表現系も消失する。実情として、上に挙げたいくつかの事例の内でもこれらの基準

を全て満たした例は少なく、従って、その因果関係に関する考察は多かれ少なかれ状況証拠

に拠っている。 
P450 が関与する薬剤抵抗性の研究が難しい主な理由として、前述したように P450 をコー

ドする遺伝子数が一種のゲノム中に非常に多いことがまず挙げられる。ゲノム情報を利用で

きる種に関しては網羅的な解析法方法として DNA マイクロアレイによる発現量解析を用い

らことができるが、この方法が有効であるのは原因が量的変化の場合のみである。QTL（量

的形質遺伝子座）解析も比較的頻繁に用いられ、この方法は量的変化・質的変化の両方の場

合について中立であると考えられる。しかし現在のところほとんどの害虫種、たとえゲノム

プロジェクトが“完了している”とされる種においても、全ての P450 遺伝子座間の位置関

係が分かっているわけではない。また前述したように、トランス作動性因子が関与する量的

変化の場合、抵抗性の表現型は解毒に関与する P450 遺伝子座とは異なった場所に位置づけ

られることになる。 
多くの P450 遺伝子は近縁種間以外で orthologous な関係性を見出すことができないほど

配列の分化が速いため、遺伝子配列の系統関係を元にした基質特異性の推定は難しい。しか
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し、このタンパクに関して薬剤の代謝能を調べるための標準的な異種発現系が無く、これが

P450 の研究を困難にしているもう一つの理由として挙げられる。大腸菌、酵母、バキュロ

ウィルス、植物細胞などを用いた系が利用されているが、最適な方法はそれぞれの P450 の

分子種によって異なるようである。また、一般的に P450 の反応は多成分系で NADH-P450
還元酵素などのレドックスパートナーを必要とするが、場合によってこれらの要素も共発現

させるか再構成させる必要があり、条件の至適化に多大な労力を要する[16]。 
P450 遺伝子と抵抗性の因果関係を立証する強力な方法として、RNA 干渉による遺伝子抑

制法が挙げられる[17-19]。また、ショウジョウバエの GAL4／UAS 系を用いて候補 P450 遺

伝子をショウジョウバエ個体で強制発現させ、薬剤感受性の変化を調べるという試みもなさ

れている[19-21]。これらのような手法を多くの昆虫種でより普遍的に利用することができる

ようになれば、P450 が関与する抵抗性の研究のさらなる進展が期待されるだろう。 
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コナガのピレスロイド剤抵抗性 
―野外におけるナトリウムチャネルのアミノ酸変異― 

 

岡山大学資源植物科学研究所 園田昌司 

 

はじめに 
 殺虫剤抵抗性は 1)皮膚透過性の低下、2)標的部位の感受性の低下、3)解毒分解酵素活性の

増大によって付与されるとされてきた。最近、殺虫剤分解能を持つ共生細菌が抵抗性に関与

し得ることが報告されたが(Kikuchi et al. 2012)、農業の現場で大きな問題となる殺虫剤抵抗性

には、標的部位の感受性の低下と解毒分解酵素活性の増大のいずれかあるいは両方が大きく

関与していると考えてよいであろう。 

 アブラナ科作物を加害するコナガ Plutella xylostella は、殺虫剤抵抗性を発達させやすく、

日本でも 90 年代頃まで難防除害虫として恐れられた。現在日本におけるコナガによる被害は

沈静化しているようであるが、IRAC (Insecticide Resistance Action Committee)のホームページ

(http://www.irac-online.org/)では、殺虫剤抵抗性に関する報告数の多い害虫の第 2 位にランク

されており、またタイなどでは最新のジアミド剤への抵抗性が問題となるなど、世界的には

難防除害虫としてまだまだ健在のようである。 

コナガのピレスロイド剤抵抗性には、チトクローム P450 遺伝子(cyp6bg1)の高発現(Bautista 

et al., 2009)に加え、ナトリウムチャネルのアミノ酸変異(L1014F と T929I)による感受性の低

下(Schuler et al., 1998)が重要であることが報告されている。いずれの報告も室内系統を用いて

得られたものであるが、野外におけるコナガのピレスロイド剤抵抗性の実体はもう少し複雑

なようである。本講演では、コナガの野外系統で見つかった、ピレスロイド剤抵抗性に関わ

る新たなナトリウムチャネルのアミノ酸変異について紹介する。 

 

コナガの室内系統を用いたナトリウムチャネル遺伝子の解析(Sonoda et al., 2006) 
 コナガの非選抜系統をペルメトリン(ピレスロイド剤)で選抜し、抵抗性(RR)系統を確立し

た。RR 系統はペルメトリンに対し、感受性(SS 系統)に比べて 780 倍の抵抗性を示した。RR

系統と SS 系統より個体ごとに RNA を抽出した後、cDNA を合成し、ナトリウムチャネル遺

伝子の L1014F 部位と T929I 部位を含む領域を PCR で増幅した。増幅産物のダイレクトシー

ケンシングを行い、それぞれの変異部位の遺伝子型を調べたところ、SS 系統の個体は全て

L1014(感受性型)と T929(感受性型)のホモ接合体であった。一方、RR 系統の全ての個体は

L1014F 部位に関しては F1014(抵抗性型)のホモ接合体であるが、T929I 部位に関してはヘテ

ロ接合体という結果が得られた。ゲノム解析の結果、T929I 部位は 2 つの選択的エキソン 18a

と 18b によってコードされており(図 1)、SS 系統では 18a、18b ともに T929 がコードされて

いるが、RR 系統では 18b には I929(抵抗性型)がコードされているものの、18a には T929 が

コードされていることが明らかとなった。コナガでは 18a を含む転写物と 18b を含む転写物

が共発現しているため、RR 系統では全ての個体が T929I 部位に関してヘテロ接合体と判断さ

れたのであった。RR 系統における T929 をコードする転写物の発現は、T929I によるフィッ

トネスコストを部分的に補償しているのかもしれない。 
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コナガの野外系統を用いたナトリウムチャネル遺伝子の解析(Sonoda et al., 2008, 2012) 
 コナガを野外から採集し、ナトリウムチャネルの L1014F 部位と T929I 部位における遺伝

子型を個体ごとに調べた。その結果、F1014 と I929 の頻度はそれぞれ、82.8%―100%、72.9%

―94.4%であることが明らかとなった。また同時に、低頻度ながら 18a の 5´領域と 18b の 3´

領域からなるキメラ転写物を発現する個体の存在も明らかとなった。ゲノム解析の結果、キ

メラ転写物を発現する個体は、ナトリウムチャネル遺伝子の 18a の 3´領域、イントロン 18、

18b の 5´領域を欠いていることが明らかとなった(図 1)。興味深いことに、これらの個体はい

ずれも、イエバエMusca domesticaのM918T (super-kdr)に相当する部位にアミノ酸変異(M918I)

を備えていた。T929I と M918I は常に L1014F とリンクしており、単独での存在は認められ

なかった。このことから、L1014F は感受性の低下によるピレスロイド剤抵抗性の基礎となる

変異であり、T929I と M918I はエンハンサーであると考えられた。 

コナガのピレスロイド剤抵抗性に関わる 3 つのアミノ酸変異(M918I、T929I、L1014F)の野

外における頻度を、日本、中国、タイで採集された計 19 系統を用いて調べた。その結果、日

本の系統の L1014F と T929I の頻度は中国やタイの系統に比べると幾分低いこと、M918I を

備えた個体は低頻度ながら日本と中国の多くの系統で見られるが、タイ系統では当該変異を

備えた個体が見つからないことが明らかとなった。コナガの中国からの飛来はすでに報告さ

れているので(Asahina and Turuoka, 1970)、M918I を備えた個体が中国と日本の系統で見つか

ったことは特に驚きではない。しかし、3 系統のみの解析とはいえ、M918I を備えた個体が

タイで見つからなかったことは興味深い。今後さらに多くの系統の遺伝子解析を行うことで、

ナトリウムチャネル遺伝子の欠失と M918I の起源が明らかになるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常のゲノム

欠失ゲノム

エキソン18a エキソン18b エキソン19

188 bp163 bp 163 bp

188 bp

キメラエキソン
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918 & 929 1014→
→

図1. コナガのナトリウムチャネル遺伝子の構造
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昆虫 RDL GABA 受容体アンタゴニストとその抵抗性機序 
 

中尾俊史（三井化学アグロ株式会社） 

 

はじめに 

GABA 受容体は抑制性神経伝達に関わる重要な受容体であり、5 量体から成り、各

サブユニットは N 末の細胞外領域と膜貫通領域（M1- M4）で構成されている。GABA

が N 末の細胞外領域に結合すると Cl-イオンを選択的に透過するが、アンタゴニストで

あるシクロジエン系殺虫剤やフィプロニルは昆虫神経細胞への Cl-イオンの流入を阻

害し、神経の興奮状態を誘起し、殺虫作用を示すと考えられている。昆虫 GABA 受容

体サブユニット遺伝子は Drosophila melanogaster からクローニングされ、rdl 

(resistant to dieldrin)と命名された 1)。昆虫 RDL GABA 受容体は RDL サブユニット

のホモマーの発現で機能することが知られている。  

昆虫 RDL GABA 受容体をターゲットとするディルドリン等シクロジエン系殺虫剤

の抵抗性機序として GABA 受容体 RDL サブユニットの膜貫通領域 M2 の A2'S 変異と

A2’G 変異が報告されている 2-8)。また、A2’S 変異と A2’G 変異はフィプロニルに対し

交差抵抗性を示すことが知られているがその程度は低い 8)。 

イネドロオイムシはイネの重要害虫であり、日本でフィプロニル抵抗性を獲得して

いる 9)。2008 年に石川県から採集したフィプロニル抵抗性イネドロオイムシは GABA

受容体 RDL サブユニットの膜貫通領域 M2 の A2’S 変異であった 10)。 

また、イネの主要害虫であるヒメトビウンカ、セジロウンカも、アジアでフィプロ

ニル抵抗性を発達させているが 11-13)、ヒメビウンカとセジロウでは A2’N 変異がフィ

プロニル抵抗性を付与していることを報告した 14,15)。本講演では A2’S 変異型 GABA

受容体 RDL サブユニットを発現しているイネドロオイムシ、A2’N 変異型 GABA 受容

体 RDL サブユニットを発現しているヒメトビウンカとセジロウンカのフィプロニル

抵抗性機序に関して概説する。また、RDL GABA 受容体の種々アンタゴニストの A2’N、

A2’S、A2’G 変異型ドロソフィラ RDL GABA 受容体への阻害作用に関しても言及する。 

 

1. フィプロニル抵抗性イネドロオイムシの抵抗性機序 

イネドロオイムシはイネの主要害虫であり、日本でフィプロニル抵抗性を獲得して

いる 9)。2008 年に年石川県で採集したフィプロニル抵抗性イネドロオイムシとフィプ

ロニル感受性イネドロオイムシから RNA を調製、RT-PCR により cDNA を増幅後、

塩基配列を決定した。フィプロニル抵抗性イネドロオイムシ由来 GABA 受容体 RDL

サブユニットでは膜貫通領域 M2 の Ala が Ser に変異(A2’S)しており、A2’S 変異型遺

伝子のホモ接合体であることが示唆された 10)。A2’S 変異がフィプロニル抵抗性に関与

していることを調べる目的で、A2’S 変異型遺伝子と野生型遺伝子をドロソフィラ細胞

に導入、安定発現株を確立した。膜電位感受性色素を用いて EC80 濃度の GABA にお

けるフィプロニルの GABA 受容体への作用を調べたところ、野性型受容体と A2’S 変

異型受容体でフィプロニル感受性に差は認められなかった（野性型受容体の
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IC50=0.087 μM, A2’S 変異型受容体の IC50=0.112μM）。そこで、GABA 濃度を上げ

て EC95 濃度の GABA におけるフィプロニルの作用を調べたところ、野生型受容体の

IC50 値は 0.109 μM と大きな変わりはなかったが A2’S 変異型受容体に対する阻害作

用は大きく低下し、IC50 値は約 5 μM となった。以上の結果は、A2’S 変異型 GABA

受容体では GABA 濃度がフィプロニル抵抗性に影響を与える因子の一つであることを

示唆している 10)。 

 

2. フィプロニル抵抗性ヒメトビウンカの抵抗性機序 

ヒメトビウンカはイネの主要害虫であり、日本ではフィプロニル抵抗性を、中国で

はイミダクロプリド抵抗性を発達させ 11-13)、最近、日本ではフィプロニルとイミダク

ロプリドに抵抗性を示すヒメトビウンカが報告されている 16)。2009 年に福岡県で採集

したフィプロニル抵抗性ヒメトビウンカの GABA 受容体 RDL サブユニットは膜貫通

領域 M2 の Ala が Asn に変異（A2’N）していた 14)。また、ゲノム DNA の direct 

sequencing によるタイピングから、A2’N 変異遺伝子と野生型遺伝子のヘテロ接合体

であることが示唆された 14)。A2’N 変異がフィプロニル抵抗性に関与していることを確

認する目的で、A2’N 変異型遺伝子と野生型遺伝子を単独、または同時に、ドロソフィ

ラ細胞に導入、安定発現株を確立し、膜電位感受性色素を用いてフィプロニルの作用

を調べた。野生型受容体はフィプロニルによる阻害作用が見られた（IC50=14 nM）が、

A2’N 変異遺伝子を単独導入、または、野生型遺伝子と共導入した安定発現株では 10 μ

M のフィプロニルでも阻害活性は全く見られなかった。以上の結果から、ヒメトビウ

ンカでは GABA 受容体 RDL サブユニットの A2’N 変異がフィプロニル抵抗性を付与し

ていることが示唆された 14)。 
 

3. フィプロニル抵抗性セジロウンカの抵抗性機序 

セジロウンカもイネの主要害虫であるが、アジアでフィプロニル抵抗性を発達させ

ている 11-13)。2007 年に福岡県で採集したフィプロニル抵抗性セジロウンカの GABA

受容体 RDL サブユニットも A2’N に変異しており、A2’N 変異型と野生型遺伝子のヘ

テロ接合体であることが示唆された 15)。さらに、セジロウンカでは GABA 受容体 RDL

サブユニットの膜貫通領域 M3-M4 間の細胞質ループに位置する R340Q 変異が存在し

ていた 17)。R340Q 変異は常に A2’N 変異を有するクローンに存在していた。A2’N・

R340Q ダブル変異、A2’N 変異、R340Q 変異のフィプロニル抵抗性への影響を調べる

目的でドロソフィラ細胞に野生型遺伝子、変異型遺伝子を単独、または同時に導入し、

蛍光を用いた膜電位アッセイを行なった。野生型 RDL GABA 受容体ではフィプロニル

阻害活性の IC50 値は 79  nM であった。A2’N 変異型遺伝子と野生型遺伝子の共導入

株では 3 μM フィプロニルは約 40%の阻害活性であったが、A2’N・R340Q ダブル変

異型遺伝子と野生型遺伝子の共導入株では 3μＭフィプロニルでも全く阻害活性が認

められなかった。以上の結果は野生型遺伝子と変異型遺伝子のヘテロ接合体の発現で

は A2’N・R340Q ダブル変異は A2’N 変異と比較してより高いフィプロニル抵抗性を発

現する可能性を示唆している 17)。 
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4. 種々の GABA 受容体アンタゴニストの A2’ 変異型ドロソフィラ RDL GABA 受容

体への阻害作用 
種々の GABA 受容体アンタゴニストの A2’N、A2’S、A2’G 変異体への作用を比較す

る目的で、野生型ドロソフィラ GABA 受容体 RDL サブユニット遺伝子、A2’N、A2’S、
A2’G 変異型ドロソフィラ GABA受容体 RDLサブユニット遺伝子をそれぞれ単独でドロ

ソフィラ細胞に導入し、安定発現株を構築、蛍光を用いた膜電位アッセイを行なった。

A2’N 変異型受容体の発現株では他の A2’変異型受容体の発現株と比較して、フィプロニ

ル阻害活性の低下が顕著であった。A2’N 変異は EBOB、ピクロトキシン、リンダンの

阻害活性も顕著に低下させたが、ディルドリン、α-エンドスルファンの阻害活性への影

響は限定的であった。A2’S 変異は EBOB、ピクロトキシン、リンダン、ディルドリンの

阻害活性の低下を生じたが、フィプロニル、α-エンドスルファンへの影響は限定的であ

った。一方、A2’G 変異は EBOB、ピクロトキシン、リンダン、ディルドリン、α-エン

ドスルファンの阻害活性を大きく低下させたが、フィプロニルの阻害活性は IC50 値で約

4 倍程度の活性低下であった。以上の結果はアンタゴニストにより A2’変異の影響が異

なることを示している。 
 

今後の課題 
イネの主要害虫であるヒメトビウンカ、セジロウンカで、GABA 受容 RDL サブユニ

ットの A2’N 変異がフィプロニル抵抗性を付与していることを紹介した。今後、アジア

でフィプロニル抵抗性発達させているヒメトビウンカ、セジロウンカの中で A2’N 変異

の広がりと抵抗性の程度の解明が望まれる。そのためにも、A2’N 変異のモニタリング

方法の開発が重要になると考えられる。 
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殺虫剤抵抗性問題におけるゲノム情報基盤の活用 

 

 （独）農業生物資源研究所 農業生物先端ゲノム研究センター 昆虫ゲノム研究ユニット 

上樂 明也 

 
はじめに 

ゲノム解析技術の急速な発展に伴い、公的データベースから利用可能なゲノム情報はここ数年で

急速に増加しつつある。この発展は、シーケンサに代表されるゲノム解析機器とバイオインフォマ

ティクスによる配列情報解析技術の急速な発展に依ることころが大きい。 

 前者については、現在 short-read (100bp) タイプのもので 1 ランあたり 600Gbp の配列を$10,000 

程度のコストで生成可能な次世代シーケンサが利用可能であり、また、発展途上ながら 1kbp 超の

long read を生成可能な第三世代シーケンサも登場し始めている (Thudi et al., 2012)。 

後者については、de novo アセンブル、マッピング、相同性検索、遺伝子予測等の配列解析ソフ

トウェアの発展と、これらのソフトウェアを用いて大量配列データの高速処理を行い、解析結果の

蓄積、配信を行うための情報処理基盤(コンピュータ、データ格納用ストレージ、コンピュータネッ

トワーク、OS 等)の急速な発展が挙げられる。 

近年は特に、RNA-seq と呼ばれる、次世代シーケンサを用いた網羅的トランスクリプトーム解析

に注目が集まっている。RNA-seq は、ダイナミックレンジが広いため、発現量が低い遺伝子の識別

も可能であり、また、対象生物種のゲノム情報等の事前情報を必要としないため、未知の遺伝子を

含むトランスクリプトームの全体像を取得することが可能となっている。更に、全ゲノム解読に比

べてコストが低いという利点も持つ。このため、多くの農業害虫のようにゲノム情報が無い非モデ

ル生物においても殺虫剤抵抗性問題等のための有効な解析手段として急速に利用が進んでいる。 

 本講演では、昆虫ゲノム情報に関する現状と殺虫剤抵抗性問題におけるゲノム情報の活用に関す

る概要を述べる。また、演者らが開発を進めているコナガゲノム情報データベース(KONAGAbase)

の現状について簡単に紹介を行う。 

 

昆虫ゲノム情報の現状 

昆虫のゲノム情報は、2000 年のキイロショウジョウバエ Drosophila melanogaster の全ゲノム情

報発表を初めとして、2010 年頃までに、同じ双翅目であるハマダラカ Anopheles gambiae (2002 年)、

ネッタイシマカ Aedes aegypti (2007 年) およびネッタイイエカ Culex quinquefasciatus (2010 年)、膜

翅目のセイヨウミツバチ Apis mellifera (2006 年) およびキョウソヤドリコバチ Nasonia vitripennis 

(2010 年)、鱗翅目のカイコ Bombyx mori (2008 年)、甲虫目のコクヌストモドキ Tribolium castaneum 

(2008 年)、半翅目のエンドウヒゲナガアブラムシ Acyrthosiphon pisum (2010 年) 等が発表されてい

る。これ以降も解読完了および進行中を含めて多数の昆虫ゲノムプロジェクトが存在しており、

NCBI のBioProject (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/) には 2012 年 7 月の時点で、99 種の昆虫ゲ

ノムプロジェクト(Drosophila 23 種、Anopheles17 種等、および配列情報が未登録のプロジェクトを

含む)が登録されている。また、2011 年には、5 年間で昆虫および関連する節足動物 5000 種のゲノ

ム解読を目標とする i5k (5000 Insect Genome Project) と呼ばれる国際プロジェクト
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(http://arthropodgenomes.org/wiki/i5K) が開始され、2012 年 8 月の時点で、解読候補としてノミネー

トされた約 800種のうち、約 30種を対象としたパイロットプロジェクトの開始が発表されている。

更に、2012 年には、1KITE (1000 Insect Transcriptome Evolution)と呼ばれる 1000 種の昆虫のトラン

スクリプト―ム解析を行い、昆虫類全体の系統進化を解明することを目的とした国際プロジェクト 

(http://www.1kite.org/) が開始されている。 

ハスモンヨトウ Spodoptera litura、コナガ Plutella xylostella 等の殺虫剤抵抗性の発達が早い重要

農業害虫を多数含む鱗翅目昆虫では、2008 年に日本と中国の共同研究により解読がなされたカイコ

ゲノム情報が、鱗翅目害虫のゲノム解析等に広く活用されている。カイコ以外でも、最近、オオカ

バマダラ Danaus plexippus (2011 年)、メルポメネドクチョウ Heliconius melpomene (2012 年)の全ゲ

ノム情報が発表されており、また、害虫においては、タバコスズメガ Manduca sexta のドラフトゲ

ノム情報が 2011 年からManduca Base (http://agripestbase.org/manduca/) にて公開されている。 

この他にも、コナガのゲノム解読等の進行中のゲノムプロジェクトも存在している。このように、

まだ限定的ではあるが、利用可能な鱗翅目昆虫のゲノム情報は着実に増加を続けており、今後は、

急速なシーケンサの性能向上および低コスト化を背景に、更に増大していくものと考えられる。こ

れにより、完全長 cDNA 配列情報、連鎖地図、組織毎の網羅的な EST データ等の有用な情報が蓄

積されたカイコゲノム情報を活用した比較ゲノム解析、殺虫剤抵抗性機構に関する解析をより詳細

かつ効率的に行うことが可能になると期待される。 

 公表されている昆虫のゲノム配列情報は、国際 DNA データバンクの NCBI/EMBL-EBI/DDBJ の
いずれのサイトにおいても取得可能である。これらのサイトにおいては、配列情報の検索および解

析(BLAST 検索、ドメイン検索等)を行うための Web インタフェースが提供されており、目的とす

る遺伝子等に関する情報を容易に入手することができる。前述の NCBI の BioProject においては、

登録されている昆虫のゲノムプロジェクト一覧、各プロジェクトにおいて登録された配列データ情

報等を閲覧することができる。また、ゲノム情報が公開されているモデル昆虫のほとんどでは、そ

れぞれ独自のゲノムデータベースが公開されており、BLAST 検索、ゲノムブラウザ等の有用なツ

ールが利用可能となっている。表 1 に主な昆虫ゲノムデータベースについて示す。 
 

表 1. 主なモデル昆虫のゲノムデータベース 

鱗翅目 
カイコ 

KAIKObase (http://sgp.dna.affrc.go.jp/KAIKObase/) 
SilkDB (http://silkworm.genomics.org.cn/) 
SilkBase (http://silkbase.ab.a.u-tokyo.ac.jp/) 

オオカバマダラ Monarch Base (http://monarchbase.umassmed.edu/) 
タバコスズメガ Manduca Base (http://agripestbase.org/manduca/) 

双翅目 
ショウジョウバエ FlyBase (http://flybase.org/) 
ハマダラカ、ネッタイシマカ、

ネッタイイエカ等 
VectorBase (http://www.vectorbase.org/) 

膜翅目 
セイヨウミツバチ、キョウソヤ

ドリコバチ等 
Hymenoptera Genome Database 
(http://hymenopteragenome.org/) 

甲虫目 コクヌストモドキ BeetleBase (http://beetlebase.org/) 
半翅目 エンドウヒゲナガアブラムシ AphidBase (http://www.aphidbase.com/) 
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殺虫剤抵抗性問題におけるゲノム情報の活用 
  昆虫が殺虫剤抵抗性を獲得する主な要因には、1) 殺虫剤のターゲットとなる遺伝子に変異が発生

し殺虫剤に対する感受性が低下するケース、2) 殺虫剤を代謝する遺伝子が過剰発現するケース、が

挙げられる。 
 前者の例として、鱗翅目のオオタバコガ Heliothis virescences、イラクサギンウワバ Trichoplusia ni、
コナガ、カイコにおいて、生物農薬である BT 剤に対する抵抗性の要因として ABC トランスポー

ターにおけるアミノ酸配列の変異の影響が示唆されている (Gahan et al., 2010; Baxtor et al., 2011; 
Atsumi et al, 2012)。また、最近、コナガのジアミド系殺虫剤に対する抵抗性の要因として、リアノ

ジン受容体におけるアミノ酸配列の変異の影響が示唆されている (Trocka et al., 2012)。 
このケースでは、ターゲットとなる候補遺伝子が既知であり、該当種もしくは近縁種においてタ

ーゲットの遺伝子配列がデータベースに登録されていれば、その配列情報を利用して、感受性系統

および抵抗性系統の候補遺伝子配列を PCR 等で取得し比較を行うことにより、変異の有無を調べ

ることができる。抵抗性への関与の判定には別途検証(RNAi、組換え体、培養細胞発現系の利用等)
が必要であるが、非常に有用な手掛かりとなる。例えば、前述のコナガのジアミド系殺虫剤の抵抗

性原因遺伝子の探索はこのケースに該当する。抵抗性候補遺伝子が未知の場合には、連鎖解析等に

よる探索を行う必要があるが、ゲノム情報が利用可能であれば、より効率的に探索を行うことが可

能となる。例えば、カイコでは詳細な連鎖地図が利用可能となっており(Yamamoto et al., 2008)、前

述の鱗翅目害虫におけるBT 剤の抵抗性原因遺伝子の探索等においても活用されている。 
 殺虫剤抵抗性に関係する代表的な代謝遺伝子として、チトクローム P450 (P450)、グルタチオン-S-
トランスフェラーゼ (GTS)、カルボキシルエステラーゼ (COE) が挙げられる (Ranson et al., 2002)。
例えば、コナガのペルメトリン抵抗性 (Bautisa et al., 2009)、コクヌストモドキのデルタメトリン対

抗性 (Zhu et al., 2010)、ショウジョウバエの DDT およびイミダクロプリド抵抗性 (Daborn et al., 
2002) には P450 の過剰発現の関与が示唆されている。 
このケースでは、抵抗性の候補遺伝子の識別のために、感受性系統と抵抗性系統について上記の

ような代謝関連遺伝子について発現量を比較し、有意に高発現をしている遺伝子を識別する、とい

うアプローチが用いられる。発現量を比較するための方法としては、対象とする昆虫のゲノムまた

はトランスクリプトーム情報等が利用可能であれば、これを基に、1) 代謝関連遺伝子のプローブを

作成しマイクロアレイによる発現量解析を行う方法、2) RNA-seq を行い、リード配列をリファレン

ス配列にマッピングして発現量解析を行う方法、等が挙げられる。一方、非モデル生物等の既知の

ゲノム情報が無い場合でも、RNA-seq による発現量解析を行うことは可能である。この場合、

RNA-seq により得られたリード配列に対して de novo アセンブルを行ってリファレンスとなる網

羅的なトランスクリプトーム配列情報を作成し、生成したリファレンス配列に対して各系統のリー

ド配列をそれぞれマッピングすることにより同様の発現量解析を行うことができる。近年は、

RNA-seq の利用への敷居が低くなってきたことから、非モデル生物の昆虫においてRNA-seq を用い

たアプローチによる抵抗性関連遺伝子の解析が盛んに行われるようになっている。 
 殺虫剤抵抗性は、ターゲット遺伝子の変異および代謝関連遺伝子の過剰発現が複合的に作用した

り、代謝関連の複数遺伝子が関与する等、解明が難しい複雑なメカニズムに起因するケースも想定

される。今後、非モデル生物を含む多くの害虫に関するゲノムおよびトランスクリプトーム情報が
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利用可能となることにより、候補遺伝子の識別に要するコスト削減および時間短縮が実現され、抵

抗性機構解明のための解析をより効率的に進めることが可能になると期待される。 
 
 
コナガゲノム情報データベース (KONAGAbase)について 
  昆虫ゲノム研究ユニットでは、イネの重要農業害虫であるトビイロウンカ、鱗翅目の重要害虫で

あるコナガ、ハスモンヨトウ等における殺虫剤抵抗性関連遺伝子の解析等を目標としてこれらに関

するゲノム情報データベースの構築を行っている。ここでは演者が開発を進めているコナガのゲノ

ムデータベース KONAGAbase (http://dbm.dna.affrc.go.jp/px/ にて近日公開予定)について簡単に紹介

する。 
 これまでに、コナガのBT 剤感受性系統(PXS)についてゲノム配列情報およびトランスクリプトー

ム配列情報を生成し、インフォマティクスによる解析処理を行って、遺伝子候補配列セットの生成

および自動アノテーション情報(BLAST およびドメイン検索の結果、Gene Ontology(GO)等)の付加等

を行なっている。  
ゲノム配列情報は、Roche 454 GS FLX Titanium による WGS リード配列(シングルリード)を約 

1.9Gbp (カバー率約 5 倍)生成し、これを de novo アセンブルすることにより、N50 2,273bp となる 
contig 88,530 配列、degenerate contig 246,244 配列、singleton 配列 106,455 配列を生成した。更にこ

れらの配列に対して遺伝子予測を行い、予測遺伝子配列 42,479 配列(coding sequence の平均長 
472bp)を生成した。 
  トランスクリプトーム配列情報は、四齢幼虫について、ABI 3730XL による 35,618 の EST 配列(中
腸、卵、精巣)と Illumina HiSeq 2000 による 20Gbp のRNA-seq 配列(whole body、シングルリード)を
生成し、NCBI から取得した 2,033 のコナガ EST/mRNA 配列と合わせて、適宜 de novo アセンブル

およびクラスタリングを行うことにより 84,570 の unigene 配列(平均長 565bp)を生成した。 
 上記の予測遺伝子および unigene 配列についてクラスタリングを行い、既知の遺伝子またはドメ

インと相同性を持つ配列を抽出することにより 32,807 の遺伝子候補配列セット(平均長 792bp)を
生成した。生成した各配列データはデータベース化し、Web ブラウザにより配列情報の閲覧、取得、

各種検索(BLAST 検索、キーワード検索、GO tree 検索)を行うことが可能となっている(図 1)。 
今後はゲノム配列、様々なサンプルの RNA-seq配列等のデータの拡充およびこれを用いた比較解析

等を継続的に行い、殺虫剤抵抗性関連遺伝子の解析により有用なデータベースの開発を進める予定

である。 
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図 1. コナガゲノムデータベース(KONAGAbase) の機能概要 

BLAST 検索フォームおよび 3 つの検索フォームが利用可能。配列情報については、全配列のダウ

ウンロード、検索結果の中から選択した配列のみのダウンロードが可能。各配列については自動ア

ノテーション情報、塩基配列情報等が記述された詳細情報ページが提供されている。 
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殺ダニ剤抵抗性研究の現状と展望 

 

 京都大学大学院農学研究科 生態情報開発学分野 

刑部 正博 

 

はじめに 

農業害虫であるハダニ類では、世界的に薬剤抵抗性の発達が著しくかつ複雑化している。特に近年

では、単一薬剤による選抜が化学構造や作用機作が無関係と考えられる複数のタイプの薬剤に対する

感受性をも低下させていることが示唆されている（新しいタイプの複合抵抗性）。また、経済のグロー

バル化およびそれに伴う植物検疫体制の近年の変化により、ハダニと共に様々なタイプの遺伝子が各

国に侵入し、薬剤抵抗性発達の様相をさらに複雑化させることが懸念される。 

Lenormand and Raymond (1998) は主導遺伝子以外の遺伝子によっても相当程度の抵抗性を発現する

場合、2 つの異なる遺伝子座間に正の連鎖不平衡が生じ、一方の遺伝子座に掛かる淘汰がもう一方の

遺伝子座の遺伝子の利益になる可能性を予測した。また、Uesugi et al. (2002) は、異なる薬剤に対する

抵抗性遺伝子座間でも、近隣に存在して組換え率が低い場合には、一方の遺伝子座に対する薬剤選抜

により正の連鎖不平衡が生じ、ヒッチハイキング効果により無関係の薬剤に対する抵抗性遺伝子の頻

度が集団中で上昇する可能性を考えた（見かけの交差抵抗性）。しかし、これまでのところヒッチハイ

キング効果と複合抵抗性の関係を示す実証研究はない。そもそもモデル生物以外では遺伝マーカーの

連鎖地図などの既知情報が極めて少ないことも一因であろう。 

本講演では、先ず殺ダニ剤抵抗性遺伝子の地域間差異について簡単に紹介し、続いてエトキサゾー

ルとヘキシチアゾクスの抵抗性遺伝子の従来にない不均等な交差関係の解析結果および最近分かった

シエノピラフェンとピリダベンの比較的緩やかな交差抵抗性について研究成果を紹介したい。最後に、

講演者らが開発を進めているナミハダニ連鎖地図と昨年公表されたナミハダニゲノムデータ（Grbić et 

al. 2011）を用いた薬剤抵抗性分子機構の新たな解析手法の開発の可能性について紹介したい。 

 

殺ダニ剤抵抗性発達の現状 

米国の薬剤抵抗性データベース（APRD）に登録されている農業・衛生害虫の中で、ナミハダニは

最も多くの薬剤に抵抗性を獲得している（Whalon et al. 2008）。ちなみに、リンゴハダニは9位である。

本種の薬剤抵抗性の交差に関するいくつかの文献のデータに基づいて、ナミハダニの薬剤抵抗性の交

差関係を図 1 にまとめてみた。これらには、交配実験などの裏付けが無く、状況証拠から推定したも

のも含まれている点に注意が必要である。しかし、それを割り引いたとしても単一薬剤による選抜で

複数の異なるクラスの薬剤感受性が低下する現象は各国で確実に起きているようである。同様の現象

がリンゴハダニでも世界的規模で見られている。 

薬剤抵抗性の交差による新規薬剤への迅速な抵抗性発達と考えられる事例もあり、オーストラリア

のhexythiazox抵抗性（clofentezine抵抗性由来；Herron et al. 1993）や、発売当初から抵抗性個体群の存
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在が問題となった日本の etoxazole抵抗性（hexythiazox抵抗性由来；小林ら2001, Asahara et al. 2008）な

どが挙げられる。 

また、同じ薬剤に対する抵抗性であっても、選抜された地域個体群間で薬剤抵抗性の遺伝様式が異

なる場合が見られる。例えば、Lee et al. (2004) によれば、韓国のナミハダニのエトキサゾール抵抗性

は母性遺伝する（恐らくミトコンドリアDNA由来）とされたが、日本では核DNAに由来し、完全劣

性の単一遺伝子支配であった (Uesugi et al. 2002) 。Herron and Rophail (1993) によれば、オーストラリ

アのナミハダニにおけるヘキシチアゾクス抵抗性は不完全優性で単一遺伝子支配であったが、Asahara 

et al. (2008) が調べた日本の抵抗性系統では、後に述べるように、単独でも抵抗性を発現する複数の遺

伝子によって構成されていた。一方、Uesugi et al. (2002) が調べた日本のクロルフェナピル抵抗性は完

全優性で単一遺伝子支配であったのに対して、ベルギーでは不完全劣性でポリジーン支配とされてい

る(Van Leeuwen et al. 2004)。これらの違いは遺伝様式だけではなく、抵抗性系統のLC50値の違いとし

ても表れており、遺伝的かあるいは環境的な要因の相違により、同一薬剤に対して地域間で異なる機

構の薬剤抵抗性が発達する可能性が示唆される。 

 

エトキサゾールとヘキシチアゾクスの不均等な交差抵抗性 

日本で最初に発見された青森県相馬村のエトキサゾール抵抗性のナミハダニ個体群は、エトキサゾ

ールによる選抜を受けたことが無いものであった（小林ら 2001）。当時、この地方も含めてリンゴ栽

培地帯ではヘキシチアゾクスが盛んに使用されていたことから、ヘキシチアゾクス抵抗性との交差が

疑われた。しかし、両薬剤間の交差抵抗性は報告されていなかった (Nauen and Smagghe 2006) 。Asahara 

et al. (2008) は秋田県のリンゴから採集したナミハダニ個体群からエトキサゾールとヘキシチアゾク

スの両薬剤に抵抗性を持つ系統を室内選抜し、感受性系統との交配実験により、エトキサゾールとヘ

Clofentezine (10-A)Hexythiazox (10-A)

Chlorfenapyr (13) Befenthrin (3-A)

Bromopropylate *

Dimethoate (1-B)

Amitraz (19)

Acequinocyl (20-B)

Emamectin benzoate (6)

Milbemectin (6)

Etoxazole (10-B)

Fenpyroximate (21-A) Abamectin (6)

Fenbutatin oxide (12-B)

Fenpropathrin (3-A)

Pyridaben (21-A)

Tebufenpyrad (21-A)

Benzoximate* A crinathrin (3-A) Propargite (12-C)

図1 ナミハダニの薬剤抵抗性に関する文献に見られる殺ダニ剤間の交差関係の例
（状況証拠による推定も含む）．薬剤名右の（ ）内はIRAC Mode of Action 
Classification v5.3 (July 2007) による分類グループ（刑部・上杉2009）
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キシチアゾクスに対する抵抗性電子の連鎖関係を調べた。 

その結果、エトキサゾール抵抗性の個体は必ずヘキシチアゾクス抵抗性になるが、逆は必ずしも成

立しなかった。このことから、エトキサゾール抵抗性は単一の遺伝子に支配されているのに対して、

ヘキシチアゾクス抵抗性は単独でも抵抗性を発現する複数の遺伝子によって生じ、その一つは同一染

色体上でエトキサゾール抵抗性遺伝子と強く連鎖していると考えられた（Asahara et al. 2008）。その後、

奈良県のバラから採集したナミハダニでも全く同じ結果が得られた。さらに、エトキサゾール感受性

でヘキシチアゾクスに抵抗性の系統を作出して分析した結果においてもポリジーン支配であることが

示された。このことから、ヘキシチアゾクス抵抗性は少なくとも 3 つ以上の遺伝子によって支配され

ていると考えられる。 

 

シエノピラフェンとピリダベンの緩やかな交差抵抗性 

シエノピラフェンは2008年に登録されたミトコンドリア複合体 II電子伝達阻害剤である。しかし、

ピリダベンやフェンピロキシメート、テブフェンピラドなどミトコンドリア複合体 I 電子伝達阻害剤

の交差抵抗性の要因とされる共通の構造（ピラゾール環と tert-ブチル基；Stumpf and Nauen 2001）を分

子内に持つことから、これらの薬剤との交差抵抗性が考えられた。そこで、奈良のバラから採集した

ナミハダニ個体群を分け、シエノピラフェン抵抗性系統とピリダベン抵抗性系統を別々に選抜し、交

差抵抗性の発達と解毒酵素の働きを調べた (Sugimoto and Osakabe 未発表) 。 

シエノピラフェン抵抗性系統はピリダベンに対しても感受性が低下し、逆にピリダベン抵抗性系統

はシエノピラフェンに対しても感受性が低下していたことから交差抵抗性の発達が認められた。その

一方で、シエノピラフェン抵抗性系統の雌成虫のピリダベンに対する抵抗性レベルがピリダベン抵抗

性系統と同等であったのに対して、ピリダベン抵抗性系統のシエノピラフェンに対するLC50値はシエ

ノピラフェン抵抗性系統の 1/3 以下であった。阻害剤試験により、シエノピラフェン抵抗性にチトク

ロムP450とエステラーゼが、ピリダベン抵抗性にはチトクロムP450が関与していることが推定され

た。このような解毒酵素の違いが交差関係に影響を及ぼしているかも知れない。 

しかし、シエノピラフェン抵抗性系統の卵のピリダベン抵抗性レベルはピリダベン抵抗性系統に比

べて明らかに低い。また、次項で紹介する連鎖群解析では、これらの薬剤の抵抗性遺伝子は同一染色

体上の異なる位置にマッピングされた。したがって、これらの薬剤間の交差抵抗性メカニズムには不

明な点も多く、さらに検討が必要である。 

 

連鎖解析とゲノムマッピングによる薬剤抵抗性分子機構解析の可能性 

Uesugi et al. (2002)は、リンゴ酸脱水素酵素を用いた連鎖解析により、エトキサゾールとクロルフェ

ナピルに対する抵抗性遺伝子が同一染色体上で、組換率 14.8%で連鎖していることを発見した。その

後、Asahara et al. (2008) が、ヘキシチアゾクス抵抗性遺伝子の一つがエトキサゾール抵抗性遺伝子と

強く連鎖していることを発見し、これら 3 種類の抵抗性遺伝子が同一染色体上に存在することが分か

った。 
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そこで、ゲノムDNA中に多数含まれるマイクロサテライト (SSR) をクローニングして連鎖群解析

を行い、2本の連鎖（染色体）地図を得た。ナミハダニの染色体は3本であるが、これまでのところ、

残りの 1 本に対応する SSR 連鎖群は検出されていない。これらの SSR を遺伝マーカーとして 3 点法

により、エトキサゾール、シエノピラフェンおよびピリダベンの抵抗性遺伝子をマッピングした結果、

これらすべての遺伝子が同一連鎖群にマップされた。したがって、エトキサゾール抵抗性遺伝子との

連鎖が先に確認されているクロルフェナピル抵抗性遺伝子およびヘキシチアゾクスの一つの抵抗性遺

伝子が同一染色体上に存在することが分かった。 

2011年にナミハダニのゲノムデータ（約90 Mbp）が640の scaffoldsとして発表された (Grbić et al. 

2011) 。しかし、他の多くの非モデル生物の場合と同様に、これら scaffolds の染色体上での配置は全

く分かっていない。そこで、我々はSSRの塩基配列をもとに連鎖地図へのこれら scaffoldsのマッピン

グと薬剤抵抗性遺伝子を含む scaffold の解析を開始した。 

Van Leeuwen et al. (2012) はbulk segregant analysis (BSA) mapping methodを用いて薬剤抵抗性をゲノ

ムデータ上にマッピングする方法を確立し、エトキサゾール抵抗性が scaffold 3 にあるキチンシンター

ゼ（CHS1）の変異に起因することを発見した。これは、私達が scaffoldsのマッピングの過程で推定し

たエトキサゾール抵抗性遺伝子の位置とほぼ一致する。私達が用いた系統においてもCHS1 に同様の

変異が検出されれば、BSAと連鎖群解析の整合性が確認できるため、シーケンス解析を準備中である。

一方、SSR の連鎖群解析からシエノピラフェンとピリダベンについても、抵抗性遺伝子が存在する

scaffoldsが推定できている。これらの遺伝子がBSAでどのようにマッピングされるかについて興味が

持たれる。今後、これらの解析法を統合して、薬剤抵抗性の分子機構を解析するための新しい手法を

開発するべく準備を進めている。 
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静岡県の茶産地における 

チャノコカクモンハマキのテブフェノジド剤抵抗性の現状とその遺伝様式 

 

 静岡県農林技術研究所茶業研究センター 

内山 徹 

 

はじめに 

チャの重要害虫であるハマキガ科のチャノコカクモンハマキAdoxophyes honmai Yasuda（以下、

コカクモン）は、幼虫が葉をつづり合わせて巻葉を作り、その中で葉を加害する（南川・刑部、1979）。

また、多発すると新芽の生育遅延や収量の低下などの深刻な被害をもたらす。静岡県の茶産地では、

コカクモンに対して、昆虫成長制御剤（以下、IGR 剤）や新系統のジアミド系 a)殺虫剤が、防除薬

剤として現在広く使用されている。演者らは、これまでに、県内の一部産地において、コカクモン

がジアシルヒドラジン系 a)（以下、DAH系）IGR剤、特にテブフェノジド水和剤に対して、強度の

抵抗性を発達させている実態を明らかにした（小澤・内山、2010；内山ら、投稿中）。本講演では、

静岡県の茶産地におけるコカクモンの薬剤抵抗性実態とともに、コカクモンのテブフェノジド剤抵

抗性系統（R）と感受性系統（S）を供試し、抵抗性の遺伝様式を明らかにすることを目的として交

配試験を実施したので、その結果を紹介する。 

a)薬剤の系統については、これ以後もすべて、IRACの分類（Web page: www.irac-online.org/teams/mode-of-action/）に従った。 

 

静岡県の茶産地におけるチャノコカクモンハマキのテブフェノジド剤抵抗性の現状 

近年、静岡県内の茶産地、特に、代表的な茶産地である牧之原地域において、コカクモンの多発

傾向が続いており、静岡県病害虫防除所から 2005年～07年、2010年に発生予察注意報が発表され

ている。県内の茶園における本種の防除では、年４回の幼虫の発生時期にDAH系 IGR剤やジアミ

ド系殺虫剤を主体として、年数回の薬剤散布が行われている。しかし、これらの薬剤のうち DAH

系 IGR 剤の防除効果の低下が、2004 年頃から牧之原地域の茶生産者から指摘され始め、その一因

として、薬剤感受性の低下が疑われた。 

そこで、2004 年～2008 年にかけて、薬剤感受性の低下が疑われる牧之原地域の島田市湯日から

毎年採集したコカクモン個体群（以下、湯日個

体群）を供試し、DAH系 IGR剤のテブフェノ

ジド、クロマフェノジドおよびメトキシフェノ

ジド、ベンゾイル尿素系（以下、BU 系）IGR

剤のルフェヌロンに対して、感受性検定を葉片

浸漬法により実施した。半数致死濃度 LC50値を

算出し、薬剤感受性系統のLC50値に対する抵抗

性比（各 LC50値／感受性系統の LC50値）を求

めた結果、IGR剤４種は、いずれも年を経るご

とに、抵抗性比が指数関数的な上昇傾向を示し、

特にテブフェノジドでは、抵抗性の発達が顕著

 

図１ チャノコカクモンハマキ島田市湯日個体群における

IGR剤４種に対する感受性（抵抗性比）の経年変化 
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であった（図１）（小澤・内山、2010；内山ら、投稿中）。 

 さらに、2009 年～2011 年にかけて、県内の主要産地 10か所から採集したコカクモン 18 個体群

に対して、同様にテブフェノジドに対する感受性検定を実施した。その結果、LC50値が本剤の常用

濃度 200ppmを上回ったのは、５/10か所の 12/18個体群であり、これらは実用上問題のあるレベル

で感受性が低下していた（表１）（内山・小澤、2010；内山・小澤、2012c）。 

 以上より、静岡県の多くの茶産地において、コカクモンがテブフェノジドに対して強度の抵抗性

を発達させている実態が明らかになった。 

 

チャノコカクモンハマキのテブフェノジド剤抵抗性の遺伝様式 

上述のような現状を受けて、テブフェノジド剤の抵抗性が、なぜ急速かつ強度に発達しているの

か、という疑問が生じた。そこで、コカクモンにおける本剤抵抗性の遺伝様式を解明するために、

本剤抵抗性系統（R）と感受性系統（S）を供試して交配試験を実施した。 

表２に、R系統と S系統の交配試験によるテブフェノジド剤に対する各交配系統のLC50値と抵抗

性比を示した。また、図２には、

R 系統と S 系統の交配試験によ

るテブフェノジド濃度と死虫率

の関係を示した。R 系統と S 系

統について、交配前に葉片浸漬

法によりテブフェノジド剤に対

する感受性検定を行い、LC50 値

を算出したところ、R 系統は

573.3ppm、S系統は 4.6ppmであ

り、R 系統の抵抗性比は 124.6

倍を示した。R 系統と S 系統を

雌雄の組み合わせを変えて正逆

交配した結果、F1 系統の LC50

 

 

6月 8月 6月 8月
0.51 196.2 475.2 (733.1) 1429.1 796.2 823.9 201.9 563.2
1.0 384.7 931.8 (1437.5) 2802.2 1561.2 1615.5 395.9 1104.3

供試個体群

テブフェノジド水和剤
（200)

感受性
系統

2010年
2011年 2011年

2009年 2011年

表１　IGR剤およびジアミド系殺虫剤に対する処理10日後の半数致死濃度LC50値および抵抗性比
a

薬剤名
（常用濃度ppm）

島田市
湯日A

島田市
湯日B

島田市
船木

2009年

b

掛川市
上内田

磐田市
笠梅

静岡市
内牧

川根本町
地名

浜松市
横山

6月 9月
5304.4 422.4 546.8 136.8 164.9 217.7 474.0 32.7 43.3 11.2
10400.8 828.2 1072.2 268.2 323.3 426.9 929.4 64.1 84.9 22.0

注）表中の上段数値がLC50値、下段数値が抵抗性比　　a)抵抗性比：各個体群のLC50値/感受性系統のLC50値

b)括弧内の値は、χ 2検定の結果、5%水準で有意でないため、参考データ

供試個体群

2011年
2009年 2011年 2009年 2010年

テブフェノジド水和剤
（200)

2009年

薬剤名
（常用濃度ppm）

牧之原市
布引原

菊川市
倉沢

表２ R 系統と S 系統の交配試験によるテブフェノジド剤に対する各系統の

LC50値と抵抗性比
a
 

 

 

 

 

系統名 LC50　(ppm) 95%信頼限界 傾き 抵抗性比a

R（R♀×R♂） 573.3 530.5-628.1 4.2 124.6
S（S♀×S♂） 4.6 4.3-4.9 6.1 1.0
F1①（S♀×R♂） 97.3 90.2-105.8 4.5 21.2
F1②（R♀×S♂） 73.8 65.6-83.3 2.8 16.0
F2①（F1①♀×F1①♂） 85.2 73.5-96.6 1.9 18.5
F2②（F1②♀×F1②♂） 103.9 93.5-115.7 2.0 22.6
BC①（F1①♀×R♂） 179.6 160.3-198.6 2.5 39.0
BC②（F1②♀×R♂） 203.6 182.3-229.7 2.9 44.3
BC③（R♀×F1①♂） 222.3 202.4-243.1 2.7 48.3
BC④（R♀×F1②♂） 170.7 154.0-188.0 2.4 37.1
BC⑤（F1①♀×S♂） 25.8 22.3-29.3 2.1 5.6
BC⑥（F1②♀×S♂） 30.0 26.6-33.5 2.3 6.5
BC⑦（S♀×F1①♂） 36.7 32.0-42.2 1.9 8.0
BC⑧（S♀×F1②♂） 18.9 15.0-22.7 1.5 4.1
a)抵抗性比：各系統のLC50値/感受性系統SのLC50値
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値は 97.3ppmおよび 73.8ppmであり、S系統よりもR系統に近い値を示した（図２A）。このことか

ら、本剤抵抗性は不完全優性であると考えられた。また、F1 の 2 系統間で LC50値に明確な違いは

なかったことから、本剤抵抗性は常染色体による遺伝であると考えられた。さらに、F1 系統に R

系統および S 系統をそれぞれ戻し交配させた BC 系統の LC50値（図２B）および、F2 系統の LC50

値（図２C）を算出した結果、本剤抵抗性は１遺伝子座支配であると考えられた。 

以上より、コカクモンのテブフェノジド剤抵抗性は、１遺伝子座支配の常染色体による遺伝で、

不完全優性の遺伝様式であることが示唆された（内山・小澤、2012a）。本剤抵抗性が不完全優性で

あることから、現地茶園においてR系統と S系統が混在していた場合、F1系統の個体はすべて、R

系統ほど高い LC50値は示さないものの R 系統に近い感受性を示すことになる。すなわち、本剤の

抵抗性は、R系統が存在すれば、交配により確実に次世代へ引き継がれることになる。また、現地

茶園において、本剤散布によりS系統が淘汰されれば、抵抗性の発達速度はより速まることになる。

遺伝様式の解明により、なぜ現場でテブフェノジド剤の抵抗性が急速かつ強度に発達しているのか、

その原因解明につながる知見の一端を知ることができた。 

 

今後の課題 

本講演では、静岡県の多くの茶産地において問題となっている、コカクモンのDAH系 IGR剤抵

抗性に関する研究成果の一部を紹介した。しかしながら、県内の代表的な茶産地である牧之原地区

では、2007年以降に上市された新系統のジアミド系殺虫剤に対して、コカクモンが強度の抵抗性を

発達させていることが、最近の研究で明らかになってきた（内山・小澤、2012b）。なお、ジアミド

系殺虫剤の強度抵抗性については、海外において中国のコナガで報告されている（Wang and Wu, 

  

 

図２ 抵抗性系統 Rと感受性系統 Sの交配試験によるテ

ブフェノジド濃度と死虫率との関係 

注）グラフ横軸は薬液濃度の対数値、縦軸は死虫率をプロビット法により変

換した値を示す。 

A：R系統および S系統と、F1系統との関係 

B：戻し交配による BC系統と、R系統、S系統、および

F1系統との関係 

C：F2系統と、R系統、S系統、およびF1系統との関係 

 

A B 

C 
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2012）が、国内では初の事例である。ジアミド系殺虫剤抵抗性の遺伝様式についても、現在研究を

進めている。 

静岡県の茶産地におけるコカクモンの薬剤抵抗性は、1986年にカーバメート剤（白井ら、1998）、

1997 年に有機リン剤と合成ピレスロイド剤（小杉、1999）でも報告されている。演者らは、DAH

系 IGR剤やジアミド系殺虫剤に対する抵抗性も確認しており、県内の一部産地ではコカクモンが複

数系統の薬剤に抵抗性を発達させ、深刻な問題となっている。これら異なる系統の抵抗性が交差し

ている可能性もあるため、この点についても現在研究を進めている。生産現場における防除対策と

して、基本的ではあるが、系統の異なる薬剤のローテーション散布を確実に実施するよう指導して

いる。その他の対策としては、交信攪乱フェロモン剤（商品名：ハマキコン－N）やGV（商品名：

ハマキ天敵）の利用がある。新規薬剤の登録が待ち望まれるが、これらの対策を実施し、薬剤抵抗

性の発達をできるだけ遅らせることが重要だと考えられる。 
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遺伝子診断による殺虫剤抵抗性害虫のモニタリング 

 

農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 

土`田 聡 

 

はじめに 
 殺虫剤抵抗性の発達は害虫防除における薬剤選択の幅を狭め、害虫は難防除化する。殺虫

剤抵抗性が問題となり始めている状況において、その抵抗性の広がりを少しでも遅らせると

同時に、有効な防除薬剤を把握して効果的な防除を行うためには殺虫剤抵抗性発達の動向を

モニタリングすることは重要である。殺虫剤抵抗性発達のメカニズムは種々知られているが、

生理生化学的要因により発達する抵抗性、とりわけ解毒代謝活性の増大あるいは作用点の薬

剤感受性の低下に起因する抵抗性が主たるメカニズムであると考えられている。それらに関

しては、分子レベルでのメカニズム解明に関する研究が近年盛んに行われており、様々な害

虫種において各種殺虫剤に対する抵抗性発達要因となる遺伝的変異が突き止められている。

我々はこれまでにワタアブラムシやネギアザミウマといった微小農業害虫を対象として殺虫

剤抵抗性関連遺伝子の解析を行ってきた。ここでは両害虫種で明らかにした殺虫剤抵抗性突

然変異、および変異部位をターゲットとして開発した遺伝子診断法とその活用例について紹

介するとともに、遺伝子診断法の利点や問題点について考えてみたい。 

 

ワタアブラムシの殺虫剤抵抗性遺伝子診断法とその利用 
ワタアブラムシは各種殺虫剤に対して抵抗性を発達させている野菜、果樹の世界的な重要

害虫であり、抵抗性発達メカニズムの解明も国内外において取り組まれてきた（例えば、西

東, 1995; Suzuki and Hama., 1994）。我々はピリミカーブおよび合成ピレスロイドに対する作用

点抵抗性に注目し、その分子メカニズムの解明を行った。 

まず、ピリミカーブの作用点である 2 つの異なるアセチルコリンエステラーゼ（AChE）、

すなわちキイロショウジョウバエのAChE遺伝子 Aceにオルソロガスな(遺伝子が共通祖先か

らの種分化に由来する)Ace-orthologous AChE（AO- AChE）および Ace にパラロガスな(遺伝子

が種分化でなく重複によって生じた) Ace-paralogous AChE（AP- AChE）について、遺伝子の

コード領域を解析した。その結果、ピリミカーブ抵抗性ワタアブラムシの AP-AChE におい

て２つのアミノ酸置換、すなわち S431F および A302S が検出され（Toda et al., 2004）、それ

らのうち S431F がピリミカーブ抵抗性に重要な役割を果たすことが予想された。 

また、合成ピレスロイド抵抗性への関与が疑われる同剤の作用点であるナトリウムチャネ

ル遺伝子における突然変異の有無を調べた結果、合成ピレスロイド抵抗性ワタアブラムシに

おいて、イエバエおよびノサシバエで明らかになっていたいわゆる super-kdr（M918T）突然

変異と同じ位置に点突然変異を発見した（土`田・駒崎, 2007）。ただし、置換されるアミノ酸

は異なり、メチオニンからロイシンへの変異であった（M918L）。また、これまで他の害虫種

において必ず対で見つかってきた kdr 突然変異（L1014F）は見つからず、さらに劣性遺伝す

るとされている kdr 形質であるにもかかわらず、M918L 突然変異は抵抗性系統においてヘテ

ロ接合体で見つかった。 
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次に、これらの突然変異部位を標的とした遺伝子診断法を PCR-RFLP 法あるいは PASA 法

を用いて開発し、野外個体群における遺伝子型頻度のモニタリングを試みた（Toda et al., 

2008）。調査した鳥取、愛媛のナシ、および愛媛、長崎のミカンで採集されたクローンの遺伝

子型頻度分布は個体群により大きく異なり、また時間の経過とともに変化した。いずれの突

然変異ともに全般的に高頻度で検出されたが、その頻度が著しく低い個体群（場所）や時期

も存在した。これらの殺虫剤はワタアブラムシに対する効力を失っていると考えられていた

が、場所や時期によっては有効な防除薬剤としてローテーション散布に組み入れることが可

能であったことが示唆された。 

 

ネギアザミウマの殺虫剤抵抗性遺伝子診断法とその利用 
近年、各種殺虫剤に対するネギアザミウマの感受性低下が国内外において問題となってい

るが、和歌山県のカキでは合成ピレスロイド剤に高度に抵抗性を発達させた系統が確認され

ている。そこで、合成ピレスロイド抵抗性への関与が疑われる同剤の作用点であるナトリウ

ムチャネル遺伝子の解析を行った（Toda and Morishita, 2009）。その結果、合成ピレスロイド

に対する抵抗性程度が極めて高い系統はいずれも、イエバエなど他の抵抗性昆虫種で確認さ

れているものと同一の、いわゆる kdr（L1014F）突然変異、および super-kdr（M918T）突然

変異の両方を有していた。一方、弱い抵抗性を示した系統においてはコナガやアタマジラミ

で既検出の T929I 突然変異が確認された。これらの結果から、ナトリウムチャネル遺伝子上

のこれら突然変異がネギアザミウマの合成ピレスロイド抵抗性に関与している可能性が高い

と考えられた。そこで、変異部位を標的とする PCR-RFLP 法あるいは Multiplex-PCR 法によ

る遺伝子診断法を開発し、カキ園に設置した青色粘着板捕捉虫を用いた抵抗性個体（遺伝子）

頻度のモニタリングを実施した（土`田、未発表）。 

 

抵抗性モニタリングにおける遺伝子診断の利点 
殺虫剤抵抗性のモニタリングに利用しうる遺伝子診断技術として、PCR-RFLP 法、PASA

法、マルチプレックス PCR 法、さらには蛍光標識を利用した各種 PCR 法などの様々な手法

が用いられている。これらの手法を用いた遺伝子診断の利点として以下のような点が挙げら

れる。 

まずは抵抗性個体（遺伝子）の検出の正確さである。遺伝子診断では薬剤以外の死亡要因、

例えば薬液による溺死や虫の生理状態に起因する死亡といった要因を排除でき、バイオアッ

セイのように対照区を設定し、死虫率を補正する必要もない。また、バイオアッセイでは十

分な数の健全な個体を供試するため、場合により野外採集虫の短期間の飼育が必要がとなる。

このことは、野外個体群本来の感受性の値を歪めてしまう危険性をはらんでいるが、遺伝子

診断ではその心配がない。 

次に、供試虫のサンプリングおよび取り扱いの容易さである。遺伝子診断は既に死亡した

虫でも実行可能であるため、採集虫を液浸標本等で輸送・保存することも可能となる。また、

通常は発生初期の密度の低い段階での供試虫のサンプリングは困難であるが、例えば発生消

長調査用の粘着板への捕捉虫等でも診断することができ、早期のモニタリングも可能となる。 

また、複数の殺虫剤に対する抵抗性の有無を個体単位で解析することが可能な点が挙げら
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れる。これは微量の DNA で診断できるが故の利点であり、限られたサンプルから多くの情

報が得られる。また、抵抗性遺伝子の個体レベルでの集積をモニタリングすることも可能と

なるであろう。 

さらには、劣性遺伝する抵抗性形質の診断が可能になるという利点もある。kdr および

super-kdr 突然変異によりもたらされると考えられるノックダウン抵抗性（kdr）形質は、完全

劣性遺伝あるいは不完全劣性遺伝するとされている（Shono, 1985）。したがって、抵抗性遺

伝子をヘテロ接合体で保有する個体の表現型は感受性となり、表面的には抵抗性がマスクさ

れてしまうが、遺伝子診断では劣性抵抗性遺伝子の存否を高感度で検出できる。これにより、

抵抗性発達の予測をより早い段階で行うことも可能になるであろう。 

 

抵抗性モニタリングにおける遺伝子診断の限界と問題点 
 一方、遺伝子診断が抱える限界や問題点として以下のような点が挙げられる、まずは診断

可能な殺虫剤抵抗性の種類が限られることである。遺伝子診断を可能にするためには当然の

ことながら剤のタイプにより異なる抵抗性の分子メカニズムを解明する必要がある。また同

一タイプの剤間で交差抵抗性を示さないケースではさらに適用範囲が狭められることになり、

実用性も低下する。 

 次に、時間的、金額的コストの問題である。我々がワタアブラムシやネギアザミウマで開

発した手法を含め、遺伝子診断法の多くは個体単位での解析法である。したがって、得られ

る情報量が多い反面解析に手間がかかり、設備・機器の整備を含め、解析にかかる経費も安

価ではない。これらの問題のうち少なくとも時間的コストを解決する方法として、一塩基多

型部位におけるシークエンスシグナルのピーク比をもとに対立遺伝子頻度を推定する量的シ

ーケンシング (QS) 法、あるいは定量 PCR により対立遺伝子頻度を推定する rtPASA 法とい

った、集団単位で解析を行う方法も開発されている（例えば、Lee et al., 2010）。ただし、こ

れらの方法はあくまで対立遺伝子頻度の解析法であることから、表現型としての抵抗性個体

頻度との間には大きなずれが生じる可能性があり、解析結果の防除薬剤選定への直接的利用

には注意を要するという問題点を残している。 

 

おわりに 
 殺虫剤抵抗性発達メカニズムの解明に関する分子生物学的研究は近年急速な進展を見せて

いる。以前は抵抗性が手に負えないレベルになってから取り組まれるのが常であったため、

抵抗性突然変異の解明が既に主たる防除薬剤から外された後であったり、薬剤登録自体が失

効してしまった後であったりすることもあった。したがって、実際の防除に役立てるという

観点からは十分な評価を受けられないこともあった。しかしながら、近年のゲノム解析の高

速化は殺虫剤抵抗性関連遺伝子の解析の高速化にもつながっており、シトクロム P450 酸化

酵素の解析などで成果が上がっている。今後はいち早く殺虫剤抵抗性の分子メカニズムを解

明して、遺伝子診断法を開発することにより、手遅れになる前に抵抗性の発達をモニタリン

グし、実際の防除に役立つ成果が増えることが期待される。 
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IRAC の推奨する総合的な薬剤抵抗性管理技術 
 

デュポン株式会社  白石 慎 

 

はじめに 
増加し続けている世界の人口は、国連の統計によれば 2020 年に 77 億人、2050 年には 90

億人に到達すると予測されている。人口増加に伴い必要となる安定した食糧供給を支える一

つの柱が農業であり、安定した農産物の生産には病害虫・雑草防除が必要である。そのため

の手段としては耕種的防除・物理的防除・生物学的防除・化学的防除などが挙げられ、それ

らを総合的に組み合わせ、さらに環境への負荷を低減するための概念として、総合的病害虫・

雑草管理（Integrated Pest Management、以降 IPM）が提唱されている。IPM 実践の核になるの

は、現状ではやはり化学的防除であり、そのために多くの有機合成農薬が使用されている。

有効な農薬が開発され使用されるに伴い、1950 年代以降 2010 年の現在まで、農業および農

薬メーカーが直面している深刻な課題の一つに薬剤抵抗性が挙げられる。抵抗性を管理し、

その発現を防ぐ、もしくは遅延させることは非常に重要な課題であると考えられ、1984 年に

世界農薬工業連盟（現 Crop Life International）の傘下に設立されたのが、殺虫剤抵抗性管理委

員会（Insecticide Resistance Action Committee、以降 IRAC）および殺菌剤耐性菌管理委員会

（Fungicide Resistance Action Committee、FRAC）である。 
 
IRAC の活動 
 IRAC のミッションは次の 3 点に要約される。 
 殺虫剤および殺ダニ剤抵抗性に関する情報伝達とトレーニング 
 薬剤の効果を維持するために、殺虫剤抵抗性管理戦略の立案を推進すること 
 それらの実践により持続的農業を支えること、である。 
上記の目的を達成するために、IRACの行っている活動には以下のようなものが挙げられる。 
 調査を通じ、抵抗性問題の範囲を特定する。 
 抵抗性モニタリングを行なうための実験手法を確立する。 
 どのように抵抗性が発現するかを明確にする。 
 害虫の感受性低下が認められた場合、それに対応するプログラムを考案する。 
 植物保護プログラムに現実的な害虫防除手段を組み入れ、感受性管理戦略を構築する。 
 抵抗性管理情報の広報活動を行なう。 

 
作用機作分類表 
 IRAC は、作用機作に基づく殺虫剤分類表を作成している（IRAC ホームページから入手可

能）。殺虫剤抵抗性が発達すると、防除のために選ばれた農薬が効果を発揮できないだけでな

く、他の農薬でも同じグループに属するものは十分な効果を示せなくなる交差抵抗性が、し

ばしば認められる。そのため、同一グループに属し化学的に関係の深い農薬が判るように、

という目的でこの分類表が作成された。ある特定の化学グループは、通常同一の標的分子を

有しており、同一の作用機作を共有していることが多い。IRAC の作用機作分類に基づき農
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薬をローテーション使用すれば、化学的に関連する殺虫剤を連続使用してしまうことを避け

ることができ、それにより薬剤の淘汰圧を下げることにより交差抵抗性発達リスクを減少さ

せられるとしている。 
 
IRAC 設立後の抵抗性管理：ネオニコチノイド系殺虫剤の例 
 ネオニコチノイド系殺虫剤の抵抗性管理戦略については、IRAC ホームページに詳細に述

べられている。それによれば活動内容は、企業レベル・企業間レベル・業界レベルで行なう

活動に分けられた。企業レベルでは、ネオニコチノイド殺虫剤に対する抵抗性管理のために、

企業は明確なガイドラインを持つ責任があるとしており、ここで下記の“ブロック期間”とい

う概念が提唱されている。 
殺虫剤による「ブロック期間」（ある薬剤によって作物が保護される期間）は、一作物栽培

期間の 50％を超えないようにし、「ブロック期間」の直後には同一系統殺虫剤の「ブロッ

ク期間」を設けない。 
ブロック期間は、下記のいずれかに基づく： 
 対象害虫の一世代（各々のブロックは、対象害虫の一世代に相当） 

 殺虫剤の単一処理によって提供される害虫防除期間（一世代が短い害虫に適用） 

適切なモニタリング手法により感受性ベースラインレベルを確立することは、害虫の当該殺

虫剤に対する感受性の現状を知り、どのように感受性低下問題が現われてくるかをタイムリ

ーに認識するために重要である。そのため、各社は対象製品のベースラインレベルを明らか

にしておき、抵抗性リスクが高い害虫について、感受性モニタリングを実施することが求め

られる。 
企業間レベルでは、2003 年当時 3 剤を展開していたバイエルクロップサイエンスと一剤を

上市していたシンジェンタで、世界のネオニコチノイド剤販売額のうち約 88％を占めていた。

そこで、2005 年 3 月に、バイエルクロップサイエンスとシンジェンタは、抵抗性リスクの高

い害虫種に焦点をあて、世界的に共同で製品スチュワードシッププロジェクトを実施するこ

とに合意した。その目的は、各国で殺虫剤抵抗性管理を推奨して各国レベルで協力しながら、

その実践を強化することであった。両社それぞれ独自の基本方針を作成したが、ネオニコチ

ノイド剤による作物保護期間に関しては両社の推奨案に大きな差はなく、両社共同でハイリ

スク対象作物・害虫が選定された（例えば、イタリアでは温室野菜のコナジラミ、日本では

野菜のアザミウマなど）。 
   次に、業界レベルでは、IRAC のカントリーグループが各国で結成された。その目的は、

多数の企業の協力と、足並みの揃った殺虫剤抵抗性管理を行なうことであり、そこには企業

のみならず学会関係者・各国研究機関・登録当局を含む場合もあり、オーストラリア・ブラ

ジル・インド・南アフリカ・スペイン・米国で結成された。また、それらの組織は IRAC 作

用機作分類表の整備と、それを利用した殺虫剤抵抗性管理戦略を立案する中核となった。さ

らに、殺虫剤抵抗性管理の観点から、作用機作グループをラベルに記載することが推奨され、

実際には米国・オーストラリアで自主的に実施された。 
 

今後の抵抗性管理への試み：ジアミド系殺虫剤の例 
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 IRAC の作用機作分類でグループ 28 に分類されているリアノジン受容体モジュレーターを

作用機作とするジアミド系殺虫剤（フルベンジアミド、クロラントラニリプロール）は、細

胞内カルシウム動態の撹乱という農薬として世界初の作用機作を有している。チョウ目害虫

を中心に卓効を示す本系統薬剤は、長期残効性を有することが作用性の特徴として挙げられ

る。このような高活性薬剤の抵抗性発達に関与する要因として、以下三つのポイントが考え

られる： 
 対象害虫：“危険度の高い”害虫種、並びにもともと感受性に幅のある害虫。  

 製品としての要因：殺虫活性の高さと残効の長さ。  

 現場での使用頻度：単一作用機作の製品に頼りすぎること、作物栽培期間あるいは通年

での使用回数、さらに使用時の薬量と処理間隔など。 

そこで、抵抗性が発達してから殺虫剤抵抗性管理戦略を考えるという従来の対応ではなく、

新規剤の投入前から抵抗性管理を考え、未然に抵抗性の発達を防ぐために、ジアミド剤の抵

抗性管理を目的として、ジアミド部会が IRAC 内のワーキンググループとして設立された。

これは主要国へのジアミド剤の登録上市を前にした 2008 年のことで、メンバーは日本農薬・

バイエルクロップサイエンス・シンジェンタ・デュポンの 4 社であった。いわば、リアクテ

ィブからプロアクティブへという根本的な概念の転換と言え、画期的な試みとして注目を集

めた。ジアミド部会の活動の眼目は、対象害虫のジアミド剤に対する薬剤感受性を保ち、抵

抗性発達を遅らせるために、抵抗性管理ガイドラインの策定など予防的に活動することにあ

った。 
グループ 28 殺虫剤のグローバル抵抗性管理ガイドラインの概要は以下の通りである。 
I．IRAC による殺虫剤の作用機作分類の考え方を農家に伝える。 
（１） IPM／IRM に即した使用法の奨励  
（２） 登録された正しい使用方法の徹底 
（３） IRAC の作用機作分類（グループ 28）の表示 

II．グループ 28 の殺虫剤を、作物の一栽培期間の中で対象害虫の連続する複数世代にまたが

って使用しない。 
III．薬剤の使用管理を行なうに当り、ウィンドウ（薬剤使用時期ブロック）の概念を活用す

る。 
 グループ 28 薬剤使用ブロック：本系統が効果を示している連続した期間で、本系統薬

剤の使用が可能。 
 グループ 28 薬剤非使用ブロック：異なる作用機作を持つ薬剤の使用ブロックで、本系

統の薬剤が用いられてはならない期間。 

IV．同一圃場で栽培期間の短い作物(40 日以下)が連続して栽培される場合には、一栽培期間

を一つの“ブロック期間”として考える。  
V．同一の作用機作を持つ剤は、作物栽培期間の 50％以下の期間で使用する。 
ジアミド部会が IARC の中にワーキンググループとして結成されて以降、先に述べたネオニ

コチノイド剤の場合同様、各国でカントリーグループが結成され、このグローバルガイドラ

インを各国段階でどのように適用していくかが検討されることになった。今後の展開が注目

されるところである。ちなみに、ジアミド系殺虫剤グローバルガイドラインに用いられてい
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るウィンドウ（薬剤使用時期ブロック）は、ネオニコチノイド系薬剤抵抗性管理で提案され

たブロック期間と同じ概念である。 
 
おわりに 
 既存殺虫剤の抵抗性問題を回避することは、実際の農業場面における害虫防除に携わる農

家の方々にとって重要な課題であるのみならず、新規薬剤の開発がますます困難となってい

る現状を考えると、多大な経費を投入して開発を行なった農薬企業にとっても重要な課題で

ある。1970 年代以降、抵抗性発現を防ぐ、あるいは遅らせる方法が精力的に研究されており、

その結果、同一作用機作を持つ農薬の連用を避け、異なる作用機作の農薬を組み合わせた散

布体系を行なうローテーション処理などの工夫がされるようになった。わが国においては、

害虫の薬剤抵抗性管理としてローテーション処理による防除が一般的に浸透しているが、逆

にローテーション防除が害虫の薬剤抵抗性を増すケースも、場合によっては考えられる。 
その問題を解決するために、通常のローテーション散布に IRAC の提唱している新しい考

え方を導入した防除法として“ブロック式”（ウィンドウ式）防除法が挙げられる。これは、

IRAC の作用機作分類を利用して同系統の薬剤施用を避けることにより交差抵抗性発達リス

クを減少させ、さらに害虫の生態・世代を考慮した防除法である。IRAC では、薬剤抵抗性

発現というものは最終的には避けられない問題であるとの認識のもと、薬剤抵抗性の発達を

いかに防ぎ、いかにして遅らせ、抵抗性が発達した場合にはいかにそれに対応するかという

ことに主眼を置いて活動が行なわれている。ネオニコチノイド系薬剤において、海外ですで

に実践されある程度の成功を収めているこのブロック式防除法が、ジアミド剤に関していか

に有効であるか、今後の展開が注目されるところである。 
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薬剤抵抗性管理とＩＰＭ 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

中央農業総合研究センター 

後藤 千枝 

 

ＩＰＭ（総合的病害虫管理） 

 農業・農村が国土・環境保全といった多面的かつ公益的な機能を有することは、社会一般に広く認

識されており、今後も、農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性に留意しつつ、環境負荷の軽減に

配慮した持続的な農業（環境保全型農業）を全国的に推進していく必要がある。 

 総合的病害虫管理（ＩＰＭ）は、特定の防除手段（特に化学合成農薬）に依存せず、多様な防除手

段を合理的に組み合わせることにより、病害虫による農作物の被害を抑えることを目的としており、

環境保全型農業の基盤技術と言える。 

 ＩＰＭは、1950年代以降の化学合成農薬一辺倒の病害虫防除によって生じたさまざまな弊害を背景

に提唱された考え方に基づくものであり、環境に配慮しつつ、安定した農業生産を維持することを目

指している。化学合成農薬の使用は、経済的な観点から設定された防除要否の判断基準（経済的被害

許容水準）と病害虫のモニタリング結果に基づいて、選択性の高い薬剤を用いて実施することを基本

としている。しかしながら、日本では、被害許容水準の設定はあまり進んでおらず、モニタリングに

基づく防除の要否判断を実践している例は多いとは言えない。農水省による環境保全型農業直接支援

対策では、化学肥料、化学合成農薬を５割以上低減する取組が必要条件とされ、化学合成農薬の成分

使用回数の５割低減を達成するための防除体系ではイネにおける育苗箱処理剤、畑作物における株元

施用剤のように生育初期の病害虫を１回の農薬使用で比較的長期に抑えることのできる剤が使われる

ことが多い。フェロモンによる更新かく乱、天敵農薬、微生物農薬等の多様な防除手段の活用は、ま

だ一部にとどまっているが、化学合成農薬の使用低減の意識は、生産者にも浸透してきている。 

 

ＩＲＭ（薬剤抵抗性管理）と高薬量／保護区戦略 

 化学合成農薬による防除は病害虫に抵抗性を発達させる選択圧となり、同一薬剤の継続的な使用は、

早晩、防除効果の低下をもたらす。オーストラリアやインド、タイにおけるワタ栽培で、「害虫の薬剤

感受性低下→薬剤施用量、回数の増加→更なる感受性の低下→防除コストや被害の増大」といった経

過をたどり、作物の生産自体が経済的に成り立たなくなった例をはじめ、過去に多くの害虫で薬剤抵

抗性が問題となってきた。抵抗性問題により行き詰まった防除対策が新規薬剤の登場によって救われ

てきた経緯から、農薬を消耗品的に考える向きもあるが、開発に多大なコストが必要となった昨今で

は、新規薬剤の供給スピードは著しく低下し、既存の薬剤の有効性を長期間保つことの重要性はさら

に高まっている。標的害虫にかかる選択圧を最小限に抑え、薬剤の効果を長期的に維持することを目

的にした取組みが、薬剤抵抗性管理（ＩＲＭ）である。ＩＲＭでは、ＩＰＭと同様に圃場における病

害虫発生変動の監視、経済的被害許容水準の設定、多様な防除手段を総合的に組み合わせて使用する

ことに加え、薬剤感受性検定の実施、薬剤の使用回数・時期の制限、害虫における薬剤感受性遺伝子

温存のための保護区の設置等を実施する。 

 特定の防除手段による淘汰圧が病害虫の抵抗性を発達させる例は、化学合成農薬の場合に留まらな

い。微生物農薬やフェロモンといった生物的な防除手段であっても、長期に渡る連続的な使用が、程
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度や発達速度の差こそあれ、害虫に抵抗性の発達を促す結果となることが知られている。微生物殺虫

剤のうち、最も広く普及しているものがBT剤であるが、1980年代の後半から90年代には、その殺虫

成分であるバクテリア由来のタンパク質（Bt毒素）の遺伝子を導入した組換え作物（Bt作物）が開発

され、その商業的栽培に向けて抵抗性管理の研究が進められた。この研究結果に基づき実施された高

薬量／保護区戦略を基幹とする抵抗性管理によって、Bt 作物、特にBt トウモロコシは、現在まで 15
年以上に渡って、重要害虫であるヨーロッパアワノメイガに抵抗性の著しい発達をみることなく普及

面積の増大を続けている。Btトウモロコシは、植物体内に一定濃度以上の殺虫性タンパク質を保持（高

薬量の維持）しており、圃場には、ガイドラインに従いBt毒素遺伝子非導入トウモロコシ栽培区（保

護区）が設定され、ここで温存される十分量の感受性個体と組換え作物区で生き残った抵抗性個体が

交雑することにより抵抗性個体間の交尾率が低く保たれ、抵抗性の発達が効果的に抑制される。この

ような管理によって抵抗性の発達速度を低下させることは可能であるが、抵抗性の発達そのものの阻

止はできない。種子会社は、多様なBt毒素遺伝子を探索し、それらを効果的に組み合わせた品種を継

続的に開発育成することにより、対象害虫の範囲拡大とともに、抵抗性発達への備えを進めている。 
 組換え作物における「高薬量／保護区戦略」の成功は、科学的知見に基づいた抵抗性管理の有効性

を証明するものであるが、これをＩＲＭとして農薬による一般的な防除に適用することは容易ではな

い。薬剤に長期残効性があること、害虫の発生時期の幅が狭いこと、交尾が比較的広い面積由来の成

虫間で行われること等の様々な条件が満たされる系が要求されることになる。害虫の薬剤感受性は成

長につれて低下するため、防除適期を逃した場合や、散布むらがある場合に「高薬量」を保つ事は難

しい。また、保護区の広さや配置は、害虫における抵抗性の遺伝様式、配偶行動と移動特性、増殖能

力等の知見をもとに定めることになるが、その根拠となる科学的なデータの蓄積は進んでいない。 
  

ＩＲＭの具体的方策 

 害虫におけるＩＲＭの具体的方策として、国内外でこれまで推奨されてきた項目としては下記のよ

うなものがあげられる。 

１）耕種的防除法や生物的防除法を活用し、化学農薬への依存度を下げる。 

２）特定の農薬に頼る防除は止める。 

３）化学農薬を使用する時は、使用方法や希釈倍率を守り、圃場全体にむらなく施用する（低薬量の

区画を作らない）。 

４）年間世代数が２以上の害虫の場合、次世代の防除には作用機作分類が異なる薬剤を使用する。 

５）同じ作用機作を持つ殺虫剤の混用はしない。 

６）防除が失敗した場合に、同じ作用機作を持つ薬剤を追加散布することは避ける。 

 １〜２は、ＩＰＭとも共通する方策である。他方、３〜６は、薬剤の淘汰圧抑制に主眼をおいた方

策であり、農薬の作用機作別分類に基づいたローテーション散布による対応が求められる。日本にお

いても、さまざまな作物で「ローテーション散布」が指導されてはいるが、害虫によっては新規薬剤

への依存と抵抗性の発達が繰り返されたためにローテーションに使う薬剤の種類が確保できない状況

に陥っている場合もある。新規薬剤の開発はますます困難になっており、薬剤の寿命を縮め、次々と

使いつぶすことが、最終的には防除コストの増大や薬剤の欠如となって作物生産に直接跳ね返ってく

ることを現実として捉えなくてはいけない時期に来ている。このような状況の中、海外を中心とした

農薬メーカーによる世界農薬工業連盟の傘下に設立された殺虫剤抵抗性管理委員会では、「適正な薬剤
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ローテーション」をＩＲＭの核として位置づけ、これを実効あるものにするための活動を行っている。

具体的には、農薬の作用機作別分類、それぞれの害虫の抵抗性発達に関与する要因の解明、科学的知

見に基づく具体的なローテーション戦略の提示等である。国内においても、農薬メーカーと農業技術

の指導者層間の情報共有の推進ならびに生産者のＩＲＭに対する認知度向上に一層の努力が必要であ

る。  

 

日本におけるＩＲＭの推進に向けた課題 

 ＩＲＭは、作物の種類と品種、作付体系、発生する病害虫の種類等、農業現場の特性をふまえた上

で実施して行かなくてはならない。環境や消費者の評判にも配慮し、収量や品質のレベルを落とすこ

となく、簡便かつ低コストな防除手段を求める生産者の要望にも応えうる技術に作り上げていくこと

も、ＩＲＭが生産者に信頼をもって受け入れられるためには重要である。 

 日本では、今後、適正なローテーション防除の実施がＩＲＭのカギとなると考えられる。適正なロ

ーテーション防除を可能にするためには、作用機作に基づく農薬の分類情報の蓄積、抵抗性発達のリ

スク評価、感受性低下の迅速な把握、害虫のライフサイクルを考慮した散布スケジュールの設定が不

可欠であり、これを支える科学的知見やデータの蓄積が急務となる。国、独法、都道府県、大学等の

研究機関による取り組みの強化が望まれる。 

 農薬の作用機作については、地域間、国間での情報共有が進められているが、それぞれの害虫にお

ける抵抗性発達機構や抵抗性の遺伝様式に関する知見をさらに充実する必要がある。害虫の生活環は

もとより増殖や配偶特性の解明、簡易な感受性検定法の開発をＩＲＭ推進の視点に立って進めて行か

ねばならない。ＩＲＭを実施しつつ、農業生産物の量と質を保つためには、化学合成農薬の使用制限

を補完できる多様な防除技術の開発も不可欠である。 
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