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電子伝達系を作用点とする新規殺ダニ剤 Cyenopyrafen:

抵抗性回避を目指した探索戦略#
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日産化学工業体)生物科学研究所

(2011年 7月31日受理)
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はじめに

ミカンハダニのシュラーダン抵抗性の報告 (1958年)が，

ハダニ類におけるわが国最初の報告とされている.その後，

さまざまな薬剤への抵抗性発達が報告されてきている 1)

ハダニ類の薬剤抵抗性の獲得は，①産卵数の多さ，②&:.

苦手日数の短さ(発生回数の多さ)および③移動性が小さい

ことによる近親交配の容易さによるとされている.ハダニ

の自然突然変異議が，同程度のi立代の長さをもっ節足動物

に比べ数百倍高頻度になる場合があることも薬剤抵抗性獲

得の要国の一つに挙げられている.さらに，ハダニ類は繁

殖力が旺盛で，卵から成虫まで全ステージが同時に生活し

ている場面で防除する必要があり，各生育ステージに対す

る化合物の活性差も，薬剤抵抗性発達要因として指摘され

ているIl

すなわち，新規殺ダニ剤の探索・開発において，現在の

抵抗性問題を解決できる剤であることは重要な課題の一つ

である.

薬剤抵抗性の発達要因は作用点変異，作用点酵素(レセ

プター)などの増進，代謝活性増大，薬剤の取り込み・排

出などが挙げられる.殺ダニ剤の主な作用点である神経系

に作用する薬剤及び呼吸l塩害剤においても作用点変異に由

来する抵抗性の発達が報告されており 2ベこれらに類似し

た作用特性を有する化合物をリード、母:核とする場合，誘導

展開する前に詳細な解析・が必要となってくる.

日産化学工業(株)において発見され，主に果樹・野菜

類におけるハ夕、、ニ類防除剤として上市された殺ダニ剤 4)で

ある cyenopyrafen(試験コード NC司 512 商品名;スター
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マイト)は上述したハダニ類の抵抗性を回避した薬剤であ

る.本報告では，抵抗性田避に成功した cyenopyrafenの生

化学的側面からの解析結果を中心に報告する.

1. リード母核の将来性判断

リード母核とした thiapronil(SN72129，シェーリング社，

特開昭 53網 92769) は速効的な致死作用を特徴とする. しか

し，神経系に作用する薬剤に特有の興奮痕状を示さず，細

胞増殖i旺害や弛緩誘導など呼吸i泣害様の作用特性を示す.

そこで，本剤の呼吸阻害活性をカイコ由来ミトコンド 1)

アを用いて調べた.それぞれの呼吸i塩害活性はチトクロー

ムC還元量を指標にした.複合体I阻害剤であるロテノン

は複合体 Iのみを ICso依 0.031μMと強力に租害し，複合体

11は50μM処理でも担寄活性を示さなかった.今回採用し

た評価系では，複合体 IIII塩害剤は複合体 Iおよび複合体

Hの両方をl坦害する.すなわち，複合体 Iおよび複合体 11

を間程度に睦害するアゾキシストロビンは複合体 III阻害剤

であることがわかる.一方， thiapronil は複合体 11のみ特異

的かっ強力に盟主写 CIcso値 0.016μM) していることから，

複合口阻害剤であることが判明した (Table1). 

呼吸鎖は複合体 Iから IVおよび ATP合成酵素により構

成され， TCA田路から生産される NADHを基質として援合

体 I→複合体 III→複合体 IVと電子が受け渡される経路と

TCA回路の酵素である援合体 11(コハク酸からフマル酸を

合成する)から複合体 III→擾合体 IVが共存する.

Me 

GCW  tBu 

Thiapronil: Lead compound Cyenopyrafen 

Fig. 1. Discovery of a novel miticide cyenopyrafen. 
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Table 1. Inhibition of 1・巴spirationof thiapronil using mito蜘

chondria of Bombyx mori 

Complex 11 Complex 1 

などにより，ハダニ類が散布前よりも多くなるリサージェ

ンス現象を抑える必要があるためである 5)

天敵に安全な殺ダニ剤の創製の可能性を検証する目的で，

thiapronil誘導体 30化合物を用いて各種生物由来複合体 11

姐害活性を昆虫と昆虫間およびハ夕、、ニと昆虫閣で比較した.

イエバエおよびハスモンヨトウ由来複合体 11阻害活性の相

関係数はぜ=0.937を示し，昆虫爵では高い相関が保持され

ていることが示された CFig.4). 一方，多くの化合物はナ

ミハダニ対ハスモンヨトウ樹においても極めて良い相関を

示したが，一部，相関から外れる(ハスモンヨトウ由来複

合体 11に対して 1/100以下に活性が低下)化合物が見いだ

された CFig.5). 棺関を外れる化合物は昆虫由来複合休日

に対しては阻害活性が低く，ハダニ類に対して特異的に強

い臨害活性を示すことから，これらの化合物の延長線上に

天敵昆虫に安全な化合物が発見できる可能生が示唆された.

Onset of miticidal activity. Fig.3. ICso (μM) 

Rotenone complex 1 inhibitor 

complex 11 inhibitOI 

complex 111 inhibitol 

>>50 0.031 

0.016 >>50 Thiapronil 

Azoxystrobin 0.41 

ピリダベンに代表される呼吸阻害型殺ダニ剤および殺虫

剤の作用は謹合体I祖容が主であり，複合体 11を作用点と

する殺ダニ剤および殺虫剤は探索開始した当日寺，上市され

ていなかった.殺菌剤ではカルボキシンに代表されるアニ

ライド型複合体 11阻害剤がある.

すなわち， thiapronilの接合体II眼寄は殺ダニ剤および殺

虫剤として新規作用点であり， thiapronil は既存の作用点変

異株に対して有効なリード母核であることが明らかとなっ

た CFig.2).

0.21 

作用点の確定

Thiapronil誘導体から見いだされた殺ダニ活性を示す化合

物群の作用点を確定させるために，誘導展開した知識類の

化合物を用いてナミハダニ由来複合体 111坦害活性と殺ダニ

活性を比較することとした.これらの化合物は殺ダニ活性

の強弱と複合体IIllfi答活性が連動するか， もしくは，複合

体 11限害活性は高いが殺タ矛ニ活性は低かった.一方，複合

体 111抵害活性が低いが，殺タ守ニ活性が高い化合物は認めら

れなかった CFig.6). これらの結果は， thiapronil誘導体が

問 11鵬によっ叩山ヤ肌山ことを示

yと 0.6801xO

4. 

殺虫スペクトラム

Thiapronilはチョウ目，カメムシ目およびコウチュウ自に

11混成い殺虫スペクトラムを示すが，殺ハダニ活性を示さな

い.そこで，そのリード母核としての有用性を vivo試験の

みならず作用点から推定するために，ハダニおよび各種昆

虫由来複合体 H阻害活性を調査することとした.その結

果，作用点レベルではナミハダニ刷来複合体 11を含めいず

れも極めて強力 CIc50値 :1.0-5.3 nM) に阻害することが明

らかとなり，スペクトラムの拡大が見込める有用な母核で

あると判断した.

その後の誘導展開により殺ダニ活性が， thiapronilのみク

ロロフェニル基を 3-トリプルオロメチル-4-ピラゾリル誘導

体(化合物1)に変換することによって出現することを発

見した CFig.3).

2. 
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殺ダニ剤としての特性

殺ダニ剤を開発するうえで天般に対する影響を最小に抑

える必要がある.これは，使用した薬剤による天敵の減少

3. 

Fig. 4. Comparative inhibitory activities of thiapronil derivatives 

on complex 11 of housefl.y and of common cutworm. Electron tr・ansportchain. Fig.2. 
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Fig. 6. Relationship between complex II inhibitory activities of spi-

dermit巴andmiticidal activities of thiapronil derivatives 

Cyenopyrafenはノ、ダニ類の天敵であるカブリダニ類に対

しでも安全である.そこで， cyenopyrafen-OHのチリカブリ

タゃニ由来複合体 11担容活性を調査したところ，その姐害活

性 CICso)は63nMであり，ナミハダニ由来援合体 11阻害活

性に比べ 1110躍度であった. しかしながら，本剤はチリカ

ブリダニ由来ミトコンドリアとの共存時間に依存して，その

|旺筈活性が低下する傾向を示し， 30分共存時にはナミハダ

ニ白米複合体 11阻害活性の約 1150まで低下した CTable3). 

これらの結果は， cyenopyrafenがハダニのミトコンドリア

内では cyenopyrafen-OH体として安定した阻害活性を維持

できるが，一方，天敵であるカブリダニのミトコンドリア

内では不安定であり，急速に服審活性が低下することを示

唆している.このように，本剤のカブリダニに対する安全

性は， cyenopyrafenがカブリダニ体内では代謝などによる急

速な不活性化に基づくと推察した CTable5). 

殺菌剤であるカルボキシンに代表されるアニライド型複

合体 11阻害剤には，すでに，さまざまな作用点変異による

抵高性菌が!!l現している.複合体 11は4種のサブユニット

からなり，カルボキシン抵抗性変異体は sdhB，sdhCおよび

10.0000 

Fig. 5. Comparative inhibitory activities of thiapronil d巴rivatives

O卦 complexII of spider mite and of common cutworm. Circle line 

shows the compounds have about 100 times stronger inhibitory activ-

ity ofthe spider mite complex 11 than ofthe common cutworm. 

している.殺ダニ活性の発現は，取り込み・代謝などのさ

まざまな影響を受ける.In vitro活性は高いが invivo活性が

低い化合物は， これらさまざまな要因によって殺ダニ活性

が低下した化合物と推察された.

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 

InhibitIon act山 田 ofcomplex 11 of common cu加0""
( lC50 ppm) 

作用点の速度論的解析6. 

Eff(巴cton inhibitory activities of pre-incubation Table 3. 

Cyenopyrafenはthiapronil誘導体から見いだされ，主に果

樹・茶・野菜類におけるハダニ類防除剤として発見・上市

された殺ダニ剤である.本剤の 30%SC製剤は 150ppmの濃

度で，チリカブリダニ， ミヤコカブリダニ，タイリクヒメ

ハナカメムシなどの天敵類に対して，致死，苦関等の悪影

響を全く示さなかったけ'able4，5)4)， 

Cyenopyrafenは保護基としてのピパロイル基を保持して

いる.そこで， thiapronil同犠に cyenopyrafen-OH体を賂いて

作用点レベルの特性を把握することにした. Cyenopyrafen-

OH 体はナミハタ。ニ由来複合体 11を極めて強力に限害する

が，一方，昆虫類由来複合体 11に対する阻害活性は大きく

(約 1/200強)低下する CTable2).本化合物群の昆虫由来設

合体 11に対する阻害活性はよく保持されていることから

CFig. 4)， cyenopyrafenは作用点レベルでタイリクヒメハナカ

メムシなどの天敵昆虫類に安全な薬剤である可能性が推察

された.

Cyenopyrafenの天敵に対する安全性5. 

Pre-incubation time 
Source of mitochondria 

30min 20min Omin 
Table 2. Comparative inhibitory activity of cyenopyrafen on 

complex 11 of spider mite， housefly and common cutworm 

ICso(nM) 

4.3 4.3 6.3 Spider mite (sm) 

Phytoseiid mite (pm) 

Ratio ICso (nM) Complex II 

204.0 142.8 63.5 
3.2 Spidermite 

Common cutworm 

48 33 ハUl
 

Ratio pm!sm 

226 

232 

725 

744 Housefly 
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Table 4. Selectivity to b巴neficialarthropods 

Order Sp巴cles

Acari predatory mites Amblyseius californicus 

Phytoseiulus persimilis 

Amblyseius womersleyi 

Hemiptera Orius strigicollis 

Thrips Scolothrips t，αkahashii 

Neuroptera lac巴wmgs Chlysoperla nipponensis 

Diptera aphid midge Aphidoletes aphidimyza 

Hymenoptera Aphidius colemani 

Hymenoptera parasitic wasps Encarsia formosa 

人raneaespid巴r Pardosa pseudoannulata 

Coleoptera ladybird beet1es Harmonia叫yridis

@: no impact (0-30% mortality) 

sdhDにおける変異が報告されている 6) sdhAは FADを含

有するフラボタンパク質であり，コハク酸をフマjレ識に変

換する. sdhBはFeS-cluster部であり， sdhCおよび sdhDは

膜アンカーである. sdhCおよび sdhDに近接する sdhB部分

にユピキノン結合部が存在するの.

Cyenopyrafenがカルボキシンと同様の結合様式をもった場

合，アニライド型複合体日阻害剤のさまざまな作用点変奥

体情報は，将来出現するであろう cyenopyrafen抵抗性ハダニ

類の対処法に有用な情報を提供することが考えられる.そ

こで，速度論的手法を用いて結合様式を解析することにした.

6.1. 両逆数プロット

本手法を用いることにより，基質であるコハク般に対す

る観客様式を調べることができる. cyenopyrafen-OH体のナ

Stage Method Result 

females Spray 。
eggs 。

females 。
eggs 。

f巴males 。
adults 。
adults o 

adults 。
adults Dry film 。
eggs Spray o 
adults Dry film 。
adults 。
adults Spray 。
adults 。
larvae 。

ミハタ守ニ由来複合体 11に対する甑害様式を求めたところ，

アニライド型のカルボキシンと同様に非措抗阻害を示し，

桔抗祖害を示す既知阻害剤であるマロン酸とl異なるl坦害

様式であった (Fig.7). マロン酸は第一段階反応であるコ

ハク酸脱水素酵素の FAD結合部位近傍に作用すると報告さ

れているの.マロン酸が基質に対して桔抗阻害を示したこ

とは，マロン識が複合体 11の第一段階反応であるコハク酸

脱水素酵素に結合することを支持している.

6.2. Multiple inhibition study 8) 

Cyenopyrafen-OH体はカルボキシンと同様に，マロン殺と

は交差的な反応を示した(データ未掲載)ことから，マロ

ン識とは結合部位が呉なることが判明した.これらの結果

は， cyenopyrafen-OH体が複合体 11の第一段階反応である

Table 5. Selectivity to beneficial arthropods 

Order Species Methods R巴sult

Hymenoptera Apis mel/，げをra oral， topical， spray greenhouse 。
Bombus terrestris spray greenhouse 。
Osmia corniji'ons spray 。

。:no impact (0-30% mortality) 
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Fig. 8. Yonetani-Theorell plot for inhibition of complex 11 of spi-

der mite in the presence of cyenopyrafen OH-form and carboxin. 

Carboxin concentrations of 0， 0.5， 1， and 2μM. Concentrations of 

the titrated inhibitor cyenopyrafen OH-form were 0， 2， 3 and 4 nM. 

The parallel set of Iines indicates that the two compounds bind in a 

mutnally巴xclusivefashion. 

コハク酸脱水素酵素には結合せず，それ以降の部位に結合

していることを示した.さらに， cyenopyrafen-OH体がアニ

ライド型殺菌剤であるカルボキシンは結合部位を共有して

いることも示唆された (Pig.8). これらの結果は， cyenopy-

rafen-OH体がアニライド型複合体 11組害剤と結合部位を共

有することを強く示唆した 9)

おわりに

主に采樹・茶・野菜類における薬剤抵抗性ハタゃニ類にも

有効な防除剤として市販している殺ダニ剤 cyenopyrafenの

特性を，生化学的側面から説明した.ヌド荊が，殺ダニ剤と

しての必要条件である1)交差抵抗性をもたないことおよび 2)

天敵への安全性を保持した荊であることを理解していただ

ければ幸いである.

5 
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