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はじめに
病害虫および雑草の防除において化学合成農薬

の利用が始まって以降，薬剤抵抗性は常につきま

とう問題である。抵抗性の発達は防除体系の効果

低下をまねき，農業生産に甚大な被害を与える。

したがって，抵抗性問題が生じるたびに，効果の

高い新農薬を取り入れた新しい防除体系を構築し

なおす必要がある。農業における病害虫・雑草防

除の歴史は，薬剤抵抗性とそれに対応した新農薬

の開発のイタチごっこの歴史であるといっても過

言ではないだろう。特に害虫の薬剤抵抗性は，病

原菌や雑草と比較してそのリスクが高く，害虫学

において重要な研究テーマの一つとなってきた。

本論では，害虫における薬剤抵抗性の歴史と特徴

を述べるとともに，抵抗性対策についての理論的

な背景および実践事例を紹介する。雑草において

もスルホニアウレア（SU）剤抵抗性などの問題

が顕在化しているが，害虫の事例が問題解決のた

めの参考となれば幸いである。

１．害虫の薬剤抵抗性の歴史と特徴
化学合成農薬の実用化以前の時代において，害

虫の化学的防除では，除虫菊や硫酸ニコチンなど

の天然物や，石灰硫黄合剤やシアン化水素，亜ヒ

酸などの無機化合物が用いられてきた。これら薬

剤は，一部を除き，人体毒性が高くて臭いがきつ

く，利用には困難が伴ったであろう。この時代に

おいても，すでに害虫の薬剤抵抗性が確認され

ていた。最古の事例は，アメリカ大西洋地域に

おけるリンゴのナシマルカイガラムシでの石灰

硫黄合剤に対する抵抗性である。この地域では

1880 年頃から本剤が病害虫防除に利用されてき

た。しかし 1887 年頃からナシマルカイガラムシ

に対する効果が著しく低下し，被害が増加した。

Melander（1914 年）は，本種が薬剤に対して遺

伝的に抵抗性を持ったことが原因であることを発

見した。Melander は，当時話題となっていたメ

ンデルの遺伝の法則の知見をもとに，「ナシマル

カイガラの感受性系統を導入し，交配させて正常

な感受性集団に戻す必要がある」と現代の最新の

理論にも通じる鋭い考察を行ったのは，驚くべき

ことである。

最初の本格的化学合成殺虫剤といえる DDT に

ついては，その殺虫効果が 1939 年に Müller に

よって発見された後，害虫防除への利用が爆発的

に広まった。DDT は，これまでの殺虫剤と比較

して安価であるだけでなく，昆虫への高い選択性

（哺乳類毒性が低い）や少量で多様な害虫への対

応，高い残効性など優れた効果を持つことから，

当時は「銀の弾丸」と形容され，農業生産に革新

を引き起こした。なお，Müller は「節足動物に

対する DDT の毒作用の発見」の功績から 1948

年にノーベル生理学・医学賞を受賞していること

からも，DDT の社会的インパクトの大きさがう

かがえる。ところが，早くも 1947 年には DDT

に対する最初の抵抗性（イエバエ）が発見された。

DDT 抵抗性の事例は，以前の時代とは比較にな

らないほど加速度的に増加し，1950 年代半ばか

らはリサージェンス（薬剤の使用が逆に害虫の増

加を招く現象）も多発し始めた（Ripper 1956）。

抵抗性の問題を受けて，有機リン系，カーバーメー

ト系，ピレスロイド系，ベンゾイル尿素系など，
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従来の抵抗性害虫にも効果がある新規の化学的構

造を持つ殺虫剤が次々と開発されたが，害虫は新

剤に対してもことごとく抵抗性を発達させた。化

学合成農薬（DDT）の実用化は近代農業の幕開け

といえるが，同時に殺虫剤と害虫の抵抗性の熾烈

なイタチごっこの幕開けであったともいえる。

害虫の薬剤抵抗性は，病原菌や雑草と比較して

リスクが高い。害虫の抵抗性の初報告は 1908 年

（ナシマルカイガラムシ）であり，その歴史は，

殺菌剤抵抗性（1960 年にカンキツの Penicillium 

spp. で初報告）および除草剤抵抗性（1968 年に

ノボロギクで初報告）よりもずっと古い。また，

害虫の抵抗性の事例数は，病原菌や雑草と比較し

て桁違いに多い。2010 年代までの累積の抵抗性

報告数は，病原菌では 300 件超，雑草では 200

件超なのに対して，害虫においては 10,000 件超

にものぼる（Sparks & Nauen 2015）。抵抗性リス

クの高い害虫は，微小で個体数が多く世代交代が

速いもの（ハダニ類・アブラムシ類・アザミウマ

類・コナジラミ類など）が多く，進化速度が抵抗

性リスクと関係していると考えらえる。また，い

くつかの害虫種では，長距離移動によって抵抗性

遺伝子を国際的に拡散させる事例（コナガ・タバ

コガ類・ヨトウムシ類・イネウンカ類など）があ

り，それも害虫の抵抗性問題を深刻にしている。

２．薬剤抵抗性対策のための二つの理論的アプ
ローチ

薬剤抵抗性対策ための戦略は，大きく二つに分

けることができる。一つは，抵抗性発達を生物進

化の現象と捉え，進化の理論から発達遅延方法を

探る集団遺伝学的アプローチである。このアプ

ローチの利点は，既存の薬剤中心の防除体系の微

修正で対応可能であることにある。具体的な方法

としては，薬剤の使用制限，高薬量―保護区戦略，

異系統薬剤の同時施用など，抵抗性が進化しにく

い薬剤使用法を採用することである。理論的に

は，これらの手法によって圃場における抵抗性遺

伝子を低減もしくは抑制し，圃場外を含む害虫集

団全体の抵抗性進化を遅延させる（図１）。しか

し，あくまで抵抗性発達を遅延させるのが目的な

ので抵抗性問題の根本的解決にはなりえない。も

う一つのアプローチは，生態系の害虫密度抑制機

能を活用することによって薬剤の使用頻度を減ら

す生態学的アプローチである。化学的防除に頼ら

ない防除手段を取ることで，抵抗性問題の根本的

解決を目指す。しかし，既存の薬剤中心の防除体

系からの大きな転換が必要となり，成功のための

ハードルが高い。このアプローチの核となる技術

は，Integrated Pest Management（IPM： 総 合 的

病害虫・雑草管理）といわれるものである。

３．集団遺伝学的アプローチによる害虫の薬剤抵
抗性対策
 １）薬剤の使用制限

抵抗性リスクの高い薬剤については，その使用

を制限することによって，抵抗性の問題を解決で

きる可能性がある。薬剤抵抗性遺伝子の中には，

適応度コスト（薬剤に対しては強いが，生存・繁

殖能力は低い性質）を持つものがある。適応度コ

図１　薬剤抵抗性対策のための集団学的アプローチの概念
図。圃場における害虫集団の抵抗性遺伝子を抑え込
む三つの戦略で，保護区も含めた害虫集団全体の抵
抗性発達を遅らせることができる。
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ストのある抵抗性遺伝子を持つ個体は，薬剤の未

使用環境下では種内競争に負けて減少する。ま

た，圃場周辺の雑草において感受性個体が温存さ

れている場合は，それが圃場に移入してくること

でも感受性が戻る場合がある。薬剤の使用制限を

行うことで適応度コストと感受性個体移入による

感受性回復効果は増幅され，抵抗性発達を遅延さ

せる，または薬剤の効果が復活する場合がある。

有名な成功事例は，ハワイにおけるコナガのス

ピノサド抵抗性問題である。ハワイでは，抵抗性

コナガに対して効果の高い薬剤スピノサドを連用

していた。その結果，スピノサド抵抗性が著しく

発達し，2000 年には抵抗性比が 1000 倍以上ま

で増加した。そこで，生産者・ハワイ大・IRAC

協働のもとでスピノサドの使用禁止に踏みきっ

た。代替として，エマメクチン安息香酸とインド

キサカルブのローテーションを中心とした防除体

系を採用した。その結果，スピノサドの効果は劇

的に回復し，2002 年 6 月にはスピノサドの抵抗

性比が２倍まで落ちた（Zhao et al.  2006）。

薬剤の使用制限を判断する手法としては，一般

的に生物検定（薬剤処理による死虫率）が利用さ

れる。近年，抵抗性の遺伝学的背景が明らかにな

りつつある中で，より省力的な手法として遺伝子

診断技術が注目される。たとえば，コナガのジア

ミド系殺虫剤抵抗性の遺伝子は，リアノジン受容

体の G4946E 突然変異が主要因であることが明

らかになっており（Troczka et al. 2012），この変

異の割合を調べることで抵抗性リスクレベルを判

断することが可能となる。遺伝子診断の技術とし

ては，現在は PCR ベース（PCR 増幅産物の電気

泳動図による判断）が主流である。今後は，次世

代シーケンサー解析のコスト低減状況によって，

数百個体の害虫について複数薬剤の抵抗性突然変

異を同時に短期間で調べる大規模診断法が可能に

なると期待される。

薬剤の使用制限による抵抗性対策効果は，抵抗

性の遺伝的特性（適応度コストや遺伝様式）や雑

草集団からの個体の移入状況などに依存するの

で，かならずしも成功するとは限らない。一方で，

農業生産者と試験研究機関，農薬メーカーなどと

の協働によって対策が行われる場合，単一系統の

薬剤を連用することの危険性に関する認知が広が

るといった社会的な意義もある。

２）高薬量―保護区戦略

高薬量による薬剤防除と感受性個体の保護区

（薬剤がかからない場所）の存在によって，抵抗

性発達が遅延することがわかっている。ここでの

高薬量とは，抵抗性（R）と感受性（S）のヘテ

ロ遺伝子型（SR 型）個体を致死させる濃度の薬

量である（図２）。高薬量は，圃場で SR 型個体

を致死させて抵抗性遺伝子の増加を抑制し，保護

区を含めた害虫集団全体での抵抗性進化を遅延さ

せる効果がある。なお，保護区については，積極

図２　高薬量―保護区戦略における高薬量の定義を示す
図。(a) ２倍体の生物では抵抗性ヘテロ（SR）型個
体を致死させる「濃度３」以上にあたる。(b)４倍
体の生物では，高薬量の境界があいまいだが，濃度
が高いほど，Rを持つ型の個体をより多く致死させ
るので，高薬量的機能が高まるといえる。
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的に設けることができない場合でも，一般的には

圃場の周辺雑草がその役割を担う。

アメリカとカナダは，殺虫成分である Bt 毒素

の遺伝子組換え作物（トウモロコシやダイズ）に

おける Bt 毒素抵抗性を未然に防ぐために，高薬

量―保護区戦略による対策を実践した。具体的に

は，SR 型個体の死亡率が 95％以上となる組換え

作物のみを採用（高薬量戦略）したうえで，同じ

圃場に非組換え作物を一定割合植えた（保護区戦

略）。これが功を奏し，組換え作物の栽培が始まっ

て以来 15 年以上も顕著な抵抗性発達がみられな

い。一方で，この戦略を積極的に実践しなかった

国（南アフリカ，インド，プエルトリコ，中国）

では，オオタバコガなどさまざまなチョウ目害虫

が抵抗性を発達させている（Huang et al. 2011）。

薬剤を通常より低濃度にして散布することは，

害虫に対する淘汰圧を弱めて抵抗性発達を遅らせ

ると感じられるかもしれないが，逆効果である。

低薬量は SR 型個体を生存させることで次世代に

多くの抵抗性遺伝子を引き継がせ，結果として抵

抗性の発達を助長してしまう（図３）。淘汰圧を

弱めるという観点では，前項の「薬剤の使用制限」

戦略に基づき，「濃度」ではなく「回数」を制限

するべきである。農業現場においては，適正濃度

を守る（薬剤ラベルに示された濃度より薄めな

い）とともに，散布ムラをなくす（作物上で低濃

度になる部分をなくす）ように心がけることが，

抵抗性リスクの低減につながる。また，害虫発生

場所に限定したスポット散布は，圃場内で薬剤の

かからない保護区を生み出すという観点で，本戦

略に適合する防除法である。

３）異系統薬剤のローテーションと同時施用

抵抗性対策には，異なる系統の薬剤を組み合わ

せることが重要である。異系統の薬剤のローテー

ションは１系統あたりの薬剤使用回数を減らし，

薬剤の系統ごとの抵抗性発達を遅延させる。加え

て，同世代の害虫に対して，異系統の複数薬剤を

施用することが効果的である。ある系統の薬剤に

よって生き残った抵抗性個体の多くは，異なる系

統の薬剤で致死する。これによって，次世代に引

き継がれる抵抗性遺伝子を劇的に減らすことがで

きる（図４）。具体的な方法としては，ローテーショ

ン防除体系の中で，直近の使用薬剤の系統を変え

る，または異系統薬剤の混合剤を取り入れること

図３　薬剤濃度と抵抗性発達速度との関係を示した簡単
なシミュレーション。ここでは，初期の抵抗性遺
伝子頻度は 1/2,000 で，保護区からの移入が全体
の 1%であると仮定。低薬量では抵抗性発達まで
5世代程度であるのに対して，高薬量では 30 世
代程度になる。

図４　同世代の害虫に対して異系統薬剤を同時施用する
ことが抵抗性遺伝子の増加を抑制させる概念図。こ
の図では，薬剤①と薬剤②のそれぞれ単独施用で
は，４/１６個体分の抵抗性遺伝子（R1 またはR2）
が生き残るが，同時施用で生き残るのは１/１６個
体（R1R2）のみである。
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である。同世代の害虫に対する異系統薬剤の同時

施用戦略については，詳細なシミュレーション研

究によって，さまざまな生態を持つ害虫分類群に

ついて有効であることがわかっている（農研機構 

2017）。

４．生態学的アプローチによる害虫の薬剤抵抗性
対策

本アプローチの中心は IPM である。IPM は，

生物的防除や物理的防除，耕種的防除を組み合わ

せ，化学的防除に依存しない害虫管理であるとい

える。薬剤の使用を低減させる IPM 防除体系は，

薬剤抵抗性問題への根本的対策となる。しかし，

農業生産現場においては化学的防除の安定的効果

が必須であるという意識は高く，抵抗性問題に対

しては，IPM 技術よりも新農薬の開発を期待する

声が大きい。また，IPM で利用される天敵製剤は

１回あたりの使用コストが高いうえ，天敵を活か

すために薬剤の使用に気を遣う。したがって，従

来型の化学的防除中心の防除体系から IPM への

移行には，高いハードルが存在する。一方で，抵

抗性問題が激化して化学的防除による持続的な農

業生産が困難になった作目においては，IPM が主

役となっている例もある。また，生産者の高齢化

や大規模な生産法人化など日本農業の変化にとも

なって，農薬散布回数の削減ニーズが高まってき

ており，IPM 技術は注目を集めつつある。

１）天敵製剤による害虫防除体系

天敵製剤とは，天敵が工場で大量生産され，圃

場で放飼可能な状態（ボトルやシートの形状）で

販売されているものをいう。天敵の種類として

は，捕食性のダニ（カブリダニ類）や昆虫（テン

トウムシ類やアザミウマ類），寄生蜂類，線虫類，

病原性糸状菌類などがある。天敵製剤の使用は，

省力的であり，薬剤抵抗性問題とは無縁である。

また，散布作業者への化学物質曝露の危険性がな

く，安心な食べ物へのニーズの高まりとも相性が

良い。近年，天敵に影響の少ない選択性殺虫剤が

開発されたこともあり，天敵製剤の利用は拡大し

ている。

施設栽培のイチゴに大きな被害を与えるナミハ

ダニは，最も薬剤抵抗性を発達させやすい害虫の

一つである。1990 〜 2000 年代にさまざまな系

統の殺ダニ剤が新規開発されたにもかかわらず，

わずか数年でほとんどの剤に対して抵抗性が発達

した。このような状況に背中を押されるようにチ

リカブリダニやミヤコカブリダニなどの天敵製剤

の利用が本格化した。天敵製剤の普及が進むとと

もに，天敵の効果を最大限に活かすための天敵放

飼のタイミングや，天敵利用に即した薬剤の使用

方法（天敵放飼前の徹底防除，選択性殺虫剤や気

門封鎖剤の活用など）の技術が確立した。

２）天敵効果の安定化技術

生物的防除の弱点は防除効果の不安定性であっ

たが，それを克服するための技術の開発が進んで

いる。高知県では，施設果菜類における抵抗性ア

ザミウマへの対策として，2003 年頃から天敵製

剤（タイリクヒメハナカメムシ）と選択性殺虫剤

を併用した防除体系の普及が進んだ。しかし，選

択性殺虫剤に抵抗性を獲得したタバココナジラ

ミ新系統（バイオタイプ Q）が国内侵入し，この

IPM 防除体系は一時崩壊した。ここで，粘り強く

天敵利用を模索した生産者が，タバコカスミカメ

などの土着天敵の存在で抵抗性アザミウマ類・コ

ナジラミ類の密度が抑制できることを発見した。

また雑食性のタバコカスミカメを天敵温存ハウス

のゴマで維持・増殖させる技術が確立し，天敵の

安定的利用法が普及した。現在では，高知県の施

設ナスやピーマン類での天敵導入率は９割を超え

ている（古味 2016）。生産者が主導して土着天

敵の安定的利用技術を確立した高知県の事例は，

IPM が日本農業において絵空事でないことを証
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明した顕著な事例であろう。

バンカー法とインセクタリープランツ（天敵温

存植物）は，近年注目される天敵効果の安定化手

法である。バンカー法とは，圃場内に天敵と天

敵の餌（さらに天敵の餌の餌）を用意すること

で，天敵を保護・増殖する技術である（長坂ら 

2011）。「バンカー」の語源は「銀行家」であり，

天敵を貯蓄し，必要な時に取り出すことができる

技術であることに由来する。たとえば，雑食性天

敵であるタバコカスミカメについては，その餌と

なるバンカー植物（バーベナやクレオメなど）を

トマトやキュウリの栽培施設内に植栽すること

で，長期間にわたりアザミウマ類やコナジラミ類

の防除効果が期待できる（図５）。バンカー法は，

主に施設栽培作物で普及しつつある技術である一

方で，露地栽培においてはインセクタリープラン

ツの利用が進んでいる。インセクタリープランツ

とは，天敵の餌となる花粉や花蜜，真珠体および

天敵の住処などを作り出し，天敵の誘引・定着を

促す植物である（大野 2009）。たとえば，露地

ナス栽培においては，圃場の四方をソルゴーで囲

み，作物の近くにオクラやマリーゴールド，ス

イートバジルなどを植栽することでアブラムシ類

やアザミウマ類，コナジラミ類などの天敵を呼び

込み，害虫密度を持続的に抑制する。

３）新たに開発された物理的防除技術

生物的防除以外の害虫の抵抗性対策としては，

交信かく乱剤や防虫ネットの利用で薬剤散布回数

を減らすとともに，作物残渣を迅速に処理して抵

抗性害虫を次作に持ち越さないなどの方策が取ら

れてきた。近年，昆虫の生理生態の解明が進み，

新しい科学的知見に基づいた防除技術が開発され

つつある。たとえば，昆虫が赤色を認識できない

ことを利用し，赤色ネットや赤色 LED で施設栽

培作物を視覚的に害虫から隠ぺいさせることがで

きる（片井ら 2015）。特に赤色ネットは商品化

され，広く普及している。圃場に夜間黄色光を照

射することで，夜行性チョウ目害虫に明適応（昼

間の状態）を引き起こさせ，吸汁や繁殖活動を抑

制することがわかっており，兵庫県淡路島のカー

ネーション栽培ハウス群などで実用化されている

（向阪 2002）。また，植物と昆虫の炭酸ガス致死

量の違いを利用し，イチゴなどの作物苗に炭酸ガ

ス処理を行い，害虫クリーン苗を作成する技術が

普及しつつある。

おわりに
薬剤抵抗性への対策として，集団遺伝学的アプ

ローチと生態学的アプローチは相補的な戦略であ

る。集団遺伝学的アプローチにおいては，抵抗性

の発達を遅延させるために，農業生産者，試験研

究機関，農薬メーカーが一体となって科学的根拠

に基づいた薬剤使用法を模索することが重要であ

る。一方で，生態学的アプローチとして，天敵の

保護増強技術やさまざまな物理的・耕種的防除技

術を組み合わせて安定的な IPM 防除体系を構築

し，化学的防除への過度の依存状態から脱却する

ことで抵抗性リスクを低減することも重要であ

る。将来的には，二つのアプローチが両輪となっ

て，薬剤抵抗性に悩まされない，持続的な害虫防
図５　バンカー植物（バーベナ）を用いた雑食性の天敵

タバコカスミカメの安定的な利用技術の概略図。
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除体系ができることが期待される。

一方で，農業経営構造の変化にともない，抵抗

性リスクが高まる危険性もある。日本では，伝統

的な作期を区切った小規模農業から，生産周年

化・端境期を狙った栽培体系や農地の大規模集積

化への変化が生じている。伝統的な農業では，抵

抗性害虫が時間的地理的に切り離され，作期や圃

場をまたがって拡大することが妨げられていた。

しかし，農業経営構造の変化によって，作期や圃

場の障壁が取り払われ，抵抗性が拡大するリスク

が懸念される。今後は，変化する農業状況に対応

した新しい抵抗性対策技術を模索していく必要が

あるだろう。
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