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山形県におけるMBI-D耐性イネいもち病菌の
発生とモニタリング

坂 剛・ 上野 清*

山形県農業総合研究センター水田農業試験場

Development and Monitoring of MBI-D-resistant isolates 

in the rice blast fungus in Yamagata 

Tsuyoshi HA Y ASAKl生， KiyoshiUENO* 

シ夕日ン脱水酵素担害型メラニン合成阻害剤(以下， MBI-D剤)に{足感受性で十分な防除効

果が得られないイネいもち病菌の発生が2004年に県内の一般留場で初めて確認された.このた

め， 2005年に県内各地域の罰場から採集した葉いもちと穂いもちの病斑から単胞子分離したい

もち病菌について， MBI-D剤に対する感受性検定を行なった.葉いもち病斑からは28地点中11

地点，穂いもち病斑からは沼地点中13地点で耐性菌が検出され，調査した19市町村中10市町村

で耐性菌の発生が確認された 2005年の広域的な耐性菌発生を受けて，県内におけるMBI-D斉IJ

の使用割合は2005年の33%から2008年には2%に減少した.しかし，その後も耐性菌の発生は

県内各地で認められ， 2006年には36市町村中27市町村に拡大した.また.県内の経子生産組織

の2005~2007年産種粉において耐性菌がi検出され，種子による伝染拡大の可能性が示唆され

た

キーワード:MBI-D，薬剤耐性，いもち病，山形県

日

I 緒 言…・・……・・………………… 53
E 材料および方法…………………….54 
班結 果……."・H ・-………………… 55
W 考察……....・H ・"……....・ H ・"….58 

I 緒 <=1 

山形県は国内有数の稲作地帯であり，水稲栽培にお

けるいもち病 (Py刀'cuJarIagrIsea (Cook) Saccardo) 

は，時として大幅な減収と品繋低下を引き起こす最重

要病害となっている.本病に有効な薬剤および訪韓技

術の開発は米生産における優先課題の一つである.そ

の中で，いもち病菌の薬剤耐性は農薬を使用する以上

避けて通れない宿命をもっており，これまでも実用上

大きな問題となっている.

自然界における最初の耐性菌の開場出現は， 1972年

に遡る. 1971年に山形県庄内地方でいもち病の坊除薬

剤の約90%を占めていたカスミンの効果減退現象が発
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端となり，カスガマイシン耐性いもち病菌の出現が報

告された7¥本報告は耐性菌に関する試験研究に先鞭

をつけるとともに，カスミン使用停止後の本剤の効果

および耐性協の推移等について検討し.その対策も明

らかにした.その後も，いもち病の薬剤耐性菌の発生

は1976年の新潟や富山県でのIBP冊、j性菌の発生など.

全国各地で各穂薬剤における耐性菌の発生が報告され

ている:)，5¥

本県のいもち病の発生面積は1980年代に入以減少

傾向が続いている.その要四としては気象の変化，品

種の変遷，関場衛生管理の向上，訪除薬剤の効果向上

などが考えられる.本県ではカスガマイシン耐性菌の

出現により， I坊除薬剤はIBP斉iJおよびフサライド剤に

受1翌年月日日:平成22年11月30日
*現山形県立農業大学校
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代わり.1977年からはプ口ベナゾール剤の使用が主要

となった.これら葉いもち予防剤の普及が，いもち病

の発生減少に絶大な影響を及ぼしていることが推察さ

れる i¥ 近年で、は水間施用剤を含めた予防粒斉IJが作付

面積の約80%で使用され，その60%は長期持続型箱処

理剤が占め，いもち病liJi除の省力・低投入化が図られ

ている.

しかし. 2001年佐賀県において，この長期持続型箱

処理剤の-つであるカルプ口パミド結粒剤のいもち病

防除効果低下事例が認められ，シタロン脱水酵素阻害

型メラニン合成問害剤に対する耐性高以下. fl/IBI-D 

!fIi1性HtHもしくは耐性菌と略す)の関与が示唆されたー

さらには2002年には九州全県にこの耐性闘が広範国に

分布していることが明らかとなった l山.東北地域で

は2004年に岩手県で初めてその発生が確認された日

本県でも2002年からこのiuH'i'生前のモニタリング調賓が

薬剤メーカー主導で実施され発生を監損してきたが.

20041:1三に県内の一間場で初めて発生が確認された. I社iI

場内で耐性的が優占した場合には，薬剤の防除効果の

低下による1'JJ・害に加えて，その対策として使用薬剤の

変更や防除体系の抜本的な見産しが必要となってく

る また，すでに定義している育苗箱路用剤を活用し

た省力・低投入の病害虫IVjl徐を進めて行くためにも，

問題となっている耐性菌の来歴や|剖場内で、の動態を解

析し.発1:拡大要国の解明や蔓延対策の効果を検証す

る必要がある.

このため. 2005年'"'-'2008年に県内全域の岡場から採

集したいもち病の病斑およひで種籾から単胞子分離した

いもち病菌について，遺伝子診断および、薬剤感受性検

定によりMBI-Df耐性菌の調査を行なったので報告す

る.

E 材料および方法

1 病斑からのいもち病菌の分離

一般栽培闘場から採集した葉いもちおよび聴いもち

躍病標本から無作為に病斑を選び詣れた綿で表面の

分生胞子をふき取った後.新たな胞子形成を促すため

に湿室状態のシャーレに250Cで40時間静置した そ

の後，新たに生じた分生胞子を単胞子分離し. PSA斜

面培地に移植し供試菌株とした.おおよそ l関場から

数病斑を採集し. 1病斑から数個の胞子を単胞子分離

後. 1岡場当たり数菌株を保存して任意に各試験に供

試した.サンプリングは2005年に50地点， 2006年に81

地点. 2007年に76地点. 2008年に 6地点から行った.
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2 種籾からの菌の分離

県内の各種子生産組織で生産された20kg出荷袋500

袋につき l袋の割合で250粒の種籾を抽出し，いもち

病菌の保菌状況を調査した.ろ紙を敷いたシャーレを

滅菌水で湿らせ.その上に籾を置き250Cの恒温器内に

3日間静置して胞子形成を促し，籾表面における分生

胞子の形成状況を実体顕微鏡で、調査した.胞子が形成

されている場合は単胞子分離を行ない， 1粒当たり数

菌株をPSA斜面培地で保存し供試した. 2004年産種籾

は5生産組織の延べ調査品級数 8点について， 2005年

産種籾は 6組織の品種数 9点， 20061f産と2007年産に

ついては 6組織の品穂数12点について検定した.

3 PIRA-PCR;去によるMBI-D弼性菌検定

いもち病菌がおIBI-D剤に耐性を示す原因は，シタロ

ン m~水素酵素遺伝子の l 塩基変異によることが報告さ

れている 1，¥耐性菌検定法として，この変異を検出す

るPrimer-introduced Restriction Enzyme Analysis 

(PIRA-PCR)法!i) が考案されており.本j去を!日いて

耐性菌検定を行なった.すなわち，保存J'ii株をPDA培

地で10日1m培養後，屯子レンジ法により気中菌糸から

のDNA抽出を行なった. 5r~・段階のPCRはプライ

マー SCDH3およびSCDH4を，第二段階のPCRは

変異検出用プライマ-SCDH 13およびSCD日 4を用

いた. PCRサイクルの第 A段階は，950C6分後， (950C 

30秒. 550

C 1分， 72
0

C 2分)x 40サイクル，さらに

720

C 7分で行なった第二段踏は第ー段階と問様の

温度条件でサイクル数を30とした fljlJI浪酵素Xba1消

化後の電気泳部jは， 3%アガロースゲル/TBE緩衝液

で行なった.

4 薬剤感受性検定

MBI-D剤を施用したイネ幼前に採集したいもち病

菌を噴霧接種し予防効果を検定した{共試i拍手重にササ

ニシキをJfIい，窒素成分で、0.4g相当量の緩効性の育苗

肥料を施用した市販の育苗土150gを詰めたプラス

チック製育苗箱 (60x 105 x 35mm :高さ/*高/奥行)

に10粒ずつ播種し.温窓で育菌した. {共試菌株当たり

1箱とし，反復は設けなかった.供試薬剤は市販の

MBI-D剤のジクロシメット水和剤と対照薬剤として

還元酵素阻害型メラニン合成阻害剤 (MBI-R斉1]) のト

リシクラゾール水和剤を用いた.ジク口シメットは?I長

度100ppmに， トリシクラゾールは濃度200ppmになる

ように調整し.1箱当たり 2ml相当の薬液を 4葉期の

苗にl噴霧散布した

接種に用いたいもち病菌は約10日間オートミール寒

天上で培養後， 2日I昨日LBライトを照射し分生胞子を
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形成させ，駒子懸濁液を作成した.接種は胞子濃度約

1 x 105/mlに調整し， Tween20を0.02% か/v) にな

るように加えた懸濁液を薬剤散布24時間後に噴霧接種

した接種後産ちに相対湿度100%で25
0

C の湿窓に20

時間保持後ガラスハウス内で管理し，接種7日後に苗

当たりの病斑数を調査し，防賂価((無処理区の病斑数

処理区の病斑数)/無処理区の病斑数x100)を算出

した なお，対照としてPIRA-PCR法によりMBI-D感

受性菌と判定された菌株も同様に調査した.

5 いもち病防除羅歴

本県J1:内地域における本田移植時から幼穂形成期ま

での葉いもち防除に用いた水稲作付面積に対する

MBI-D剤の能用面積は，庄内病害虫防除対策協議会で

とりまとめた2002~2007年度の水稲病害虫防除計爾書

を参考とした.県内の箱粒剤の使用割合は農薬要

(2000~2008 :日本植物協会縮集，農林水産省消費・

安全局農産安全管理課，植物防疫課監惨)より求めた.

直結果

MBI-D耐性いもち病菌の発生誰移

(1) 2∞2年"'-'2004年

薬剤メーカーの協力のもと県内各地域のいもち病菌

について， PIRA-PCR法によりMBI-D耐性爵検定を

行ってきたが，耐性菌は検出されなかった(第 l表).

これとは別に2004年に，温海町(現鶴間市)のMBI-

.D剤であるカルプ口パミドを施用した臨場で葉いもち

が多発したため， ]A全農営農技術センターで向i町内

のいもち病菌を検定した結果，海海IllJ戸沢でMBI-D耐

性菌の発生が確認された(第2表)

(2) 2∞5年

前年のMBI-D耐性菌の初発生を受け，県内各地域の

発生実態調査を行なった.葉いもち病斑からは28地点

中11地点，穂いもち病理からは22地点中13地点で

第 1表 山形県におけるMBI-D耐性菌モニタリング調査

2002 2003 2004 

町村数 4 13 13 

供試菌株数 52 70 40 

耐性菌株数 O O O 

協力:住友化学(株)
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PIRA-PCR法により耐性菌が検出された(第 3表)

調査した19市町村中10市町村(合併前の!日市町村数)

で酎性菌の発生が確認された(第 1図，第 5表).面、j

性菌確認地点の葉いもちの発生程度は 2ヶ所で多発

生，その他は葉いもちの発生は少なかったが，穂いも

ちが多発し耐性菌が分離されたところもあった(デー

タ省略) 供試菌株は， MBI-D剤に対する薬剤感受性

検定も行った.その結果 ジクロシメット水和剤は感

受性菌に対する防除価が80以上であったのに対し，耐

性菌に対してはすべて訪F斜面が80未満であった ま

た， トリシクラゾール水和剤では，いずれの菌に対し

でも防除飾が80以上であった(データ省略).遺伝子

診断により耐性菌と判定された菌株に対して，明らか

にジクロシメット水和剤の防除効果の低下が認められ

た(第4図).なお，耐性麗と感受性菌の関には薬剤無

散布区における苗当たり病斑数に有意な琵は認められ

ず，薬剤冊性獲得にともなう病斑数の低下などは認め

られなかった庄内地域における市町村別のMBI-D

剤使用割合とi射性菌検定結果をまとめたものを第5留

に示した MBI-D剤を使用していない酒田飽海地区

では耐性議は確認されなかったが， MBI-D剤が普及し

ている鶴間田川地区では分離菌株の44%で耐性菌が分

離された.

(3) 2∞6年

前年の広域的な耐性菌発生の確認により農業団体等

が農業者へ指導を徹底した結果， MBI-D剤の使用割合

も2005年の33%から2006年には11%に減少した(第 6

図トしかし射性菌の発生は県内全域で認められ，調

査した36市町村中27市町村で確認された(第 5表).新

たに耐性菌が確認された市町村は19市町村で，延べ市

町村数は29となった.また 2005年に未検定地域で

あった東南村山，西村山，置賜地域においても確認さ

れた(第2図).葉いもち病斑からは40地点中26点，穂

いもち病斑からは41地点中26点で耐性簡が検出され，

2005年と比較すると葉いもちにおける調査地点数に占

第 2表 山形県温海町におけるMBI-D剤感受性検定結果 (2004)

温海町の集落名

戸沢 木野股

供試薦株数 17 16 18 

耐性菌株数 2 O O 

PIRA…PCR検定:JA全淡党j長技術センター
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第 3表病!J:Iから分灘されたいもち病菌のMBI-D剤感受性検定結果

地境

19 5/12 

11/28 13/22 

(39.3引 (59.1引

37. 5免 65.8先 65.0見 63.4弘

株主手 (15/40~) (25/38) (26/40) (26/41) 

1)耐性菌確認地点数/調査地点数

2)耐性菌株数/調査按数

第 4表 種粉から分離されたいもち病菌のMBI-D斉IJ感受性検定結果

一:米調

2)米保菌:いもち病欝の寄生が認められなかった。

3)酎性薗が確認された品種数/調査品種数

4)儒性菌株数/調査株数

第 5表問トD耐性箇が確認された市町村の推移(沼市町村)

構成
2006年

8 

14 

1)耐性薗確認市町村数/鵠

3/5 

10 

19 

第 6表 2008年におけるMBI-D耐性菌の発生実態

7/9 

7/8 

2/7 

!日市町村 耐性 感受性 耐性菌割合
菌株数 菌株数 (%) 

鶴岡市 o 15 0.0 

藤町 2 13 13.3 

) 11西町 o 12 O. 0 

新産市 o 14 O. 0 
石田町 7 12.5 

舟形町 2 6 25. 0 

言十 5 67 6. 9 
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69. 7九

(53/76) 

2007年

4/6 

7/7 

2/6 

2008 

1/1 

1/2 

0/1 

1/2 

3/6 

(50. 0弘)

6. 9覧

(5/72) 

2008年

1/1 

1/2 

0/1 
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議耐性菌 O感受性菌 議耐性菌 O感受性醤

第 1図 MBI-D耐性菌発生地点 (2005) 第 2図 MBI-D耐性菌発生地点 (2006)

50 

株 40

数
の 30

割

合 20

[:l] 2005年(n=23)

際 2006年(n=50)

口2007年(nニ40)

ハU
1
1
ム

(
%
)
 O 

議耐性菌 O感受性麓
。""'29 30""'49 50""'69 70""'89 90""'100 

第 3図 MBI-D耐性菌発生地点 (2007)

訪除価

第 4阪 MBI-D耐性蘭の薬剤感受性検定
(ジクロシメットlOOppm)
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める耐性菌の割合は高くなった(第 3表) 第 5図に

示した庄内地域における市町村別のMBI-D剤使用割

合と附性菌検定結果によると，ほとんどMBI-D剤が使

用されていない市町村でも高頻度に耐性菌が検出され

た.耐性菌はジクロシメット水和斉Ijに対し，ほとんど

が関除価70以下で.2005年と同犠な防除効果の低下が

認められた(第4図)• 

(4) 2∞7年

MBI-D剤の県内使用割合は 4%まで低下したが.29

市町村中22市町村で耐性菌が確認された.新たに耐性

菌が確認された市町村は 5市町村で.2005年以降確認

された市町村は34市町村となった(第 3図，第 5表)

MBI-D耐性菌の葉いもち病斑からの確認割合は.76地

点中53地点で検出され2006年より約 5%高くなった

MBI-D剤の使用割合は2004年の29%.2005年の33%か

ら.2006年11%.2007年4%と急激に減少しているが，

耐性菌の確認頻度は70%と高い割合を維持していた

(第 3表).庄内地域においてはほとんど抗BI-D剤は

使用されなくなったが.2007年においても高頻度に耐

性菌が検出された(第 5間)

(5) 2∞8年

2005"-'2007年に比較し調査地点数は少なくなった

が，県内 6市町村からサンプリングされた葉いもち病

斑からの検定を行なった.その結果.3市町村でサンプ

リングされた病斑は全て感受性菌であり，残りの 3市

町村の耐性菌率も25'""'13%で感受性菌が優占であった

(第3表，第 6表).また，全体の調査菌株数に占める

耐性菌の割合は6.9%となり .2005年'""'2007年までの割

合と比較すると 1/10まで抵下した(第 3表).

2 種籾におけるMBI-D耐性いもち病語の保菌推移

2004年産の 5ヶ所の採穂留産種籾から分離された22菌

株はすべて感受性菌であった 初めて種籾から耐性菌

が検出されのは2005年産からであった.県内 7ヶ所中

3ヶ所の採種問場で耐性菌の発生が確認され，調査菌

株数44蕗株中 6菌株が耐性菌で，その割合は14%で

あった(第4表).2005年の一般闘場での耐性菌発生を

受けて，その年に県内の種子生産問場ではMBI-D剤を

使用しないよう指導し また実際に使用されなかった

にもかかわらず.2006年産種籾からは 6ヶ所中 6ヶ所

の183菌株中129蕗株で耐性菌が確認され，その割合は

71%と高かった 2007年産は 6ヶ所の採種国場の種籾

から分離されたいもち病菌株の検定を行なった.その

結果.6ヶ所中 3ヶ所の61龍株中37菌株が耐牲菌であ

り.その割合は61%と前年同様に高かった.
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W 考察

水稲栽培では，病害虫防除技術として省力的で高い

効果が長期間持続する粒荊の育苗箱施用が普及してお

り. MBI-D剤はその代表的な殺菌剤である.この薬剤

は，化学構造的に耐性菌が発生しにくいものと考えら

れていたが，薬剤の市販を開始して数年で耐性菌が出

現した.長期持続型特施用剤としては始めての耐性菌

発生であり，その発生メカニズムと原因の究明が急が

れた.

本県においても佐賀県での初発生を受け薬剤メー

カーと協力し，いもち病菌の遺転子診断によるモニタ

リング調査を行ってきた.そのような中. 2004年に棺

粒剤のいもち病に対する坊除効果が低下しているいく

つかの事例があり，当初箱当たりの薬剤施府議の不足

による薬効切れと考えていたが.検定の結果，県内で

初めてMBI心耐性簡が確認された 耐性菌が確認さ

れた地域は長年MBI-D剤(カルプロパミドおよびジク

ロシメット)を含む混合剤の使用割合が高い地域であ

り.2005年の調査でも耐性菌の発生が確認された市町

村の多くは，広域にMBI心剤が使用されているところ

であった 宗らり)は，穂子，苗，葉いもちと各段階で

いもち病菌を分離し検定したところ使用種子ではすべ

てが感受性菌であったが，苗，葉いもちの段階では薬

剤無処理匿は感受性菌が優占していたのに対して，

MBI-D剤施用誌では耐性菌率が高くなったことから，

MBI-D剤使用による淘汰により差が生じたと報告し

ている.本県における羽田-D耐性菌の発生も広域に

薬剤処理が行なわれる中で，低頻度で存在した薬剤耐

性の遺伝子変異を持つ菌が生き残り，これが特異的に

増殖する現象が進行したものと推定された.また，鈴

木ら山j)は.九州地域のいもち病菌の個体群構造解析

研究からMBI-D耐性菌の起源は各地域で異なる遺伝

的背景を有する耐性菌が同時並行的に選抜されて増殖

したと考えられると報告している 本県においても種

子や苗が相互に流通しない庄内地域と村山地域で同時

期に耐性菌が確認されたのは，地域外から持ち込まれ

たものではなく，それぞれの地域の薬剤耐性の遺伝子

変異を持つ菌が選抜されて増殖したと推定される.こ

のことは，未発生地域でも，同じ系統の薬剤使用によ

り耐性菌が出現するリスクを抱えることを意味する.

一方でいもち病は種子伝染性病害であり，穂子の流

通エリア内においては耐性菌保醤種子の流通が広域的

な耐性菌の拡散に大きな役割を果たすことになる.

2004年産種子から分離された菌株はいずれも感受性菌

であったが. 2005. 2006年産種子からは附l生菌が分離

された.この時期，庄内地域の数ヶ所ではMBI心部lを
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使用していないにもかかわらず， 2006年から耐性醤が

確認されていることから，種子による耐性菌の拡散が

推定された.このように耐性菌の拡散には種子が重要

な役割を果たすよに，県内の種子更新率はほぼ100%

であることから，種子生産における耐性菌の発生防止

対策は十分に考慮、する必要がある.種子生産問場では

MBI-D剤を実際に使用しなかったにもかかわらず，

2006年産種籾から多くの地点で耐性菌が検出されたこ

とは，種子生産圏場と一般悶場の混在による一般臨場

からの伝染の可能性も考えられる.種子生産にあたっ

ては，耐性菌，感受性菌にかかわらず無病な種子を生

産するために防除の徹誌が大前提になるが，薬剤の使

用にあたっては，他作物などですでに耐性菌の報告が

ある薬剤系統を使用しないことが重要と思われる

耐性菌の蔓延はその地域の主要な薬剤の防除効果を

低下させ，いもち病の大発生により大きな被害を受け

る危険性がある.このために，緊急に生産現場への対

応が必要となってくる.本県では， 2005年の県内各地

での耐性菌発生の確認を踏まえ，年度内に関係機関，

農業団体等へのいもち病の耐性簡の発生について情報

提供を行うとともに，会議等で、農業者等への指導が行

われた.また，病害虫防除基準では，①本県における

MBI-D剤の使用状況は，育苗箱施用剤を中心に水稲栽

培面積の約30%で使用され県内全域に広く普及してい

るため，今回耐性菌が確認された地点以外でも，耐性

闘が確認される可能性があること，②本県の耐性韻株

を用いた生物検定で防除効果の低下が確認され，耐性

菌が蔓延した闘場ゃいもち病に好適な気象年次等に

MBI-D剤を使用した場合 効果が認められずいもち病

が多発生する恐れがあること，③いもち病は，近年目

った発生状況ではないものの防除の重要な対象病害

であり，薬剤の選定に留意するとともに基本的ないも

ち病対策を徹底し，耐性菌密度を低下させ.本病によ

る被害を防止する必要があることから，これらの基本

的な考え方に基づき，新知見が得られるまでMBI-D剤

を使用基準一覧.本楠等から削除し別枠で注意喚起す

ることとした.

佐賀県では全域でのMBI-D剤の使用中止から， 2年

後には耐性菌株率が70%から26%まで低下した1-1) 本

県においても耐性菌確認の情報提供によりMBI-D剤

の使用面積が減少し， 3年後には耐性菌株率が65%か

ら7%まで低下している 薬剤耐性菌の出現が不可避

とすれば，発生した時は作用機作の異なる別の種類の

薬剤で防除する対策の一方で，今後，種子のいもち病

菌保菌率の低減や種子消毒の徹患など様々な防除手段

と組合せた耐性菌出現のリスク低減を考慮した防掠技

術開発が必要であろう.本研究で今回明らかになった
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耐性菌の発生実態が， MBI-D剤の耐性菌のみならず現

在使用している薬剤や新たに開発される薬剤の耐性菌

管理の一助になればと思う.
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VI 摘要

l シタ口ン脱水酵素阻筈型メラニン合成阻害剤

(MBI心剤)のいもち病耐性菌が， 2004年に県内の

一般踊場で初めて発生が確認された.

2 2005年に県内全域のいもち病菌を調査した結果，

19市町村中10市町村で耐性菌の発生が確認された

2006年以降も耐性菌の発生は県内全域で認められ，

36市町村中27市町村に拡大した.

3 県内の種子生産組織の2005~2007年産種籾におい

て耐性菌が検出され，種子による伝染拡大の可能性

が示唆された.

4 MBI-D剤の使用割合は2005年の33%から2008年

には 2%に減少し， 2006年に65%であった耐性菌株

率が2008年には 7%まで低下した.
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Development and Monitoring of MBI-D-resistant isolates 

in the rice blast fungus in Yamagata 

Tsuyoshi HA Y ASAKA. Kiyoshi UENO* 

Rice Breedingωld Crop 5cience Experiment 5tαtion o} 

Yamagata Integrated Agricultural Research Center 

25ぬmanomae，Fujishimα， Thuliloka， Yamagata Pref"ecture 999田 7601，JAPAN 

Summary 

In recent years， nursery box treatment with MBI心 fungicideswas a common practice to 

control rice blast in Yamagata prefecture. However， in 2004， resistant isolates of Pyricularia 

grisea to MBI-D were first detected in Shonai area in Yamagata prefecture. Therefore， rice 

blast fungus was collected from some more areas in Yamagata prefecture， and their sensitivity 

against MBI-D was monit-ored in 2005. As a result， resistant strains were also found from other 

areas. Furthermore， to avoid the increase in the density of resistant isolates， it was 

recommended stopping the MBI-D treatment. Thereafter， the rate of nursery box treatment 

with MBI-D fungicides has decreased from 33% to 2% at 2008. But， in the resistance 

monitoring study conducted from 2006 to 2007， the frequency of resistant isolates has not 

declined after stopping the MBI-D treatment. Also， the resistant strains were found in blast 

fungus司infectedseeds harvested from seed production fields in 2005 and 2007. 

* : Yamagata College of Agriculture 
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