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はじめに 
イネの大害虫であるトビイロウンカは、周年発生地のベトナム北部から、春先に中国南部へ

移動して数世代増殖した後、6 月下旬から 7 月中旬の梅雨の時期に日本へ飛来し、水田で増殖

してイネに甚大な被害をもたらす。日本におけるトビイロウンカの防除対策は薬剤防除が中心

であるが、2005 年にネオニコチノイド系殺虫剤のイミダクロプリドに対する薬剤抵抗性の発達

が確認されて以降、トビイロウンカによる被害が増加しており、2013 年にはその被害額は 105
億円に上った。薬剤抵抗性発達により防除が困難になったウンカの被害を抑えるために、トビ

イロウンカ抵抗性遺伝子を導入した抵抗性イネ系統の品種育成が進められている。本講演では、

トビイロウンカの薬剤抵抗性発達と、トビイロウンカ抵抗性遺伝子を導入した品種に対する加

害性に関わる研究を紹介したい。 
 
１．日本飛来個体群におけるネオニコチノイド系薬剤に対する感受性推移とイミダクロプリ

ド抵抗性発達に伴う交差抵抗性の発達 
トビイロウンカの薬剤抵抗性問題で特徴的な点には、飛来源であるベトナム北部と中国南部

での殺虫剤の多用により、抵抗性を発達させた個体が日本に飛来することである。薬剤感受性

検定によるトビイロウンカの薬剤抵抗性発達のモニタリングは防除体系を構築する上でも重要

な指標の一つであり、農研機構九州沖縄農研では、毎年、トビイロウンカを採集し、ネオニコ

チノイド剤等に対する感受性検定を実施してきた。2013－17 年の直近 5 年間のモニタリング

より、イミダクロプリドに対する LD50値は 100－270µg/g を推移しており、トビイロウンカの

イミダクロプリドに対する薬剤抵抗性は発達し続けていることがわかった。チアメトキサムと

クロチアニジンに対する LD50値は 4－17µg/g と徐々に高くなり、トビイロウンカの両剤に対

する抵抗性も発達してきている。一方で、ニテンピラムとジノテフランに対する LD50値は 0.8
－2µg/g を推移し、抵抗性の程度はチアメトキサムとクロチアニジンほどには発達していなか

った。 
イミダクロプリドの抵抗性発達に伴って、他のネオニコチノイド剤に対しても抵抗性が発達

する（交差抵抗性）のかを明らかにするため、フィリピンとベトナム個体群を用いて、イミダ

クロプリドに対する LD50 値近傍の薬液を毎世代塗布して人為選抜したイミダクロプリド抵抗

性系統（以下、薬剤抵抗性系統）とアセトンを使って選抜した対照系統を作出し、ネオニコチ

ノイド 5 剤に対する LD50値を比較した。薬剤抵抗性系統のチアメトキサムとクロチアニジン

に対する LD50 値は対照系統よりも 5～12 倍と高く、ジノテフランとニテンピラムに対する

LD50値は対照系統よりも 5 倍程度高かった。しかし、両系統のジノテフランとニテンピラムに

対するLD50値はチアメトキサムとクロチアニジンのものより10分の1程度の値を示していた。



これらより、トビイロウンカにおけるイミダクロプリド抵抗性発達に伴って、チアメトキサム

とクロチアニジンに対する交差抵抗性が強く発達するが、ジノテフランとニテンピラムに対す

る交差抵抗性の発達は弱いと考えられる。 
 
２．トビイロウンカ抵抗性品種に対する加害性と薬剤抵抗性発達との関連性 
イネには、トビイロウンカの吸汁を抑制する働きを持つトビイロウンカ抵抗性遺伝子（BPH）

がインディカ米と野生イネ品種から発見されており、これらの品種を母本として、トビイロウ

ンカ抵抗性イネ品種が育成されてきた。しかし、これまでに、単一のトビイロウンカ抵抗性遺

伝子を導入した品種では、トビイロウンカが抵抗性品種に対する加害性を獲得した個体群が出

現し、トビイロウンカ抵抗性の崩壊現象が報告されている。一方で複数の遺伝子を導入した品

種ではトビイロウンカ抵抗性は維持されており、ウンカも加害性を獲得していないものが多い。 
近年、薬剤抵抗性発達は害虫に寄主作物の二次代謝産物に対する解毒分解能力を高め、寄

主範囲を広くできる可能性が報告され、モモアカブラムシとナミハダニでは、新しい寄主作物

に対する加害性獲得と薬剤抵抗性発達の関連性が見出されている。トビイロウンカにおいても

イミダクロプリド抵抗性の発達に伴い、トビイロウンカ抵抗性品種に対する加害性を獲得する

可能性がある。そこで、トビイロウンカ抵抗性品種 5品種（「Mudgo（BPH1）」、「ASD7（BPH2）」、
「Rathu Heenati（BPH3、BPH17）」、「Babawee（BPH4）」、「Balamawee（BPH27、Minor 
QTLs）」）に対する加害性を薬剤抵抗性系統と対照系統間で比較した。加えて、農研機構が育

成している「にこまる」と「たちはるか」に、それぞれ複数のトビイロウンカ抵抗性遺伝子を

導入した抵抗性イネ系統の「関東 IL18 号（BPH11, Qbp4）」と「羽 1173（BPH11, Qbp4）」
に対する加害性も比較した。これら一連の結果をまとめると、薬剤抵抗性系統のトビイロウン

カ抵抗性品種 3 品種「Rathu Heenati」、「Babawee」、「Balamawee」および、「関東 IL18 号」

と「羽 1173」に対する品種加害性は対照系統よりも弱かった。トビイロウンカでは、イミダク

ロプリド抵抗性発達により本種の抵抗性イネ品種およびイネ系統に対する加害性を弱くするこ

とが示唆された。 
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