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はじめに 

ウンカ類（トビイロウンカ，セジロウンカ，ヒメトビウンカ）は古くから水稲栽培の重

要害虫として知られている。日本や東アジア地域とインドシナ半島において，2000 年代中

頃から 3 種のウンカの多発生が続いている。その大きな原因として，種ごとに，また地域

によって異なる薬剤に対する抵抗性が発達したことが挙げられている。本講演では，これ

らのウンカ類の近年の発生動向について概観したあと，種ごとの薬剤抵抗性発達の現状と

今後の防除対策について紹介する。  

 

近年の発生動向と薬剤抵抗性問題の特徴 

トビイロウンカとセジロウンカの長期的な発生動向を九州地域における発生面積率の

変動から見ると，2 種の発生面積率は 1990 年代中頃から急激に減少し，2000 年代前半まで

少発生が続いた。この急激な減少時期はネオニコチノイド系やフェニルピラゾール系など

の箱施用薬剤が開発された時期とほぼ一致する。ところが，トビイロウンカは 2005 年以降

に再び多発生に転じ，各地で大きな被害が発生している。セジロウンカは近年，イネ南方

黒すじ萎縮病を媒介することが明らかになっている。ヒメトビウンカとイネ縞葉枯病は

1985 年前後に一度多発生したが，1990 年代には発生面積率が低下した。この低下も箱施用

薬剤の普及によると考えられる。しかし，2000 年以降，中国でヒメトビウンカとイネ縞葉

枯病が多発し，日本でも関東以西で発生面積率が増加している。また，2008 年にはヒメト

ビウンカが中国から西日本に大量飛来するという，新たな出来事が起こっている。  

 以上のような近年のウンカ類 3 種の多発生の最大の原因は，インドシナ半島や中国で栽

培される主なイネ品種がウンカの増えやすい品種に変わったこと，それによってこれらの

地域で殺虫剤が多用され，その結果，薬剤抵抗性が発達したことにあると考えられる。  

 一般に，薬剤抵抗性の発達は，殺虫剤を散布した場所で殺虫剤に強い個体が生き残るこ

とで生じる。しかしウンカ類の薬剤抵抗性問題で特徴的な点は，飛来源地帯で殺虫剤を多

用することで，抵抗性を発達させた虫が多発生し，それが日本に飛来することである。ま

た，日本国内で仮に抵抗性を発達させたとしても，越冬不可能で周年発生地への戻りの移

動は滅多に起こらないため，その形質は維持されないと考えられる。このため，薬剤抵抗

性管理においては，飛来源を含めた抵抗性の動向を詳しく把握することが重要である。  

 

トビイロウンカとセジロウンカの薬剤感受性の動向 

日本では 1960 年代後半から，主な殺虫剤に対するウンカ類の半数致死薬量（LD50 値）

が微量局所施用法によって継続的に調査されている。これらのデータのうち，2005 年以降

に LD50 値が大きく変動したのは，トビイロウンカではネオニコチノイド系殺虫剤のイミダ

クロプリドであり，2012 年の LD50 値は 98.5μg/g と 1992 年のベースライン値に比べて 616

倍に達した。チアメトキサムの LD50 値はイミダクロプリドの 1/10 以下ではあるものの年々



上昇している。これに対して，同じネオニコチノイド系のジノテフランとフェニルピラゾ

ール系のフィプロニルの LD50 値は 1μg/g 以下で低く推移している。一方，セジロウンカに

ついては，フィプロニルの LD50 値が 2009 年をピークに大きく変動し，かつ高い値を示し

ている。これに対して，セジロウンカのネオニコチノイド系 3 剤に対する LD50 値はいずれ

も 1μg/g 以下で低く推移し，感受性は低下していない。  

2006 年～11 年に東アジア地域とインドシナ半島で行った調査から，2005 年以降，日本

を含む東アジアやインドシナ半島の広い範囲でトビイロウンカとセジロウンカに対して種

特異的にイミダクロプリドとフィプロニルに対して感受性の低下が起こったことが明らか

になっている。また，日本や中国などの東アジアとその飛来源のベトナム北部のトビイロ

ウンカの LD50 値がほぼ同様の年次変動を示すこと，ベトナム南部ではトビイロウンカの抵

抗性の発達程度がベトナム北部や東アジアに比べて大きいことが明らかになっている。  

 

ヒメトビウンカの薬剤感受性の動向 

中国の浙江省と江蘇省でヒメトビウンカのイミダクロプリドに対する感受性の低下が

起こっている。この背景には，2000 年以降に中国でヒメトビウンカとイネ縞葉枯病が多発

したためイミダクロプリド剤を使った防除が広範囲に行われたことがある。これに対して

日本の九州地域では，2000 年代中頃にフィプロニルに対する感受性の低下が確認された。

このように，ヒメトビウンカでは同じ種でありながら，国や地域によって異なる殺虫剤に

対する抵抗性の発達がみられている。このような状況の中で，2008 年に中国から西日本に

ヒメトビウンカが大量飛来した。飛来した虫の薬剤抵抗性は，中国江蘇省のものと同様に

イミダクロプリドに対して感受性が低下しており，フィプロニルに対する感受性は高かっ

た。ヒメトビウンカは国内で越冬可能であるため，海外飛来によって薬剤感受性の特性が

異なる飛来個体群と土着個体群が国内に混在することになり，両者の交雑によって薬剤感

受性が変化する可能性が危惧された。  

海外飛来の翌年にかけて九州地域と山口県で採集したヒメトビウンカの薬剤感受性を

調べたところ，多くの地域でイミダクロプリドとフィプロニルの両剤に対して感受性が低

下していた。これらの地域では，飛来個体群と土着個体群が交雑して，両方の殺虫剤が効

きにくい個体群が新たに出現した可能性が考えられた。また，2009～10 年に国内各地のヒ

メトビウンカの薬剤感受性を調べたところ，北日本ではイミダクロプリド，フィプロニル

の両剤に対して感受性が高く，関東～近畿ではフィプロニルに対してのみ感受性が低下し

ていること，九州など西日本では両剤に対して感受性が低下している事例が多かった。  

以上から，ヒメトビウンカの海外飛来とその後の交雑によって薬剤感受性が大きく変化

し，その影響は長く続くと考えられる。ヒメトビウンカの薬剤感受性は地域ごとに異なっ

ているため，感受性のモニタリングは県や地域ごとにきめ細かに行う必要がある。  

 

今後のウンカ類の防除対策 

 以上のように，ウンカ類 3 種ともに，現在，日本で使われている主な育苗箱施用薬剤に

対して感受性の低下が確認され，単一成分の箱施用薬剤の効果持続時間が従来に比べて短

くなっていると考えられる。また，ここ数年，一部の本田散布剤についても感受性の低下

が確認されている。このため，防除に重点をおく種を中心に，効果的な薬剤を選ぶ必要が



ある。また，ウンカ類の多量・多回数の飛来がある場合には，箱施用薬剤のみではなく，

本田の基幹防除や臨機防除を徹底する必要がある。  

 日本の稲作では良食味が重視されるため，ウンカ類に対するイネの抵抗性遺伝子を導入

した品種はほとんど普及していない。しかし，ウンカ類の飛来量が多い西日本地域では，

箱施用薬剤を用いた防除体系に代わる方策として，ウンカ類抵抗性品種の活用を進めるこ

とが重要である。トビイロウンカについては，抵抗性遺伝子 Bph11 を導入した良食味米品

種が既に育成されているが，単一の抵抗性遺伝子を導入しただけでは防除効果が十分であ

ることから，現在，農研機構・作物研究所等で複数のトビイロウンカ抵抗性遺伝子を導入

した品種の育成が進められている。  

 ウンカ類 3 種はアジア地域を広域に移動する害虫である。このため，日本のみならず，

飛来源地域を含めた発生予察と防除対策が必要であり，それには国際的な情報交換や共同

研究が不可欠になる。また，殺虫剤の使用を前提としたウンカ類の防除対策についても，

とりわけインドシナ半島などの熱帯地域では見直しが必要と考えられる。今後のウンカ類

の発生予察と管理においては，飛来源地域では，①国を超えた薬剤感受性のモニタリング

とトラップ等による発生時期・量の把握，②吸汁阻害作用を示す薬剤の感受性検定手法の

開発，③発生情報や薬剤抵抗性情報の交換ネットワークの確立，④抵抗性品種への置き換

え，⑤薬剤使用量の削減とそれによる天敵類の保護活用，が重要である。一方，日本では，

①飛来源情報を盛り込んだ飛来予測システムの開発，②ウンカ媒介ウイルス病対策のため

の保毒虫率の簡易検定法の開発，③防除対象種に効果の高い薬剤の選定，④移植時期の晩

期化やウンカが増殖しにくい施肥管理などの耕種的防除の採用，⑤良食味米と飼料用米・

新規需要米品種へのウンカ抵抗性遺伝子，ウイルス病抵抗性遺伝子の導入，が重要である。 
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