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巻頭言

農業に有用な生物多様性の持続的活用に向けて

平井一男

（農業環境技術研究所・生物多様性研究領域）

「温故知新」、昔の物事を研究・吟味して、そこから新しい知識や見解を得ること（論語（為

政））を作物保護に照らし今後の展開方向の一端を探ってみる。1950 年代、南米ペルーの綿花、

米国の牧草、英国のキク栽培等で化学農薬が多用され人畜や環境への影響、薬剤抵抗性系統の出

現等が社会的に問題になった。その後、生物的防除と化学的防除の併用や総合化が提唱され、

1960年代には総合防除や病害虫の経済的閾値の考え方が示された（van Emden, 1989）。日本

には害虫管理や総合防除の概念は 1970年代に導入された。

ヨーロッパでは 1970 年代後半から生産者は災害や病害虫の少ない農地や優良品種の選定、肥

培管理、病害虫・雑草管理、講習会への参加等を要件とする総合的な生産管理（総合生産：

Integrated Production, IP、あるいは Integrated Crop Management, ICM）を行うようになり、

これを導入した「IP生産者」は補助金の交付対象になった（Boller et.al.,1998）。

一方、米国では、1980 年代に低投入持続型農業（LISA）が推進され、1993 年には全米の農

地の 75 ％で IPM 実施が宣言された。また、1996 年に食品品質保護法で農薬の 小限使用の方

針が示された。

このような情勢下で、1998年、OECDと FAOにより「農薬のリスク軽減と IPMのワークシ

ョップ」がスイスで開催され、IPM が何故普及しないのか、普及促進には何が必要なのか等が

論議された。米国の参加者からはバレイショ、野菜等のＩＰＭ普及度測定法の実施例が示され、

IPMの普及度測定と、不足している技術研究の加速が説かれた（OECD, 1999）。その後、米国

では 2003年に IPMの現状について見直され、栽培面積の 50％以上に環境保全型農業を普及さ

せるという新たな提言が行われた（CAST, 2003）。

同じワークショップでスイスの研究者はブドウ園の草生栽培と生物多様性、天敵機能との関係
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について講演した（Boller et.al., 1998）。当時からスイスでは農地の数％に植生保全地「エコ調

整地」を設置し地域の生物多様性の持続的活用を実施している生産者に対し直接支払いが行われ

ていた。 近では国際生物的防除機構（IOBC）に「Landscape Management for Functional

Biodiversity」のワーキンググループが設けられ、Functional Biodiversityの研究を行い施策へ

の提言を行っている（Walter et.al., 2003）。

日本において筆者は 2006年から農業に有用な生物多様性（Functional Biodiversity）に注目

し始めた。農水省では「農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」を企画し 2008 年

度からプロジェクト研究を開始しようとしている（農水省 HP）。そこではまずほ場と集落単位

における指標生物の選定、そして指標生物による環境保全型農業の普及度測定、将来は農地・農

村の生物多様性を保全する管理手法を提言しようとしている。この生物多様性の指標は 2007 年

から開始された農水省の「農地・水・環境の保全向上対策事業」の実施要件に採用されることが

期待されている。このように農地・農村の生物多様性が重用されると近い将来農村の土地利用の

あり方が大きく変わる契機になると思う。

さて農業に有用な生物多様性の持続的利用に関するヨーロッパの研究例を紹介しよう。スイス

のブドウ園では、1960 年ころまで清耕栽培（地表に草を生やさない栽培法）が主流だった。そ

の後、地表をイネ科の植物で覆う草生栽培への転換が進められた。当初は急傾斜ブドウ園の土壌

侵食の防止を目的にしていたが、1980 年代の中頃になって草生栽培と天敵生物との関係がプラ

スの方向で認知され、ブドウ園の一般的な IP 技術として受け入れられるようになった。つまり

ハダニ類、ミドリヒメヨコバイ、アザミウマ、ブドウホソハマキ等の発生が草生栽培によって抑

制できることが理解されてきたのである。1993 年の調査ではスイス北部の 90 ％のブドウ園で

草生栽培が行われている（Walter et al., 2006）。

次に農地の管理作業が生物多様性に及ぼす影響を見てみよう。農地の生物多様性は有機物の組

成、植食者、捕食者、授粉者等の生態機能に影響する。そのため欧米の研究者の間で生物多様性

に及ぼす農業管理の影響評価が注目され始めた。スイス連邦政府のアグロスコープ

（Agroscope）研究所では、農地の生物多様性を、農業のライフサイクルアセスメント（LCA）

の「インパクトカテゴリー」として導入するため、農家・農地や農法・管理ごとに生物多様性を

統合化する方法を開発した（Jeanerret et al., 2006）。

この方法は、農法（集約的／粗放的等）や農業管理（植生管理や病害虫防除、耕運等）が生物

多様性に及ぼす影響を比較・推定することを目的にしている。その際農地の生物多様性全体は測

定できない、また管理系全体のインパクトも推定できないので、代表的な生物（群）を指標生物

として使う。農業活動との関わりや、耕地内、生息地、食物連鎖における位置等、一般的な生物

間相互作用と関連する基準表を参考に、地域の生物群（顕花植物、鳥類、小型ほ乳動物、両生類、

腹足類（カタツムリ等巻貝の仲間）、クモ類、コウチュウ類、チョウ類、野生ハチ類、バッタ類

等）から指標生物を選定した。

具体的には調査ほ場ごとに指標生物群を調査して指標生物の候補と調査区に特有な生態特別種

とを選定し、農法や農業管理ごとに生物多様性指数（スコアー）を求め、生物多様性の持続的利

用にとって望ましい農法や農業管理を提案するための研究が活発に行われている。本誌 No.20

特集号の刊行にあたり編集担当行徳裕会員と常任幹事林直人会員にはご尽力を頂き謝意を表す。
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企画記事

農林害虫防除研究会10余年の歩みと今後の展望

宮田 正（名古屋大学名誉教授）・古橋 嘉一（サンケイ化学(株）

はじめに

本会は平成 7 年（1995 年）8 月 26 日に帯広にて発足しました。発足以来 10 余年が経過しよ

うとしている。今年（2007年）も第 12回大会(福島大会)が福島市飯坂町において，約 200名の

参加者により盛大に行われた。毎年会員数は増えており，2007 年 3 月末現在の会員数は 419 名

となった。

本研究会の会則にもあるように，本会の目的は「農林害虫防除に関する国内外の研究と技術に

関する情報の交換を行い，会員相互の知識の高揚と親睦を通じて農林業の発展に寄与することを

目的とする」となっており，農林業の生産現場において，害虫防除に携わる農家や JA の指導員，

防除所，公的機関や民間の研究機関，大学など産官学の分野の人達が参加するような研究会を目

指し，年 1回の大会を開催するとともに，「News Letter」の発行を行い，情報交換と会員相互

の交流を行ってきた。これまでの，10 余年間の経過や研究会の活動状況，そして今後の展望に

ついても述べてみたい。

１．設立の経緯

この研究会が設立される際，①現場では害虫防除は主に農薬を使って実施されているが，既存
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の学会や研究会では害虫防除の発表例が毎年少なくなってきている。②防除を実施しているのは

農家であり，その指導をしているのは主に JA 指導員であるが，それらの現場で実際に防除に関

係している人達は学会や研究会にほとんど参加していない。我が国の場合，作物の害虫防除はほ

とんどは農家が行っており，人間の病気に例えれば，患者を診断して，病名を確認し，どのよう

な処置をするかを判断し，手術の可否や投薬薬剤を決めるのはその診断をした医者である。農業

の場合，そのような行為を行っているのは農家になるであろう。しかし，医者は学会や研究会に

参加しているのに，実際に防除を実施している農家が学会や研究会に参加していないのは何故な

のだろうか？害虫防除を実施している農家がまったく入らないで，研究者同士が議論してもその

研究内容は実際の害虫防除から離れた場所でやっていることになるのではないか？ ③県レベル

の試験研究機関においても，近年は人事異動が激しく，既存の学会や研究会に入会する割合が低

下，あるいはその大会に参加する割合が低下していることが危惧されている．以上のようなこと

から，農業だけでなく林業も含めた害虫防除について，農家や JA 技術指導者，防除所，農業普

及センター，各試験研究機関，企業，大学等の人達が自由に交流し意見交換ができるような研究

会があっても良いのではないかということから設立の準備が始まった。

平成７年（1995 年）5 月に静岡市において｢害虫防除研究会｣が開催され，60 余名が参加して

いる。その際，今後の活動方針や会則が検討され，研究会の名称については，害虫関係研究者の

広範な人たちの参加できるような研究会ということで，色々な意見が出されたが，農業だけでは

なくて林業（樹木）も農業と密接な関係があり，「農林害虫防除研究会」の名称となった。その

後，英文での名称についても検討が行われ，「Agricultural Insect Pest Management Society of

Japan」となった。また会則についても検討され，その後何回かの改正を経て，現在の会則とな

っている。

平成 7 年(1995 年)8 月 26 日に帯広で賛同者が集まり，設立総会が開かれ初代の会長には正野

俊夫氏が選出された。出版物として「News Letter」を発行することが決定し，初代の編集長を

平井一男氏が担当することになった。現在年 2 回の発行回数となっている。事務局は静岡大学

農学部廿日出教授の研究室で担当することになった。研究会の所在地については，平成 15 年

(2003 年)までは会長の所属機関としていたが，平成 16 年（2004 年）度からこれまで実質的な

事務局を担当してきた静岡大学農学部に置くことにし，廣森 創助教授に引き継がれた。廣森助

教授は平成 18 年（2006 年）9 月 17 日に急逝されたため，その対応が臨時の役員会で協議され

た結果，同年 12 月から静岡県農林技術研究所果樹研究センターの増井伸一氏に事務局が引き継

がれ現在に至っている。

組織としては，会長，副会長，常任幹事，会計監査の役員をおき，任期は 2 年で，会長の重

任はできないこととした。都道府県幹事を配置し，情報が円滑に流れるようにして会員の拡大も

お願いするようにした。会費については年 1000 円とし現在に至っている。IT 関係では，研究

会のホームページ（http://www.affrc.go.jp:8001agroipm/narc.html）を開設し，会員への情報公

開を行い，役員間の情報交換は「メーリング・リスト」により行っている。

２．研究会の活動

大会の開催：会員の情報交換や交流の場として，他の学会や研究会が実施している 2 日間の

｢大会｣を年 1回実施している。大会は宿泊施設のある場所で，参加者全員が同じ場所で泊まり，

交流できるような場所ということで第 1 回大会は三重県阿児町賢島で開催された。第 2 回大会
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は静岡県舞阪町で開催され，いずれも約 100 名の参加者があった。しかし，参加者全員が宿泊

できる宿泊施設を探すのが困難になり，参加者が 260 名と多くなった第 3 回の茨城大会を 後

に，第 4 回の長野大会以降，宿泊は各自が自由に予約し宿泊してもらうようになった。また，

第 2 回静岡大会からは日本植物防疫協会との共催で実施されるようになり，防除所や地方の試

験場研究者が参加し易くなったことも，参加者が増えてきた理由としてあげられよう。

表１ これまでの大会開催地とシンポジウム主要テーマ

大会はこれまで府県持ち回りで実施してきたが開催地に運営のすべてを任せる方式で実施して

おり，その内容は「シンポジウム」と一般講演である。開催地によってはその地域の作物で問題

となっている害虫防除をテーマにシンポジウムが開催された例もあり，大会ごとにシンポジウム

の内容は異なっている。また，本研究会の特色として，農業者の発表が行われていることである．

また，高知大会では開催地による害虫防除の実地視察が行われており，参加者にとって耳（講

演）と目（実地視察）での情報収集と交換が行われた。今年（200 ７年）の福島大会で 12 回目

の大会となるが，年々一般講演の申し込みが増加しており，この研究会が学会以外の発表の場と

して認識されてきたのであろう。今後，開催地には負担となるが限られた時間で発表課題を多く

するにはポスターセッションなどの発表方法の可能性についても検討する必要があると考えられ

る。

News Letter の発行：平成 8 年（1998 年）5 月 25 日に No.1 が発行され，現在までに，

No.19 が発行されている。ニュースレターであるので，巻頭言を除き，一つのニュースは原則と

して，約 400 字を目安に文章は書かれている。その内容は虫の飼育方法に関する情報や自分が

近発見した新しい知見，病害虫防除に対する意見など学会誌や専門誌に書かれている文章とは

違った内容の文章に出会うことが多くその内容も面白い（興味深い）ものが多い。おそらく自分

の考えをストレートに表現しているからであろう。毎号，約 20 編のニュースが掲載され，それ

以外の記事としては，各種研究会のお知らせや常任幹事会報告などが掲載されている。

会員からの原稿は随時受け付けており，E-mail での受付もしている。編集委員長はほぼ 2 年

毎に交代し，原稿依頼や編集にあたっており，現在（2008 年 1 月）は東北農業研究センターの

高篠賢二氏と日本農薬の西松哲義氏が担当している。

回 年度 開催場所 シンポジウムの内容

１ 1996 三重県阿児市賢島 農林害虫防除における主要問題

２ 1997 静岡県舞坂市 南方除外中対策の現状と今後の方向・抵抗性害虫問題

３ 1998 茨城県ひたちなか市 天敵農薬，国際情勢，化学農薬との調和

４ 1999 長野市松本市 オオタバコガを巡る諸問題

５ 2000 宮城県仙台市 斑点米カメムシの多発事例，

ミカンキイロアザミウマを巡る諸問題

６ 2001 大阪府大阪市新大阪 農林害虫のＩＰＭにおける連携－普及から基盤まで－

７ 2002 熊本県熊本市 ＩＰＭにおける普及現場の現状と問題点

８ 2003 神奈川県藤沢市 ハモグリバエ類

９ 2004 高知県高知市 農林害虫防除における 近の問題

10 2005 石川県金沢市 カメムシ類

11 2006 千葉県西千葉市 コナジラミ類

12 2007 福島県福島市飯坂町 ＩＰＭの実践現場から
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３．今後の展望

本研究会が平成 7 年（1995 年）に発足してから，早や 10 余年が経過し，設立当初にかかわ

った人達も少なくなってきた。設立以来 10 余年が経過した本研究会も，まだ組織的には，会則，

運営費，機関誌の発行など改善すべき多くの問題点がある。幸いにも，毎年，会員は増加し，大

会への参加者や講演希望者も増えており，順調に発展しているといえよう。「News Letter」は

2007年には 20号の発刊を迎え，研究会発足 10周年と 20号発刊を記念した「記念誌（仮称）」

の発行を予定している。

現在，農林業政策として IPM の普及推進が進められているが，IPM は病害虫防除の一つの技

術であり，農家が使えるようになるには普遍化した技術でなければならないことになる。本研究

会には実際に農業をやっている会員や指導機関に所属している会員，公的研究機関や民間の研究

所，大学で研究している会員など産官学のあらゆる分野の人達が会員となっており，情報交換の

場としてますます利用されることが多くなるであろう。

今後，この研究会がどのような目標に向かって活動し，会を運営していくのかは会員自身が決

めることであるが，設立当初の目的である，「農家も含めた病害虫防除に関係するすべての人た

ちの参加により病害虫防除についての議論をしょう！」の精神は 10 余年経過した今も変わって

いないと信じている。

「植物防疫｣ 2006 年 9 月号より内容を一部改変し転載。」

（2007年 11月 14日受領）

農林害虫防除研究会の今後に期待する

石川 敏男

（ＪＡ足利イチゴ部会）

イチゴを栽培していて困る病気・害虫の順番は①タンソ病（枯れて苗がなくなってしまい，伝

染していく）②イオウ病（病原菌によりランナー伝染し，苗が萎縮し実をつけない。菌が残留す

る）③ハダニ（葉裏の食害で光合成できなくなり，株の生育が止まってしまう）④ヨトウムシ類

（葉や実の食害で生育が止まり，商品価値を損なう）⑤アザミウマ類（花，果実の被害で商品価

値を阻害されてしまう）⑥ウドンコ病（光合成阻害で生育停滞となり，商品化率の低下）⑦アブ

ラムシ類（生育の停滞と商品化率の悪化）⑧コナジラミ類（イチゴにはウイルス伝染はないよう

だが，スス病による生育阻害と収量減）。大体以上のようなものだが，灰色カビ病は私のハウス

では発生しない。

ハウスで連作していればセンチュウ類は土壌消毒や太陽熱消毒でほとんど防げるはずだが，今

年初めに栃木県産イチゴで残留農薬問題となったのはネマトリンエース（ホスチアゼート）であ

った。ハウス定植後，粒剤を水に溶いてかん水したとされる。そんなことをする生産者がいるの

かといぶかったが，わが部会でも 17名使用者中，4名が基準値以下だが検出された。おまけは，

定期検査でスミレックス（プロシミドンくん煙）も基準値以下だが検出された。

アグリクールらしき漢方薬を売り込みに来た業者は昨年三社にのぼる。何人かは使ったらしい

が集金に来ないといっていた。ウドンこ病にも，ハダニにも効く効くと強調するので，ミツバチ
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には？と質すと，ミツバチにも効くというので相手にしなかった。ハダニに毎年悩んでいる仲間

はニーム，ニームと合うたびにいうのだが，魚毒性のデータがでてこない以上，使ってみる勇気

がでない。今年作では，JA でネマトリンエースが売れたと耳にした。なぜだときくと，収量が

とれるときいたとか。収量があがった者が使ったということからの伝聞らしいが，接触毒の農薬

が売れるということは，それ以前の土壌消毒が不十分か，未熟な堆厩肥を投入したことになる。

生育，収穫が優先されるから，害虫は病気よりも後まわしにされてしまう。その前に温暖化に

よって生育歴も狂わされてしまっている。願わくば IPM より ICM。総合的作物管理の方に向か

わなくては後手後手にまわるだけになってしまいそうだ。

（2007年 10月 31日受領）

ニュースレターに特集記事を

櫻井民人

（東北農業研究センター）

本研究会のニュースレターはたて前でない本音の記事が多く，老若男女かかわらず遠慮なく

思っていることが述べられる貴重な場という印象を持っています。そう言う意味では，特にテー

マを決めず自由に記事の投稿ができるという本誌の方針は大変すばらしいものだと思いますが，

時宜を得た特集記事を毎号組むことによって，さらに高い関心を持って読まれるものになるので

はないでしょうか。 近では，「気候温暖化」や「有機農業」などが大きく取り上げられていま

すが，これらについて，害虫研究者はどのように取り組むべきなのか，どのような問題点がある

のか等々，忌憚のない意見を伺ってみたいものです。また，他国の取り組みなどを紹介してもら

えると大変参考になると思います。年2回の発行のうち1回は本研究会がその年度に開催した大会

について，シンポジウムの簡単な要旨を掲載するとともに，参加者数人に大会の報告をしていた

だくというのも一案です。参加できなかった会員にも大会の恩恵がもたらされるのは，決して無

意味とは思えません。生産者から研究者まで幅広く情報を共有していくことは，本研究会が目指

している（と私が理解している）害虫防除にかかわる研究や技術開発の「草の根」の広がりに貢

献できるものだと思います。

（2007年 11月 14日受領）

ニュース

生物防除面積が拡大するスペインと日本の現状

和田哲夫

（ジャパンIPMシステム代表）

つい数年前まではスペイン東部および南部の大温室地帯であるアルメリア，ムルシア，バレン

シアなどにおいて生物的防除が行われている温室面積はわずか数百 ha であった。手元の資料に
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よればマラガ，ジブラルタルの東方のトマト，パプリカ地帯であるアルメリア地区のパプリカに

おいて 2005 年には 100ha で生物防除が行われたが，その面積は 2006 年でも 346ha に過ぎな

かったようである。それでも 4 倍近い伸びではあるが，アルメリア地区のパプリカ栽培面積は

9,000haであり，4%程度で生物防除が行われているに過ぎなかった。

そんな状況が一変したのである。 近入手した情報によれば，2007 年には 376ha から

2,517haに拡大したようだ。これは 28%において生物防除が行われたことになり，30%の占有率

というものがどれほどのものかは，他の産業でのシェアから判断して極めて高い率である。実際，

今年スペイン南部の温室地帯を見学してきた日本人研究者や，農薬メーカーの方などの驚きの目

撃談も耳にしている。この実に 660%もの生物防除面積の増大の理由はなんだったのだろうか？

筆者は以前より欧州，米国での生物防除マーケットには，日本のそれの将来予測になりうると

いう考えから，これらの市場での生物防除の普及状況を注意してみてきているが，このような突

然の拡大は過去 15年にはなかったことである。

この理由については，本年の当会の福島県での発表したことであるが，一言でいえば無登録農

薬(中国産殺虫剤)の使用とその農薬の残留したパプリカがドイツにおいて発見され，スペイン産

パプリカのドイツ市場での締め出しがあったことが原因であったとされている。

この地域での問題害虫はミカンキイロアザミウマとシルバーリーフコナジラミ（タバココナジ

ラミバイオタイプ Q とされている）。2005 年の生物防除の防除法を挙げると，初期に Spinosad

でスリップスの初期密度をさげ，その後ヒメハナカメムシ（Orius laevigatus ＝ 日本のタイ

リクヒメハナカメムシの類似種）を 3-4 頭/m ２ 放飼する。コナジラミについては，Pyridaben,

Paraffin oil, Pyriproxyphen, Soap などで密度低下させた後，スワルスキーカブリダニを

50-100頭/m2 放飼するというプログラムである。タバコカスミカメ（Nesidiocoris tenuis）を

0.5 頭/m2，チチュウカイツヤコバチ（Eretmocerus mundus）を 15-20頭/m2 の放飼も組み合わ

せる（詳細はバイオコントロール 2006:Vol.10-1 を参照してください。ホームページからも見る

ことができます。www.biocontrol.jp ）。この方法が 2005年ごろより試験されてきており，この

システムの効果が高いこともあり，残留農薬問題に懲りた生産者たちが一挙に生物防除に転換し

ていったわけである。

このように生産者は大きなネガティブな要素，すなわちマスコミによる風評被害，スーパーマ

ーケットという強力なバイヤーからの圧力がないと，なかなか生物防除には踏み切らないものな

のであろうか？

日本においては必ずしもそうでないといえるであろうか？

外来種導入規制法下における国産種マルハナバチの導入のこの 1 年の実態をみていると，生

産者がいまだに西洋種から国産種に切り替えることに逡巡している状況である。これまでの西洋

種に慣れていることから，新しい国産種に変えたくないという保守的な考えももちろんそこにあ

るであろう。経済性および使い勝手については，国産種はすでに西洋種と同等になってきている

という。そのような情報が十分に伝わっていないことも原因かもしれない。ただこのスペインで

の大量導入が実現した背景は，無登録農薬問題という引き金があったとはいえ，それ以前におけ

る生物防除法の小規模とはいえ，着実な試験導入があったからであろう。天敵生産会社の生産能

力の増強も一因であり，また効率の良い新天敵昆虫スワルスキーマイト(Amblyseius swirskii)と

タバコカスミカメ（Nesidiocoris tenuis）の利用法の確立も寄与したであろう。

日本においてもすでにシステムとしての天敵利用は多くの地域で確立しつつある。すでに
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1,000ha 以上で生物防除が実用的に行われている。もはやスペインでの引き金も必要ではないか

もしれない。

（2007年 12月 21日受領）

第16回国際植物保護会議に参加して

宮田 正

（名古屋大学名誉教授）

標記国際会議が，2007年 11月 15日～ 18日，英国グラスゴーのスコティッシュ展示･会議場

で開催された。グラスゴーはスコットランド 大の都市で，かつての重工業都市から，現在は文

化･芸術都市へと変化しつつある。 近では，中村俊輔が所属するセルティックの本拠地として

もよく知られている。主催者事務局によれば，90 ヶ国より約 2000 名の出席があった。ただ，

日本からの出席者は必ずしも多くなかった。

会議は，2 つの特別講演，新規化合物，植物保護，有機農業，ウイルスとその伝播，バイオ燃料

とバイオエネルギー等，46 課題のシンポジウム，6 課題の商業セミナー（別途，登録料が必

要），135 題のポスター発表，100 近い企業･団体などの展示から構成された。今回の会議の特徴

は，会議で発表した学生の登録費（130 ￡）が免除されたこと（発表者の登録費は 230 ￡，

IAPPS の会員は 200 ￡，発表しない参加者は 395 ￡，IAPPS の会員は 365 ￡）また，開会式

も開会式後のレセプションも大変質素であった。Agrow 賞の授賞式を兼ねたバンケットが，ヒ

ルトンホテルで開催された（別途，登録料が必要）。しかし，ポンド高，円安を考えると，日本

人にとって英国での滞在は大変であった。

小生が特に興味を引いたセッションは， Silent Springの著者 Carson女史の生誕 100年を記念

した「Carson 女史は，現在なら Silent Springを書かないだろう」と言うことに関し，賛成お

よび反対のそれぞれ 2 人が講演し，参加者からも追加発言があった。 後に，参加者の意見分

布を調べたところ，僅差ではあったが反対意見が多かった。植物保護にかかわっている専門家集

団ですら，農薬の選択毒性の進化を理解していないことを考えると，一般消費者に理解してもら

うには一層の努力が必要であることを痛感した。また，企業･団体等の展示は，中国からの企業

が圧倒的に多く，半数近くを占めた。これに反し，日本企業の展示は 1社もなかった。

第 17 回の本会議は，2011 年 8 月 6 日～ 10 日，米国ハワイ･ホノルルにおいて，アメリカ植物

病理学会との共催とすることが決定された。

（2007年 11月 29日受領）

大分県におけるキマダラカメムシの発生概要

玉嶋勝範

（大分県農林水産研究センター安全農業研究所)

キマダラカメムシ（写真）は，1770 年代に長崎県出島で採集され，1783年に新種として記載
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された南方系のカメムシです。以後約 150 年間再発見されませんでしたが，近年になって九州

各県を始め，中国地方（山口県，広島県，岡山県），近畿地方（京都府，大阪府)，関東地方（神

奈川県）にも分布を拡大していることがインターネットで確認できます。

大分県では，1996 年 8 月 10 日に日田市で確認された記録が 初のようです。以後，日田市

で追加記録が報告されたのを皮切りに，2003 年以降，各地で生息が確認されるようになりまし

た。本県で分布が確認された市町

村は，大分市，別府市，中津市，

日田市，宇佐市，日出町です

（図）。

本種は，サクラやカキなど 25種

類の植物を加害することが知られ

ています。また，冬季には成虫が

越冬のため家屋に集まる習性があ

り，筆者も屋内で採集しています。

本県では，サクラなどの木や家屋

で発見された例が多く，灯火への

飛来も確認されています。しかし，

年々観察例が多くなるなか，本県

では農作物への被害の報告は今の

ところありません。大型のカメム

シである本種が，農作物を加害す

るようにならないことを祈りつつ，

発生概要の報告とします。

（2007年 12月 10日受領）

平成18年4月スタート，鹿児島県農業開発総合センターのご紹介

井上栄明

（鹿児島県農業開発総合センター）

鹿児島県農業試験場病虫部（鹿児島市上福元町 5500）は，引っ越しと組織変更により平成 18

年 4 月から鹿児島県農業開発総合センター生産環境部病理昆虫研究室（〒 899-3401 南さつま市

金峰町大野 2200，電話 099-245-1155，ファクシミリ 099-245-1148）に移転しました。鹿児島

県内の農試，果樹試，茶試，蚕試（応用昆虫研究分野），畜試，農大を「農業開発総合センタ

ー」というくくりで組織として統合し，場所としては一箇所に集まっていないながら「農業の総

合的な技術の拠点とする」と言うことで，組織が変わっております。

南さつま市に引っ越したのは，旧農試部分がほとんどなのですが，敷地と実験棟は，果樹試，

茶試の分も確保されていて，とても広い新築の試験場であります。空港はもちろん遠く，鉄道沿

線でもなく，存続が危ぶまれているバス便が 1 時間に 1 本ほどで公共交通は不便なところです

図 キマダラカメムシ成虫と大分県における

キマダラカメムシの分布
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が，東シナ海の潮風や，とても強力な春風，梅雨時の豪雨，真夏の照り返し，ぐんぐん伸びる夏

草も豊富ですし，ほ場には青枯れ病やネキリムシがゲリラ的に試験区を破壊し，それ以外にもキ

ジ，ヘビ，ウサギ，ビニールや稲穂を突っつくカラスやスズメ，麦は踏まずに他の苗を踏んで回

るサギなどに囲まれて，心豊かに試験研究を進めております。

お近くにお越しの際は，ぜひ一度，お立ち寄り下さい。ご一報下されば，お迎えに参ります。

（2007年 12月 19日受領）

第13回農林害虫防除研究大会（福岡大会）のご案内

第 13回農林害虫防除研究大会を，平成 20年 6月 26日(木)～ 27日(金)に福岡県福岡市都久志

（つくし）会館で開催します。今回は，「九州における害虫防除の諸問題」をシンポジウムのテ

ーマとし，ウンカ類やカメムシ類，IPM の普及などについて，研究，普及，農家の立場から提

言をいただきます。皆様の参加をお待ちしております。

大会の案内は，会員宛案内文書を本誌に同封しております。4 月に関係機関への文書，ホーム

ページ（http://agroipm.ac.affrc.go.jp/narc.html）掲示により大会をご案内しますが，会員宛の

案内は本誌のみになりますのでご注意ください。

大会事務局 〒 818-8549 福岡県筑紫野市吉木 587

福岡県農業総合試験場 病害虫部

TEL：092-924-2938 FAX：092-924-2981

問い合わせ等（全般）大会総括担当：堤 隆文（tutumi@farc.pref.fukuoka.jp）

参加・講演申込書、原稿送付先：清水信孝（shimizu@farc.pref.fukuoka.jp）

第12回農林害虫防除研究大会（福島大会）報告

第 12 回農林害虫防除研究会福島大会は福島市飯坂町ホテル聚楽を会場に，6 月 28 日，29

日の 2 日間開催されました。参加者総数は 207 名，情報交換会の参加者は 165 名でした。プロ

グラムの内容を以下に掲載します。

「１日目」
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開 会（13:30）

シンポジウム（13:45 ～ 16:05）：「IPM 実践現場から」｛座長 高梨祐明（東北農業研究センタ

ー）｝，1.普及所が開発，新技術「夏秋キュウリ OM 式 e ネット栽培」誕生物語；大橋金光（福

島県県北農林事務所伊達農業普及所），2.転作田における我が家の防虫ネット被覆栽培について

；河原信夫（福島県安達郡大玉村），3.果樹での IPM 防除体系の普及と問題点；阿部和博（福島

県県北農林事務所伊達農業普及所），4.安全・安心なリンゴ栽培の取組み；佐藤宏一（JA 新ふく

しま），5.現場で使える IPM資材（IPM資材ハンドブックから）；岩井順将（JA全農）

一般講演（16:05～ 17:00）

1.半促成長期どり栽培アスパラガスの鱗翅目害虫に対する交信撹乱フェロモン剤の防除効果（衞

藤友紀；佐賀県農業試験研究センター），2.千葉県の花き団地における INSV 媒介アザミウマ類

の総合防除対策事例（大谷 徹；千葉県農業総合研究センター），3.IPM 普及の引き金 特許と

新技術の確立の必要性（和田哲夫；アリスタライフサイエンス（株）），4.戦略 10：社団法人大

阪府植物防疫協会 IPMサポート事業（田中 寛；大阪環農水総研）

研究会総会（17:00～ 17:30）

「２日目」

一般講演（8:30 ～ 12:20）5.滋賀県の 1 地域におけるハスモンヨトウの誘殺と大豆ほ場の被害

（重久眞至；滋賀県農業技術振興センター），6.イネミズゾウムシの侵入抑制効果を狙ったあぜ

波シート設置（松木伸浩；福島県農業総合センター），7.薬液付着量がタバココナジラミの殺虫

効果におよぼす影響とアジュバント加用の効果（井村岳男；奈良県農業総合センター），8.黄色

粘着ロールのハウス周囲展張によるネギアザミウマの侵入抑制効果と普及上の問題点（黒川真奈

未；京都府丹後農業改良普及センター），9.物理的防除資材の効果比較と効率的な設置方法の検

討（宮田將秀；宮城県農業・園芸総合研究所），10．画像処理技術の利用による黄色粘着トラッ

プで捕獲したハモグリバエ類の自動検出（中野昭雄；徳島農研），11．育苗期におけるトマト黄

化葉巻病に対する総合防除法の検討（大矢武志；神奈川県農業技術センター農業環境研究部），

12．沖縄県におけるトマト黄化葉巻病の発生とタバココナジラミのバイオタイプについて (谷口

昌弘；沖縄県病害虫防除技術センター)，13．微生物農薬ボタニガード ES を用いた養液栽培ナ

スのタバココナジラミ防除（広瀬拓也；高知県農業技術センター），14．定着性の向上を目的と

する飛ばないナミテントウの作出（世古 智一；近中四農研），15．ボリジおよびイチゴにおけ

るハダニ類の発育と増殖（後藤哲雄；茨大・農・応動昆），16．京都府におけるプラタナスグン

バイの発生状況及び殺虫剤感受性（徳丸 晋；京都府農業総合研究所），17．チャを加害するマ

ダラカサハラハムシ（マダラアラゲサルハムシ）の発生実態と被害特性（小澤朗人；静岡県農林

技術研究所茶業研究センター），18．野菜用複合性フェロモン剤によるハウスブドウのハスモン

ヨトウの防除（柴尾 学；大阪環農水総研），19．ホウレンソウケナガコナダニに対する DDVP

含有製剤数種の防除効果と散布時期（松村美小夜；奈良県農業総合センター），20．葉菜類にお

けるチョウ目害虫の体系防除 ～モスピラン粒剤の育苗期後半処理の汎用性～（山本敦司；日本

曹達株式会社），21．トルフェンピラド乳剤によるネギ主要病害虫同時防除の可能性（森田孝延

；大塚化学株式会社），22．アファームエクセラ顆粒水和剤の葉菜類チョウ目害虫に対する防除

効果（石井俊彦；シンジェンタジャパン株式会社）

閉 会（12:20）

シンポジウムは福島県の IPM 実践事例を中心に講演頂きました。現場に も近い普及員に総
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括をお願いし，生産者，JA 指導員に具体的な話題提供をお願いしました。現場で研究者に求め

る問題点などを忌憚なく話して頂きました。参加者にはこの点で好評をいただいたようです。ま

た，シンポジウム講演資料の別冊として JA 全農の協力，福島県植物防疫協会の後援により

「IPM資材ハンドブック」の全員配布を行いました。

情報交換会は会場のホテル聚楽で立食パーティー形式を踏襲せず，温泉ホテルでのお座敷形式

を採用しました。昔懐かしいスタイルにとまどう方も見られたようでしたが，多くの方に喜んで

頂いたものと思っております。

一般講演では，生物防除，害虫の生態に関する課題，農薬に関する課題，さらに総合防除に関す

る課題など，多岐にわたる講演がなされました。また，講演者の和装姿が見られ，温泉地での開

催に花を添えて頂きました。

会の進行上，一般講演は 15 課題を予定していたのですが，予想を超える応募があり，講演時

間の短縮，休憩時間の短縮により，応募のあったすべての課題を受け付けました。おかげで，講

演者の方々には窮屈な思いをさせてしまったことをお詫びします。

以上，第 12 回福島大会を総括し，大会報告とさせて頂きます。今回は福島県が事務を担当し，

東北農研センター福島キャンパスにお手伝い頂きました。 後に，協力頂きました関係各位に厚

く御礼申し上げます。

（第 12 回福島大会事務局 福島県農業総合センター 荒川昭弘）

研究会への入会方法

入会希望者は事務局までご連絡ください。入会年度の News Letterと振替用紙（郵便振替：

農林害虫防除研究会 00810-0-82999）をお送りします。年会費は 1,000円です。

会費納入のお願い

2008 年度会費の納入をお願いします。振り込み用紙を同封しておりますのでご活用下さい。

会費は複数年分を同時に納入することが可能です。

2009年度までの会費納入状況については，西暦の下 2桁と納入の有無を（ ）内に示してあり

ます。（ ）内の○は納入済年度を，×は未納年度を，－は未加入年度です。年会費は 1,000円で

す。会費納入について不明な点があれば，上記事務局までお問い合わせ下さい。

住所不明でニュースレターが返送されて来る場合があります。人事異動等による所属，住所，

送り先が変更となった場合は，事務局までお知らせください。今号の宛名ラベルが，会員名簿に

登録されています。

第29回常任幹事会議事録

日時：2007年 6月 28日（木）11：00～ 12：30

場所：福島県飯坂町｢ホテル聚楽｣

出席：平井，上遠野，丸山，阿久津，江村，笠松，行徳，後藤，西東，田中，豊嶋，西松，
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根本，林，春山，二口，古橋，本田，増井，増田，松渕，宮田，村井，山本，和田（順不同，

敬称略）

１．議事関連

(1)平井会長，荒川福島大会事務局の挨拶

(2)第 28回常任幹事会の議事録の承認

前回の議事録で変更があった研究所所在地（名称が「旧静岡県柑橘試験場」から「静岡県農林

技術研究センター果樹研究所」に改称）と事務引き継ぎ時の残余金額（40,391 円を 39,735 円）

の訂正を含め，承認された。

(3)事務報告

会員動向

会員数 2006年 3月 31日現在 398名

2006年度新規入会者数 46名

2006年度退会者数 24名

2007年 3月 31日現在 419名（前年比 21名増）

2006年度事業報告

第 11回千葉大会開催および News Letter No.17，18の印刷，27回，28回常任幹事会の開

催。

2006年度会計報告

収入 支出

会費 420,000円 News Letter 編集印刷費 159,570円

雑収入 465,018円 大会関係費 200,000円

前年度繰越金 1,300,528円 会議費 48,220円

事務費 6,299円

予備費 30,000円

合計 2,185,546円 合計 444,089円

繰越金（収入－支出） 1,741,457円

会計報告について，余剰金が年々増加しているため，会費，大会参加費，事業内容の見直しも

含め，検討することとなった。

2007年度事業計画および予算（案）

第 12回福島大会の開催および News Letter No.19,No.20特集号の印刷，29,30回常任幹事

会の開催。特集号の印刷費として 500,000円を計上した。

(4)県幹事について

神奈川，山口，長崎県の県幹事が交代した。非会員の県幹事については引き続き入会をお願

いする。

(5)News Letter関連

No.19を 7月に発行予定。No.20は特別号として発行する。現在，これまでの巻頭言とニュ

ースを再録した印刷物の発行を予定している。また，No.20 からは写真の他，図表の掲載を可

能とすること，原稿の受領日を明記することが決定された。
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(6)2008-09年度役員について

各役員が 12月の総会までに次期役員を推薦することとする。

第30回常任幹事会議事録

日時：2007年 12月 19日（水） 13：00 ～ 15：00

場所：ホテルラングウッド（東京・日暮里）

出席者：平井，丸山，本山，河野，江村，笠松，小林，行徳，後藤，西東，豊嶋，西松，根本，

林，春山，古橋，本多，増井，松淵，宮井，和田，高篠，嶽本，山本（順不同，敬称略）

１. 会長挨拶

２. 報告

(1)第 29回常任幹事会議事録の承認

平井会長からの説明後，承認された。

(2)福島大会報告

実績を丸山副会長が，会計を増井事務長が報告した。詳細は本誌大会報告を参照。

(3)事務報告

①会員動向

2007年 3月 31日現在： 419名

2007年 4月 1以降： 新入会員 22名，退会者 8名

2007年 11月 10日現在： 433名（14名増）

② 2007年事業報告

第 12回福島大会，News Letter No.19発行，29回，30回常任幹事会の開催

③ 2007年予算執行状況

（収入）合計 2,393,275円 （支出）合計 357,220円 （残金）2,036,055円

(4)News Letter関係

① No.19発行済

② No.20（特別号）進捗状況

2008.1.31の発行に向けて，原稿募集および編集を行っている。

発行部数：470部（会員向けのみ，会員以外には作成送付しない）

予算：約 50万円

発行記念品として「Quoカード」を作成し，No.21以降の執筆者に配布する。予算 15 ～

16万円程度。

３. 議事

(1)平成 20年度予算案，事業計画

① 2008年事業計画

2008年 6月第 31回常任幹事会，第 13回大会，総会（福岡県），7月 News Letter No.21

発行，

12月第 32回常任幹事会（東京），2009年 1月 News Letter No.22発行



16

農林害虫防除研究会 News Letter No.20 (2008年 1 月) Newsl．AIPM－ Jpn No.20（Jan. 2008）

② 2008年予算（案）

収入 支出

会費 440,000円 News Letter 編集印刷費 400,000円

雑収入 2,000円 大会関係費 200,000円

前年度繰越金 1,800,000円 会議費 100,000円

事務費 30,000円

予備費 1,512,000円

合計 2,242,000円 合計 2,242,000円

(2)平成 20年 福岡大会

嶽本氏（福岡）から大会運営素案が説明され承認された。

詳細は，本誌の大会案内と別紙案内を参照。

(3)平成 21年 京都大会

丸山副会長が京都府の大会開催了解を報告した。大会運営の詳細は今後検討することとなっ

た。

(4)研究会剰余金の利用

平井会長より説明。役員会（会長，副会長）で討議した提案事項 3点の報告。

1）News Letter の内容を拡充するため，予算を現状 20万円から 40万円へ増額する。

2)News Letter No.20号記念品としてQuoカードを制作し，投稿者に贈呈する。

3)大会シンポ講演者（非会員）への旅費・謝礼金を支払う。

4)ホームページの充実のために管理運営の外部業者委託を検討する。

(5)役員交代

任期 2 年を終了したため役員を交代する。新役員は，本誌の 2008 ～ 09 年度役員を参照。

農林害虫防除研究会会則

（名称）

第１条 本会は，農林害虫防除研究会と称する。本会の英語訳を Agricultural Insect Pest

Management Society of Japan（略称 AIPM Society of Japan）とする。

（目的及び事業）

第２条 本会は，農林害虫防除に関する国内外の研究と技術に関する情報の交換を行い，会員

相互の知識の高揚と親睦を通じて，農林業の発展に寄与することを目的とする。

第３条 本会は，目的達成のため次の事業を行う。

（ア）集会の開催（イ）ニュースレターの発行（ウ）調査研究（エ）情報交換

（オ）その他必要と認められるもの

第４条 本会の所在地は事務長の所属機関とする。

（会員）

第５条 本会の会員は正会員，賛助会員とする。

第６条 正会員は農林害虫防除の専門家及び本会の趣旨に賛同して年会費を納入した個人とす

る。賛助会員は本会の活動を賛助するため入会した団体，機関，個人とする。
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第７条 正会員ならびに賛助会員は別に定める年会費を納入するものとする。会費を2年間滞

納したときは退会したものとみなす。

（役員等）

第８条 本会は次の役員をおく。

１．会長 1名 ２．副会長 2名 ３．常任幹事 25名前後 ４．事務長 1名

５．都道府県幹事 47名 ６．会計監査 2名 ７．ニュースレター編集担当 1名

８．情報担当 1名

第９条 役員の任期は2年とする。ただし，会長は重任することは出来ない。

第10条 会長は本会を代表し，会務を統括，本会の円滑な運営を行う。副会長は会長を補佐し，

会長に事故あるときはその責務を代行する。事務長は本会の庶務，会計を司る。常任幹

事は会長，副会長，事務長とともに，常任幹事会を構成し，常時会務の執行に関し審議

する。都道府県幹事は当該都道府県の会員の把握とともに，本会会務の連絡に当る。ま

た，会務全般について具申する。会計監査は本会に関わる経理について監査を行い，総

会に報告する。ニュースレター編集担当はニュースレターの編集及び発行を司る。情報

担当は本会のホームページ，メーリングリストの管理を行う。

第11条 本会役員の選出方法は以下の通りとする。

（ア）会長，副会長は常任幹事会で選考し，総会で承認を得る。

（イ）事務長は会長が指名し，総会で報告する。事務長は補佐を数名任命することができ

る。

（ウ）常任幹事，会計監査，ニュースレター編集担当及び情報担当は会長が指名し，総会

で報告する。

（エ）都道府県幹事は会長が指名し，委任する。

第12条 本会は必要に応じ専門委員をおくことができる。

（集会）

第13条 集会は総会，大会，セミナーなどとする。総会は原則として年1回，通常，大会期間

中に開催する。大会は毎年6～7月に行う。

（会計）

第14条 本会の経費は会費，寄付金その他によってまかなわれる。大会の会計は別会計とする。

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年の3月31日に終わる。

(付則)

第16条 本会則の変更は総会の議決による。

第17条 １．この会則は平成8年6月22日から施行し，一部改正を平成13年6月28日に行った。

２．この会則の一部改正は平成14年6月28日から実施する。

３．この会則の一部改正に伴い，会計年度を以下の通りとする。

平成14年度は平成14年1月1日から平成15年3月31日，平成15年度は平成15年4月1日から平成

16年3月31日，平成16年度以降は同様4月1日から翌年3月31日。
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農林害虫防除研究会役員名簿（2008～2009年）

会 長：後藤哲雄

副 会 長：桑沢 久仁厚，山本敦司

常任幹事：阿久津四良，新川一也，井村岳男，江村 薫，上遠野富士夫，行徳 裕，河野義明，

西東 力，田中 寛，豊嶋悟郎，西松哲義，根本 久，林 直人，春山裕史，藤本博

明，古橋嘉一，本多健一郎，増田俊雄，松淵定之，丸山宗之，宮井俊一，宮田 正，

村井 保，本山直樹，和田哲夫

事 務 長：増井伸一 事務長補佐：山本敦司

庶務幹事：山本敦司 会計監査：西東 力，石井俊彦

ニュースレター編集担当：高篠賢二，西松哲義 情報担当：本多健一郎

農林害虫防除研究都道府県幹事名簿

都道府県名 氏 名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

北海道 中尾弘志 青森 川嶋浩三 岩手 藤沢 巧

宮城 増田俊雄 秋田 新山徳光 山形 上野 清

福島 荒川昭弘 茨城 上田康郎 栃木 小山田浩一

群馬 千本木市夫 埼玉 根本 久 千葉 上遠野富士夫

東京 小谷野伸二 神奈川 大矢武志 山梨 村上芳照

長野 栗原 潤 新潟 中野 潔 富山 吉島利則

石川 藪 哲男 福井 高岡誠一 岐阜 平 正博

静岡 久保田栄 愛知 滝本雅章 三重 大谷一哉

滋賀 小嶋俊彦 京都 徳丸 晋 大阪 柴尾 学

兵庫 山下賢一 奈良 井村岳男 和歌山 森下正彦

鳥取 伊澤宏毅 島根 奈良井祐隆 岡山 近藤 章

広島 林 英明 山口 本田善之 徳島 中野昭雄

香川 松本英治 愛媛 大政義久 高知 広瀬拓也

福岡 堤 隆文 佐賀 衞藤友紀 長崎 寺本 健

熊本 行徳 裕 大分 小野元治 宮崎 黒木修一

鹿児島 井上栄明 沖縄 谷口昌弘

表中の太字ゴシック体は 1月に交代した県幹事。
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ニュースレターの原稿募集

ニュースレターは皆様の投稿で成り立っています。昆虫や防除に関連する文章の投稿をお待ち

しています。文字数は 400～ 1600字程度で書式の規定はありません。写真や図表も掲載できま

す。投稿方法は，(1)電子メール，(2)フロッピーディスク郵送，(3)手書原稿ファックス・郵送，

のいずれでも結構です。

使用するワープロソフトは，Windows 版の一太郎，Word，Ms-Dos テキストを歓迎します。

また，「各種研究会等の開催案内」も受け付けますので，ご利用下さい。

編集担当：高篠賢二

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

東北農業研究センター

〒 020-0123 岩手県盛岡市下厨川字赤平 4

Tel＆ FAX：019-643-3465 E-mail：takashino_k@affrc.go.jp

訂正

№ 19,P20の目次に氏名の間違いがありました。お詫びし，訂正いたします。

「誤：後藤哲夫，正：後藤哲雄」

編集後記

2 年間お付き合いいただき，ありがとうございました。平井会長からいただいた｢特別号を発

行する｣という宿題も，平井一男氏（No.1 ～ 4 編集担当），田中 寛氏（No.5 ～ 8 同），増田俊

雄氏（No.9 ～ 12 同），横須賀知之氏（No.13 ～ 16 同）と林 直人氏，阿久津四良氏のご協力

でなんとか終えることができました。No.20 までに巻頭言が 20 本，ニュースが 301 本と 10 年

間で投稿された原稿は合計 321本に上ります。また、大会の講演数は 12回で 255題もありまし

た。過去の原稿を読み返してみると，話題は身近な虫や趣味の話題から専門的なものまで多種多

様で，学会と違う情報源として十分に役割を果たしていることを再認識しました。ただ，今回の

編集担当の努力不足で，創刊時に比べて投稿数が少なくなって来ていることを反省しています。

原稿募集でいつも書いていますが，News Letterは会員相互の情報交換の場で，皆さんの投稿

で成り立っています。私も編集担当を離れ、再び会員の一人として様々な情報を投稿しようと決

意しているところです。会員の皆さんも単に受信者としてだけではなく，情報の発信者になって

いただければと思います。その結果，次の特別号（5年後の No.30記念号？）で編集担当が苦労

することを期待しています。

後に，皆様のご協力でなんとか任期を満了することができたことを，重ねて感謝申し上げま

す。

No.17～ 20編集担当 行徳 裕

農林害虫防除研究会 News Letter No.20 (2008年 1 月) Newsl．AIPM－ Jpn No.20（Jan. 2008）
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巻頭言

農林害虫防除研究会ニュースレター創刊に寄せて

農林害虫防除研究会会長 宮田 正

昨年の第 2 回大会で、平成 10 年度および 11 年度の本研究

会会長に選出され、責任の重さを痛感しています。正野前会

長の築かれた基礎を、さらに発展させることが出来るよう、

微力ながら精一杯努力する覚悟ですので、会員の皆様方のご

協力を御願いいたします。

さて、本研究会の活動も、平成 7 年 8 月 26 日に発足以来 3
年になろうとしています。この間、三重県阿児町での第 1 回

大会（平成 8 年 6 月 21 日－ 22 日）、静岡県舞阪町での第 2
回大会（平成 9 年 6 月 26 日－ 27 日）を開催してきました。

また、第 2 回大会以降は、日本植物防疫協会との共催で開催

しています。過去 2 回の大会は、いずれも全国各地から 100
名を越える参加者があり、大変盛況でした。

本研究会の目的は、会則にありますように、「農林害虫防

除に関する国内外の研究と技術に関する情報の交換を行い、

会員相互の知識の高揚と親睦を通じて、農林業の発展に寄与

する」ことであります。特に近年では、既存の関連学会など

に於いては、防除所、普及所、試験研究機関、大学、企業、

団体等の技術者、研究者などが害虫防除を中心に交流するこ

とが困難な情勢にあり、本研究会の役割として、これら技術

者・研究者の交流を行うことが重要ではないかと考えていま

す。こうした考えから、第 1 回大会では、「農林害虫防除に

おける諸問題」と題し 2 つのシンポジウムを企画しました。1
つは、各作物別に害虫防除における諸問題について論議しま

した。2 つめは、マイナー作物の農薬登録に関する諸問題に

ついて、各々立場の異なる方々からの話題提供を頂きました。

また、特別講演として、「農業の国際化に対応できる害虫防

除のあり方」と題して、斎藤哲夫名古屋大学名誉教授の講演

があり、 IPM を構築するためのネットワークの提案や、選択

性殺虫剤の開発、国内で使用されていない農薬の残留基準値

の改正に伴う問題点などが提案されました。第 1 回大会では、

害虫防除の現場での問題点が明らかになったものの、十分論

議が尽くせなかった反省と大会出席者からのアンケート結果

を踏まえ、大会開催は 6 月（木金）に開催することとしまし

た。

第 2 回大会では、大会テーマを「難防除害虫対策の現状と

今後の方向」とし、チャ、ナシ、花卉、施設栽培作物の害虫

防除について、試験場、防除所、農協の各担当者から、殺ダ

ニ剤抵抗性抵抗性に関しては、企業の担当者の方々より、新

殺ダニ剤の開発や殺ダニ剤抵抗性発達の管理法についての話

題提供を受けました。また、一般講演もあり、それぞれ現場

からの害虫防

過去 2 回の本研究会の大会および本年の第 3 回大会で取り

扱われる問題は、いずれも農林害虫防除の現場で大きな問題

になっているものばかりでありますが、近年における内外の

作物保護をめぐる大きな問題として、組み替え農作物、天敵

の利用、輸入媒介昆虫の利用、持続的農薬における作物保護、

農薬登録ならびに残留基準に関する国際間の違い、内分泌攪

乱物質（環境ホルモン）、植物検疫法の改定、米国食品品質

保護法等が挙げられます。侵入害虫の問題は、既に本研究会

の大会でも取り上げられていますが、近年の国際間の交易の

飛躍的な増加を考えると、今後も侵入害虫の問題は継続して

発生することが懸念されます。米国食品品質保護法の動向は

我が国にも大きな影響を与えることが予想されます。また、

農薬が内分泌攪乱物質として働いているかの調査や研究が必

用とされています。この他、農林害虫防除に係わる人的資源

の問題として、県職員の人事異動の問題が指摘できると思い

ます。近年、試験場、防除所、普及所などでの人事異動の周

期が 2 － 3 年と短くなっていること、異分野間での移動が頻

繁に行われることなどにより、専門家が育ちにくい環境にな

りつつあるのではないかと危惧しています。

以上のように、農林害虫防除において解決しなければなら

ない問題は山積していますが、本研究会の活動がこれら問題

解決に少しでも貢献できればと思っています。会員諸氏の積

極的な活動を御願いし、ご挨拶と致します。

一般記事

北海道の環境保全型農業

八谷和彦（北海道中央農試）

北海道が農業の重点施策に「クリーン漁業」を掲げたのが

平成 3 年。翌平成 4 年には農水省も「環境保全型農業」推進

を農政の柱とし、今や全国的な潮流となっていることは周知

のとおりです。北海道では、これまで技術開発、普及指導、

実践、流通対策など幅広い分野の取り組みで成果を上げてき

ており、 新の農水省統計によると、稲作農家のうち、無農

薬や低農薬など環境保全型農業に取り組む割合は、全国平均

５％に対し、北海道は 21 ％ときわだって高い割合になって

います。クリーン農業を旗揚げする 初のきっかけを作った

のは病害虫部門が提案した「減農薬」で、これに化学部門な

どが直ちに賛同して大プロジェクトになったのですが、病害

虫の中でも水稲の害虫が先鞭を切ったように記憶していま

す。減農薬は判りやすいテーマでもあったため、現在までの

クリーン農業の中で、 も成果が上がった分野だと自賛を込

めて評価しているところです。意識改革と「発生対応型防除」

の処方・実践という当初の目標は達成したと言っていいでし

ょう。今の取り組みは、その次です。一つは農家自身が行う

簡易発生モニタリング法の処方であり、もう一つは天敵機能

の活用や農薬の区別化による更なる減農薬法の開発です。こ

れらのテーマには 2 年前から予算が付き、一部の成果は既に

普及指導に移されました。今考えているのは、さらにその次

です。望ましい水田生態系の姿とは何だろう、それに対し何

をしたらいいんだろう、そんなことを考えています。他の分

野に追い抜かれないためにも、新しい発想を練り上げる必要

があります。

ミカンキイロアザミウマとトマト黄化えそウイルス病

村井 保（岡山大学資源生物科学研究所）

ミカンキイロアザミウマは、1990 年に千葉県および埼玉

県で初めて発生が確認され、1997 年未までに 44 都道府県に

発生が拡大している。1994 年頃から各地で発生が顕在化し、

シクラメン、キク、ガーベラ、バラなどの花き類を中心に被



害が発生し、その後、イチゴ、トマト、ナス、ハウスミカン、

ブドウなどでも被害が報告され、極めて寄主範囲が広い。ま

た、 Tospovirus 属のウイルスを媒介する重要なべクターで

TSWV の他 Tomato chlorotic spot virus(TCSV)、Groudnut ring spot
virus(GRSV)、 Impatiens necrotic spot virus( INSV)などを媒介す

ることが知られている。幸い日本では、TSWV 以外のウイル

スの発生は確認されていない。しかし、遅かれ早かれ侵入定

着するものと思われる。

TSWV は 1 齢幼虫によってのみ獲得され、主として成虫に

なってから伝搬される。成虫は死亡するまで伝搬能力を有す

が、経卵伝染はしない。成虫の寿命は長く、飛翔能力も高く、

一旦獲得すると、圃場全般に被害が発生する。ヒラズハナア

ザミウマ、ダイズウスイロアザミウマ、ネギアザミウマ、ミ

ナミキイロアザミウマなどによっても伝搬されるが、ミカン

キイロアザミウマがもっとも媒介能力が高いことが知られて

いる。

私の研究室ではペチュニアリーフディスク法や ELISA に

よる保毒虫診断を行うとともに媒介能力の種間及び種内変異

の要因解明を研究課題として取り組み始めた。これまでミカ

ンキイロアザミウマのほか数種のアザミウマで伝搬能力を調

査し、当アザミウマの中でも産地が異なる系統間に媒介能力

に差があることを見いだした。当アザミウマは薬剤感受性も

低く、既存の薬剤による防除は困難で、今後、新しい薬剤の

開発とともに、天敵の利用、抵抗性（耐虫性、耐ウイルス性）

植物の育成等が期待される。

発光ダイオードを利用した害虫の被害防止技術

松浦博一（石川県農総研）

果樹吸蛾類の被害防止に利用されてきた黄色蛍光灯を施設

栽培のトマトや花き類で夜間点灯すると、オオタバコガやシ

ロイチモジョトウなど難防除害虫の被害が軽減されることが

報告され、本防除法の汎用性がにわかに注目されるようにな

った。しかし、この方法を活用するには電気配線が不可欠で

あり、使用場面がおのずと限定されてくる。

筆者らは高輝度で低消費電力の発光ダイオードが開発、市

販されていることに着目し、太陽蓄電池を用いて黄色の発光

ダイオードを点灯することを想定し、蛍光灯に比べて光波長

領域が極めて狭い発光ダイオード光の被害防止効果をトマト

を加害するオオタバコガで検証してみた。

その結果、590nm の黄色発光ダイオード光がオオタバコガ

の交尾行動を阻害し、加害主体である幼虫の発生が抑制され

被害が軽減されることを究明した。交尾阻害効果は照度によ

って微妙に変動することから発光ダイオードの 適な点灯数

さらには光が作物の開花・結実に及ぼす影響など、今後実用

化に向けて究明しなければならない課題も多い。しかし、こ

れまで特定の害虫や施設でのみ活用されてきた光線利用防除

が一般的な防除手段となる可能性が高くなったように思われ

る。現在、金沢工業大学との共同研究で発光ダイオード光に

特定周期のパルスや各種の「ゆらぎ」を付加し、一層効果の

高い光線の作出に取り組んでいる。

トマトにおけるオオタバコガの発生と防除

阿久津四良（神奈川県農総試）

神奈川県では平成７年頃よりオオタバコガの被害が認めら

れるようになり、三浦半島のメロン、スイか、トウガン、カ

ボチャの他、トマト、ナス、ピーマン等の露地果菜類での被

害が顕在化してきている。

性フェロモントラップによる調査によれば、オオタバコガ

だけでなく、タバコガの発生数も比較的多いにもかかわらず、

タバコガによる被害の実態は明らかでない。オオタバコガは

発生期間が長く、また、幼虫孵化後まもなく果実に食入して

しまうため、適期防除はかなり難しい。産卵消長が把握でき

れば、適期防除が可能となるのであるが、トマト、ピーマン

等の作物で産卵消長を把握するためには、実際のところかな

り綿密な調査が必要となる。性フェロモントラップでの発生

消長と産卵消長との関連性を解明することが、今後の課題と

なる。薬剤は BT 剤の他、 IGR 剤が有望と思われるが、早急

な農薬登録が望まれる。

“YES,-MAY BE,-I DON’T KNOW”の私たち日本人

岩谷宏司（日本バイエル）

他人に何かを尋ねられて直ぐ“YES”と安請け合いしてし

まう、お人好しの日本人。ところが、少し突っ込まれると“

MAY BE”でかわし、更に問い詰められて“ I DON’T KNOW
”と逃げてしまう。西洋人の取り組みスタイルはこの反対で、

先ず調査から入り、データーに基づいた仮説を立てる。実験

を重ねて、仮説を証明して行く。

“変革”“国際化”“多様性”の 近のキーワードを同時

に満足させるためには★何もかもは出来ません★自分の頭で

考えよう★それに伴う報酬は期待しない、といった単純な姿

勢はどうだろうか？薬剤の開発で無責任に“YES”を乱発す

ると大変なことになる。キャパが限られている圃場試験の段

階で試験薬剤がたまってしまう。中途半端な化合物を、多様

な条件の圃場で試験をするとあらゆる結果果を覚悟しなくて

はならない。その成績を見て、また悩む。室内、温室、圃場

そして公的試験と進む程キャンセルは難しくなる。評価は感

性だ。指先から伝わる現場感覚を常に磨きつつ、早い段階で

“NO”は“NO”、知らない事は知らないと言う虫気こそ、

今、スペシャリストを自認する開発担当者に強く求められて

いる。流行の IPM も天敵と害虫の関係が解明されて初めて、

農薬の影響や役割が見えてくるのではないだろうか。天敵と

害虫と農薬の“三角関係”はなかなかデリケートで取り組を

間違えるとヤケドしそうだ。

交信撹乱の評価をめぐって

関田徳樺（青森県りんご試）

1997 年 11 月に台湾でアジア・太平洋昆虫学会があり、桐

谷圭治さんらがオーガナイズしたシンポ「アジア・太平洋地

域における IPM」で、青森県のリンゴ園におけるポリネ一夕

としてのマメコバチ利用及びそれに調和した開花期に発生す

る害虫防除について報告した。その中で、ミダレカクモンハ

マキに対する交信撹乱剤の効果を評価するため、卵と幼虫密

度の年次推移と共に処理区と無処理区に設置したフェロモン

トラップで誘引した雄成虫数（Nt と N0）から（1 － Nt/N0）
・100 によって求めた“ trap shut-down”(TS)も示した。TS の

欠点を十分に説明して使用したが、玉木佳男さんが農環研に



おられた時代に NZ から来ていた J.R.Clearwater から TS は使

用すべきではないと痛烈に批判された。彼はその理由として

次の 2 点をあげた。１）被害を許容できないほど高密度でも

TS の値が高いことが多い、2）生産者が高い TS 値に満足し、

被害があることに気付かず、対策しないおそれがある。

ミダレカクモンハマキの交信撹乱評価では単に簡便さ故に

TS を用いたが、誘蛾灯や糖蜜なでへの誘引雌、細い糸で繋

いだ雌、ネットで採集した雌などの交尾率による評価の必要

性を痛感している。

岐阜県における研究機関の再編整備の現状

山田偉雄（岐阜県生物産業技研）

平成 8 年度より県下の 18 試験研究機関が、県庁総務部・

科学技術振興センター傘下に集まった。これは、横断的な研

究をとの知事の考えに因ったものである。害虫関係の研究は、

農業総合研究センター（H9 より科がなくなった）及び蚕糸

研究所の応用昆虫部（H9 に設置、課題：有用昆虫の保護増

殖、ジバチの天敵としての可能性等を研究）の２場所に、そ

の他は、栽培関係研究者らによる若干の研究が行われている

にすぎない（ただし、森林害虫は森林科学研究所）。今年度、

更に再編整備が進み、蚕糸研究所が生物産業技術研究所（先

端育種：耕種・畜産で農総研から生物工学部が統合、昆虫機

能、微生物機能：医療・工学で工業技術センターから生物利

用部が統合、蚕糸の 4 部門）に改組され、バイテク主流の研

究所になった。各部門は全てグループ制とし、部課長は置か

ないという先進的な（？）組織になった。昆虫機能分野に害

虫が含まれるが、主力は昆虫バイテク（昆虫工場）で害虫研

究の場が少なくなった（今年は天敵ウイルスと天敵昆虫の増

殖等の仕事を予定）。従って、害虫関係の仕事の大半は、従

来どおり農総研でということとなった。

「果樹害虫被害の園間差と樹形改善」

井上雅央（奈良県果樹振興センター）

長年、標記の研究テーマに取り組んでみて得た結論は、各

園の栽培者のすべての農作業を園生態系の撹乱要因と認識

し、その質的な差を理解することからはじめぬ限り、現場に

おける効率的な防除体系は確立できないということであっ

た。例えば、全く感受性低下のみられない殺ダニ剤を使用し

ても、棚上の徒長枝の混み具合、施肥量の差からくる葉の大

きさ、散布の際の使用噴口の種類、作業者の散布技量、栽培

者が夏枝剪定と散布のどちらを先にやるかといった要因でハ

ダニ被害が回避できる場合落葉被害にいたる場合に防除の結

果は分かれてしまう。そして「なぜ、効く薬にも関わらず被

害に至ったか」はそっちのけにして、「もっと効く薬剤はな

いのか」といった要望が現場からは返ってくる。

こうした現状を打開する究極の方法としては、誰が散布し

ても効く薬剤は効くというような仕立て方に植物そのものの

姿を変えていくしかないという発想から生まれたのが奈良方

式の低面ネット栽培である。

まだ、栽培分野の研究者から認知されたわけではないが、

病害虫分野の研究者が「火事がおきたから消しにこい」的な

参画を強いられる立場から脱却して「防災都市作り」に口出

す足がかりとして、低面ネット栽培は改良してゆきたいと考

えている。この栽培方式ではネットで構成された面に着花部

位が並ぶため従来果樹では不向きとされたシルバーテープを

はじめとする様々な防除手法が併用できるため、思い切った

防除の省力化が可能であり、生産空間と作業空間が完全に分

離されるため園内に土着天敵の保護ゾーンが出現する。

生物相の豊富なわが国では、こうした土着天敵の活用を重

視し、単に欧米の IPM の概念をそのまま導入するよりも、

よりわが国の自然環境や農業形態に適した日本独自の生態系

活用型害虫管理技術を構築することが重要と考える。

いわゆる環境ホルモンと農薬について

池山雅也（日本農薬株式会社）

96 年 3 月に出版された Our Stolen Future（奪われし未来）

により、90 年代の初めから欧米の専門家で検討されていた

「環境中の合成化学物質による人や野生生物の内分泌（エン

ドクリン）撹乱の可能性」に焦点が当てられ、杜会的に注目

を浴びる事となった。マスコミは提起されている問題がヒト

の精子の減少、ワニのペニスの矮小化やレズビアンのカモメ

等と特異な生殖影響であることから、「人類絶滅の要因にな

りかねない」と強調している。

こういう話が出ると先ず第一に農薬がやり玉にあげられ

るが、（社）日本化学薬品協会（日化協）の調査によれば話

題に上っている化合物はダイオキシン、ビスフェノール、フ

タル酸エステル等百数十種あり、その内農薬は、有機リン剤、

カーバメート剤、合成ピレスロイド剤、トリアゾール系化合

物、ジカルボキシイミド系化合物等数十種である。日本では

有機塩素剤（DDT 等）、トリブチル錫や PCB といった問題の

あるものは既に禁止されており、その他の既存農薬について

は直ちに規制する必要は無いと考えられている。現在のとこ

ろ科学的、疫学的に因果関係の明らかな化合物は、船底塗料

のトリブチル錫（巻き貝のインポセックス〉、DDT（鳥の卵

異常）等に限られている。

本問題に付いては科学的に解明できていない点が多く、現

在農水省、環境庁、厚生省等で鋭意検討が進められており、

国際的な共同研究も始められている。農薬業界としては各省

庁の作業に日化協等を通じて協力し、農薬の一層の安全性確

保に努める方針である。

21 世紀における化学的害虫的防除の課題

浜弘司（農業環境技術研究所）

環境保全型農業への取り組みの中で、 IPM（総合防除）の実

践が望まれている。 IPM は早くから提唱され、個々の防除素

材研究は進展したものの、その実践には多くの課題がある。

その技術的課題の一つは、IPM に組み入れる各防除法の併用、

とくに殺虫剤の天敵や生物防除資材への影響の問題である。

殺虫剤は、殺滅型タイプから昆虫成長制御型タイプへと変遷

しているが、殺虫剤の天敵生物に対する野外における影響を

適切に評価する手法の確立が早急に求められている。また、

害虫、天敵生物に対し忌避的あるいは誘引的に作用する行動

制御物質の利用が期待される。行動制抑物質の利用により、

害虫と天敵とを空間的に分け、薬剤による影響を回避する防

除法が考えられる。

防除資材の持続的使用の阻害要因として抵抗性問題があ



る。殺虫剤の使用頻度の相対的な滅少から、薬剤抵抗性問題

の軽減が予想されるが、BT トキシン等生理活性物質発現遺

伝子を組み入れた作物の普及に伴い、これら抵抗性作物に対

する害虫の抵抗性の出現が懸念される。薬剤抵抗性研究では、

抵抗性遺伝子の発現や調節機構に急速な進展がみられる。こ

うした成果を基に簡易な遺伝子診断法が開発され、野外にお

ける抵抗性の動態を遺伝子レベルで解明されることにより合

理的な抵抗性管理技術の開発へとつながることが期待され

る。

それぞれの研究の深化と同時に、基礎的研究の成果を実用

技術開発につなげる応用的研究課題への取り組みが求められ

る。

FQPA/Minor crop の講演を聴いて

平岡行夫（株式会社トーメン生物産業部）

今春の応動昆大会での特別講演を拝聴した。その中で、級

友で現ミシガン州立大学の宮崎覚氏による米国における

Minor crop 登録にからむ FQPA（Food Quality Protection Act）に

ついての講演は興味深いものであった。デラニー条項（発ガ

ン性物質の使用禁止）のパラドックスとして環境保護論者か

らの強い要望で動き出したもので、リスクカップのコンセプ

トの採用、即ち単に作物残留のみならず、庭・住宅・飲み水

・ペットなどからの集合暴露量を含めた総量計算、また乳幼

児への安全係数の採用と共通作用機作の化合物の同一視な

ど。Minor crop の極めて多い米国では登録品目が更に限られ

て大きな問題のようだ。また Risk/Benefit のバランスの上で

の判断が、Risk 面だけで評価されるようになった反面、生物

農薬や選択性薬剤は優先的に登録審査されるという。日本で

も近い将来似たような状況になるのであろうか。

宮崎氏は 15 年ほど前に一時帰国されたときも Minor crop
の講演をされたが、未だに Minor crop の登録支援のための IR
－ 4（ Inter-Regional 4）Project の仕事に携わり、がんばってお

られるのには敬服。永らく日本を離れてやや日本語も英語的

アクセントになっていたが、スライドは日本語で作成、用語

もかなり吟味されたようで、本講演への意気込みが感じられ

た。

IPM，環境保全型害虫防除，減農薬栽培，有機栽培など

平井一男（農研センター）

ある年に環境保全型病害虫管理技術の開発研究を立案し

た。まず作物と個別管理技術を選ぶ。ここまでは各々得意技

があるので，難なく組み立てられる。総合化研究の段になる

と、一体誰（どの研究室）がやるのかとなる。立案者として

はまず自ら分担しなくては、説得できないと覚悟する。例え

ば水稲の IPM、トマトの IPM と「作物の IPM」を研究しなく

てはならない。Bio-intensive IPM のみならず、必要に応じ耕

種的、物理的、化学的防除を組み合わせ、収量を考えた減農

薬栽培あるいは有機栽培（92 年 10 月制定のガイドライン、

OECD 農業部門から日本の IPM の公的な定義を問われた時に

は、私は、 IPM 自体の定義はないが、このガイドラインがあ

ることを説明している）を研究することになる。さらに経営

的評価が必要となる。経営の専門家にお願いすることになる

訳であるが、いい管理技術ができれば自ずと普及するので、

経営的評価を行う迄もないだろうとの意見もある。農水では

数年前に手持ちの技術で現地実証試験を開始した。例えば水

稲直播では害虫部門も参画し、現実的な薬液少量散布技術を

取り入れ、投下有効成分を 3 割削減し防除効果をあげ、有用

生物への影響が少ないことを明らかにした。先のプロジェク

ト案は実証型研究を病害虫部門中心に行うとの主旨である。

数年やってみて、可能な作物、地域、季節をリストアップす

る。不可能な場合には、その原因を探り、個別管理技術の研

究に、あるいは研究の推進方向の見直しにフィードバックさ

せみたらと思ったことがある。
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現場における研究ニーズと農林害虫防除研究会

古橋嘉一（静岡県柑橘試験場長）

農林害虫防除研究会が発足してから３年が経過した。当研

究会の設立からこれまでの経過については前回のニュースレ

ターで宮田会長から報告のあったとおりである。会員は年ご

とにふえており、大会への参加者も第１回と２回が百名前後

であったのに対し、第３回は 270 名の参加者であった。大会

は２日間にわたって開催されるため参加者が宿泊することに

なり懇親会が終わってからも、情報の交換が深夜にまで続く

ことは前回どおりであった。４回目以降も大会へ多くの参加

者があることと更なる会員の加入を期待したい。

地方の試験場を職場としているので現場の農協技術員や農

家などの人達と直接話をする機会が多い。農家が作物を栽培

する場合、栽培のマニュアルがある施設栽培等ではだいたい

３ケ月もあれば素人でも作物が商品になるように裁培できる

という。しかし、これらの裁培を行なう際にマニュアルがあ

っても対応できないのが病害虫防除であるとのことである。

なぜなら病害虫の場合、その種類が特定できないことが多い

こと、特定できても、薬剤抵抗性や気象条件により、その防

除効果が安定していないことなどがあげられている。施設栽

培以外の栽培管理においても農家の人達は永年の経験がある

ので、過去の経験によって気象条件の変化などへの対応は的

確に対応できる。しかし、病害虫に関しては、主要な病害虫

が農薬に対する抵抗性の獲得や侵入害虫などによって常に変

化しているため過去の経験豊富な農家であっても対応できな

いことが多いという。今後、施設栽培や裁培様式の多様化に

伴い病害虫の発生も多様化し、さらに海外との交流が盛んに

なるにつれ、侵入害虫が入ってくる機会も多くなり、現場に

おける今後の病害虫防除は益々重要になってこよう。これか

らも現場で農業を営む農家にとって病害虫の問題はいつも大

きな課題として続くことであろう。

これらの現場における害虫防除は農薬を使用した防除がほ

とんどであるが、防除に関する報告は学会等で少なくなって

きている。そこで、防除を中心とした研究会があってもよい

のではとの意見があり、研究会発足以来、大学、国公立研究

機関、農業団体、農業者など害虫防除にわるあらゆる分野か

ら誰もが参加できるような研究会をめざしてきた。私の場合、

学会や研究会の大会や懇親会で大学の先生や他の研究機関の

人達と意見や情報の交換ができたことが自分の仕事を進める

上で大きな励みになったことが鮮明な記憶として残ってい



る。

この農林害虫防除研究会を通じて害虫防除に関わるすべて

の人達が大会やニュースレターを通じて交流の機会がもたれ

れば、この研究会の目的が生かされていくものと考えている、

現場における病害虫防除を考える場合、あらゆる分野の関係

者が一同に会し、お互いの考え方を交換することがこれから

益々複雑になるであろう害虫防除を円滑に進めるために大切

だと考えている。どうか会員の皆さん、仲間の会員をさらに

多くし、これからの我が国における病害虫防除、植物防疫を

どのように進めていくべきか大いにこの研究会を通じて活発

な意見の交換が行われることを期待している。

一般記事

虫の同定依頼で思うこと

伊藤清光（北海道農試）

都道府県の農業試験場ほどではないが、我々の研究室にも

時々、「虫が出たが名前は何か？」「薬は何がよいか？」な

どの問い合わせが来る。

一般的な農業害虫ならば何とか対処できる自信はある。し

かしそうでないものは苦労する。実際に相談を受けるのはほ

とんど後者で、いつも冷や汗をかいたり反省したりしている。

今年持ち込まれた例では、「市販の弁当にウジが入っていた」

というもの。見たところヒラタアブの幼虫とわかるが、種名

まではわからない。「親になったら同定して、後日連絡しま

す」とその場はしのぎ、羽化した成虫がたまたま知っていた

ホソヒラタアブだったので電話で知らせてあげた。「毒では

ないのでもし食べても大丈夫（と思う）」「虫が付いている

くらいだから農薬のかけすぎの心配はない（と思う）」など

と気休めも言ってみる。しかしよく考えればまた弁当に同じ

虫が入っている可能性はほとんどないのだからあまり詳しく

種名まで知らせることはなかったのかななどと考えたりす

る。

また、「家にカメムシがいっぱい入ってくる」というもの。

毎年 10 月頃には同じ問い合わせが来る。集合して越冬する

スコットカメムシが犯人なのだが、名前がわかっても解決方

法がない。「戸締まりをしっかりする」「一週間くらいで終

わるからガマンする」などとしか言えないのが空しい。あと

は「世の中にはこのニオイが好きな人もいます」などと話題

をそらすくらいしか他に方法がない。

「害虫の研究をやっていて防ぎ方もわからないのですかねえ」

と 後に言われるのが一番つらい

カナダの環境保全型農業実態視察

藤沢巧（岩手県農業研究センター）

1998 年は幸運にも岩手県の事業「環境保全型農業海外実

態調査」のメンバーとして、8 月 29 日から 9 月 6 日の日程

で、カナダのトロント市およびバンクーバー市の近郊農業事

情を視察することができた。主な視察先は、有機無農薬野菜

栽培生産者、オンタリオ州りんご販売協会、大規模有機野菜

生産者、家族経営型酪農家の４カ所だった。環境保全に取り

組む姿勢には個々に特徴があり、小規模生産者は少量多品目

栽培、大規模生産者は輪作遊休地を活用した自然保護基金活

動、酪農家は牛乳ポリ製空容器をチップ化し再生業者に納入

するなど、画一的なものでなく工夫が見られた。無論、どの

生産者も家畜厩肥のみを利用し、除草剤や殺虫剤および殺菌

剤は使用していない。カナダでは有機・減農薬栽培などの基

準が未設定のため、生産品の主な取引先であるアメリカの基

準を流用していた。りんごは一部で天敵やフェロモン資材を

利用しているが、慣行防除による生産物の販売を圧迫すると

の考えから、差別化販売は未検討とのことであった。

ただ、全体としては環境保全型農業への取り組みはまだ緒

についたばかりで、生産者自身も一般市民に理解してもらう

ために努力していた。今後もアメリカの影響を受けながら徐

々に推進されていくのだろうと感じた。残念に感じたことは、

海外で唯一見た虫は１匹のミツバチだけだったことである。

環境にやさしい水稲病害虫防除

合田健二（栃木県病害虫防除所）

栃木県では病害虫の考え方が大きく変わった。きっかけは

1997 年の航空防除事故。通学途上の女子高校生に頭上から

農薬を散布し入院。マスコミ等に取り上げられ、多方面から

批判を受けた。批判は「安全対策を強化しろ」「防除は不要

だったのでは」の二つに要約できる。

そこで、県は関係団体等と協議し、航空防除に対する安全

対策の強化と発生実態に応じた必要 小限の防除の推進を決

めた。発生実態に応じた防除とは、病害虫防除所が提供する

発生予察情報ばかりでなく、地域の指導者（ JA 職員、普及

員等）や栽培農家自らが病害虫の発生状況を診断、調査し、

要防除水準に基づいて防除の安否を判断し、いくつかある対

策の中から適切なものを選んで実施するというもの。

このことは 1998 年から実施された。特に害虫については

要防除水準を超えない地域は航空防除の対象にするなという

指導を行ったので、防除面積は 3 万 ha 減少している。

一方、現場では発生実態に基づく防除という考え方がまだ

まだ普及せず、病害虫の調査技術を持っている人も少ないの

で、自ら調査し防除の要否を判断せよといわれても混乱する

地域が多かった。

そこで、その技術的支援を行う病害虫防除所は「環境にや

さしい水稲病害虫防除」というテキストを作り、考え方の普

及と技術指導を行うことにしている。

テキストは少しだけ余裕があるので、210 円切手を同封の上、

下記に申し込めば一冊ずつお分けします。締め切り１月末日。

〒 320-0002 栃木県宇都宮市瓦谷町 1030，栃木県病害虫防除

所、合田健二宛。

水田における病害虫防除の課題

上田康郎（茨城県農業総合センター農業研究所）

茨城県では、1998 年の天候不順と豪雨によって水稲の作

況指数は 94 の不良となったものの、幸いにいもち病などの

病害虫は心配していたほどの多発生になりませんでした。近

年は天候不順などの災害よって凶作になっても、病害虫、と

くにトビイロウンカやニカメイチュウなどの害虫が原因で水

稲が減収するような圃場は見られなくなりました。発生予察

の進歩と適切な農薬による防除などが減収を伴うほどの害虫

の多発生を未然に防止してきたためと思います。本県では水

田病害虫の省力的な広域一斉防除を行うために、いち早く農



薬空中散布を取り入れて推進してきました。しかし、食糧増

産の時代が過ぎて健康や自然環境に対する安全性が重要視さ

れるようになり、空中散布は環境破壊の元凶として批判の対

象にもなっています。 近では、農業従事者の高齢化や兼業

化など理由から大多数の農家が空中散布に大きく依存してお

り、同時に防除器具の所有はもとより病害虫防除に対する知

識も乏しくなっています。このような状況のなかで県民の不

安を解消し、安全でしかも突発的な病害虫発生にも対応でき

うる防除体制を構築・維持することが求められています。

カンザワハダニの種内変異

後藤哲雄（茨城大学農学部）

ここ数年、カンザワハダニの簡易識別法や果樹への寄生性

の問題を尋ねられる機会が増えている。筆者らは実は７年前

から、カンザワハダニの知見が乏しいことを憂慮し、様々な

角度から試験を始めていた。この背景には、本種が分布して

いない欧米へのナシやリンゴ、ミカンなどの輸出の増加に伴

い、いずれ問題になるとの確信があったためである。その結

果、いくつかの新知見が出ているものの、筆者の怠慢から一

般誌への寄稿が遅れているので、２点に絞って現状を報告し

たい。

カンザワハダニはチャの重要害虫として著名であるが、実

はチャで発育できるのはチャから得た個体群のみであり、他

の植物に寄生する個体群はチャで発育できないのがふつうで

ある。同様に、アジサイで発育できる個体群もチャほどでは

ないにしろ、多くはない。両方の植物で発育できるのは調査

した 70 個体群のうち 1 個体群だけである。つまり、ほとん

どのカンザワハダニは、チャでもアジサイでも発育できない

のである。これらの植物で発育できる個体群は、それぞれの

植物成分であるタンニンやハイドランジノールなどを克服で

きる単一遺伝子を持つと考えられているが、獲得のメカニズ

ムは不明である。

カンザワハダニには、互いに和合しない T と K 系統があ

る。チャやアジサイ、ナシの個体群は T 系統であり、クズ

やナルコユリ、ホップから採集したものは K 系統であった。

ただし、系統と寄生植物との間には何の関係もなく、クズに

も T 系統が寄生する。これら２系統を交配すると、T ♀× K
♂では雌子孫が出現するものの、K ♀× T ♂では雌子孫が全

く現れない。F1 ♀に戻し交配した次世代では両方向でふ化

率、雌率が低下し、特に TK ♀× T ♂では雌が出現せず、こ

の傾向は８世代にわたって交配しても変化しない。今のとこ

ろ、この２系統間に形態的な差は見つかっていないが、薬剤

感受性レベルが違うので、防除上の注意が必要である。この

ほか、 近注目されている昆虫の生殖を操る細菌 Wolbachia
への感染の有無や、T・K 系統のいずれとも不和合性を示す H
系統の存在など、多様性に富むカンザワハダニの実態が明ら

かにされつつある。

チャノコカクモンハマキの学名が決まりました

本間健平（下館市）

長い間 Adoxophyes sp.のままであったチャノコカクモンハ

マキが、去る６月保田淑郎博士により Adoxophyes honmai
Yasuda １）と命名された。本種はチャの重要害虫であり、

玉木らによる性フェロモンの研究や佐藤らの顆粒病ウイルス

の増殖などわが国でのⅠ PM の素材研究の先鞭をつけた害虫

としても有名である。今まで非常に不便を感じていた関係研

究者にとって一安心というところであろう。

形態、生態の差異や生殖隔離の確認などによって、リンゴ

コカクモンハマキとは別種といわれながら長い間学名が決ま

らなかった理由は、この属には斑紋やゲニタリアが互いによ

く似た多数の種が記載されていたことと、それらのタイプ標

本がほとんど大英博物館に所蔵されていたことによる。チャ

ノコカクモンハマキはそれら既知の種のどれにも一致せず、

新種扱いになったことの意義は非常に大きい（今後は日本国

内産の Adoxophyes については B.M．の標本を見なくても論議

ができる）。しかし、保田博士は日本産として更に１種ウス

コカクモンハマキ、A.dubia Yasuda を記載されている。これ

は生態など殆ど未知で、今後研究の余地を残している。

1) Yasuda,T.(1998) The Japanese species of the genus Adoxophyes
Meyrick, (Lepidoptera, Tortricidae) Trans. Lipid. Soc. Japan 49(3):
159 ～ 173.
幻の畑作害虫：梅谷献二博士を編集委員長とする作物害虫事

典の畑作害虫の部分が、何人か目で、どう言うわけか私に下

駄をあずけられ、ここ暫く畑作害虫の資料をしらべている。

しかし、有害動物・昆虫名鑑などの目録に載ってはいるが、

害虫としての資料が見つからない「幻の害虫」がかなりあっ

て処置に困っている。目録に登載されているものを全部作物

害虫とみなして、形態や分布を解説し「〇〇〇を加害する」

ということでお茶を濁せば簡単なのだが、特定の作物を加害

したのが成虫なのか幼虫なのか、作物のどの部位をどのよう

に加害するのか等々 低限度のことが書かれていなければ害

虫事典としての意味がない。戦前の樺太や台湾の資料のみに

見られる虫が紛れ込んでいると思われる場合もあるが、どう

調べても何かの間違いとしか思えないものもある。しかし、

どなたか分からないが、先学の方が何らかの根拠で目録に登

載なさったものを、当方の浅学のために一方的に切り捨てる

のも忍びない。かなわぬ迄もできるだけオリジナルに近い資

料をさがしながら、どうしても資料の見つからないものを事

典の方からは削除することにしている。そのため仕事は遅々

として、関係各方面の方々には誠に申し訳ないけれどもまだ

暫くお待ちいただくことになりそうである。

長野県でもトビイロウンカの坪枯れ発生

吉沢栄治（長野県農事試）

1998 年はトビイロウンカの当たり年のようで、西日本各

県に引き続き中部地区では９月２日に愛知県、９月４日に三

重、岐阜両県で注意報が出され、９月 16 日には岐阜県で警

報が発令された。長野県でも予察灯や巡回調査を通じて侵入

を警戒していたが８月中は多発の兆候は見られなかった。こ

うした中、岐阜県に隣接する木曽郡下で、９月初めに坪枯れ

田が発生し、防除所が調査したところトビイロウンカによる

坪枯れと確認された。坪枯れ面積は数アールであるが、長野

県内では平成２年以来８年ぶりの発生である。その後９月未

から 10 月上旬にかけて、下伊那郡下の４町村でも坪枯れが

発生し、本年度のトビイロウンカの発生面積は全県で約 450ha
に達した。坪枯れ圃場の発生密度は 高でネット 20 回振当

たり成虫 2,076 頭で、短翅型の比率は極めて低かった。現地



ではカメムシ対象にスミバッサ粉剤 DL を散布しており、部

分的な発生に留まったものと考えられる。不謹慎な話である

が、めったにお目にかかれない坪枯れを県内で観察でき、喜

んでいる。また、予察研修用のトビイロウンカの標本が古く

なって困っていたところなので、新しい虫が大量に入手でき

ホッとしている。

天敵の普及にあたっての天敵取扱業者の情報の重要性

田中 寛（大阪府立農林技術センター病虫室）

天敵による防除は諸要因によって効果がふれるため、結果

を確率的に処理する手法も必要（田中，1994（日植防生物農

薬シンポジウム）、1998（九州推進会議現地検討会資料））で

あるが、研究者のデータだけでは例数が少ないのが難点であ

る。

また、研究者は農家の微妙な栽培技術や天敵使用時の反応

など、普及上の間題に関する情報がどうしても不足する。

大阪府では農薬卸商の金田商店㈱が早くから専任技術者を２

人（西山敏雄氏と金田幸雄氏）選定してマルハナバチや天敵

の普及、販売に取り組んでおり、当室と頻繁に情報交換を行

っている。これによって当室が得る情報は貴重で、ハウスト

マトの害虫管理（田中ら，1998（植物防疫 52））の考察にも

一部反映されている。一方、当室の助言を基にした簡易なマ

ニュアルによる調査は彼らの現場での観察能力とノウハウを

高めるフィードバック効果をもたらしている。彼らの言によ

ると、これまではただ農薬をさばいていただけだったのが、

病害虫や栽培技術が見えるようになってその情報を付けて売

るようになったとのことで（これからの農薬商の生き残る道

はこれだと思うが）、仕事が非常に楽しそうである。

私自身、今後の天敵の普及にあたって事例集が不可欠だと

考えており（田中・1998（前出））、このためにはバラエティ

ーに富んだ、可能なかぎり多くの事例（データの精度はやや

低くてもよい）が必要である。天敵取扱業者はコスト意識が

高いため、普及員や農協営農指導員とはひと味違った情報を

もたらすことができる。ここで改めて強調しておきたい。

カキノヒメヨコバイの発生

森下正彦（和歌山果試紀北分場）

1997 年から和歌山県内のカキ若木園において、夏期伸長

した新梢がヨコバイの１種によって褐変する被害が生じてい

た。埼玉大学林正美助教授に同定をお願いしたところ、カキ

ノヒメヨコバイ Empoasca nipponica によることが判明した。

1998 年 7 月に行った調査では、紀北地域のすべての調査

地点で確認され、カキ産地全体に分布していた。被害は新梢

葉が縮葉・黄化し、激しい場合は葉縁部が褐変・落葉する。

本種による被害は、夏期伸長する新梢が相対的に少ない成木

園ではほとんど影響ないが、新梢が多い若木園では被害が翌

年の生育に影響し防除が必要であるため、今後の発生動向が

注目される。

岐阜県では 1995 年からすでに発生しており、岐阜県農業

総合研究センターによって、黄色粘着板で発生消長が調べら

れること、越冬はツツジやサツキで成虫越冬すること、カキ

で用いられる殺虫剤の防除効果は高いことなどが明らかにさ

れている（今月の農業、1998 年 11 月号）。

ミカンキイロアザミウマの分布拡大に伴い TSWV が問題化

高井幹夫（高知県農技セ）

高知県でミカンキイロアザミウマの発生が確認されたのは

1993 年である。発生確認後 2、3 年は局地的な発生であった

が、1996 年後半頃から急速に分布域が広がり、現在では、

ほぼ県内全域で発生が認められるようになった。このような

状況の下、トマト黄化えそウイルス（TSWV）による病害の

発生が、 1996 年以降、県内各地で間題になり始めた。これ

までにスターチス、キク、ソリダスター、アスター、トマト、

ピーマン、ナスなどで発生が確認されているが、特に、ナス

での被害は激しく、発生ほ場では大半の株が青枯れ状態にな

った。

高知県の主要作物であるナス、ピーマンではミナミキイロ

アザミウマに加え、 近ヒラズハナアザミウマおよびミカン

キイロアザミウマの発生が目立ってきている。ヒラズアザミ

ウマとミカンキイロアザミウマはともに TSWV の重要な媒

介虫であるが、両アザミウマに対して有効な適用登録薬剤は

少なく、ミナミキイロアザミウマ以上に防除が困難である。

現在、ヒメハナカメムシ類など天敵を利用したアザミウマ類

の防除に関する研究を行っているが、TSWV の蔓延は今後天

敵類を導入する上で大きな障害になる恐れがある。

鹿児島県の生物的防除に対する現場の要望と対応

上和田秀美（鹿児島県農試大隅支場）

近年、鹿児島県では生産現場から生物農薬や性フェロモンを

利用した防除を望む声が多く聞かれるようになってきてい

る。また、農業改良普及所を中心に環境保全型農業の推進の

一環として、天敵や性フェロモンを利用した防除への取り組

みが農業現場で本格的に動き始めている。これら生物防除資

材の利用には利用する資材の利点と弱点を指導者と生産者が

十分理解した上での導入が前提となるが、現実は消費者に対

するイメージアップや現在の流行を追うあまり、これら生物

防除資材に対する十分な理解をしないまま導入されている面

もあるように思われる。一方、研究者が農業現場でこれら生

物防除資材を利用した防除の実証試験がなかなかできにくい

状況を考えると、生物防除資材を用いた防除を農業生産者に

理解してもらうには絶好の機会であると思われる。

鹿児島県では試験研究機関および関係機関が生物防除につ

いての研究会を年３回ほど開催し、意見交換を行っている。

今後、農業改良普及所、市町村や農協の技術員を含めて、総

合防除や生物防除資材の導入についての考え方、生物防除資

材導入後の効果調査法等について意見交換の場を持つ必要が

あると感じているところである。

一般委託試験成績検討会について

里見綽生（三井東圧農薬）

本会会員の中には日植防の（農薬）一般委託試験成績地域

検討会あるいは農薬連絡試験成績検討会に参加された方も多

いことと思う。私は北陸農試で 10 年間地域検討会（殺虫剤）

の司会を担当し、その後農薬会社に入って５年間（北海道を

除く）各地、各部門（殺虫剤）の検討会に出席してきた。そ

こでいつも気になるのは、司会者（主査）、試験担当者によ

り A，B，C，D の判定に大きな「ふれ」があることである。A
でも C でも登録には差し支えないのだからいいじゃないか

という人もあり、私もいっそ合格と不合格だけを判定するよ



うにした方が、シビアな議論が活発に行われるようになるの

ではないかと思う。しかし、近々に判定方法が変更されると

も思えないので、現行の判定方法を前提に意見を述べてみた

い。

試験担当者の中には病害虫が専門でない方々や、初めて委託

試験を担当する方々もあり、判定方法をよく理解していない

ために誤った判定をするというケースもあろう。しかし、一

番の問題は司会者にあると思う。司会者の中には「ご質問、

ご意見はありませんか」と言うばかりで、たとえ質問、意見

があっても、それを他の試験担当者や日植防の人に振り向け

るだけで、決して自分の意見を言わない人がある。ひょっと

したら、それが正しいやり方だと信じているのではないかと

思えるほどである。今さら言うまでもないと思うが、司会者

の仕事は予め全ての成績に目を通し、自分で一定の基準（少

発生判定不能やどの時点で判定するか等）をもって成績を判

定し、検討会で正しい判定が行われるように調整することで

はないだろうか。悪い成績が出た試験では、試験法に不備が

ある場合もある。それを指摘し、注意を促すのも司会者の役

目であろう。もっとも、メーカーにとっては現状の方が都合

がよい面もあり、余計なことは言うなという人があるかもし

れない。以上はあくまで私個人の意見である。皆様のご意見

をお聞かせ頂ければ幸いである。

厳しかった 98 年と新たな決意

桝井昭夫（日本化薬株式会社）

1998 年の農薬産業は一段と厳しかった。数量減少に利益

減少、さらに過剰な在庫を抱え、はたして、この先研究を支

えきれるか、直面している問題は大きい。農薬研究も方法、

内容、目標などなど、すべてを見直し、再構築する時期に来

たと痛感している。ただし、次の様な話には、一切妥協をし

ない姿勢を取り続けたい。

近くの米屋にて「無農薬米」と表示してあったので、「農薬

を使用しないで栽培した米」ですかと聞いてみたら、「農薬

が入っていない米」と言う答えが返ってきた。農薬の使用基

準を守り栽培された米は「農薬米」と言うのであろうか。

テレビ局の番組制作担当者は「生物農薬」が重要で、「化学

農薬と生物農薬の共存」がどうも気に入らないらしい。天敵

昆虫の一つを上市したことから、数社のテレビ局から取材の

申込みを受けた際の印象である。農薬会社が化学農薬の生産

を中止するぐらいのことを期待されているらしい。

IPM 普及度調査法 How to measure IPM Progress
作成の必要性について

平井一男（農業研究センター）

約 30 年前に提案された IPM は米国や北欧の IPM、スイス

の IP（総合生産）、ドイツの IFP（総合果樹生産）、英国の ICM
（総合作物管理）等として一部定着しているが、依然として

大幅な普及はみられない。そこで OECD/FAO は 1998 年 6 月 28
～ 7 月 2 日にスイスに 22 カ国の農業・環境省、栽培者、卸

売業者、農薬業界、市民団体の関係者約 150 名を集め IPM と

農薬リスク軽減に関するワークショップを開催し、農薬リス

ク軽減への IPM の役割、 IPM の実践例、 IPM 推進の障壁と動

機づけ、 IPM 普及度調査法について論議した。筆者は植物防

疫課の派遣で出席したのでその論点を述べる。・1PM の成功

例：米国 SF 市は 96 年 10 月に公園と学校の IPM 条例を決議

し毒性の高い農薬の使用を禁止した。その使用量を 95 年か

ら 97 年に 86 ％減少させた。成功の原因には IPM の明確な定

義、農薬問題の認識、政策決定・解決への地域住民と役人、

IPM 実行家の参加そして予算的支援があった。・失敗例：米

国では 93 年の全国 IPM 宣言（2000 年までに農地の 75 ％で

IPM 実施宣言）にも関わらず、98 年迄 IPM 採用や農薬リス

ク軽減の兆候はない。原因には IPM の定義、普及調査法お

よび監視評価法の欠如。農家と IPM 実践家の意思疎通の欠

如、脱農薬の研究および普及に対する十分な予算的支援がな

かった等がある。スイス IP では農薬の使用削減による労働

費の高騰及び減収を補填するために果樹園には 1200DM/ha/
年、穀物には 300DM/ha/年が助成される。

IPM 推進の障壁：多くの病害虫防除に必要な生物的方法、

耐虫性品種、要防除水準、発生予察モデル等の意思決定支援

システムや選択性農薬等の IPM 技術が欠如している。特に

マイナー作物で問題である。予察法ができても利用される頃

には時代遅れになる。サンプリング法や診断法が農家に役立

たない。・農家の意欲減退：経営安定指向の農家は IPM を信

頼しない。普及員不足等、日本と同様な例がドイツの出席者

から挙げられた。

IPM 普及度の調査法：実践例として目新しいことであっ

た。スイスで 93 年以来普及した IP ぶどう園には①年 1 回専

門家が施肥、土壌管理、草生管理、病害虫防除、ブドウ品質

を検査する。②環境と自然保護基準、ブドウ園を自然状態に

保護管理する。農村景観、水質、土の肥沃度を保全する。被

覆作物による侵食防止。農薬肥料の削減等を行う。③ワイン

製造と品質の検査、④研修会への参加要請。・米国バレイシ

ョ生産協議会は IPM 普及度調査法により IPM 技術の採用程

度に応じ点数をつけ、総合点により IPM 普及度を未実施，

萌芽期、可動期、定着期、発達期、成熟期に分けている。詳

細は農業技術 54（1）p.35-40,1999。

「ホタル・カブトエビ・ホウネンエビの

棲める水域のデザイン」中間報告

江村 薫（埼玉県農試）

埼玉県秩父郡吉田町では、毎年６月に「ホタルまつり」を

行っていますが、当地域カブトエビとホウネンエビが大発生

しており、「ホウネンエビを守る会」も昨年結成され、シン

ボルマーク入りの T シャツも存在しています。

1998 年 3 月 15 日のこと、病虫専技の橋本さんから、「秩父農

業改良普及センターからの問い合わせで、吉田町はイネミズ

の常発地であるが、上記の生物に影響のない防除対策はある

か、との問い合わせがありましたが、方策や可能性はあるで

しょうか」と相談を受け、さっそく 4 月に入って現地を訪問

しました。

吉田町は、埼玉の母なる川、荒川の水源地でもあり、生物へ

の関心の高い地域でした。担当の普及センター職員からはイ

ネミズ、ニカメイガ、いもち病の多発地域であるにもかかわ

らず、生物影響を考慮した殺虫殺菌剤の無散布水田が存在す

ることを知らされました。

それから数ヶ月後、魚毒性 A 類の農薬と計算処理を組み合

わせて順調な試験が進行していたのですが、出穂後、クモヘ



リカメムシの襲来をうけて斑点米が多発してしまいました。

数年前までは、埼玉では本種を発見することも困難で、わざ

わざ静岡県で採集した個体を大切に保存していた状態です。

近年の温暖化が恨めしい今日この頃です。

BT 剤の殺虫効果は作物の種類によって変わるか？

浅野昌司（クボタ技術開発本部）

BT 剤の殺虫成分は Bacillus thuringiensis 菌の生産する結晶性

毒素（δ－エンドトキシン）であり、生産されるトキシンの

種類により BT 剤の殺虫スペクトルが異なることはよく知ら

れている。しかし、同じ害虫に対する BT 剤の殺虫効果が作

物によって異なる事例がいま話題にされている。

ハスモンヨトウを対象に全国で実施された BT 剤の日植防委

託試験（1994 ～ 1997 年）においてトマト、ピーマン、キャ

ベツでの防除効果に比べ、イチゴでは効果の変動の大きいこ

とが示された。長岡・井園（1998）はハスモンヨトウ 3 齢幼

虫を用いた室内葉片浸潰試験でイチゴやシソでの殺虫率がト

マトやキャベツに比べ明らかに低いこと、また、この現象は

用いた 3 種の BT 剤に共通して見られたと報告している。筆

者らはハスモンヨトウの 1 齢及び 3 齢幼虫を用いて BT 剤の

殺虫活性に及ぼす植物葉について室内試験で調べた結果、葉

片浸潰法での殺虫率はトマトやキャベツに比べ、イチゴやシ

ソでは明らかに低いこと、幼虫発育阻害率でもその程度は少

なくなるものの同様な傾向があること、また、この現象は 1
齢及び 3 齢幼虫でも共通して見られることが示された。一方、

イチゴとトマトの凍結乾燥葉粉末を人工飼料に混入した試験

では BT 剤単独の殺虫率及び発育阻害率と差のなかったこと

から、BT 剤のハスモンヨトウ殺虫活性に及ぼす植物葉の影

響は植物葉成分による BT トキシンの直接的分解によるもの

ではなく、それ以外の要因が関係すると思われた。しかしな

がら、イチゴやシソにおける BT 剤ハスモンヨトウに対する

野外防除試験で有効事例のあることも事実であり、効果変動

に及ぼす原因が解明されればこれらの作物においてもより効

果的な BT 剤の使用方法が確立されるものと考えている。

害虫防除と生態系リスク管理

松井正春（農業環境技術研究所）

戦後の食糧増産時代は合成農薬万能の時代で、反収向上の

ために効果が高く残効の長い有機塩素剤等が大量に使用され

た。しかし、1962 年にカーソンの「沈黙の春」が出版され

るに及んで、野生生物等への影響の大きい DDT 等の農薬が

使用禁止になった。近年は、低毒性農薬が増加し、毒性試験

も発癌性、催奇性、次世代への影響等を含む高度なものにな

り、安全性確保が図られてきた。その後、1996 年にはコル

ボーン等の「奪われし未来」が出版され、極めて低濃度で作

用すると言われる内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）の野

生生物等への影響が問題提起された。我が国や欧米等でその

原因物質の特定や作用機作解明に向け調査研究が開始された

ので、次第にその実態が解明されるだろう。

これらは、農薬が生態系を構成する野生生物に異常を引き

起こし、人間に対するリスクのシグナルとなった、あるいは、

なるかもしれない例である。逆に、生態系に現れたリスクが、

農薬の使用に影響を与えた例でもある。

総合的害虫管理（ IPM）における 近の研究面の話題の 1
つは、生態系機能としての天敵の役割の評価とその温存法に

関することである。リサージェンスを起こさないような選択

的薬剤の使用、天敵に対する農薬の影響評価、食物連鎖の一

環としての「ただの虫」の役割評価などの研究が進められて

いる。これも生態系への認識の深まりが、防除法に影響を及

ぼしている例である。

また、1993 年には、「生物多様性条約」が発効し、我が国

も受諾した。農域における稀少種を含む生物多様性の保全と

IPM との調和が唱えられ、一部で試みられ始めている。欧米

においては、農家への直接補償の根拠として、生物多様性保

全への貢献、環境負荷の少ない農法への転換などが挙げられ

ている。

有機農法、減農薬栽培は、消費者に対して農薬残留の無い

食物を提供すると言うことにとどまらず、その生産過程で生

態系を含む環境にどれだけ負荷をかけないかということが問

われており、欧米では既に消費者がそれを選択する時代にな

ってきている。

農産物の国際競争において、国内生産は農薬使用量と生態

系リスク（環境負荷）が大きく、かつ、高コストであるとい

うことならば、消費者があえて国産品を選ぶかどうかは保証

の限りではない。外国からの輸出圧力には、そのような論理

がかい間見られる。

今後の害虫防除法研究は、生態系リスク管理を取り込みつ

つ、これからフィードバックされるデータを折り込みながら

進めていく必要があろう。
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巻頭言

多面的な論議を

坂井道彦 ゼネカ（株）

農林害虫防除研究会は早くもその第４回大会を松本市で迎え

ようとしている。組織運営にたずさわっておられる方々に御

礼を申し上げ、盛会をお祈りしたい。

当初、前会長正野氏、現会長宮田氏をはじめ約 20 名の人

たちが本会設立の準備をすすめ、第１回大会（1996 年 6 月

三重県賢島）に先立って、1995 年 5 月に静岡市で 60 余名が

出席して「害虫防除研究会」が開かれた。この集会の開催案

内先は地域的に限定されてはいたが、講演会のあとの討議で、

害虫防除研究の正当性、重要性を主張し、また技術開発の妥

当な方向を論議する場を作ろうという趣旨に、出席した県農

試、国立試験機関、企業などの人たちが賛同し、これが農林

害虫防除研究会の基盤となった。この集会で本会が発足した

とみれば、本会はすでに 4 年の歴史を持っているといえる。

害虫防除は技術のひとつである。端的にいえば、科学は地

球を含む宇宙に関する知識そのものを目的とし、技術は科学

をヒトと環境に役立てることを使命としている。だから、た

とえば、応動昆の内容が学問的になりがちであっても悪くは

ないが、その大会は分野が広範囲となって大型化し、出席者

が顔を合わせて集中的に害虫防除という実際的な問題を論議

する場としてはそぐわない面がある。

害虫防除が行われる場では、限られた分野内では処理でき

ない問題も提起されてくる。「安全な」化学物質とは？、安



全性・環境影響の基準は？、持続型農業とは？、今後の農業

形態は？、それに見合った防除とは？、などなどの問題には、

これら問題の背景への理解も含めて多面的なアプローチが要

求される。防除のための諸技術の開発とシステム作りには、

素材の研究もさることながら、いまや地球全体と地域の環境

保全や、人口増加、農家経営、地域農業などの社会的・行政

的な問題にも対処しなければならない。

前回の第３回茨城大会には、ほとんど全地域から官公立試

験研究・行政、大学、私企業など幅広い機関から参加があり、

出席者は 260 名と大幅に増加した。このことは、上記のよう

な問題意識から、身近に害虫防除にたずさわっている人たち

が、従来型の学会には期待しにくい多面的また高密度な情報

交換・論議の場を本会に期待していることを物語っていると

いえよう。

本研究会では、今後とも「害虫」だけに目を向けないで、

その防除に関連する幅広い課題を取り上げていくべきであ

る。本会は会則や役員選出方法など、組織として改善すべき

点もあるが、「主席者全員が同じところに一泊して夜も話し

合おう」という発足当初の志向が物理的に実施困難となった

ときでも、その精神を忘れないことが今後の本会の発展を支

え、ひいては正当な害虫防除技術の提言につながるものと信

じている。

一般記事

津軽地方で確認されたアカスジメクラガメと

マキバメクラガメ

市田忠夫（青森県津軽地域病害虫防除所）

1998 年４月に青森県農業試験場から津軽地域病害虫防除

所へ転勤となり、津軽地方の田畑を見る機会が一層増えた。

農試在職中からカメムシの分布などに興味を持って、県内各

地を調べていたつもりだったが、農耕地の調査は手薄であっ

た。アカスジメクラガメとマキバメクラガメは、それぞれ水

稲と畑作物・野菜の害虫として著名なものであるが、それま

での私の調査では、ともに下北半島の湿地帯のみから確認し

ていた。

津軽半島中ほどに位置し陸奥湾に面した蓬田村では、1997
年にカメムシの被害によると思われる部分着色粒が多発し、

落等率が 17 ％に達した。そこで 1998 年の出穂期前に．休耕

田や畦畔などの雑草地を調査したところ、特に村の南部でア

カスジメクラガメが高い密度で発生していることがわかっ

た。ただちに農協の指導により休耕田は耕起され、出穂後に

は本田防除も実施された。しかし、ヤマセの影響で穂孕期が

低温であったことから、籾殻の発達が悪く割れ籾の多発する

気象条件の年であった。このためか懸命の対策もかなわず、

落等率は 44 ％にもなってしまった。今年は春から環境整備

を行い、カメムシの発生密度を低く抑える計画である。良質

米が生産できるように願ってやまない。

やはり津軽半島の今度は日本海側、十三湖の南の車力村に

種馬鈴しょの検査に訪れたところ、雑草のノボロギク頭果に

マキバメクラガメがいるのに気付いた。付近は屏風山砂丘地

に客土をした一大畑作・野菜地帯であるので、すぐに近くで

栽培されていたカボチャやメロンなどを見たが、本種の加害

によると思われる障害は認められなかった。また、南隣の木

造町の予察灯にも多数誘殺されていたが、こちらでも今のと

ころ被害はみられていない。今後も十分注意していきたい。

今年はコナガの当たり年？？

鈴木敏男（岩手県病害虫防除所）

コナガは本県など寒冷地での越冬は困難であるため、県外

の越冬地から成虫が飛来して発生が始まる。このため、防除

を開始する時期を予測することは防除上重要な問題である

が、フェロモントラップの５日間の誘殺数が 30 頭以上で、

その後５日間の平均気温が 16 ℃以上になった日の 2 ～ 3 日

後が防除開始時期であることが経験的に明らかとなってい

る。

今年は、平年より７日以上早い 5 月 25 ～ 27 日に防除開始

時期となった。加えて、５月下旬以降の誘殺数は平年の２倍

で推移し、また高温・乾燥条件で経過し産卵に好適であった

ため、産卵密度は高く推移しており、株当たり産卵数が 10
卵以上とこの時期にしては異常に多い圃場も散見される。こ

のため、6 月 3 日に注意報を発表して防除の徹底を呼びかけ

た。また、この傾向は越冬が困難な他県でも同様であり、青

森県は 5 月 28 日、秋田県は 6 月 1 日、北海道は 6 月 2 日に

注意報が発表された。大半が県外からの飛来である６月まで

の誘殺数は、夏期の発生量を大きく左右する傾向にあるため、

これから収穫期に入る本県のキャベツ栽培にとって、コナガ

の動向は気になるところである。

トマト黄化えそウイルスを伝搬するアザミウマの簡易診断

桜井民人（東北農試害虫発生予察研）。

トマト黄化えそウイルス（TSWV）は宿主範囲が広く、そ

れが属するトスポウイルス属は 1998 年５月現在でナス科、

キク科など 92 科 1050 種（うち TSWV は 926 種）の植物に感

染することが確認されている。国内おいては、主要な媒介昆

虫ミカンキイロアザミウマの 1990 年の侵入とその分布域の

拡大に伴って被害が広がり、東北地方においても軽視できな

い状況である。TSWV を防除する上で、その発生を予測し被

害を 小限に食い止めるために、圃場や施設内に発生したア

ザミウマ類のウイルス伝搬能を迅速かつ簡便に診断すること

は有効な手段だと考えられる。ここではペチュニアのリーフ

ディ ス ク を 用 いた TSWV 伝 搬 アザ ミ ウ マ の簡 易 診 断法

（Wijkamp and Peters，1993 参照）について紹介する。以下、

その手順について簡単に記す。

（ l）ペチュニア（Petunia × hybrida cv．Polo Blauw）のリー

フディスク（直径 8 ～ 10・）と濾紙小片を入れた 2.0・マイ

クロチューブに圃場や施設内で発生したアザミウマを個体ご

とに入れる（2）24 時間摂食させた後、リーフディスクをチ

ューブから取り出して水上に浮かべる（3）1 ～ 3 日後、リ

ーフディスク上に局部病斑が発現するか否かによって各個体

のウイルス伝搬能を判定する。なお、ウイルス感受性を低下

させないように、ペチュニアは短日、20 ℃前後の条件下で

栽培して花を付けないように注意する。この方法は特別な機

等を必要とせず短時間で多数の個体を処理できる上に、実際

に伝搬可能な個体の割合を推定するには ELISA など他のど

の診断法にも勝るため、現場での TSWV 対策に大いに貢献

することが期待される



トマトサビダニの新規発生とニカメイガ多発後の衰退の話題

石黒清秀（山形県農業技術課主任専門技術員）

山形県農業技術課に赴任して間もない４月 12 日に普及セ

ンターからトマトサビダニによるとみられる症状発生との連

絡があった。トマトサビダニとすれば本県初発！本誌 No.２
の巻頭言で”侵入害虫が入る機会も多くなり・・”という記

事を読んだばかりでもあり、病害虫防除所職員と園芸試験場

研究員を伴って現地に急行し当面の対応を指導する一方で千

葉県原種農場千葉分場に同定依頼した。４月 23 日にトマト

サビダニであるとの回答を得、同 27 日付けで発生予察情報

特殊報が発表された。発生確認地点は、苗供給から販売まで

一貫した全国ネット商社と契約栽培している２市町の農家

11 戸で、四国より導入された苗であった。薬剤による防除

は比較的容易であるが、ダニ自体は見つけにくく、症状は病

害に似ているため混同や誤診によって防除対策が遅れぬよう

指導している。

近年新病害虫の話題が多い一方で、山形県庄内地方では在

来古参のニカメイガが、平成６～８年に多発し劇的な復活を

予感させた。しかしここ２年間は激減している。多発の要因

解析は試みたが、減少要因の確たる立証はできぬまま再び潜

在化してしまい東北では独占的に行ってきたニカメイガの薬

剤試験地の確保も困難となっている。 も研究された害虫で

はあるが、栄枯盛衰の不可思議は未解明のままである。

埼玉県の「有機 100 倍運動」について

根本久（埼玉県園芸試験場）

埼玉県の農産物は、ダイオキシン問題の激震が走るなど、

年初から農産物の安全対策に関する取り組みが要求されてい

る。そうした中で、県が数年前から取り組んでいる「有機 100
倍運動」が注目されている。これは、2010 年までに農薬と

化学肥料の使用量を 1995 年を基準として半減するというも

のである。野菜では、一部ではあるが、選択性殺虫剤を使っ

た土着天敵を温存する防除体系で、殺虫剤の使用量および使

用回数を減らすことができることが分かっている。選択性殺

虫剤を取り入れたキャベツ大規模農家では散布回数が減った

ため、散布労力を収穫に回せるといった副次効果も出ている。

栽培面積が増やせるため、農家経営の安定にも役立っている。

本年度（1999 年）、私どもが特に力を入れているのは、県北

地域のある市で、30 件近くの野菜農家と 20 件近くの果樹農

家が参加する選択性殺虫剤又はフェロモン剤を利用した減農

薬の取り組みである。

農家子弟は何を考えているか

佐藤仁彦（東京農工大学農学部）

農業者大学校（農水省）の３年生に害虫防除の講義をした。

農業後継者がほとんどであるため具体的な事例を中心に丁寧

に解説し、農家経営に役立つように配慮した。 後の時間に

『害虫を防除する際に心掛けなければならないことは何です

か』という題でレポートを書いてもらった。その中から２名

分の一部を紹介する。

A 君（秋田、稲作農家）：農薬を使わない方向が原則であ

るが、どうしても使わなければならない事態になった場合に

は、次の点を留意すべきである。これは農法として考えられ

るかもしれないが、予防の中で心掛ける点として害虫の発生

に不利益な環境にすること、例えば、作物栽培の次期の調整、

マルチなどによる遮断等である。予防が失敗してしまった場

合には、発生状況の調査である。そして駆除の段階でも的確

な農薬の選択が欠かせない。このように、全体として私達は

農薬の使用を 小限に留め、環境に与える負荷を極力小さく

することを心掛けなくてはならないと思う。

B 君（青森、りんご農家）：果樹の生産には農薬散布が絶

対に必要である。無農薬では経営できない。しかし、散布回

数の減少ならば、散布時期や圃場管理により可能である。実

際に私の家では、散布回数を普通の 50 － 75 ％、濃度を 50
％で散布している。私は安全性を求めるためにもっと回数を

減らしたいと思っている。そのために、フェロモンを使った

交信攪乱法の利用やそのほかの有効な手段を取り入れていき

たいと考えている。

飼育昆虫の情報を公開、交換しませんか

大津悠一（日本バイエルアグロケム株式会社）

1993 年に殺虫剤アドマイヤーが、ミナミキイロアザミウ

マの特効薬として登場以来６年が経過し、感受性低下の報告

が出るようになりました。研究室ではこの問題が出る以前に、

感受性検定に取り組んでおり、感受性検定結果が試験法によ

って大きく変わることから、試験法自体も含めて検討しまし

た。発生地域では必要性を感じられないでしょうが、周囲へ

の拡散を憚る状況では容器内飼育が前提です。感受性系統は

野菜茶業試験場で頂いたものを用い、飼育法を村井氏にご教

授頂いて、安定した飼育系統を維持しており、この虫を用い

て試験法の検討を行いました。ところが現地で感受性が問題

となっている系統は、この方法では産卵が少なく、うまく飼

育できません。やっと増え始めたら感受性が野菜試系統並み

に戻っており、また温室でも増殖が遅いようです。思うにこ

れらの系統のアザミウマはクロロニコチニル系殺虫剤の散布

を一時他系統の薬剤に切り替え、粒剤も毎作期使用するのを

避ければ、定着しないですむのではないかと思っています。

抵抗性対策として、当面薬剤のローテーションを推奨すると

しても、研究目的には野外系統を安定して室内飼育するとい

う課題が残ったままです。

農薬メーカーが互いにライバル同士でも、飼育法のノウハ

ウや昆虫の系統などの提供に関しては、担当者間で協力し合

うという伝統があります。飼育法については応動昆や植物防

疫などにも公表されますが、有用有害・昆虫・ダニ・線虫の

飼育情報に関して、この研究会のメンバーが各自提供するこ

とで、かって農業環境技術研究所が編纂したようなものをイ

ンターネットで公開できるようにならないでしょうか。

観光農業や景観形成など害虫防除とは関係のない話

澤田 正明（千葉県暖地園芸試験場）

南房総は温暖な気候と首都圏に近い地の利を活かした観光農

業に力を入れています。これまでは１～３月を中心とした花

摘みやイチゴ狩りが主体でしたが、東京湾横断道路「アクア

ライン」の開通を契機に、新たな戦略の導入により、周年型

観光農業へ発展させようとしています。一方、農家の高齢化



や後継者不足等から耕作放棄地が増え、これら遊休地の保全

が大きな問題となってきており、観光農業を推進する上でも

農村の景観を損ねるものとして、その対応策が試験研究に求

められています。

景観形成というと「花でも植えておいたら」と軽く考えら

れがちですが、労力、経費をかけずに美しく、というのは難

しい問題です。栽培作物から多少でも収入を得ようとするな

らば、病害虫防除を含めた 低限の管理が必要ですが、その

労力負担は難しそうです。

私は、単一植生にすることが病害虫の発生を助長している

ので、そこから収益を上げなくてもよいならば、ワイルドフ

ラワーを混播してはどうかと提案しています。10 数種以上

の草種を混播し、その地にあった種類が次々に花を咲かせる

ので、長期の景観形成にはもってこいですし、動植物相が豊

富になるので特定の病害虫が異常発生することは少なくなる

のではないかと考えています。定着してしまえばほとんど労

力をかけずに済むでしょうが、 初の労力や種子代をどうす

るかなど、収益を期待できない栽培は難しいようで、なかな

か受け入れられそうもありません。どちらかで成功している

事例など、ございませんでしょうか。虫屋はムシのことだけ

考えていればいいという時代ではなくなってしまったようで

す。

合わせて２行のコドリンガ問答

松本義明（東京大学名誉教授）

平成 1・2 年（1989 ～ 90）頃のことである。米国農務省

USDA から１通の航空便が届いた。差出人に記憶もなく、わ

ずかに１行である。文面にいわく、"Is there the codling moth
Laspeyresia pomonella L. in Japan ？ "とある。何事もビジネスの

国とはいえ、質問の意図なり理由ぐらいは書いてくるのが常

識であろうし、相手に対する礼儀というものだろう。また文

章もなんともぶっきらぼうな幼稚な文句である。というわけ

で、まずこの相手の非礼さにいささか腹も立ったが、途端に

ピンとくるものがあった。その数年前であろうか、カナダや

アメリカが日本へのリンゴの輸出打開に躍起となっているこ

と、農水省当局は日本にはコドリンガが分布していないこと

を理由の一つに拒絶していることを関係者の U 氏から酒の

席で聞いていたことを思い出したのである。そこで、すかさ

ず返事を書いた。もう少し丁寧に高級な文章にすることも考

えられたが、こういう場合はこちらも木で鼻を括ったように

素っ気なく答えるにかぎると思い、"To my best knowledge there
is no codling moth，Laspeyresia pomonella L．in Japan．"とただの 1
行の返事とした。小生の回答がその当時にどのような役をし

たのかはもちろんわかる由もない。USDA は小生以外にも聞

いてきたのかもしれない。ただ全く油断も隙もならないなと

思ったことである。とくに大学の人間はとかく現実の世界に

疎くなりがちで、そこを外部からも付け込まれる恐れがある。

あのときはたまたま U 氏から当時の情勢を聞いていたので、

迅速に対応ができた。種々の面で国際化が進む一方のとき、

大学と農水省をはじめ各界との交流・情報交換がより活発に

なることを願う次第である。あれから数年後の 1995 年、関

係者の多大な苦労と努力により種々の環境条件が整ったので

あろう、米国・日本相互にリンゴの輸出入が解禁されて今日

に至っていることは周知の通りである。

それにしても、分類学が専門でもない小生のような者に、ど

うしてあのようなことを聞いてきたのだろうか。その 1・2
年前まで勤めていた東京大学の私達の研究室では果樹害虫モ

モノゴマダラノメイガについて性フェロモンを中心に数年間

仕事をしていたからだろうか。それとも少々我田引水だが、35
年も前のこと学校を出て 初にやったのが、コドリンガに近

縁のナシヒメシンクイガの人工飼育で、わずか５匹ではあっ

たが、無菌の人工培地で卵から成虫を羽化させることができ、

英文で発表したのが、 J． econ．Ent．などに数回引用されて

いたからであろうか。もしそうであるならば、彼らの調査能

力に改めて敬意をはらうほかはない。

IPM 適合・新規アブラムシ・コナジラミ剤

ピメトロジン（チェスⓇ）の紹介

二口 欣也（ノバルテイスアグロ株式会社）

ピリジンアゾメチン系という新しい骨格を持ち、“吸汁阻

害”という特異的な作用を持つピメトロジン剤（チェス乳剤

及びチェス粒剤）が本年２月より新発売となったので紹介を

する。

チェスの特長は次のように概略される。

■吸汁阻害という全く新しい作用機作を持っているので、既

存剤に対して感受性の低下したアブラムシ、コナジラミに対

しても有効である。■あくまで吸汁阻害による餓死が主たる

作用となるため死虫を認めるまでに数日要するが、吸汁行動

を阻害するまでの時間は数分から数時間と早い。■上位・下

位双方向への浸透移行性を有するため、植物全体を長期間に

亘って保護することができる。■ IPM 適合農薬としてミツ

バチ、マルハナバチなどの訪花昆虫、天敵と併用できるアブ

ラムシ散布剤である。■普通物であるため散布作業者に対す

る負荷もなく、また、魚毒性も A 類で土壌中の分解も早い。

所謂、環境に優しく安全性の高い薬剤である。

現在、アブラムシ、コナジラミ剤としては、ネオニコチノイ

ド系殺虫剤が、その優れた効力から世界的な主流となってい

る。イミダクロプリド剤が発売されてから既に７年が経過し

たが、米国においては、既に抵抗性を示唆する知見が発表さ

れている（アリゾナ州の綿 /コナジラミ）。我々、植物防疫に

携わるものは、このことを他山の石とせず、一つの警鐘とす

る必要がある。結論としてチェスの使用に際しては、次の二

点を特に協調し薬剤紹介の詰めとする。■アブラムシ、コナ

ジラミの長期間防除が要求される場面では、是非、新しい作

用機作を持つチェスを既存の体系防除に組み込み、殺虫剤抵

抗性回避策の一環として頂きたいこと。■天敵との併用が要

求される施設栽培などでは、是非、 IPM プログラムの中に組

み込んで頂きたいアブラムシ、コナジラミ散布剤であること。

長野県におけるオオタバコガの被害と対策

豊嶋悟郎（長野県野菜花き試験場）

長野県内では、ここ数年オオタバコガによる被害が多くな

っている。被害が認められている作物は．果菜類ではトマト、

キュウリ、ナス、ピーマン、スイカなど、葉洋菜類ではレタ

ス、キャベツ、ハクサイ、アスパラガスなど、そのほかカー

ネーション、キク、トルコギキョウなどの花き類である。長

野県の主要野菜であるレタスのオオタバコガによる被害はか



なり大きい。果菜類ではオオタバコガの幼虫は果実に次々と

潜り込んで加害するが、レタスでは一度結球内部に潜り込む

と蛹化時までほとんど外へは出てこない。また、被害株も幼

虫が結球 外葉に近い部分を食害していると外観からも健全

株と判別できるが、中心に近い部分を食害している場合は健

全株と全く区別がつかない。そのため被害株が出荷されてし

まい、市場や消費者の手に届いたところで発見されることに

なる。産地のイメージを落とすことになりかねない。これま

での試験で、オオタバコガの被害を受ける８月にかかる栽培

のレタスでは，結球始期から結球期を中心に１週間間隔で 2
～ 3 回薬剤散布をすると被害を軽減することができることが

明らかになっている。オオタバコガ防除特別連絡試験により、

多くの薬剤が登録の方向に向かっており、５月 14 日に適用

拡大登録がとれた交信攪乱剤を併用することで、もう少し散

布回数を減らした防除ができるよう検討中である。

アブラムシの有機リン剤抵抗性

遠藤正造（農業環境技術研究所）

モモアカアブラムシやワタアブラムシは広食性でいろいろ

な農作物を加害するため、重要な害虫として広く防除が行わ

れているが、有機リン剤やカーバメート剤、合成ピレスロイ

ド剤に抵抗性を示す個体群が出現し、防除上大きな問題とな

っている。モモアカアブラムシの有機リン剤抵抗性を引き起

こす要因としては早くからカルボキシルエステラーゼによる

薬剤解毒の増大が知られている。ワタアブラムシでも抵抗性

を引き起こす要因としてカルボキシルエステラーゼによる薬

剤解毒の増大が 近明らかとなり、両アブラムシともカルボ

キシルエステラーゼが有機リン剤の解毒に関与していると報

告されているが、その解毒法はモモアカアブラムシとワタア

ブラムシではかなり異なっている。モモアカアブラムシの場

合は特定のカルボキシルエステラーゼアイソザイムが有機リ

ン剤を捕捉・分解する。しかし、ワタアブラムシの場合は、

カルボキシルエステラーゼが有機リン剤を捕捉することによ

ってのみ解毒されており、モモアカアブラムシの場合のよう

な薬剤分解活性はほとんどないと言う。一見似た種類の虫で

も結構、抵抗性機構には大きな違いがあり生物の反応は非常

に多様で驚かされることが多い。

農薬の散布量について

薮 哲男（石川県農業総合研究センター）

農薬、特に液剤の散布量はこれまで十分量とされているこ

とが多く、散布量が明記されているものでも 10a 当たり 150
～ 300 リットルとかなり幅が広い。これは作物の種類や生育

ステージによって適宜散布するということであろうと思う

が、防除試験などで規定通り散布すると、薬液が滴り落ちる

場合に遭遇する。実際の農家でも過剰な散布が行われている

ような気がする。

丁寧な薬剤の散布はもちろん重要であるが、適量散布とい

うことを考えるべきではないかと思う。折しも、農研センタ

ー平井虫害研究室長は「農薬少量散布技術」について現代農

業 1999 年６月号に紹介している。この記事を読んで、時宜

を得たものと思った。本県においても野菜栽培と農業機械の

担当者と共同で、農薬の少量散布技術の開発に取り組んでい

る。平井室長が指摘しているように、少量散布が可能となれ

ば１回の薬剤補給で撒布できる面積が格段に増加する。現場

の農家においてはこの薬液の補給が案外面倒な作業となって

いる。タンクに水が溜まるまでの時間、圃場と吸水場所の往

復など経営規模がおおきくなればなるほど省力化の必要性を

感じるようである。効果発現のために必要な薬剤投下成分量

と希釈倍率の関係や薬害、散布器具などまだまだ検討の余地

があるが、現場でのぞまれる技術であると思う。

界面活性剤によるミカンキイロアザミウマの防除法の検討

廿日出正美（静岡大学農学部）

ミカンキイロアザミウマ Frankliniella occidentalis (Pergande）
は、花卉内部や蕾等の薬剤が直接接触し難い部位に生息し、

薬剤抵抗性が発達していることから現在難防除害虫となって

いる。一方、界面活性剤は一般的な化学殺虫剤の殺虫機構と

は異なり、薬剤が虫体に湿展して気門部から侵入し、体内の

気管系を湿潤・封鎖して窒息死させる物理的作用機構を備え

ている。そこで今回の実験では、泡状にした各種界面活性剤

のキカンキイロアザミアウマ成虫に対する殺虫活性を検討し

た。

実験容器に本種成虫を放飼した後、 5 種類の界面活性剤

（SilwetL-77，Span20，Noigen ET-127，サニター 564、Tween80）
を発砲機を用いて泡状処理し、60 分後に吸引濾過器を用い

て泡を蒸留水で洗い流した。その後プラスチックケース（直

径 5cm・高さ 1cm）に移し観察を行った。活動停止虫数は処

理後 1，3，24 時間ごとに計測し、24 時間後の活動停止虫を

死亡虫とみなした。界面活性剤濃度は 0.1、1.0 ％に設定した。

さらに SilwetL-77 では他の界面活性剤よりも有意に高い死亡

率が得られた。しかし、他 4 種の界面活性剤の 0.1 ％ではコ

ントロールとの有意差は見られず、1.0 ％でも十分な殺虫効

果は得られなかった。

ポット試験の結果、死亡率は処理濃度が 0.1、0.25 ％と高

くなるにつれて有意に高い値を示し、その値は室内試験の結

果とほぼ同様の値を示した。これは供試植物に処理した泡状

の SilwetL-77 が、本種成虫の大半が生息している花卉や蕾に

おいて、長時間付着したためであると考えられる。今後の研

究では、本種に対する有効な殺虫効果が確認された SilwetL-77
を始めとする界面活性剤を用いて、さらに効果的なミカンキ

イロアザミウマに対する防除法を確立してゆくと共に、これ

ら界面活性剤の他の様々な難防除害虫に対する防除効果など

も検討していく。

マメハモグリバエ防除試験の苦労

小澤朗人（静岡県農業試験場）

マメハモグリバエは 1990 年に静岡県で初確認された侵入

害虫で、現在では全国各地で問題となっている。当試験場で

は、発生以来、本虫の防除試験を継続的に行っているが、こ

れがなかなか難しい。侵入害虫といえども、マメハモグリバ

エにはヒメコバチ類など土着の寄生蜂が容易に寄生するた

め、1mm 目合い程度の防虫網が張ってあるハウスでは、放

っておくと寄生蜂の攻撃を受けてちっとも増えてくれない。

静岡県農業試験場は周辺環境が豊かなのか特に寄生蜂の密

度が高いようで、これら土着寄生蜂を排除しないと試験にな



らない。そこで、スミチオンなどマメハモグリバエには影響

のない殺虫剤を定期的に散布すると、実験室で得られた増殖

率どおりに大発生してくれる。化学薬剤の防除試験ではこれ

ですむが、天敵の生物防除試験となるとこうはいかない。ス

ミチオンなどを撒いたら、放飼する天敵に長期間影響が残っ

てしまう。初期の天敵試験では、放飼した寄生蜂が野外から

侵入した土着種との競争に負けて、正確な評価ができない事

例が多かった。そこで、土着寄生蜂を排除できる隔離温室の

建設を要求した結果、なんとか予算が通って天敵試験温室を

建ててもらうことができた。この温室の換気窓には、0.4mm
目合いの防虫網が張ってあり、試験の結果、野外からの土着

寄生蜂の侵入は全く認められなかった。やっと天敵の評価が

正確にできる試験場境が整ったものの、 近は青枯病に苦し

められており、トマトは連作できない状況となった。設計段

階で、土壌消毒のしやすい隔離床にすればよかったと後悔し

ている。

委託試験の地域検討会について

浜村徹三（野菜・茶業試験場）

ニュースレター No2 で我々の先輩でもある元三井東圧農

薬勤務の里見さんから、表記検討会の司会者に問題があると

いう主旨の投稿があった。大方の地域委員（司会者）は自分

はしっかりやっているのにと反発を感じたと思うが、あちこ

ちの地域検討会をのぞき、自身も司会の経験のある方の言葉

であるから、謙虚に耳をかすべきであろう。

筆者が初めて検討会の司会をしたのはもう 10 年近く前に

なるが、やはり始めの頃は様子が判らず大変だったことを覚

えている。新しい司会者にレクチャーも虎の巻もないので、

いろいろな局面を経験して数年でようやく一人前になる。日

植防の事務局は司会を無理に頼んでいるとの遠慮があるの

か、司会の方法や進め方には口をはさまない。地域検討会の

持ち方の基本的な部分について、マニュアル化しておいた方

が、これから司会者になる人は助かるし、現役の司会者も共

通認識を持つために良いと思われる。ぜひ、地域検討会座長

心得のようなものを作ることを日植防にお願いしたい。

司会者にさせられる人材の面から考えると、 近の研究は

先鋭化、細分化してきており、若い研究者でいわゆる「委託

試験を実施した」の経験のない人も多くなっていると思う。

今のように〇〇研究室長は無条件で（？）司会者にさせられ

ると、殺虫剤をいじったことのない人が、不本意にやらされ

ることになり、うまくいかないことも出てくると思う。この

仕事は社会的責任の重い仕事なので、人選には個人の意志を

尊重してもらいたい。

近の風潮として、若い人には自分の好きな研究だけを自

由にやらせるのが良い上司というのがあるようだが、農業に

関わる研究者であれば、農薬の知識、体験も大切なことであ

る。委託試験をスタッフ全員でやることは、若い人の将来の

ためにも、人の和を育てるためにも重要なことであり、年長

者の務めであると思うのだが。

散布しないコナジラミ類防除剤

中村知史（住友化学工業株式会社）

コナジラミ類防除剤として、昆虫成長制御剤ピリプロキシ

フェンを含有する黄色のテープ製剤を開発した。本テープ製

剤はピリプロキシフェンのコナジラミ類に対する高い殺卵活

性（成虫の体内の卵に対しても有効）と、コナジラミ類成虫

が黄色に誘引される性質を利用した「非散布型製剤」である。

作物（施設栽培のトマト、キュウリ、ポインセチア）の上方

に本テープ製剤を設置しておくと、作物上のコナジラミ類成

虫が黄色に誘引されてテープ上に飛来してピリプロキシフェ

ンの作用を受け、次世代の発生が抑制される。作業は設置時

の一回で済み、その後数ヶ月にわたってコナジラミ類の増殖

を抑制することができるため、非常に省力的な防除方法であ

る。また、天敵やマルハナバチ等の生物資材との併用も可能

であり、 IPM に適合した製剤と考えている。しかしながら、

本剤の有効成分ピリプロキシフェンはカイコに対する毒性が

高いため、使用済みテープの不適切な処分による蚕毒事故発

生を完全に予防する必要がある。このため販売にあたっては、

使用済みテープの全量回収、適正使用の啓蒙活動などの事故

防止策の完全実施を前提条件としており、指導機関、流通、

農家各位のご理解とご協力が得られる地域のみ順次試験販売

を実施している。

近年兵庫でハイマダラノメイガ多発傾向

二井清友・山下賢一（兵庫県病害虫防除所）

ここ数年、兵庫県南東部（神戸市、明石市等）ではハイマ

ダラノメイガの発生が多く、夏期以降に定植するキャベツ等

に多くの被害をもたらしている。本種は春期から初夏にかけ

ての密度が低く、盛夏期以降に急増する。そのため、キャベ

ツでは農家が発生に気づいたときには芯部が加害され欠株と

なってしまい、大きな被害につながる。農家では『ダイコン

シンクイは夏になると、よそ（四国や岡山県？）から飛んで

くる』と考えており、防除意欲は低下している状況にある。

そこで、本種の発生状況の把握を行うとともに、越冬状況に

ついても調査した。

1998 年 7 月上旬から未交尾雌トラップ等を用いて発生消

長を調査した結果、7 月下旬から誘引があり、同時期にほ場

でも被害が見られ始めた。被害は 10 月上旬まで認められ、

ピークは 8 月中下旬であった。また越冬調査を 12 月～ 2 月

にかけて行ったところ、いずれの時期も寄生数は少ないがダ

イコンの葉縁部等への寄生が認められた。これらのことより、

この地域では少数の越冬虫が翌春の発生源となり、徐々に密

度が高くなって夏期以降に多発することが明らかになってき

た。今後は、体系的な防除方法や簡易な発生予察法について

検討する予定である。

交信攪乱剤を利用したナシ減農薬栽培の取り組み

伊澤宏毅（鳥取県園芸試験場）

リンゴやモモでは以前より複合交信攪乱剤による減農薬栽

培の取り組みがなされ、すでに実用化が図られている。ナシ

においても本剤を利用した減農薬栽培について注目が寄せら

れるようになり、現在、各地で試験的取り組みが行われてい

る。当試験場でも 4 年前からナシ園において、複合交信攪乱

剤コンフューザー P を用いた殺虫剤年間使用回数の 5 割削減

を目指し、その技術確立について取り組んでいる 中である。

これまで主に無袋栽培の豊水を対象に、殺虫・殺ダニ剤の



年間使用回数が 14 回の慣行区に対し、コンフューザー P を

組み入れ、それらの使用回数をほぼ半減した削減区でのシン

クイムシ類やハマキムシ類の被害程度を比較した結果、いず

れの年も両区においてほとんど被害が認められず、コンフュ

ーザー P の高い防除効果が確認された。さらに、削減区では

ハダニアザミウマ、テントウムシ類、ヒラタアブ類などの在

来天敵が有効に働き、副次効果として、殺ダニ剤やアブラム

シ剤の使用回数をそれぞれ 1 ～ 2 回削減することができた。

しかし、削減区では、イラガ、ミノガなどのマイナー害虫が

一部顕在化し、栽培上やや問題となる場合もあった。今後、

この点などについては検討を加えていきたいが、これらマイ

ナー害虫に追加防除を行ったとしても年間殺虫剤の５割削減

は十分可能と考えている（第 43 回応動昆大会講要：64）。た

だ、現地における交信攪乱剤の導入にあっては、その留意点

として、防除対象害虫のシンクイムシ類やハマキムシ類、カ

メムシなどの飛来害虫およびマイナー害虫などの発生状況を

こまめに観察することが肝要となる。

くるくるまわる・へんなもの

和氣坂成一（大塚化学株式会社）

鳴門に来て 9 年が経過した。弊社の研究所の周りでは一面、

春から夏にかけてはサツマイモ畑（鳴門金時）、夏から秋に

かけてはダイコンが栽培されている。毎日、昼休みには研究

所から少し離れた工場の食堂まで車で移動しているが、途中、

サツマイモ畑で変なものを発見した。直径 30 センチの円盤

に円形の 20 センチの刃が 2 枚ついてくるくる回る製品であ

る。 初、何に使用するかわからなかったが、サツマイモの

苗が畑に植え付けされる場面を見てやっと理解できた。サツ

マイモの植え付けは、土壌くん蒸、マルチ張り、苗の植え付

けの順で行われる。去年までは、植え付けには 30 センチぐ

らいの真直な刃のついた重い鉄製のものを使用し、位置を決

めマルチに穴をあけていた。今年はこのニューマシン（農家

の話を聞くと 3 年前にこの製品は出ていたが 近はやり始め

たらしい）を使い、畝の上を転がすだけで等間隔に植付け用

の穴が開く。その後、苗を植え、藁を苗に被せお椀の形をし

た砂をおもしにしていた。

この 9 年間に、日よけ用の藁が白色の紙に、黒マルチが突

然、白黒のマルチや白のマルチに変化している。数年前には、

サツマイモの収穫は大変だったが、今では浜辺で使用してい

るゴミの収集機と似た収穫機がお目見えし、その機械に 2 人

乗って、素早い収穫風景を見ることができる。この辺の農家

の人は新しい技術に敏感である。

鳴門金時は換金性が高く、反当たり約ン百万円とも言われ、

研究所の回りの農家の家も大変大きい、これは芋を貯蔵する

倉庫も併設されていることもあるが、それだけでないことは

想像できる。十分なお金をかけることができるので新しい栽

培技術が導入されるスピードも速いのであろう。このような

新しい栽培技術に見合った農薬もすごいスピードで普及して

いくのであろうか。栽培技術の勉強をもっとしなくてはいけ

ないと思った出来事であった。

室戸市のアリモドキゾウムシ根絶

広瀬拓也（ 高知県農業技術センター）

高知県室戸市で発生していたアリモドキゾウムシの根絶が

確認され、1998 年 12 月 31 日付けで緊急防除が解除された。

アリモドキゾウムシはサツモイモの害虫として知られている

が、これまで国内での発生地はトカラ列島以南の南西諸島、

小笠原諸島およびこれらの地域に隣接した鹿児島県本土、種

子島などに限られていた。ところが、1995 年 11 月、これま

での発生地から遠く離れた高知県室戸市において本種の発生

が確認された。発生地域ではサツマイモの栽培を行わないよ

う指導がなされるとともに、フェロモントラップによる発生

地点の特定、ハマヒルガオ、ノアサガオなど寄主となる野生

植物の除去といった防除対策がとられた。その結果、 1997
年 12 月以降本種の発生は見られなくなり、1998 年に根絶が

確認された。

本種は熱帯、亜熱帯地域に広く分布する害虫であるが、比

較的低温に強く、－ 3 ℃でも 10 日間程度生存できるとされ

る。室戸市においても 12 月から 2 月にかけて多数の成虫が

フェロモントラップに誘殺された。これらのことから、かな

り冷涼な地域においても本種が侵入すれば定着可能と考えら

れる。 近健康指向から紅イモが注目されるなど既発生地か

らサツマイモが持ち込まれる危険性が増している。一般観光

客が規制を知らず、土産物としてあるいは宅急便を利用して

サツマイモを持ち込むおそれが強まっている。室戸市におけ

る本種の発生原因は明らかでないが、本種の侵入、再発生を

防ぐには、沖縄便の機内でアナウンスを流すなど一般観光客

への規制の周知が重要と考えられる。

害虫抵抗性遺伝子組み替え作物の安全性

上野高敏（九州大学農学部生物的防除研究施設）

今年のイギリスの科学誌 Nature に Bt 産生殺虫タンパク質

遺伝子を組み込んだトウモロコシの花粉は（害虫ではなく中

立生物である）チョウの幼虫に明らかな悪影響を与えるとい

う論文が掲載された。花粉は風に乗って環境中に広がってし

まうことから、遺伝子組み替え作物の栽培によって本来なら

存在しない「毒」が環境中にばらまかれてしまうのではない

のかという議論が各地で起こったようだ。環境問題に対する

一般人々の関心が高まっていることそれ自体は大変好ましい

ことではある。これは遺伝子組み替え作物関係の企業側から

すれば、ある種の盲点をつかれたことにもなると思う。花粉

が風で飛ばされ、その花粉が食物上に付着し、関係のない生

物に影響を及ぼすという発見自体はまちがいなく重要であ

る。この報告を書いた著者たちは環境に及ぼす危険性につい

てもっと研究が必要であると主張している。これはもっとも

な話だ。しかし実験内容とその結果を眺めてみると、ただち

に遺伝子組み替えトウモロコシは環境問題を引き起こすから

だめという話が日本で起こるのはどうも解せない。理由は 2
つある。まず．毒に対する抵抗性が も弱いであろう若齢幼

虫を用いてすら，花粉付き餌植物を食べたチョウ（オオカバ

マダラ）幼虫の死亡率は実験開始後 4 日目で半分にも満たな

い（対照区の死亡率は 0）のである。室内閉鎖空間での実験

だから，花粉の影響は相当過大評価されているはずだ。今回

の結果だけでは、自然条件下で標的以外の鱗翅目昆虫の固体

群にどのような影響をもつのか全くわからないが、死亡率の

低さやふりかけた花粉の量が不明確な点からして、農薬の試

験研究に従事している者ならば、むしろ現実的な影響はでな



いのではという疑問を持つかもしれない。ただしオオカバマ

ダラがアメリカではもっとも有名なチョウであり（その越冬

地は保護対象となっている）、その発生地の半分がコーンベ

ルトと呼ばれる大トウモロコシ栽培地域であることを考慮す

るとこのチョウへの個体群への影響調査は強く求められるで

あろう（アメリカでは）。第 2 に、人の健康に悪影響がある

というのであれば、それは即アウトであろう。でも組み替え

トウモロコシは害虫防除技術の一つとして開発されたのだと

いうことを考慮すると、現在の主要な防除手段である化学農

薬と比べて中立生物への影響がどうなのかという相対的な評

価が不可欠なはずである。が、どうもその辺の議論が欠けて

いるようだ。

僕は今回の件を扱った日本での報道をすべて見たわけでは

ないけれども、誤解をまねくような報道はやめてほしいと思

う。なぜならある新しい技術が一般生活に入り込んで定着す

るには一般の人の理解が必要不可欠で、誤解をただいたずら

に招くような話をつくってしまうと、せっかく芽生えた新し

い技術の発達を阻害しかねないからだ。

カンキツ「不知火」におけるカンザワハダニの被害

行徳 裕（熊本農業研究センター）

カンキツ類幼果に対するカンザワハダニの被害は知られて

いなかった。しかし、1996 年に「不知火（商品名：デコポ

ン）」の幼果で被害が確認された。「不知火」は他のカンキ

ツ類と異なり、果梗部が凸型となる。本種の寄生は、この凸

部の果実側（凸部と果実の境）に集中する傾向が認められた。

加害部分は白変し、収穫期には褐色の擦り傷状の症状を呈す

る。凸部基部に寄生するため、症状は「はちまき状」になる

ことが多いが、果頂部や果側部にも発生する。現在、その被

害は「不知火」に限定されている。本種の幼果に対する被害

はスポット的であり、低密度で果実の外観を大きく損なう。

このため被害を回避するためには予防的な防除が必要であ

る。しかし、カンキツ類にはカンザワハダニの登録枠はなく、

防除に使用できる薬剤はハダニ類として登録されたキノキサ

リン系とケルセンの 2 剤しかない。「不知火」の栽培は全国

に拡大しており、本種による被害も拡大することが予想され

る。今後、既存ダニ剤のカンザワハダニあるいはハダニ類へ

の登録拡大が望まれる。

ミカンキイロアザミウマの被害発現

－イチゴにおける品種間差－

北村登史雄（野菜・茶試久留米 病害虫研究室）

イチゴの作付け面積は、東の“女峰”、西の“とよのか”

が 2 分している。もっとも 近では各県、各地方独自の品種

の開発も盛んで、特に東日本では品種の多様化が進んでいる

ようではあるが、両品種が両地域を代表するイチゴの品種で

あることは、変わりないと思われる。一方、ミカンキイロア

ザミウマによるイチゴの被害も、東日本と西日本でその程度

が違うと言われている。そこで、この 2 品種を中心に、ミカ

ンキイロアザミウマの寄生性と被害発現に対するイチゴの品

種間差を調査した。どちらの品種においても、ミカンキイロ

アザミウマは高密度で寄生したが、被害果率では、“女峰”

が 65 ％を越えたのに対して“とよのか”は 30 ％あまりであ

った。このことは、イチゴのミカンキイロアザミウマによる

被害の地域間差が、その地域の作付け品種によってもたらさ

れていることを示していると考えられた。またこの品種間差

はミカンキイロアザミウマに対する忌避作用などではなく、

被害発現の抑制と推測された。この被害の発現を抑えるメカ

ニズムが解明されれば、ミカンキイロアザミウマに強いイチ

ゴの育種にも応用できると考えられる。

水稲ウンカ類における長期残効性薬剤について

寺本 健（長崎県総合農林試験場）

長崎県は、本土 西端に位置し、鹿児島県と並び飛来性水

稲害虫（ウンカ類・コブノメイガ）のメッカである。彼らが

山と来るため、彼らを防除対象にした委託試験の照会・依頼

も毎年山と来る。長期残効性育苗箱処理剤の登場は、薬剤散

布回数を大幅に減らし、農家に大変喜ばれた。が、照会・依

頼の数は、若干減ったものの小山ほど来、逆に新手の長期残

効性薬剤（育苗箱処理剤、散布剤）及び長期残効性育苗箱処

理剤との体系防除試験が増え、ひとつの試験における調査期

間が長くなり、担当者の汗水の池は大きくなっている。

長崎県では 1988 年からウンカ類飛来量の県内一斉調査な

るものを実施していた。その年の第 1 回目多飛来波（7 月上

～中旬頃）が認められた 1 ～ 2 日後に、県内 100 カ所以上で

水田内の寄生虫数を調査するもので、病害虫防除所と協力し

て 6 班に分かれ、早朝から薄暗くなるまで 1 日間で県内を隈

無く回るハードな調査であった（離島部は、農業改良普及セ

ンターの協力）。その甲斐あって、飛来量の年次推移、地域

間差の把握等の成果が得られた。さらに、データ蓄積のため、

同調査を継続する計画であったが、1993 年の調査で、寄生

虫数に大きなふれが生じた。原因は？。実は、同年から長期

残効性育苗箱処理剤が普及していたのであった。その剤の効

果は絶大であり、次年からはほとんどのほ場で使用され、同

調査の継続は事実上不可能となった。大いに農家を喜ばす長

期残効性育苗箱処理剤が、貴重な研究のネタを奪ってしまっ

た形である。

長期残効性剤は、その効果により、生産現場で喜ばれ、薬

剤散布回数の低減により環境保全、生産物の安全性の面でも

よい方向へ導いていると思われる。しかし、研究者の立場か

らすると‥・。複雑な心境である。

甲子園の土と植物検疫

安田慶次（沖縄県農業試験場）

本年（ 1999 年）の春の高校野球は沖縄県代表が優勝し幕

を閉じた。甲子園に出場した球児がグランドの土を持ち帰る

ことを広めた 1 つに当時の植物検疫制度があった。復帰前、

外国であった甲子園の土を持ち帰った沖縄代表の首里高校球

児達に琉球政府植物防疫所は検疫上の理由から土を海に投棄

させた。このことはニュースとなって全国に報道され、地元

はもちろん、日本中の同情を呼び植物防疫所は強い抗議を受

けることとなったが、検疫制度と甲子園の土を広く知らしめ

るのに役だった。復帰後、本土から沖縄への移動に対して検

疫がなくなり（沖縄から本土へは未だ残っている）、甲子園

の土は自由に持ち帰れるようになったが、同時に多くの害虫

も侵入してきた。中でもミナミキイロアザミウマ（1980）は



果菜類に、 近侵入したマメハモグリバエ（1993）はキクを

中心に大きな被害をもたらしている。

現在、沖縄県ではミカンキイロアザミウマの侵入を も警

戒しているが、寄主植物の大量の移入に際しても何の制約も

受けない。害虫は一度侵入すると被害は長期にわたり被害額

も膨大となる。害虫の侵入を水際で阻止出来る植物検疫は

も安上がりで確実な害虫防除法である。国内でも未発生の地

域へ害虫の移動を制限するような法律等を考えてはどうだろ

うか。

「 平成 11 年 6 月 21 日

病害虫の移動制限について

植物防疫課検疫第 3 班

国内で新たに発見された特殊病害虫（国内で未発生か、一

部の地域で発生しており、まん延すると農作物に甚大な被害

を与える重要な病害虫）については、これらのまん延を防止

するため必要と認められた場合、植物防疫法により対象病害

虫とその寄主植物の発生地域から未発生地域への移動が制限

又は、禁止されています。現在、実施されている事例として

は、奄美群島以南の南西諸島におけるアリモドキゾウムシ、

イモゾウムシの発生に伴う甘藷、エンツァイ等の寄主植物に

ついて同地域からの持ち出しが制限又は禁止されています。

これら対象病害虫の発生地域からの移動については、植物

防疫法に基づき植物防疫（事務）所が検疫を実施し、未発生

地域への侵入・まん延防止を図っています。

［農林水産省植物防疫課検疫第 3 班にお願いしましたところ、

早速御回答をいただきました。関連事項などがございました

ら、関係部局にお尋ねください。注釈：編集担当］ 」

各国の IPM の定義を読んで！！

平井一男（農業研究センター）

OECD が 1999 年 4 月中旬に刊行した「 IPM と農薬リスク軽

減に関する OECD/FAO ワークショプの報告書」を見ると、1967
年に FAO が定義した IPM は基本的には現在も有効で、各国

において IPM は化学農薬のみに依存するのではなく、多く

の方法を組み合わせるアプローチであることが共通してい

る。各定義の「農薬以外の方法」とは耕種的（健全な栽培法、

病害虫耐性品種の採用）と生物的（害虫の天敵、有用微生物）

方法である。

IPM の実行にあたり各国は収量、収入、健康、安全な環境、

持続可能な資源利用に配慮し、環境と経済行為のバランスを

求めている。また、 IPM は単なる技術のセットや既製のパッ

ケージではなく、栽培知識豊富な農家主導による、地域や栽

培作物に適した病害虫防除の実行という問題解決へのアプロ

ーチであることを強調している。

農業生態学的視点を強調する国々では、病害虫防除は「予

防」を基本にすること、つまり病害虫の発生しない健全な作

物の栽培を主張する。例えば地域に適する病害虫抵抗性品種

・栽培時期の採用、肥沃土壌の保全と栄養バランス、生物多

様性の保全、そして天敵生物の活用などを推奨する。そして

農家が「生態学や生物学の専門知識」を共有することの重要

性を強調する（例スイスやドイツの総合生産 IP、イギリス

の総合作物管理 ICM）。

農薬は IPM の有効な技術（道具）として認められている

が、農薬に対する意識によって異なり、農薬使用は 低限に

抑えるべきとする意見、また、他の手段では防除できないと

きの 後の切り札として使用すべきとの意見もある。これは

農薬工業界と異なる見解のようだ。中立的な立場では、農薬

は適切に使うべきで、安全な製品（生物農薬、成長調節剤、

選択性農薬、易分解性農薬）に限るべきとの意見がある。

社会的影響として IPM には農家を元気づける効果がある

という。 IPM を積極的に採用する農家は農園の生態系に関心

をもち、病害虫防除と作物管理の専門家になる。つまり他の

農家や普及関係者、 IPM 研究者と協力するようになり、そし

て農園を定期的に見回りデータを解析し意思決定し、既製技

術の末端ユーザーでなく、自分の農園に適した技術（システ

ム）を開発する専門家になるという。
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巻頭言

「総合化へのみち」

浜 弘司（農業環境技術研究所）

農林害虫防除研究会が発足して早 4 年が過ぎ、毎年開催さ

れる研究会には常に 200 名近くの参加があって盛会である。

こうした研究会の活況をみると、害虫防除について既存の学

会とは違った視点から発表・検討する“場”の要望が大きか

ったことがわかる。21 世紀を目前にした現在、環境問題が

大きくクローズアップされており農業も深く関わることとな

っている。害虫防除の分野でもこれまでの殺虫剤に大きく依

存した短期的な経済効率優先の防除技術から、自然環境にお

ける害虫の密度抑制機能を 大限に活用したり、農薬以外の

防除法を取り入れ害虫個体群密度を経済的被害許容水準以下

の低いレベルに制御していく総合的害虫管理（ IPM)技術の

確立・普及が 大の目標となっている。

IPM で用いる個別技術については大学、国公立および民間

の研究機関等で取り組み多くの成果が上がっているものの、

各技術が総合化され害虫防除システムとして現場に広く普及

するまでには至っていない。 IPM は害虫防除の基本的な考え

方であって、具体的な技術とするには、作目、栽培法、栽培

地域の環境特性、需要に応じた収穫物の品質等に応じた害虫

個体群の管理技術をシステムとして構築し、害虫の密度調査

法、防除法の特性・リスク評価等の具体的マニュアルを作成

する必要がある。それには害虫防除に関係する大学、研究機

関、普及機関、民間等縦の機関のコミュニケーションと、環

境保全型農業の達成を目標に病理、雑草、育種、作物、栽培

等横の分野のコミュニケーションとが IPM を含む環境保全

型農業の推進・普及の鍵となると思う。本研究会では縦のコ

ミュニケーションの“場”を提供しており、研究機関以外か

らの参加者も増加している。新しい害虫防除システムの構築

について、既存の試験研究や組織体制の枠の中で考えても現

状を変えるシステムの創生は期待できない。新しい防除シス

テム構想の中で個々の技術開発のあり方、役割等の議論や、

環境影響評価等の情報の整備について踏み込んだ議論が必要

である。本研究会が試験研究成果の発表の“場”から、新た

なシステムの創生に向けて具体的な問題を討議し、各機関や

他分野への働きかけが求められる。本ニュースレターがそう

した次のステップへの媒体となることを期待したい。



網走管内のワタアブラムシに生じた

合成ピレスロイド剤感受性の低下

岩崎暁生（北海道北見農業試験場）

1999 年に北海道網走管内で行ったジャガイモのワタアブ

ラムシに対する農薬効果試験で、合成ピレスロイド系薬剤の

効果が認められなかった。同系剤（以下合ピレ剤）の感受性

低下を疑わせる事例は道内でも過去に観察されているが、網

走管内では初めての事例である。

調べてみると、合ピレ剤に対する感受性の極めて低い個体

群が、網走管内に広く発生していたことがわかった。このよ

うな個休群は、少なくとも北見農試では前年まで認められて

いない。当地方におけるジャガイモのワタアブラムシに対す

る合ピレ剤による陶汰圧がそれほど高いとは思われず、この

急激な変化は奇異に思える。

国内各地におけるワタアブラムシの生活環を調べた Takada
（1988）は、寒地で越冬できないはずの不完全生活環の個体

群が北海道でも見つかることの理由の一つとして、南方から

の飛来の可能性をあげている。残念ながら本年発生した感受

性低下個体群の生活環を調べることができなかったため、こ

の個体群の今後の動向、定着の可否については予測がつかな

い。現場に対してどのようなアドバイスをするべきか迷うと

ころだ。しかし一方、来年以降の感受性を調べることにより、

当地方に発生するワタアブラムシ個体群の素性についてなん

らかの感触が得られるのではないかという期待も抱いてい

る。

求む、ハモグリバエ

岩崎暁生（北海道立北見農試）

本業としては、小豆を加害するマキバメクラガメを来年度

からの研究対象に定めています。その傍ら、ハモグリバエの

分類にも手を染めています。

北海道に住んでいると、本州以南の材料の入手には悩まさ

れます。農業試験場という職場の性格上、北海道の短い耕作

期間に職場を離れて道外まで足をのばすことはためらわれま

す。 近は、国外の研究者との交流の中で海外の比較標本を

入手することは不可能ではなくなってきたのですが、むしろ

国内・本州以南は、私にとって末検討・未知の種を多く抱え

る「未開の地」であるといえます。 も研究の進んでいる本

州であっても、末記載種を含め検討を要する種が残されてい

ます。

未だに入手できないでいるものは、もちろん野生植物を寄

主とするものが多いのですが、農業害虫も少なからず含まれ

ています。ダイズクキモグリバエなど豆類の茎に潜る種やゴ

ボウネモグリバエなどは長年の「憧れの的」ですし、麦を加

害するヤノハモグリバエも近縁種との詳しい比較を行えずに

おります。

農業害虫であるハモグリバエの発生地の研究者の方に材料

提供を乞う手紙を差し上げたこともありますが、色よい返事

がもらえることは稀です。考えてみれば、私自身、生態・防

除法を研究している対象害虫の標本をふんだんに残している

とは言い難い面があります。しかもあの小さなハエでは、し

かたないのかもしれません。

各地で昆虫を研究対象にしている方で、ハモグリバエを見

つけることがあったら是非材料の提供をお願いしたく思いま

す。見返りとしては、迅速な同定結果の回答をお約束します。

意外なところに貴重な研究材料が埋もれているものなので

す。

分布を拡大する北海道のオオモンシロチョウ

（伊藤清光、北海道農試）

1996 年に日本で初めてオオモンシロチョウの発生が確認

された。北海道の日本海側沿岸と青森県の津軽・下北半島で

ある。世界的に有名なアブラナ科野菜の害虫であることから、

当初は農業上の影響が心配されたが、意外に薬剤に対して感

受性が高いことがわかり、「たいした害虫ではない」、「家庭

菜園の害虫」との結論に達した。青森県ではその後ほとんど

分布が拡がっていないようだが、北海道では急速に拡大して

いる。北海道には「北海道昆虫同好会」というアマチュアコ

レクターの組織があって、ここで毎年オオモンシロチョウの

分布域を調査している。99 年の結果はまだ発表されていな

いが、これまでの情報によると、帯広、北見あたりでも採集

されているという。この調子で行くと来年には全道で見られ

るようになるのかもしれない。

札幌市羊ケ丘にある北海道農試でも、 初 97 年秋に♀ 1
頭が採集されたのみであったが、98 年には虫害研究室の無

防除キャベツでもごく普通に見られるようになった。今年は

昨年よりはるかに発生が多く、7 月頃には飛翔中の成虫はモ

ンシロチョウよりも確実に多いという印象であった。なぜ北

海道ではこのように急速に分布拡大・定着し、青森（本州）

ではしないのか？夏の高温・多湿に弱いのではないかと想像

されるが、今年の札幌は本州並みの夏（高温・多湿）であっ

た。どうも単純に気候のみからは理由を説明できないようで

ある。また、北海道でも 近は無農薬野菜を栽培する農家が

増えている。このような畑ではオオモンシロチョウが大害虫

になる心配がある。オオモンシロチョウの食害はすさまじく、

ダイコンでもキャベツでも、放っておくとすぐに軸だけにさ

れてしまう。食害の程度だけを比べればモンシロチョウやコ

ナガよりも上である。

秋田県の斑点米の発生状況について

新山徳光（秋田県農業試験場）

農林水産省秋田食糧事務所の平成 11 年産米検査結果（11
月 10 日現在）によると、1 等米比率は 48.6 ％で、昭和 30 年

以降の 45 年間では昭和 51 年 27.5 ％、昭和 47 年 42.5 ％、昭

和 56 年 46.2 ％、昭和 38 年 48.5 ％に次ぐ低さであった。落等

原因の対検査数量比はカメムシ 23.8 ％、白粒 17.2 ％、胴割

れ 4.3 ％であった。これまでカメムシによる落等は多い年で

も 2 ～ 4 ％であったので、本年は記録的な多発となり経済的

にも大きな損害となった。

本年の多発原因として、次のことが挙げられる。①牧草地

や雑草地の増加等で越冬後の密度が高かったことに加え、6
～ 7 月は気温が高く降水量が適度にあったので、雑草地で（水

田侵入前）の密度が高まった（6 ～ 7 月のアカヒゲホソミド

リメクラガメの誘殺数は平年の約 6 倍）、② 8 月の気温が著

しく高かったため、水田でのカメムシ類（アカヒゲホソミド

リメクラガメ主体）の増殖および加害活動が活発化した、③



割れ籾の発生が多く、被害を受けやすかった（県内採種圃に

おける割れ籾被害率が 64.5 ％）、④防除が十分に行われなか

った（例年以上の防除であったが発生量が多すぎた）。

本年特徴的なのは登熟後期の加害が多かったことで、例年

通りの出穂～乳熟期の薬剤散布では防除しきれなかった。ま

た、本県の防除体系はいもち病防除を基幹としているが、本

年はいもち病が少発生であったため、カメムシを含めて病害

虫全般に防除意欲が低かったことが背景にあると思われる。

カメムシ防除はほとんど航空防除に頼っているため（カメ

ムシ剤の散布面積率は実面積で 0.6、そのうち航空防除 0.5、
延べ 0.8 ％）、今年のような異常発生に対応できるような体

制となっていない。生産者の危機意識は相当高まったであろ

うが、現在の粉剤や液剤の散布には限界があり、今後新しい

防除手段を開発していく必要を強く感じている。

コブノメイガのフェロモントラップに期待

上野清（山形農試庄内支場）

山形県庄内地方には梅雨期頃から前線とともにセジロウン

カやコブノメイガ等の長距離飛来性害虫がやってきている

が、毎年のように大量に飛来する害虫でないのであまり問題

とならない場合が多い。だが、近年では平成 7 年 8 月 10 日

頃にコブノメイガの大量飛来があり下旬頃からイネの葉が真

っ白になってしまった。コブノメイガの発生はすくい取りや

予察灯では把握できず、葉が撒き被害が見えた頃に飛来を知

ることが多い。九州や中国地方ではマレーズトラップや蛍光

灯を利用したライトトラップの活用、またほ場での払い出し

等の方法が行われているようであるが、山形県ではどちらか

といえばマイナー害虫であるコブノメイガのためにそのよう

な労力はかけられない。

ちょうどその頃、コブノメイガのフェロモンについての研究

が進み、その合成性フェロモンを利用しコブノメイガの誘引

性について平成 9 年から 11 年まで試験をする機会を得た。

いずれの年もコブノメイガの飛来は少なく、予察灯やすくい

取りではほとんどコブノメイガの発生を確認できなかった

が、フェロモントラップでは捕獲消長を把握できた。コブノ

メイガの合成性フェロモンを利用したトラップは設置や調査

も簡便であり、飛来を推測することができると考えられるた

め一日も早く市販されることを期待している。

水稲 後の難防除害虫？一東北地方の斑点米多発に思う－

城所 隆（宮城県農業センター）

今年（ 1999 年）は、東北地方各地で斑点米カメムシ類が

多発し、斑点米による等級落ちが大きな問題となった。斑点

米カメムシ類と一口に言っても、地域による主要種の違いは

もちろんのこと、時間的な変遷もある。宮城県に就職した

1975 年当時、 もポピュラーな種類はホソハリカメムシ、

オオトゲシラホシカメムシ、コバネヒョウタンナガカメムシ、

アカヒゲホソミドリメクラガメと教えられた。ところが 1983
年に、これらに含まれていないアカスジメクラガメが、県内

のある地方で突然多発して斑点米問題を引き起こした。この

カメムシは、「生息している」程度の存在から数年のうちに

も普通の種類になってしまった。また、同種は、東北地方

では宮城県全域と岩手県中・南部の主要種となったが、なぜ

か他県では稀か全く発生が確認されず、その理由が何である

のかずっと疑問に思っていた。ところが昨年あたりから、青

森や秋田でもかなり発生するようになり、斑点米の原因種と

して重視され始めたらしい。

今年の斑点米カメムシ問題については各県から様々な中間

的報告が行われている。種類については、斑点米の特徴など

からメクラカメムシ類が主と考えられている。アカヒゲホソ

ミドリメクラガメかアカスジメクラガメのいずれか、あるい

は両方が加害種であろう。斑点米が多発した理由は、多くの

県が夏季の異常高温が増殖にプラスしたことと飛翔・吸汁活

動を活発にしたためと推定している。さらに、県によっては

割れ籾の多発（メクラカメムシ類の口針は籾を貫通できず、

籾の隙間から吸汁する）や、休耕田など繁殖源の増加、防除

の不十分さや対応の遅れなどもあげている。たぶんこれらの

推定は当たっているとは思うが、同時にこうした短期的・直

接的な要因とは別に、先に述べたようなやや長期的な種の盛

衰がなぜ起きるのかということが気になる。進化を論ずると

きに、至近要因と究極要因を区別することがある。斑点米の

多発も、当年のカメムシ増殖率とか割れ籾発生率とかを至近

要因とすれば、もっと長期的な意味でメクラカメムシ類の多

発を準備した究極要因といったものがあるように思うのだ。

もっともそれが何なのか全く見当はつかないが、アカスジメ

クラガメの発生地拡大もそうした兆候の一つだったのではな

かろうか。

実は、宮城県の今年の斑点米発生率は他県に比べてかなり

低く、さしたる被害を受けなかった東北地方でただ一つの県

であった。とはいえ喜んでばかりはいられない。なぜ大きな

被害をこうむらなかったのか、どんな条件の違いがあったの

か理由が明確でないからだ。まぐれで被害を免れても、今後

の対策には結びつかない。発生予察の困難さに加えて、EIL
の低さ、完璧な防除の困難さなども考えると、斑点米カメム

シ類、特にメクラカメムシ類は唯一難防除と呼ぶにふさわし

い稲作害虫である、との思いを深くしている。

ニカメイガとオオタバコガとハスモンヨトウの 3 話題

千本木市夫（群馬県農業試験場）

群馬県も東毛の水田地帯で平成 6 年から 4 年間ほどニカメ

イガの多発生が続いた。平成 5 年までは年間発生総数が数 10
頭であったのが数 100 頭も発生した。特に越冬世代成虫で多

く、第一世代成虫はその 10 分の 1 程度であった。ところが、

平成 10 年以降は多発時の 5 分の 1 以下になってしまった（ま

だ平成 5 年以前の 2 倍以上は発生しているが）。山形県の石

黒氏が News Letter No．3 で同様なことを書いているが、多発

原因もわからず、減少要因について推測するのはおこがまし

いが、フィプロニル剤の普及がその主因を成しているのでは

ないかと考えている。

オオタバコガも平成 7 年頃から多発したが、昨年の夏が関

東以北では寡照多雨の影響もあり、9 月上旬まではほとんど

発生せず、その後若干発生した程度で終わった。平成 11 年

は 8 月上旬まではほとんど発生せず、8 月中旬から発生がみ

られた。被害は 8 月下旬から 9 月下旬までだらだらと発生し

たが、程度は軽かった。これも推測であるが、エマメクチン

安息香酸剤、クロルフェナピル剤、昆虫成長制御剤等の有効

な薬剤が多く登録されるようになったためではないかと考え



ている。

オオタバコガが少発生でよかったと思っていたら、転作大

豆が丸坊主になるほどハスモンヨトウが大発生して大騒ぎに

なってしまった。注意報を出してもなかなか収まらず、県議

会の農林常任委員会で質問されるまでになってしまった。我

々にとって飯の種は尽きないものである。

県の蝶・ミドリシジミと農村整備計画

江村薫（埼玉県農業試験場）

埼玉の県民手帳 終ページ付近に、郷土のシンボルとして

県章、鳥、木、花、蝶、魚、愛称（彩の国）キャンペーンマ

ークの記述と挿し絵が掲載されている。この 5 つの生物群の

中で昆虫は特異であり、都道府県別では埼玉県が 初であり

現状では唯一のものであろう。

1999 年 10 月 25 日、まる 1 日をかけて相棒の植竹恒夫氏と深

谷市から妻沼町まで約 15km の備前渠用水路の生物調査を実

施していた。埼玉県農林部農村整備課からの要請で、生物保

全に配慮した農村環境管理計画策定のための調査研究を開始

したためである。手法の未確立なこの分野に対し、景観生態

学的手法、或いは地域生物誌的手法の導入の必要性を認識し

つつ、暗中模索状態でとりまとめが気になる仕事でもある。

今までの農村整備計画が、地域生物と無関係に、効率主義に

基づいた事業計画であったものが、「地域生物」を含めた整

備計画に転換するもので、害虫を対象として仕事をしてきた

我々に哲学が求められているようにも感じている。

この日も不安を抱きながら植物や動物の記録及び写真撮影

を行い、 後の調査地域に到着した。

この箇所だけハンノキの大木が 5 本、水路に沿って繁茂して

いるのだが、さいわい 16 個体のカルガモの生息場所となっ

ており、埼玉県の水路の原風景として強く認識した。ハンノ

キはミドリシジミの寄主植物であること、湿潤土壌の植物で

あること、空中窒素を固定して地力の増進に寄与することな

ど水田との結びつきが大きい。更に、水路に生育する 1 本の

樹が生物の多様度に大きく寄与することを我々は知ってお

り、その再認識の場でもあった。

害虫や農薬研究者の多くが生物大好き人間であることは、

一般社会ではあまり知られていない。生物多様性国家戦略が

1994 年に閣議決定されてから 5 年。生物保全型の農村整備

計画や環境緑地の策定・管理など、我々の実力を示す時期の

到来を感じる。

テンサイに寄生するマメクロアブラムシ

三宅敏郎（日産化学生物科学研究所）

1998 年秋、埼玉にある勤務先の付属農場で、ある農薬の

試験目的にテンサイを栽培した。しばらく経ったころ、同僚

から、当のテンサイが真っ黒になるほどアブラムシに寄生さ

れているという話を聞き、様子を見に行くと確かにアブラム

シが大発生している。一部の株では、激しく寄生を受けて枯

死寸前のものも見受けられる。調べてみると、本種はギシギ

シに寄生するギシギシアブラムシに良く似た形態を有する

Ap ｈ is 属のアブラムシで、農林病害虫名鑑（87 年度版）に

は該当する種が記載されていないことは明らかであった。私

自身、学生時代に少々アブラムシの分類を勉強した事もあっ

て、このアブラムシの種名に強い関心を覚えたが、その後、

寒さが厳しくなったとたんに彼女らは行方をくらませ、話は

翌年に持ち越しとなった。さて 99 年春、テンサイを栽培す

ると再びお目当てのアブラムシがやってきてくれた。宇都宮

大の高橋滋先生に同定を依頼した所、予想通りマメクロアブ

ラムシ black bean aphid、Aphis fabae fabae とのご教示を頂けた

のだが、同時に、宇都宮周辺では豆類などにも多数発生して

被害を与えることもある、といったお詰も伺い、果たして不

勉強を恥じる結果となった。

本種は欧州で特に著名なテンサイ、ソラマメの害虫だが、長

らく日本には分布しないと考えられてきた。しかし、高橋先

生によるとこの虫は、実はギシギシアブラムシと混棲しなが

ら、あるいはマメアブラムシなどと混同されながら、それと

認知されぬまま古くより本邦に分布していたらしいのだ（先

生による本種に関する 初の報告は、10 年前に遡る）。従っ

て、例えば各種殺虫剤のマメアブラムシに対する防除効果な

ども、過去のデータは複数の種を対象にしたものである可能

性が大きいとのこと。ちなみに私共のテンサイでの観察によ

れば、アドマイヤーやチェスなどの効果は高かった様だが、

これからも機会があれば色々と調べてみたい

ツマグロヨコバイのタマゴバチの見分け方

竹内博昭（農業研究センター）

ツマグロヨコバイの防除については今後は減農薬や突発的

発生の監視の研究が主であると考え、その一環として卵寄生

蜂を調査しています。ツマグロヨコバイの卵寄生蜂を農研セ

ンター水田圃場で採集したところ、タマゴヤドリコバチ科と

ホソハネヤドリコバチ科の各 3 種を採集しました。国内には

これら以外の種が生息しているとの報告もあるので、今回の

見分け方は採集したこの 6 種のみに適用するものです。ツマ

グロの卵はイネの葉鞘内部にあり、ふつう白色で目立たちま

せんが、蜂に寄生されると数日後から外観の色が変わり、外

から肉眼で見つけることが容易になります。この色は寄生し

た蜂種により特徴があるので見分ける上での手がかりとしま

す。

タマゴヤドリコバチ科の 3 種は卵殻が黒褐色に着色しま

す。このとき全体がほぼ一様に黒褐色ならば Paracentrobia
andoi、黒褐色の中に茶褐色の横縞があれば Oligosita 属の 2 種

のいずれかです。Oligosita 属の 2 種は羽化させれば区別は容

易で、体色が黄色ならば O.shibuyae、黒ければ Oligosita sp.（末

同定）です。一方、ホソハネヤドリコバチ科の 3 種は卵殻に

は色が付かず透明なままなので、外観色は内部の蜂の色が反

映されます。この色は蜂の成長により次第に暗色になります

が、寄生初期は概ね次の通りです。全体的に黄色ならば

Gonatocerus cincticipitis、一部分のみ（蜂の腹に当たる部分）

が 黄 色 な ら ば Anagrus incarnatus、 全 体 的 に 赤 色 な ら ば

Gonatocerus miurai です。そして通常、優占種は P.andoi か

Gonatocerus の 2 種なので、黒か黄か赤かで分ければおおよそ

の発生消長は分かります。これら小さな蜂たちが多ければ害

虫防除の手助けになると考えています。

天敵農薬の環境影響評価について

矢野栄二（農業環境技術研究所）



1999 年 3 月に、環境庁から天敵農薬環境影響評価ガイド

ラインが出された。ここでいう天敵農薬は農薬登録されて害

虫防除に利用される節足動物天敵のことである。環境影響と

は、生態系内に生息する防除対象害虫以外の昆虫に対する影

響であり、植食性昆虫に対する攻撃、競争関係にある土着天

敵への影響及び防除対象害虫が減少すること等による間接的

影響の 3 通りの影響が考えられる。天敵農薬は現在 8 種がす

でに登録されているが、すべて施設園芸害虫に対する天敵で

あり、天敵農薬が野外へ脱出した場合の周辺環境への影響が

問題になると思われる。現実には天敵昆虫で環境影響が報告

されている事例は極めて少なく、しかも永続的利用に限られ

ている。これまでのところ天敵の生物農薬的利用で顕著な環

境影響が生じた例は報告されていない。しかし天敵の人為的

放飼は、永続的利用であれ、生物農薬的利用であれ、環境影

響を引き起こす可能性はゼロとは言えないし、生物的防除資

材の環境アセスメントという観点から放飼前の事前評価を主

体に評価する必要があろう。

ガイドラインでは天敵の登録に際して（本来は輸入時に行

わなければならない）生態系への影響を事前評価し、必要が

あれば放飼後のモニタリング（事後評価）も行うこととして

いる。事前評価は書類審査が中心になると思われるが、場合

によっては室内や閉鎖系における試験が必要である。よく誤

解されるが、環境影響評価は天敵農薬利用の普及を遅らせる

ことを意図したものではなく、運用には留意する必要がある。

天敵農薬の環境影響の中では、導入天敵が競争により土着天

敵に与える影響が重要と考えられ、また試験法も確立されて

いない。今後の技術開発が必要であろう。

ヴェトナム雑感／農薬のリスク管理

岩谷宏司（日本バイエルアグロケム OB）

農薬の安全性に関連してヴェトナムにどんな問題があり、

ヴェトナム当局は何をなすべきか、それに対して JICA はど

んな協力ができるのか？共に歩む方向の提案をして今回の私

の任務は終了した。①問題の本質を見る。②問題点を指摘す

るのではなく、どうすればその問題が解決できるのかを具体

的に考える。③共通言語としての英語の重視。「何をしにヴ

ェトナムまでやってきたのだろう、何が出来、何をすべきか」

この疑問は 6 ヶ月滞在して報告書を書き終えた今も続いてい

る。毎日 2 時間もある昼休み、タオルのハンカチを片手にな

じみの安いヴェトナム料理店までおんぼろバスで通った。そ

の上、夕方には散歩を兼ねて連日市場をのぞき、どんな野菜

がどんな状態でどのように売買されているのかこの目で見て

きた。

農薬の残留問題については“ヴェトナムの食べ物はうま

い！、問題なし！”と云うと皆に笑われた。確かに科学的で

ない。しかし、それでは PPD（作物保護局）のスタッフがど

れほど科学的なのか、それも疑わしい。ヴェトナムでは植防

関係者の言うことがなぜか画一的で、具体性がなく、迫力に

欠ける。まるで現場の問題が見えてこない。たとえばキャベ

ツ、抵抗性害虫コナガを対象に殺虫剤が頻繁に散布されてい

るためか残留分析の依頼が多い。にもかかわらず農薬が全く

検出されない理由は？コナガの生態、キャベツの形態、卸市

場での出荷状態など、考えられるそのわけを図と写真で説明

した。やみくもに残留農薬を分析してもしかたがない。どん

な農薬が、何時、何処で、どの様に使われたのか、その記録

のない分析データーは何の役にも立たないのだ。

農薬管理に関してベトナム政府は次の 3 点を基本方針とし

ているという。1）出来るだけ経費をかけない、2）日本の経

験に学ぶと共に国際基準を尊重する、3）天敵の役割を重視

し生物的防除を指向する。この経費節減の厳しさはトイレッ

トペーパーの幅の狭さにも現れていた。多分、日本の半分ぐ

らいだろう。正しく平行にアプローチしないと手を汚してし

まう。考えてみれば、使う部分は僅かなのだから、日本では

半分以上を無駄にしているわけだ。万一、手についたら洗え

ば済む事で、そのために洗面所には石鹸とタオルがきちんと

用意されているとヴェトナム関係者は言うだろう。日本の標

準、一台 20 万円もするウオッシュレット便器の供与ではど

うにもならないことだけは明白だ。

生物的防除の維持

和田哲夫（(株)トーメン生物産業部）

毎日少しずつ天敵の注文が日本各地の農薬代理店から入っ

てくるが、その細かさたるや、まるで通信販売のごとく、あ

るいは八百屋で野菜を売るようなものである。

デリバリーを担当する女性もかなりへばりつつあり、もっと

大きい仕事をやってほしいとコンプレインされたりする。今

後はオンラインでそれこそ各県の代理店にコンピュータを貸

与して自動的に集計してくれるようなシステムを組む必要が

ありそうである。

日本とヨーロッパとの大きな違いは気候以上に、日本の農

家一軒あたりの面積が小さすぎるということが、普及にかか

るコストを増大させている。これは受注だけでなく説明会に

しても同じで、例えば今日依頼された説明会は農家 5 ～ 6 人

があつまるので茨城県まで来て欲しいというケースで、たぶ

んこの 5 人で 1 ヘクタール強の面積である。それでも説明す

れば購入してくれるかといえばそう簡単にいままでの化学農

薬の体系から脱却できるわけでもない。

生物的防除も売上げと利益がでなければそうそう継続させ

てもらえるわけでもない。補助金も欲しいには欲しいが自律

性を失ってまでそうすべきとも思われない。

今後はよりマーケットのおおきい野外の野菜や果樹などにシ

フトしていくことも必要であるなどと周囲と自分を説得して

いる昨今。

本当は難しい「温故知新」

今埜隆道（日本農薬株式会社）

近は 70 年代の歌やタレントが次々と華麗なる復活を遂

げ、約 2 世紀前に出版されたグリム童話まで本当は恐かった

（と言うよりかなり H だった）との内容で注目を浴び、世

の中は「温故知新」で溢れんばかりの様相である。農薬業界

や農業そのものも、当事者が望むと望まざるに拘わらず、こ

の「温故知新」の激流に巻き込まれており、とくに IPM は、

その源流を体しているようである。しかし、この IPM 河は

明るい大海原に首尾良く辿り着けるのであろうか？・・

かく問う筆者自身も、本研究会の第一回大会では、虫害防

除剤開発上の諸問題の一環として、 IPM 適合の重要性を述べ

た次第だが、舌足らずだった当時の反省を含めて、ここで「温



故知新」してみたい。

一般に、 IPM 適合＝天敵・有用昆虫に影響が無い＝選択性

薬剤の等式までは理解されているが、じつは企業内には、選

択性薬剤＝殺虫スペクトルが狭い＝開発リスクが大きい、と

いった右辺があり、結果として石橋を叩いて壊す場面が頻繁

に出てくることになる。したがって、この等式に基づけば企

業の新剤開発スピードは当然鈍化するため、極端な場合、農

薬無しで虫害管理することも想定せざるを得なくなるが、そ

れでは来るべき 100 億の人口を養える訳が無い。このジレン

マを解決する方法は、上記等式の出発点を、 IPM 適合＝天敵

・有用昆虫に影響が無い、または影響を回避する手段を講じ

ることが出来るとし、 IPM 適合の範囲を広げることである。

当然ながら、影響を回避する手段については、企業も必死

になって追究し、現場の指導機関のご協力も今以上に必要と

なろうが、少なくとも、直接的な殺虫活性で単純に IPM 適

合の有無をランキングし、自ら選択肢を狭めてしまう手法よ

りも余程技術の進歩が見込まれ、明るい将来が期待出来ると

思われる。

反省と称して、一開発マンのエゴを吐露してしまったが、

「温故」は幾らでも出来るものの、「知新」は中々難しいと

いうのが結論であろうか。

韓国におけるフェロモントラップの利用

金潤貞（韓国京畿道農村振興院）

阿久津四良（神奈川県病害虫防除所）

韓国では、日本のようにフェロモントラップは一般的に広

く使われておりません。外国製のフェロモントラップは高価

なので、大学・国立の研究所で開発されたフェロモンの実用

性試験が現在行われています。害虫の発生予察を効率的に行

うためにはフェロモントラップは有効な手段となりますの

で、韓国と日本の両国における鱗翅目害虫の共通種 4 種

（Helicoverpa assulta、H. armigera、Mamestra brassicae、Spodoptera
litura）を選定し、日本製のフェロモントラップを用いて発生

消長を調べました。5 月 13 日に研究所構内のほ場内に 1 種

につき 2 カ所トラップを設置し、10 月の終わりまで調査し

ました。詳細は省略しますが（概略は下表参照）、H. armigera
の捕獲数は H. assulta よりも少なく（35：100）、明確なピー

クの把握までには至りませんでした。いずれにしても今回使

用した 4 種のフェロモントラップは使えそうなので、今後 2
年間程調査を継続していきたいと考えております。

Examined species Total No. of The time for The time for

male adults amounting to 50% maximum peak

Helicoverpa assulta 134.5(100) Jul. 21-25 Aug. 21-25

Helicoverpa armigera 47.5( 35) Aug. 16-20 Aug. 21-25

Mamestra brassicae 9.0 Jul. 16-20 Jul. 21-25

Spodoptera litura 263.5 Sep. 6-10 Oct. 11-15

正確な情報提供の難しさ

小林政信（全農営農・技術センター）

パソコンの低価格化、インターネットの普及により、各種

の情報がネット上に多数氾濫するようになってきた。ある有

名な検索サイトで「農薬」を検索すると、218 件がヒットし

た。その内容は多種多様、玉石混交であり、農薬メーカーの

ホームページから、無農薬農業をめざす農家の体験談、反農

薬を掲げる団体のサイトなどが肩を並べている状態である。

生産者の方、あるいは消費者の方がこのような膨大な情報の

中から目指す情報を正確に（それぞれの情報の内容を良く見

ると、不正確なものも少なくない）引き出すには、どのよう

にすればよいのであろうか。ややもすれば農薬もしくは防除

に関して不十分な知識しか持たない人がネット上で自説を展

開し、その名文（？）を読んで共感を得た人が賛辞の文をア

ップロードし、このような一連のやりとりがそのまま残り、

検索すれば多数ヒットするという状況にもなりかねない。さ

らに、これらのネット上のやりとりに参加はしないけれども、

内容には目を通しているという人がかなり多数存在している

ことも事実である。

害虫防除もしくは農薬の専門家がこのような議論に加わっ

ているのを、私自身はあまりみたことがないのであるが、き

ちんとした専門的な知識のある人がリードしていかないと、

間違った知識や情報が広まりやすい事態になっているのでは

ないだろうか。

原因不明の黒点米（くさび症状）の発生

桑澤久仁厚（長野県農事試験場）

黒点米はイネシンガレセンチュウの被害症状として知られ

ているが、本種は長野県での発生の記録は無い。ところが、

平成 11 年度の県北部（飯山市周辺）の「あきたこまち」で

黒点米が多発し、全県的に多発したカメムシ斑点米と合わせ

て格付け低下の主因となった。そこで試験場で緊急に調査を

実施することになった。

実は、現地から黒点米多発の報が入った時点で、「あきた

こまちの」収穫は終了しており、調査に必要な籾の確保は困

難だと言われた。そうは言っても一応、現地確認をと圃場へ

出向いたところ、落ち穂や脱穀漏れの穂がいくらでも確保で

きたのであった。

黒点米症状の発生原因としては、センチュウの他にイネア

ザミウマ、カメムシ類、セジロウンカの報告があり、全項目

について調査を行った。透過光でサンプル籾から発症籾を選

別し、1 籾ずつセンチュウの検出やアザミウマの死体等のチ

ェックを行うという手間のかかる調査を行ったが、結果的に

何れの原因もシロとなった。

このような黒点米発生については、北海道の中央、上川農

試が 4 年間をかけて「くさび症状米」の発生原因解明に取り

組み、「虫害以外の原因が関与している」と結論づけている。

本県の事例も同様なのであろうか。今後の検討課題として取

り上げるべきか思案中である。なお、茨城農総センターの横

須賀氏に標準品としてセンチュウ汚染籾を譲っていただい

た。紙面を借りてお礼申し上げたい。

暑い夏、熱は取れたと、カメを見ず、

穫れや穫れやと、水がめ覗く

八尾充睦（石川県農総研病害虫防除室）

水田でトゲシラホシカメムシを捕獲していると、「アラッ

ー！見えんけどおるゲンネ」とか、「そんな小さいもんねん

ネ」、といった会話を農家と交わすことがよくある。農家に

とってカメムシとは、強烈なにおいを放つクサギカメムシで



あり、斑点米カメムシは認識度の低い B 級程度の害虫であ

る。

また、水稲の病害虫防除は基本的にいもち病（稲熱病）中

心に設定されており、夏が晴れて暑くなると、農家はいもち

病の不安から解消されるためか出穂後の防除をしなくなる。

そして、石川県でも平成 11 年産米に斑点米が多発した。

斑点米の発生は 1970 年以後から問題化し、これまでに一定

の防除対策が構築されているものの依然として未解明な部分

が多く、複雑な問題も多く含まれる。しかし、斑点米発生の

基本的な問題点は、農家が食糧事務所の検査結果を知るまで、

カメムシの発生に気づかないことである。問題解決の糸口は、

農家自らが目で見て確認（認知）でき得るか否かにある。そ

れを支援する普及活動や技術開発が望まれる。

総合防除における微生物防除資材の役割

廣森 創（静岡大学農学部）

近、環境と調和した農業技術体系という観点から、天敵

類を用いた害虫の生物的防除法が多く研究され、寄生蜂類、

線虫、BT や糸状菌などで登録が行われてきている。しかし

ながら生物防除資材の利用に関しては、寄生蜂類と BT にお

いて、普及がある程度進んでいるものの糸状菌などについて

は、ヨーロッパの水準と比較しても大きく遅れをとっている。

生物防除資材の普及がなかなか進まない原因として、効果

の遅効性、生物防除資材自体の環境条件下における不安定さ

や殺虫スペクトルの狭さなどが挙げられる。これらの問題点

に関しては生物防除資材単独では、なかなか改善しにくい点

でもある。

そこで、生物防除資材単独で防除を行うのではなく、殺虫

剤や殺菌剤と併用し、総合防除体系に組み込んでいくという

考え方が、直接的な利用拡大につながると考える。実際、我

が研究室では、昆虫病原性糸状菌 Metarhizium anisopliae を各

種の殺虫剤と併用することによって、コガネムシ類幼虫に対

して高い防除効果が得られることを確認している。しかも、

この際に使用した殺虫剤の量は、所定量よりも大幅に少なく、

また通常感染死亡までに時間を要す糸状菌によるコガネムシ

幼虫の死亡までの期間が大幅に短縮されるという結果であっ

た。このような併用の可能性は、生物防除資材の使用を進め

る上で非常に重要であり、さらなるデータ蓄積の必要性を感

じている。総合防除の体系を確立していく際には、これらの

データの蓄積を元に、併用可能な生物防除資材の開発を進め、

より効果的な利用を行うことが求められる。

チャにおけるカンザワハダニ大発生の要因

小杉由紀夫（静岡県茶業試験場）

静岡県の茶園では近年カンザワハダニの発生が少なく、あ

まり防除をしなくても被害が出ることはほとんどありません

でした。ところが、今年（1999 年）は 5 月中旬からカンザ

ワハダニの発生が増加し、ダニ剤を散布しても密度が下がら

ず、薬剤抵抗性がついたのではないかと心配されました。そ

のため、当試験場では現地からハダニを採集し室内でダニ剤

の効果を検定しましたが、いずれのダニ剤も常用濃度での効

果に問題はありませんでした。そのためカンザワハダニの大

発生の原因が薬剤の効果低下でないことがわかりました。

静岡県の茶園では、天敵のケナガカブリダニがカンザワハ

ダニの密度抑制に働いていることが知られています。しかし、

ケナガカプリダニは 20 ℃以下での増殖率がカンザワハダニ

に比べ低いため、密度が高まるのは気温が 20 ℃を上回る 6
月に入ってからで、そのころからカンザワハダニの密度が低

下してきます。ところが今年は 6 月になってもカンザワハダ

ニは多いままで、どうもケナガカブリダニの発生の遅れが原

因のようでした。この時期の気温が低い年にはケナガカブリ

ダニの発生が遅れることがありますが、今年の気温は平年並

みで、気温が発生遅延の原因ではないと思われました。一方、

ケナガカプリダニは低湿度条件下での繁殖力が低いという報

告があります。今年は、4 月下旬から 6 月上旬までの降雨が

少なく経過しました。当場では 5 月上旬に一番茶を摘採する

のですが、職員の中から今年は天気が良くて気温が高い割に

は作業をしていて汗を全くかかないという声が聞かれるほど

でした。どうも、今年のカンザワハダニの大発生の要因の 1
つは乾燥によるケナガカブリダニの発生の遅れと考えられま

すが、その一方で在来天敵の効果の大きさを実感した年でし

た。

一般公開とクワシロカイガラムシ

武田光能（野菜・茶業試験場 金谷）

筆者は秋田県の水田地帯から静岡県の茶所に来て早や 3 年

が経とうとしている。周囲の景観に対する違和感はなくなり、

秋から冬は富士山を眺めながら過ごしている。

茶樹の害虫はこれまでに 100 余種が報告されていたが、今

年度新たに埼玉県でゴマダラカミキリの発生・加害が報告さ

れ、その総数は 110 種を超えるものとなった。茶害虫の中で

防除対象となるのは 10 種程度であるが、近年、クワシロカ

イガラムシの発生が多く各地でその防除対策に苦慮している

現状にある。

野菜・茶業試験場の金谷では例年 9 月中旬に一般公開を行

っているが、この時期とクワシロカイガラムシの第 3 世代の

防除時期が相前後することから、非常に多くの質問を受ける

こととなる。昨年も尋ねて来られた方が何か新しい防除法は

ないかとやってくる。残念なことに、新しい試験成績は得ら

れていないし、委託試験の成績をみてもこれはという薬剤は

見当たらない。仕方無く昨年と同じく防除時期の把握法（雌

の産卵・卵のふ化状況あるいは粘着トラップの利用）を解説

することとなる。現在は、クワシロカイガラムシの第 1 世代

幼虫のふ化時期（防除適期）の予測を目的として、越冬雌成

虫の生態について解析しているが、防除の効率化に結びつけ

るにはまだ少し時間がかかりそうである。散布適期の広い有

効薬剤等、参考となるご意見があれば是非お教え願いたいと

願っているところである。

イネカメムシをご存じですか

石川由紀子（愛知県農業総合試験場）

1999 年の水稲害虫の発生で多かったものに、斑点米の原

因となるカメムシ類があげられる。ひとくちに斑点米カメム

シといっても、地域により優占種は様々で、本県のある地域

においては、イネカメムシが非常に多く発生し、斑点米が混

じらないほ場はないほどの被害を与えている。発生地の特徴



は北側、南側とも山に囲まれたいわゆるカメムシが多そうな

所である。この地域では、消費者との契約で本田防除をせず

に栽培しているということもあり、化学農薬を使わないで被

害を減らす方法を必要としている。そこで、本年から越冬場

所、越冬地から水田へ移行するまでの生息場所、出穂期の違

いによる寄生及び被害状況、化学農薬以外の防除の可能性等

を調査、研究し始めた。本年の調査では、越冬場所はススキ

の株元で、3 月頃まではそこで過ごし、稲の出穂間近になっ

て水田に突然姿を現した。その間の行動は不明であった。ま

た、その地域では、5 月上旬定植、7 月下旬出穂のコシヒカ

リが多いので、それより出穂の 20 日程度早いものを作り、

そこに集まったものを防除し被害の軽減を図ったが、やはり

7 月下旬出穂のコシヒカリに多く集まり、被害も多くなって

しまった。化学農薬以外の防除の可能性について、昆虫病原

菌の利用を試みたが、捕獲した虫だけでは十分に試験できな

かった。その後、室内飼育をしているが、 近やっと産卵が

見られ、今は孵化した幼虫をいつまで育つかひやひやしなが

ら見ている。ちなみに、イネカメムシの 2 齢以降の幼虫は、

他に比べようがないほどかわいく、いつまでもこのままでい

てほしいと願ってしまうが、それでは試験が進まないので、

安定的に室内飼育できるようしていきたい。

イネカメムシは、昭和 20 年代には主要な水稲害虫であっ

たが、薬剤防除がされるようになると衰退していった害虫で、

現在発生しているところは少ないと思うが、何か情報があれ

ばお寄せください。

トマト黄化葉巻病の発生、暖冬化と害虫の発生

大谷一哉（三重県中央農業改良普及センター）

三重県では 1999 年 9 月、県内では初めて TYLCV によるト

マト黄化葉巻病が発生しました。防除対策の検討段階で媒介

コナジラミの名称が議論になりました。学術的には本病の媒

介虫はシルーバーリーフコナジラミですが、この名称は農業

者にはほとんど知られておりません。発生当初のタバココナ

ジラミの呼び名が定着し、農薬登録の対象害虫もタバココナ

ジラミとなっているからです。

先日、農薬検査所の方から農薬登録の対象害虫名を「タバ

コ」→「シルバーリーフ」に変更するには、薬効確認試験時

のコナジラミがシルバーリーフであったことの科学的な証明

が必要で、それができなければもう一度現在のシルバーリー

フコナジラミで薬効データを取り直さなければ変更できない

との話を聞きました。ボタンの掛け違い状態を何とかできな

いでしょうか・・・・。

今年も暖冬状態が続いています。チャのカンザワハダニが

越冬前に増加し、来春の注意が必要です。温暖化の影響で害

虫の発生にも変化が生じてきています。チャのクワシロカイ

ガラムシの幼虫ふ化時期やハマキ類の羽化時期が早まってお

り、露地野菜でハスモンヨトウ、オオタバコガの発生量が増

加しています。これまで以上に発生動向に応じた適期防除が

必要です。

FST（ファーマーサポートチーム）の活動から感じたこと

国本佳範（奈良県農試）

ノバルティス社がマニラ北部で展開している FST 活動に

同行する機会を得た。フィリピンでの FST 活動は水稲栽培

での ICM の実践を援助する目的で、1992 年から始まった。

Ecija 地区にあるセンターを中心に、26 町で活動し、現在、9000
人近い栽培者がメンバーになっていた。栽培・販売に関する

ほとんどの内容について、現地およびセンターでの診断や相

談を行い、病害虫については圃場での観察指導や予察に基づ

く防除情報なども提供していた。FST メンバーは地域平均の

2 倍以上の収益をあげ、活動への評価は高かった。

FST スタッフと FST メンバーの両方の話を伺うことができ

たが、いずれも「生産者と指導者の協力・信頼関係の重要性」

を指摘された。ノバルティス社にすれば FST 活動は、自社

の農薬の販売促進には直結しない。ただ、長い目で見れば、

栽培者との協力関係は自社製品のイメージを向上させ、 ICM
の導入は農薬の寿命延長の一助にもなる。しかし、スタッフ

とメンバーの関係を見ていると、そのような企業利潤の追求

は度外視した信頼関係で結ばれているように見えた。この背

景には FST スタッフがあらかじめ実施しているメンバー員

への現状分析があるようだ。これにより、スタッフはメンバ

ーが一番求めているものは何か、自分たちのアプローチはメ

ンバーのニーズに合っているかなどをチェックしているの

だ。そのため、FST スタッフから提供される技術や情報はメ

ンバーの評価が高い上、実践できる形になっていた。もちろ

ん、スタッフの人柄もあるのだが。

さて、我が身を振り返り、どこまで栽培者の立場になって

いたか・・・・。

害虫の研究だけでは害虫防除はできない。FST の活動から

学ぶものは多いと感じた

害虫とはいいにくいアブラムシのことであるが。。。

大竹昭郎（滋賀県草津市）

わたしはいま、セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ

Uroleucon nigrotuberculatum の個体群を調べている。このアブ

ラムシはシュンギクおよびアスターからも記録されている

が、いずれも 1 回のみの発生であり、偶発的な寄主植物に過

ぎない。わが国での安定的な寄主は、いまのところセイタカ

アワダチソウのみである。

たとえ 1 回でもシュンギクとアスターに発生したのだか

ら、これは害虫であると主張できないこともないが、わたし

は害虫であるなしにこだわり過ぎないほうがいいと思う。セ

イタカアワダチソウのような人里に生育する雑草上の昆虫群

集に農業昆虫学が目を向けても、損をすることはないと思う。

それに Uroleucon というのは大きな属で、なかに農作物の害

虫をふくむのだから、U.nigrotuberculatum 個体群の研究が害

虫研究に役立つ場面があるに違いない。

このアブラムシは北アメリカ原産で、いつどのようにして

日本に入ってきたのか分からない。1991 年にはじめて発生

が確認され、1992 年には関東以西のいろいろな場所で目立

った発生があった。比較的大きくて赤く、密なコロニーをつ

くるアブラムシなので、多発するとよく目立つが、密度が低

いときには点在するコロニーは見つけにくい。おそらく 1980
年代あるいはそれ以前に日本に侵入し、低い密度で人に気づ

かれないまま分布を広げていたと想像される。わたしも 1992
年に草津市でこの虫の多発を観察したが、それより前に発生

していたのかどうか全く知らない。



外来昆虫の侵入と定着の解明は興味深い課題であるが、他

の多くの例と同様、このアブラムシも「後の祭」に終わった

のは残念なことである。

伏見トウガラシの生物的防除

岡留和伸（京都府農業総合研究所）

京の伝統野菜の一つ「伏見トウガラシ」の害虫アブラムシ

類、スリップス類、ハダニ類の天敵利用による防除を検討し

たところ、スリップス類はククメリスカブリダニとタイリク

ヒメハナカメムシで、ハダニ類はチリカブリダニで低密度に

抑えられた。しかし、アブラムシ類（主にワタアブラムシ）

に対しては、定植時に粒剤を植穴処理して、粒剤の効果が切

れる頃にコレマンアブラバチを放飼した方が良い結果が得ら

れた。

アブラムシ類の場合、キュウリで試験した時も感じたこと

だが、定植時に粒剤を処理しないと急速に増殖してしまうこ

とがあり、天敵による密度抑制効果が追いつけない場合があ

るように思われる。しかし、粒剤処理すると、アブラムシ類

の密度が極端に低く抑えられ、粒剤の効果を確かめただけの

ような試験結果になってしまう（研究としては、あまりおも

しろくはない。現地試験でも、多発防止の安全策のために天

敵放飼区に粒剤処理だけしてもらうことがあるが、そのため

に対象害虫がほとんど発生しなかったことがある）。

いずれにしても、天敵利用を含めた防除体系全体を安定さ

せるために、定植時の粒剤処理は有効な手段と思われる。

ハスモンヨトウの多発生と薬剤感受性

足立年一（兵庫県立中央農業技術センター）

兵庫県ではハスモンヨトウが 2 年続きで多発している。

1999 年は全国的に多発生しており、秋期のアブラナ科野菜

（特にキャベツ、ハクサイ）やレタス、ダイズ、イチゴなど

で大きな被害を与えている。また、タマネギの苗床で幼虫の

被害が初めて認められた。合成性フェロモントラップを用い

た誘殺状況は、7 ～ 8 月から多くなる発生消長を示しており、

秋冬野菜の生育初期に大きな影響を及ぼしている。

その対策としては、薬剤防除が主体となっている中で、薬

剤感受性検定を実施した。卵塊から飼育した 3 齢幼虫を供試

し、食餌浸潰法で検定した。その結果、チオジカルブ水和剤、

ルフェヌロン乳剤、クロルフェナピルフロアブル、エマメク

チン安息香酸塩乳剤、キチン合成阻害剤などの感受性が高か

った。しかし、有機リン剤、BT 剤、ネライストキシン剤、

ピレスロイド剤など若干の地域差は認められるものの、感受

性は低い傾向にある（二井、1998、99）。
このようにハスモンヨトウの薬剤感受性が異なることか

ら、秋冬野菜の生育初期の防除は 近上市された新しい薬剤

による防除が主流となっている。

岡山県における Impatiens necrotic spot tospovirs の発生

永井一哉（岡山県農業総合センター農業試験場）

海外では多犯性で花卉の も恐ろしい病害とされ、ミカン

キイロアザミウマにより媒介される INSV（ Impatiens necrotic
spot tospovirs）が発見された。

1999 年 2 月、岡山県北部の加温ガラス室で栽培されていた

シネラリアで葉が黄化して壊疽を生じる病害が岡山農試に持

ち込まれた。ウイルスを検定するため農業試験場内のガラス

室で発病植物を維持していたところ、同じガラス室で栽培し

ていたトマト（品種：桃太郎 8、ポンデローザ）の苗の生長

点付近の葉に黄化や壊疽を生じる症状が現れた。発病したシ

ネラリアからトマトへ汁液接種した結果、ウイルスの伝染が

確認された。このトマトから検出されたウイルスは九州農業

試験場遺伝子制御研究室で INSV と同定された。さらに、農

業試験場のガラス室内にはミカンキイロアザミウマの発生が

あったことから、本種の媒介によりウイルスがトマトに感染

したと考えられる。被害植物には壊疽やモザイク症状が発生

するが、TSWV との肉眼での識別は困難である。なお、岡山

県ではミカンキイロアザミウマは全県に発生するが、近年流

行の TSWV の発生は確認されていない（TSWV の発生は、国

内では 1972 年に岡山県のダリアで 初に確認されたが、県

内ではその後終息した）。

その後、 INSV の宿主として報告されている作物を中心に

現地調査を実施し、間接 ELISA 法による検定を実施した結

果、新たにインパチェンス、ベゴニアでの発病が確認されて

いる。発生面積は約 3a である。なお、ウイルスの侵入経路

については明らかでない。

インドネシアの登録農薬事情ほか

岡田忠虎（元四国農業試験場）

インドネシアでは 1986 年の大統領令により IPM を強力的

に押し進めることとし、人体や環境に著しい悪影響を及ぼす

と思われる農薬を、代替対策があるとして、数年ごとに呈示

し、登録から抹消してきた。

林業まで含めた 1999 年現在の登録農薬は殺菌剤、殺虫剤、

除草剤、生育調節剤、展着剤を含めて 550 剤を越し、年々増

加してはいる。害虫別の登録剤数を例示すれば、稲害虫では

葉ヨトウ類：2、ツマグロヨコバイ類：16、トビイロウンカ

：32、セジロウンカ：11、クモヘリカメムシ類：1l、ミギワ

バエ類：10、コブノメイガ：9、シントメタマバエ：4、茎メ

イチュウ類：13 の剤があり、大豆害虫では根茎モグリバエ

類：26、コナジラミ：3、アブラムシ：1、ヒメヨコバイ：2、
ハムシ：8、ウワバ：15、葉メイガ：16、ハスモンヨトウ：40、
オオタバコガ：1、莢マダラメイガ：24、莢カメムシ類：15、
ハダニ：2 の剤が認められている。乳剤が多く、 IGR は早目

に取り入れているのも特徴である。

とは言っても農薬は、ほとんどが先進国からの製品輸入あ

るいは原体輸入であることから、相対的に高価である。農家

は登録農薬のみを散布しているわけではない。

水和剤には展着剤は添加せず、登録失効農薬の散布や葉面散

布剤との混用なども行われている。

この国は 10 数年前に米の自給を一時的に達成し、つづい

て農薬補助制度も廃止した。しかし、近年の人口の急増、経

済危機、病害虫の多発生、米不足、大統領の交替、FAO-IPM
プロジェクトの国外転進等の情勢は、農業生産に農薬は必要

との認識から、これまでに拒否した薬剤を見直しながら IPM
を進める方向へと変わってきたようだ。そのため研究員を対

象に農薬実験手法の研修が急がれているという。

なおマランにある豆類・芋類作物研究所では緑豆のアザミ



ウマ抵抗性品種の選抜、蚕昆研由来の合成性フェロモントラ

ップによる大豆莢マダラメイガの種類調査、同マダラメイガ

の卵寄生蜂トリコグラマの野外での代替寄主の探索、大豆に

対するミナミアオカメムシ被害解析等の試験を行っている。

また東ジャワ州で 7 つある防除所のうちでは稲病害虫が主対

の業務のほかに、大豆害虫に対する薬剤効果試験、ガイマイ

ツヅリガによる大豆莢マダラメイガ卵寄生蜂の室内増殖と放

虫試験、オオタバコガの NPV の精製、ハスモンヨトウの合

成性フェロモントラップによるマストラッピング（改造ペッ

トボトル 6 個 /ｈ a）等を行っている場所もあった。

巷で販売される鳥餌として、コメツキムシ幼虫やアリもあ

るが、コオロギの成虫生産が盛んで、その飼育解説書が多種

市販され、原材料の卵は高価で取り引きされている。

集まれナメクジ

高木 豊（日植防研高知試験場）

今年の天気は正確な数値を調べていないが、雨が多くいつ

までも暖かい日が続いているように感じられ、私達の試験場

周辺では 6 月から 10 月までに 1mm 以上の降雨のあった日は

75 日で 5 カ月の間半分は雨の日であった勘定になる。その

ためにナメクジの生育が良いのか沢山の個体を集めることが

できた。春先には多くのナメクジを必要としていたのでどう

やって集めようか考えを巡らして、話に聞いたビールを試し

てみようかとも思いながら圃場の隅に有機物を置きビニール

シートを掛けて増殖場所を確保していた。 8 月のある日、

病害担当である M 氏が白絹病接種用に試験場周辺のタバコ

栽培を終了した畑から持ち込んで圃場に積んでおいたタバコ

茎を持ってきて中で何か蠢いていると気味悪そうに私の所に

持ってきたので茎を割くと中には大きなナメクジが数匹入っ

ており、圃場にあった他の茎からも多いものでは 10 頭近く

のナメクジが採集できた。それからは、私もタバコ茎を拾っ

てきては圃場のあちこちに仕掛け、まるでウナギ採りの気分

で数百頭のナメクジを採集することができた。

何故ナメクジが集まるのか？彼ら（雌雄同体だから彼女

ら？）は茎内の白絹菌糸を摂食しているようであるが、白絹

だけが好きと言うわけではなく菌培養した残りをおいても良

いようで、数年前はキク白さび病試験圃場でナメクジにさび

を食われるのをどうにかしてくれと頼まれたことを改めて思

い起こした。効率的な採取法から防除に繋げられるかどうか

は分からないが来年も改良して試してみようと思っている。

ところで、 初に持ち込んだ病害担当者からは私が名付けた

M 式ナメクジトラップだけは絶対やめてくれと釘をさされ

たので何と呼ぼうか考えあぐねている。

ムシダス（自動計数機能付き昆虫誘殺装置）

の開発とその利用

上和田秀美（鹿児島県農業試験場大隅支場）

性フェロモンを利用し、誘引された害虫を自動的に計数す

る装置（ムシダス）を開発したので、この装置の概要と今後

の利用法について紹介する。

ムシダスは大きく分けて、トラップ部、計測装置部、太陽

電池の 3 部分で構成されている。トラップ部は装置の中心部

に害虫の性フェロモンがセットされている。性フェロモンに

誘引された害虫が性フェロモンの周囲に櫛状に配置した第一

次電極に触れることにより、一時的なショックで下方に落下

する。そして、落下虫受けのロートを通り、落下する成虫が

第二次電極の＋と－のローラ間を通過するときにスパークす

る。このスパークの回数を計測することにより、誘引された

虫の数を数える仕組みになっている。虫の数はカウンタに表

示される。また、無線を利用してパソコンに送信することも

できる。

1999 年は鹿児島県で恒常的に発生し、その被害が問題と

なるハスモンヨトウを対象に計数精度を検討した。日誘殺数

が 50 頭以下の低密度時におけるムシダスの実誘殺数と計測

値の誤差はほぼ± 1 頭の範囲で計数した。誘殺数が 51 頭以

上では誘殺数と計測値の誤差率は＋ 1．1 ％～－ 1．1 ％、変

動幅も± 5 ％の範囲内で安定して計数した。ムシダスはハス

モンヨトウについては実用可能と判断し、2000 年 1 月から

販売する予定である。将来、ムシダスが配置されたと仮定す

ると、インターネットを利用して各地のデータを収集し、解

析することができ、地域別の発生が把握できるようになる。

ムシダスは性フェロモンを利用するため、1 種類の害虫にし

か利用できないが、少なくとも各農作物の主要害虫について、

上述したようなネットワークが構築されることにより、各産

地に密着した発生予察と適期防除が可能となり、防除の省力

化、減農薬化を推進できると考えている。

ほ場生態系について

伊村務（栃木県農試）

梨の IPM 体系下における在来天敵の害虫制御とほ場にお

ける温存方法について検討しているが、梨ほ場の生物の多様

さを感じている。

特定の天敵については研究の歴史も長く、かなりの知見が

まとめられているが、ほ場生態系全体から見るとほんの一部

に過ぎない。日本で も研究蓄積のある（？）水稲・水田で

も、ほ場生態系全体の把握にはほど遠いのではないか。

今年、試みとして水田の泥にブリキ枠を差し込み、生物調

査を行った。泥中の昆虫・小動物の同定に悩んだ事は当然と

しても、場所によるバラつきが大きく、区の大きさや反復数

等の調査方法を決めかねている。

生物多様性の価値も大きい水田については、調査方法を確

立したいと考えている。皆さんのご意見をお待ちしています。

中国における水稲 IPM の主要技術と研究方向

方継朝（江蘇省農業科学院）

平井一男（農業研究センター）

中国における水稲栽培面積は 3100 ～ 3200 万 ha に及び、日

本の 18 倍強あるが、 IPM の普及に取り組んでおり、以下の

技術を中心に研究、そして普及を目指している。

（1）複合抵抗性品種の開拓と利用：複合抵抗性品種の栽培

は 1991 ～ 1995 年に増加し、3000km2 に普及している。①揚

稲 3, 4 号・・白葉枯病、いもち病、トビイロウンカなど、

②南京 14 号：白葉枯病、いもち病、③バイオタイプ：いも

ち病・汕優多系 1 号、トビイロウンカバイオタイプ 1 と 2、
粳汕 89、紋枯病：汕優多系 1 号、ニカメイチュウ：達粳 1
号、ゴールミッヂ：稲タマバエ 1, 2 号など。



（2）栽培管理技術：水稲生長発育と水田環境、病虫一水稲

の相互作用機構と環境の調整により病虫害を制御又は軽減す

る。①田畑輪換により土壌害虫イネネクイムシの被害回避、

②栽培品種の均一化、病虫性品種の広域栽培、早中晩性品種

の混植回避によりいもち病発生制御。③播種・移植時期の調

節によりメイチュウ発生密度低下、④肥水管理技術により白

葉枯病、アザミウマを予防し、いもち病、紋枯病、トビイロ

害を軽減。

（3）バイオタイプの監視：いもち病、白葉枯病レースの発

生監視、トビイロウンカのバイオタイプ 2 以外の発生監視、

華南でのゴールミッヂのバイオタイプ 4 型の監視と育種研

究。

（4）予測予報技術の開発：メイチュウ、トビイロ、セジロ、

コブノメイガ、イモチ、紋枯病、白葉枯病の予察技術確立済

み。今後は GIS 利用して全国発生分布の研究。

（5）防除指標確立：経済閾値の確定。病虫複合害の指標作

成、天敵指標、 IPM 指標体系

（6）生物的防除：紋枯病の拮抗菌および白葉枯病の生理活

性物質を研究、その他は有用生物の保全活用策を研究してい

る。

（7）選択制薬剤の開発利用：1987 － 1991 年、トビイロウン

カ防除用にアブロード開発。イミダクロプリド開発はトビイ

ロ、アザミウマ、イナゴ、ゴールミッヂ、アブラムシ、ヒメ

トビ防除用。天敵に優しい農薬としてプロチオホスの開発、

穂孕期以降の低毒性殺虫殺菌剤でサンカメイガ、いもち病を

防除している。
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巻頭言

たかが防除されど防除

古橋嘉一（静岡県柑橘試験場）（本会会長）

このたびの役員改選により，2000 年度からの 2 年間会長を

務めることになりました。会員の皆さんのご協力をお願いす

る次第であります。

本会がスタートしてから宮城県における大会は第 5 回目の大

会となります。第一回の大会に先駆けて開催した 1995 年の

静岡プレ大会の参加者は約 60 名でしたが，毎年増え続け，

第４回大会では 300 名近い参加者となっております。1999 年

現在の会員数は 302 名で，その内訳は，農薬会社関係 114 名，

地方試験場・防除所 119 名，農水省 20 名，大学 20 名，全農

などの団体関係 20 名，その他 9 名となっており，全国各地

からいろいろな分野の人達が参加しています。

本会の設立の目的は，すでに既刊のニュースレターで何人

かの方が述べています。応用科学（Applied Science）として

の農業における害虫研究は，虫の同定や生態の解明，害虫を

取り巻く環境条件等幅広い分野にわたっていますが，行き着

く 終的な目的は害虫防除ということになります。これまで，

害虫防除に関する研究は「ぶっかけ試験」と称して軽視され

ている傾向があり，学会の大会での講演発表も少なくなって

きています。しかし，農業現場の農家は作物に被害を及ぼし

ている害虫をどのように防除するかのスキル（技術）を求め，

大変な苦労と努力をしています。そこで，もっと害虫防除研

究の重要性や正当性，技術開発の妥当性等を多くの分野の人

達が参加して議論出来るような場としての研究会ということ

でのスタートでした。そして，すでにいくつかの害虫に関す

る学会や研究会があるわけですので，従来の学会や研究会と

は違った研究会を目指そうということでした。

産官学の一体となった研究の重要性がよく指摘されます。

この場合の，農業における「産」とは農薬メーカーや農業機

械，肥料会社はもちろんですが，農業者も含まれているはず

です。しかし，農家が参加している学会や研究会は私の知る

限りほとんどないのではないでしょうか？

害虫防除は誰がやっているかとなるとほとんどの場合，農

家がやっているのが現状です。そして，それを指導している

のは農協の技術員や普及員です。したがって，害虫防除にお

ける産官学の一体となった研究会といえば，これらの人達を

含めた害虫防除に関わるすべての分野の人達の参加が理想的

な会員構成と考えています。この研究会ではその理想を求め

て，大学や国公立，民間の研究員とともに，実際に防除をや

っている農家の人達やそれを指導している農協の技術員や普

及員の参加を目指しています。

害虫防除に求められるスキル（Skill：技術）は，害虫の同

定から始まって，害虫の生態，関連する天敵などの生物相の

把握，農薬の選択，選択された農薬の特性，散布方法，散布

後の周辺環境への影響など多分野にわたるスキルが必要で

す。そして，実際に防除を実施する農家にとって，害虫防除

に求められるのはいろいろな分野の総合化されたスキルであ

り，それを使用したことによる経済効果です。我々研究者は

害虫防除のスキルについては，実際に防除をやっている農家

の人達がどのように防除を行っているかの実態をよく知った

うえで，農家の目線にあった，農家の人達がどの程度まで「使

える」「使いこなせる」スキルなのかを知っておく必要があ

るのではないでしょうか？ 研究結果の本当に優れたスキル

は農家に普及したスキルと考えています。我々の研究分野は

数多くあり，農家も多様化し，研究結果のスキルが全ての農

家に受け入れられることは困難です。しかし，我々研究者が

研究を進めていく過程で防除を実際に行っている農家や指導

している技術員と議論をし，その結果が研究に反映されるよ

うな機会が得られれば，研究成果のスキルは容易に普及する

スキルとなるのではないでしょうか？

現在，この研究会にはいろいろな分野と研究機関の人達が

参加していますが，さらに，実際に防除を行っている農家の

人達やそれを指導している農協の技術員，有機農業も含めい

ろいろな防除手段で害虫防除を行っている人達も参加するこ

とを希望しています。そして，多くの分野の人達がこの研究

会を通じて，害虫防除を議論していけば，その結果は，我が

国の害虫防除技術への大きな提言になるものと信じていま

す。

ニュース

水稲育苗期は虫屋さんは暇なはずなのに

高岡誠一（福井県農業試験場）

ここ数年，米については品質重視の流れを受けて斑点米，

乳白米などが大きな品質低下の要因としてとり上げられ，我

々虫屋にとっては肩身が狭い。穂いもちなどは減収という点

では重要な病害であるが，少々発生しても騒がれることは少

ないようだ。稲の収穫に入ると頻繁に呼び出されるのは斑点



米に関係する虫屋ばかりである。しかし，水稲の育苗期だけ

はカビや細菌による苗立枯病などの発生で病理の人たちが大

忙しになるのが常であった。

しかし，3，4 年前から変わってきた。というのは，苗立

枯病の持ち込みに混じって信じられないような虫害の持ち込

みが急増しているからである。例えば，「根の張りが悪いの

で見て欲しい」という農協育苗センターからの電話があった。

どうせ，病気か，水管理が原因だろうと思っていたら，現物

をみてビックリ。何と，キリウジガガンボの幼虫が育苗箱の

底から内部へ侵入し，根を食害しているのであった。発生地

へ行って並べてある育苗箱を持ち上げてみると，箱の裏側に

は，箱底の穴に頭を突っ込んでぶら下がっているキリウジガ

ガンボの幼虫が 1 箱に数十頭もいるのである。

また，「苗が暴食されていて，よく見るとイモ虫がいる」

と普及センターから連絡があった。『そんなのネズミか何か

に食べられたところに，たまたまイモ虫がいたのさ』などと

思いつつ現場へ行くと，またまたビックリ。イモ虫というの

をよく見ると，何とアワヨトウではないか。しかも，育苗ハ

ウスの中に散在していて，見事な大食漢ぶりを発揮している。

福井県のような積雪地帯で一体アワヨトウなど，どこで越冬

したのか謎である。過去に育苗期にアワヨトウによって被害

を受けた記述は本県ではないのである。

異常気象や地球の温暖化が影響しているのか，とにかく驚

かされる事が多くなってきた。みなさんの周りではこのよう

な事はありませんか？

普及現場から見た生物的防除の普及

渋谷俊一（宮城県本吉地域農業改良普及センター）

私は平成 11 年から普及の立場から生物的防除の指導をして

います。本吉地方では春期冷涼なため，イチゴの収穫期間が

長く，防除期間が長くなるため，化学合成薬剤から防除効果

が持続する天敵に切り替えたいという農家が増えている。昨

年まで生物的防除の展示圃を引き受けていた農家が今年から

種々の天敵（チリカブリダニ，ククメリスカブリダニ，オン

シツツヤコバチ，コレマンアブラバチ）を購入し，普及セン

ターと相談しながら有機栽培型の農業を進めている。

天敵によりイチゴで生物的防除を実施する場合の問題点とし

て，①害虫に対する殺滅的な効果が得られないため，生物的

防除の継続を農家に理解させにくい（発生量と被害量の関係

の解析が必要）。②天敵やミツバチに影響のない化学合成薬

剤が少ない（すでに多発してしまった場合や発育ステージを

揃えるため，またスポット散布のために，殺虫剤の全面散布

が必要な場合がある）。③病害の防除にも化学合成薬剤が必

要。④色やフェロモン等に誘引されない微小害虫を予察でき

ない等がある。農家に生物的防除を指導する場合， も重要

なのは化学合成薬剤と天敵製剤を適時的確に使用させること

である。ハウス毎に異なる病害虫の発生を的確に予察し，適

時に薬剤の散布を指示しなければ，信用を失墜する。

イチゴにコブノメイガ？

石川敏男（足利市いちご研究会）

天敵の試験で失敗の原因がヨトウムシ対策の薬剤による残

効とわかって様子見していたら，3 年経ってしまった。耕種

的防除や IPM 薬剤の選定をしているうちに，コブノメイガ

がハウスに侵入するようになってきた。当初同定できず，ニ

カメイガかなと思っていたが，ヨトウムシ防除をした翌日に

侵入しているので，とても天敵など使えないと思っていた。

昨年，県の病害虫防除所に同定してもらい，コブノメイガ

はイチゴを食害しない，食害葉はヨトウムシによるものとい

われた。その前に面白い体験をした。ある漢方農剤とアデイ

オン，DDVP を夕方混用散布したところ，翌朝コブノメイガ

が千匹単位でハウスに入り込んで飛来していた。ヒッチコッ

クの「鳥」のようで気味悪いほどだった。防除所とメーカー

ヘ伺いかたがた報告した。幸い 4，5 日で死んでくれたが内

心冷や汗ものだった。

農家にとっては，害虫が何で，その生理生態を理解できるよ

うに関係機関に教育してもらいたいものだ。

カメ虫騒動

横須賀知之（茨城県農業総合センター農業研究所）

先日，ＴＶアニメの「ちびまる子ちゃん」で「カメ虫騒動」

というのを放送していた。主人公まるちゃんが，カメムシと

は知らずにアカスジキンカメムシを集めたことから，手に臭

いが染みついてしまい，大騒ぎになるという内容だった。（甘

いぞ，まるちゃん。俺なんか，毎日カメムシ手づかみさ。お

まけに吸虫管で幼虫を吸いまくっているんだ。）まるちゃん

の父・ヒロシ曰く「カメムシなんてのは，元々おとなしい虫

なんだ。いじりまわすのが悪いんだ。」（いいこと言うぜ，

ヒロシ。）

数年前の果樹カメムシ騒動や昨年の斑点米カメムシ騒動

など，本来おとなしいはずのカメムシを害虫化させてしまっ

たのは，人間がいじり回したためではないかと考えさせられ

てしまった（これはどの病害虫にも通じることであろうが）。

さらに，収量や味覚など本質的な部分とは別の，単に外観上

の傷の有無が問題となってしまうので話がややこしくなる。

（斑点米が数％混入していても，米の味には影響はないと思

う。）そういう部分を整理できれば，カメムシ騒動もそう起

こらないで済むと思うのだが．．．（「甘いぞ，横須賀」とい

う声が聞こえてくる）。

いつの日か，おとなしい彼らと共存できる日はやって来るの

だろうか。その前に，今年も水田でクモヘリカメムシまみれ

の毎日がやって来るのは明らかであるのだが。

ムシできません

湯浅和宏（滋賀県農業総合センター農業試験場）

田植えも一段落ついた五月晴れの昼下がり，ほっと一息畦

畔に腰を下ろし，何気なく目の前を横切るホソハリカメムシ。

今年も現れましたね。もう休憩どころではありません。じっ

と目を凝らして観察してみると，ホソハリよりも小型かつ俊

敏な動き，背中には赤いスジが入ったカメムシ，それよりも

さらに小さく赤いヒゲを備えたカメムシもやっぱり，いまし

た。滋賀県では 98，99 年と斑点米カメムシ類が多発しまし

た。これまで本県の主要な斑点米カメムシ類はホソハリカメ

ムシ，クモヘリカメムシ，トゲシラホシカメムシの 3 種でし

た。ところが，この 2 年間で急激に増加したカメムシ類がい

ます。それがこの動きの速い，小さな 2 種のカメムシです。



本県においてもその対策が求められています。休憩のさなか

に目に入っても全くムシできない存在です。

さらに，この 2 種のカメムシについての問題がもう一つ。

彼らにつけられた名称のことです。斑点米の原因となるくら

いのカメムシ類ですから，予報や注意報等で県民に情報提供

をする際にカメムシ類の種名を避けて通ることは困難です。

しかし，差別的な用語が含まれており，それが印刷物となり

また指導者が用いることは妥当ではありません。現在のとこ

ろ滋賀県においてこの問題に対する議論はまだ十分になされ

ているとはいえません。学会等で統一的な見解が示されれば

いいのですが・・・。ムシの名前だからしょうがない，と言

ってムシできない問題です。

三浦半島で話題の害虫，ネギアザミウマ

布川美紀（神奈川県横須賀三浦地域農業改良普及センター）

昨年から，神奈川県三浦半島で も話題となっているのは

ネギアザミウマです。3 年前からだと思いますが，春キャベ

ツの外葉にいるアザミウマは何だろうか？ それが，あっと

言う間でした。昨年の夏，スイカ，トウガン果実にまるで「風

すれ」をおこしたような被害と，圃場によってはスイカの芯

が止まるといった被害を出しました。続いて冬，発生の多い

地区では播種したダイコンが芽を出したとたんに寄生を受け

て生育不良。キャベツは縮れて生育ストップ。冬の間，個体

数は減少したものの，0 になることなく，夏作へと突入しま

した。農協の有線放送を通じて，再三，防除を呼びかけてい

るところですが，どの薬剤で防除していくかについては現地

の農家さんと共に悪戦苦闘中です。現在，カボチャに発生が

認められます。夏作では，通常，粒剤の植穴処理が行われて

いますので，急激に問題化することはないとは思いますが，

今期は無事に乗り切れるのでしょうか。

パラグアイにおける

トマト黄化えそウイルス媒介アザミウマ種の特定

桜井民人（東北農業試験場害虫発生予察研究室）

1997 年より始められた国際協力事業団のプロジェクト「パ

ラグアイ小農野菜生産技術改善計画」に，当地におけるトマ

ト黄化えそウイルス（以下 TSWV）の媒介アザミウマ種を特

定せよとのお達しで，2000 年 1 月末より 3 月はじめまで短期

専門家として派遣されました。パラグアイは日本とは季節・

時差とも丁度逆になるため，この時期は 高気温が 38 度を

超える日もある上，時差ボケも重なり， 初の一週間はあま

りよく眠れませんでした。とはいえ，さすがに南米の人々は

陽気で，私も次第にハイテンションになり， 初に思ったよ

りも多くの成果をあげることが出来ました。

TSWV による農作物の被害は世界的に問題になっています

が，パラグアイも例外ではなく，特にトマトでは，収量ゼロ

に近い農家もありました。このウイルスは媒介昆虫によって

のみ伝搬されるため，その防除のためには主要な媒介者を特

定し，効果的にそれを駆除することが有効です。そこでまず，

ト マ ト 圃 場 で 頻 繁 に 見 ら れ る ハ ナ ア ザ ミ ウ マ の 一 種

Frankliniella schultzei に標的を絞り，そのウイルス媒介特性を

調べました。すると，野外圃場から採集した成虫から TSWV
タンパクの存在を示す反応が現れ，この種が TSWV を体内

に獲得し維持できることが分かりました。さらに，別に採集

してきた成虫に，健全植物を個別に摂食させたところ，約 20
％の個体が TSWV を伝搬しました。次に，このアザミウマ

による TSWV 伝搬の潜在能力を調べるため，すべての個体

にウイルスを獲得させた後に，ウイルス伝搬虫率を測定した

ところ，約 80 ％でした。これまでに報告されてきた F.
schultzei の伝搬能力に比べてこれはかなり高い値であり，パ

ラグアイではこの種が TSWV の要注意ベクターであること

が明らかになりました。また，このアザミウマの繁殖能力は

高く，世代も早く進むため，薬剤抵抗性が発達しやすい可能

性も示唆されました。

上記の成果は，パラグアイ国立農業研究所の研究員（カウ

ンターパート）の方々に技術指導をしながら，彼らと共同で

明らかにしたものです。この成果を元に，当地でさらに TSWV
防除のための試験が繰り返され，私の仕事が少しでも現地農

家の役に立つことを願って止みません。

土着天敵利用技術研修会満員御礼

林 直人（社団法人日本植物防疫協会）

近年土着の天敵を保護利用しようという気運が高まってい

ますが，このためには指導機関の知識と経験が不可欠となり

ます。しかしこの分野は書物・文献も多くなく現場では苦慮

しておられると思います。日本植物防疫協会では，この分野

で豊富なキャリヤをお持ちの元果樹試験場の高木一夫氏を技

術顧問としてお迎えしたことから「土着天敵利用技術研修会」

を昨年より開催しております。やはり上記のような悩みは多

いらしく，定員を大きく上回る応募があり，講義のみの講習

会は急遽広い会場を確保して対応することとしました。しか

し実習を伴うコースは人数が多すぎると目が行き届かないこ

と，機材を使える頻度が下がるためかえって不毛な研修会と

なりかねないことなどから定数を増やせず，多くの人をお断

りせざるを得なくなってしまいました。このレターをお読み

の中にも落選された方がおられると思います。どうか事情を

察してご了承ください。

国をあげて環境に配慮した農業づくりを進めているところ

ですが，これに伴い農薬の種類・使用法の変化そして土着天

敵の利用等の影響で，農業生態系が変化するにつれて発生す

る害虫層も変化し，これまで害虫として問題とならなかった

ような種が害虫化するような例もでてきているようです。農

業に関わる人々はこれらの新知識をこれまで以上のハイペー

スでどんどん吸収せざるを得ない状況にあることから，今回

のような講習会のニーズは高まっていることと考えられま

す。今回の応募状況を見て，我々もこれらのニーズを的確に

反映した企画をさらに実施し，これからの農業に貢献しなく

てはと改めて考えさせられました。その中においても当農林

害虫防除研究会は，害虫の分野に限られますが， 新の情報

をお持ちの方々が一堂に会し情報交換できる場ですので，有

効にご活用いただけたらと考えるところです。

IPM における化学農薬の課題

藤本博明（住友化学工業株式会社）

環境保全型農業の推進が叫ばれる昨今，各地で IPM 体系の

現場への導入が盛んに検討されているが，こうした動きをみ



ていると， IPM の概念が少し変ってきたのではと感じざるを

得ない。 近の検討事例では， IPM 体系のメリットは，化学

農薬の使用量が既存の防除体系に比べどれほど削減されたか

を第一義として評価されることが多いようで，環境保全＝化

学農薬減らしとの捉え方によるものなのか，消費者に対する

イメージアップを 優先させるためなのか，Cost/Benefit や

Risk/Benefit の観点からの評価はあまり聞こえてこないように

思える。 IPM が多くの防除手段を組み合わせるアプローチで

あり，経済的評価を必須とするならば，各防除手段の Cost
面や Risk 面でのメリットが正当に比較検討されるべきで，

広スペクトル殺虫剤は IPM に適合不可であるとか，天敵な

らば全く環境影響なしというような短絡的な評価は見直しが

必要かと思う。

IPM の捉え方が立場ごとにやや異なるにせよ， IPM は様々な

立場から推進されるべきであろう。農薬メーカーである当社

も，多様な防除手段を提供すべく生物農薬の開発にも近年注

力しているところであるが，それ以上に「化学農薬を IPM
にどう適合させていくか」が大きな課題である。新剤開発に

あたっては，選択性のあることが今や必須条件であるが，ど

こまでの選択性を求めるかが，技術面および開発費／市場規

模の面から難しい問題となっている。一方，既存剤について

は， IPM に適合する使用方法を検討することが 重要の課題

である。既存剤は概して天敵への影響が大きいため，これま

で IPM においてはほとんど取り上げられていないが，同じ

作用機作を持つ殺虫剤の連用や過剰使用をさけ，効果面や経

済面でのメリットを生かすことを考えるならば，既存剤につ

いても IPM への活用を是非考えるべきと思う。生理的な選

択性に留まらず，時間的，空間的などの選択性を創出する使

用方法は必ずあるはずであり，指導機関の方々のご協力とご

指導を賜りながら，検討していきたいと考えている。

地域によるコナジラミ類の優占種の違い

太田光昭（静岡県農業試験場）

静岡県内のトマト生産者に対して，「 も防除回数が多い

対象害虫は何ですか。」という質問を投げかけると，必ずと

言って良いほど「コナジラミです。」という答えが返ってく

る。ご存じのように，我が国の施設栽培で発生が問題となっ

ているコナジラミには，オンシツコナジラミ（Tv）とシル

バーリーフコナジラミ（Ba）の 2 種が存在する。しかし，多

くの場合，彼らの認識としてはただ単に「コナジラミ」とい

う種類の害虫なのであって，この 2 種の区別をちゃんと考慮

している生産者は残念ながら少ない。

殺虫剤の中には，2 種コナジラミに対して効果の程度が異

なるものが存在することが知られている。また，コナジラミ

類の生物的防除資材であるオンシツツヤコバチは，適切な条

件下で使用した場合，Tv に対しては確実に高い効果を示す

が，Ba に対しては十分な効果を示さないことが少なくない。

したがって，発生しているコナジラミ類の種を的確に把握す

ることは，使用する防除資材を選択する上で極めて重要であ

ると考えられる。そこで，抑制栽培が主な作型となっている，

本県内のある主要なトマト産地において，2 種コナジラミの

構成割合を 9 月から翌年の 1 月にかけて調査してみた。その

結果，高々 10km 四方の範囲内に，Ba が一貫して優占種とし

て推移する地域と，優占種が Ba から Tv へと変化する地域

と，Tv が一貫して優占種として推移する地域とがパッチ状

に混在していることがわかった。

以上のことから，本県の場合，トマトにおけるコナジラミ類

の防除プログラムは，各地域ごとに発生種の違いを考慮して

策定する必要があると考えている。

ケナガコナダニ属のダニによる

ホウレンソウ加害の現状と防除の方向性

春日志高（千葉大学）

ホウレンソウを加害するケナガコナダニの研究を始めて 4 年

になるが， 近，これらのダニに関する問い合わせの増加を

実感している。昨年度，農業試験場，防除所および農業改良

普及所の協力のもとに行った被害実態調査の結果（日本ダニ

学会誌 9:31-42 に掲載）からも，全国的に被害が増加傾向に

あることが証明された。主要加害種のホウレンソウケナガコ

ナダニは土壌表層および浅層に大部分が生息するが，一部の

個体が主に春と秋にホウレンソウの新芽に寄生する。そして

食害された新芽は成長すると奇形となり商品価値が著しく低

下する。土壌やホウレンソウの新芽に生息することや加害時

期と被害発見に時間差があるため，栽培中の薬剤散布による

防除は極めて難しい。ケナガコナダニ属のダニの被害は同地

域の農家間で著しく異なることから，有機質肥料の質や量の

違いや，微妙な栽培形態上の違いがダニの発生に大きく影響

していると考えられる。したがって，今後のダニ管理を考え

る上で発生を抑える環境づくりが課題となろう。しかし，当

面は少なからず薬剤に頼らざるを得ない。前述の通り散布剤

による防除には限界があるため，播種前に土壌混和するタイ

プの薬剤に期待したい。今後そのようなタイプの薬剤のケナ

ガコナダニ属ダニへの登録拡大が望まれる。

イチジクヒトリモドキの発生及び被害の初確認

大政義久（愛媛県立果樹試験場生産環境室）

1999 年 9 月に愛媛県内の農家ほ場においてイチジクの新葉

を食害している毛虫が採集された。これから 10 月下旬に成

虫が得られ，イチジクヒトリモドキ Lacides ficus (Fabricius)
であることが判明した。これと相まって，松山市内のイチ

ジク栽培園を中心に周辺部の家庭栽培樹まで葉の食害がみら

れ，10 月下旬に行った県下全域の被害調査では松山市を中

心とする中予地域で被害が激しく，調査 29 ほ場のうち 23 ほ

場（79 ％）で，また，県東部（36 園調査）の今治市や伊予

三島市でもそれぞれ 1 園地づつの発生が認められ，被害は広

域に及んでいた（愛媛県発生予察特殊報第 4 号，1999）。
本種は沖縄県以南では土着しているといわれるが，九州以

北では偶産蛾とされている。成虫が，古くは 1962 年に静岡

県浜松市で，1980 年代に入って，鹿児島市をはじめとして

熊本市，福岡市，大分市など九州地域で採集された記録があ

る（宮田 1988 北九州の昆虫；井上 1982 日本産蛾類大図鑑）。

幼虫は若い葉を好み，若齢期は群生して，葉裏から表皮を残

して食害する。中齢以降は分散し，葉脈を残して葉の大部分

を食い尽くす。葉が少なくなると果皮も食害する。老熟する

と体長は約 40mm に達し，やがて樹を降り，土中の浅いとこ

ろに土繭を作って蛹化する。

今回の発生は時期が遅かったこともあり，ほとんどの農家



では収穫を終えており，実害はなかった。しかし，本県での

越冬の可能性は低いと思っていたが，蛹で露地越冬しており，

今後，害虫化しないかと懸念している。

広がる総合防除を応援します。

松本 学（社団法人農山漁村文化協会）

農文協発行の病害虫の加除式出版物には『農業総覧 病害虫

診断防除編』と『農業総覧病害虫防除・資材編』の二つがあ

る。前者は 31 年目，後者は 6 年目の追録を迎える。病虫害

防除が総合防除の確立に向けて大転換しているなか，ともに

それに向けて全面再編成を開始している。『防除・資材編』

では第 11 巻「土着天敵・天敵資材」を新設した。「総合防除

の考え方と実際」も，今年の追録（第 6 号）も含め，ここ 3
年で 23 作物 36 タイプが揃う。わが国の病虫害関係研究者の

力量に，いまさらながら感心させられている。

気になることがひとつ。「 IPM」，「総合防除」はそれなりに

歴史のある取り組みだが，農薬に代わる個々の防除手段を組

み合わせるだけで「総合」といえるだろうか。

今年の『現代農業 6 月号』「主張」では，「土着天敵や土着

微生物，天敵に影響のない農薬の利用によって，害虫，病気，

雑草防除と施肥・土つくり，栽培法，周囲の圃場環境整備な

どを統合し，各地域で『減農薬空間』を作り上げよう」と提

起している。「減農薬空間づくり」－「 IPM」にとって代わ

ろうとは思わないが，少し，はやらせようと思う。

今思うこと

大久保宣雄（長崎県果樹試験場病害虫科）

今年 4 月から 4 年ぶりに果樹関係の仕事に復帰することに

なった。4 年前まで 24 年間果樹を専門に仕事を行ってきた

ので，総合農林試験場での 2 年間の野菜の害虫研究には実の

ところ，本腰の入らない期間で，本格的な研究を行ったとは

いえず，残念であった。その後 2 年間は企画調整と諫早湾干

拓の仕事に追われ，研究どころではなかったが，それでもそ

の期間に経験し得た事柄は多岐にわたり，また一般の病害虫

関係者ではとても会えそうもない広範囲の分野の人と知り合

いになった。このことは今更とはいえ，人間形成に大いに役

立ったと自負している。このような経緯から以前と同じ職場

に戻った訳であるが，なぜかファイトの湧く気持ちになれな

い点が自分ながら気がかりである。企画調整を兼務すること

や年齢も 1 つの要因であるが，それよりも 4 年間のブランク

の大きさがありそうである。だだし取り組んでいる課題は基

本的には昔とほとんど変わっていないというか， 近は昔の

繰り返しをしているようでもの足りず，もっと別の視点に立

った問題意識が必要と痛感している。その点で取り組もうと

している問題があまりないと言うと語弊があるが，没頭でき

るようなテーマに会わないことも原因なのかもしれない。そ

れと昨今の県の研究機関における人事異動の激しさがベテラ

ンをなくし，共通の問題ができる人材に乏しくなっているこ

とも原因かもしれない。

それやこれで 近の愚痴を聞いて頂きたい。多分どこの県

の試験研究機関も共通の悩みではないかと思う事柄である。

大学や国の機関と違って都道府県の試験場では 近在籍 5 年

程度で異動させられる例が多くなっていわゆるベテランがい

ない状況となっている。若い研究員は情報収集の才能という

かパソコン操作に堪能しているというか，あらゆる情報には

明るいが，それを活かすことは不得意である。例えば現場か

らの問い合わせに対する解答は参考書の受け売りであって先

方の求めに答えていないことが多い。課題に縛られてそれを

こなすのが精一杯で余裕がないことが臨機応変の対応を困難

にしている。そのあらわれか 近では実験台はいつもきれい

で，昔のようにシャーレで溢れている光景はついぞみたこと

がない。争ってその場所を確保した時代が懐かしい。その点

現在は無駄なと思われるような仕事というか遊びというか，

様々な角度の検討が不足している。これは人材育成の大きな

壁となっている。ではどうしたらいいいいかと言うと妙案は

ない。若い研究員にはなるべく雑用をさせず，担当課題も少

なくして余裕を持たすことが大切ではないかと思うが，現実

には少ない人員で多くの課題を抱えているため，難しい。ま

た課題を少なくすることは人員削減にもつながるのでおいそ

れとはできない。あれやこれやでお先真っ暗のようにみえる

が，若い優秀な人材も育っている都道府県もあるのでそれら

の県に人材育成のノウハウをご教示願いたいところである。

以上とりとめもないことを書いてきたが，これは地方機関

の一部の例で，少なくとも大学や国のことでないことを申し

添えます。

これも異常気象？！

中村元太（ダウ・ケミカル日本株式会社）

スピノエース顆粒水和剤の上市が一段落つき，2 年ぶりに福

岡にある開発センターヘ復帰する事になりました。久しぶり

に圃場に出てみて驚いたのは，異常にアブラムシが多い事で

す。圃場のキャベツとナスにはモモアカ，ワタ，チュウリッ

プヒゲナガといったアブラムシがベタベタとついています。

約 10 年同じ圃場で試験を行ってきましたが，こんなにアブ

ラムシが大発生したのを見たのは初めてです。近所の農家の

人に聞いても，今年はほとんどの野菜や果樹でアブラムシが

大発生しているとの事。ある試験場の先生によるとトラップ

にかかるアブラムシの数は例年の 3 倍になっているそうで

す。その代わりといってはなんですが，例年よく見られるコ

ナガやアオムシがほとんど見られません。例年連休明けには

キャベツ畑を乱舞するモンシロチョウも，今年はいっこうに

あらわれません。たぶん，久しぶりに冬が寒かった事，春に

なってからもあまり気温が上がってこない事が原因ではない

かと思うのですが…。皆さんどう思われますか？

ネギハモグリバエ防除に救いの手を !!
甲斐伸一郎（大分県農業技術センター）

本県では近年，小ねぎの施設栽培が盛んとなっており，1998
年の県内における農協共販額ではいちごに次ぐ品目となって

います。これに呼応するように，白ねぎでは問題とならなか

った害虫による被害が大きくクローズアップされてきまし

た。ネギハモグリバエです。なんだと思われるかもしれませ

んが，これがまたなかなかのものです。ご承知のとおり小ね

ぎ栽培は，播種から収穫までが夏期の高温時であれば 60 ～

65 日程度と短く，年間 4 作程度行うため，十分な土壌消毒

の期間がとれません。加えて有効薬剤が少なく，安全使用基



準との関係で使用薬剤も制限されるため，一度発生すると手

が着けられなくなってしまいます。昨年は台風の直撃により

ハウスが被害を受けたうえに，その対応に手を焼いている間

にネギハモグリバエが大発生し大きな被害を受けた農家もあ

りました。このように県内の小ねぎ産地では，ネギハモグリ

バエが難防除害虫になっており，各産地から防除対策の確立

についての声も多く，当農業技術センターは昨年度から試験

研究に取り組んでいるところです。しかし，ネギハモグリバ

エについての生態や防除等について過去の文献を調べたとこ

ろ，その数のあまりの少なさ（単に検索ができていないのか

も。）に，「やはりマイナーな害虫なのかな？。他の産地で

は問題となっていないのか？。ではどのような防除対策をと

っているのだろう？。」と自問自答する毎日です。

マメハモグリバエに対する 新の研究を応用すればこと足

りるのではとの考えも持っています。せっかくの機会ですか

ら，ネギハモグリバエにおける文献や防除対策，現地での対

応等諸先輩方のご知見，助言をいただければ幸いです。

ネギアザミウマによるカキの被害

森下正彦

（和歌山県農林水産総合技術センター

果樹園芸試験場紀北分場）

カキでは，着色時期にミカンキイロアザミウマによる果実

被害が知られていたが，1999 年 8 ～ 9 月に和歌山県北部の一

部のカキ園でネギアザミウマによる果実被害が発生した。被

害の様相はミカンキイロアザミウマに似ており，程度が軽い

場合は両者でほとんど区別がつかない。しかし，ミカンキイ

ロアザミウマでは成虫が果実着色期に飛来し，成虫が主に加

害するのに対して，本種では着色以前にも加害され，幼虫が

主体であり（多い果実では 50 頭程度），被害が激しい場合は

生理落下を起す違いが認められた。やっかいなことに，この

個体群は合成ピレスロイド系薬剤に対して感受性が低下して

おり，そのことが被害を拡大させた（有機リン剤等には感受

性が高かった）。

鹿児島県や愛媛県のハウスミカンでは，近年ネギアザミウ

マによる果実被害が増加しており（水島，私信），また 1999
年に和歌山県のウメで本種による新梢被害を受けた（中，私

信）。ネギアザミウマはもともと多くの植物を加害するが，

このように果樹に対する加害が近年増加している要因は明ら

かでない。しかし，今後その発生に警戒が必要と思われる。

シバを加害するナガチャコガネの防除

田中 篤（鳥取県園芸試験場環境研究室）

鳥取県は，屈指のシバ生産県ですが，コガネムシ類による

根部の食害が問題となっていました。加害種を調査した結果，

これまで防除対象となっていなかったナガチャコガネによる

被害が大きいことが明らかとなり，その防除対策を検討しま

した。

ナガチャコガネ成虫は５月下旬から地上に現れ，交尾を行い

ます。この時期のダイアジノン粒剤散布は，成虫に対する殺

虫効果が認められ，その後の幼虫密度の低下にも有効である

ことから，現在は一斉防除を行っています。また，多発ほ場

は成虫期の防除だけでは不十分なため，幼虫が地表近くで食

害する 10 月中旬～ 12 月に，MPP 乳剤等のかん注を行ってい

ます。このような防除を行った結果， 近はナガチャコガネ

を探すのが難しくなってしまいました。

しかし，現地ではより簡便で効果の高い方法が望まれており，

現在はさらに効果の高い薬剤による防除を検討しています。

また，この防除体系はウスチャコガネには効果が低いため，

その対策も必要となっていますが，なにより一番の問題は不

景気のためシバの需要が少ないことです。

ついにトマト黄化葉巻病の発生が･･･

行徳 裕（熊本県農業研究センター）

トマト黄化葉巻病（TYLCV）は，1996 年に長崎県と静岡

県，愛知県で発生した新ウイルス病である。本病はシルバー

リーフコナジラミによって媒介されるウイルス病で，トマト

の生育を阻害し，著しい減収となる。発生以来，熊本県への

侵入を警戒していたが，1999 年 9 月，ついに熊本県で発生

を確認した。被害は，シルバーリーフコナジラミが多発する 8
～ 9 月定植の作型で大きく，定植直後に栽培を断念したほ場

もあった。同じ時期に佐賀県と福岡県で発生が確認されてお

り，保毒苗の移動や風による保毒虫の分散により分布が急速

に拡大したと考えられる。熊本県では発生地域が有明海に面

した平野部に集中しているため，「保毒虫が有明海を越えて

飛来した。」と一部で囁かれているが，真偽は不明である。

シルバーリーフコナジラミの発生が減少するため，昨年 11
月以降の発生は小康状態にある。しかし，夏に向かいシルバ

ーリーフコナジラミの密度が高まるため，被害や分布の拡大

が危惧される。

News Letter No. 6 2000 /12/25 発行

巻頭言

「安全性問題」を考える

坂井道彦（㈱オリノバ）（本会副会長）

先の役員改選で再び副会長を務めることとなりました。残

る１年の任期も本会の運営に努力したいと考えておりますの

で，会員皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

今この原稿を書いているのは，あと３週間ほどで 20 世紀

も終わろうとしている 12 月中旬です。振り返ってみますと，

20 世紀末の 10 数年間は，日本の農業にとってそれまでにも

増してさまざまな変化があった時期であったと思います。そ

の変化の波は，私が職場としている農薬企業にも変革をもた

らしてきました。環境保全型農業の構想が施策化され，一般

消費者からは良きにつけ悪しきにつけ農産物の安全性への要

求が高くなりました。一方では減反による農薬市場の縮小も

起こりました。このような動向は，農薬企業の形態なり戦略

のあり方に直接的・間接的にインパクトを与えてきました。

将来は遺伝子技術（これもまた農薬と似た安全性問題をか

かえていますが）が植物保護にさらに貢献する可能性があり

ますが，農薬が不要になることはありえないでしょう。農薬

は，21 世紀に入っても食糧生産性の向上と同時に安全性の

確保という要求に向けてさらに進歩してゆく必要がありま

す。周知のとおり安全性問題は 近起こったわけではありま

せん。農薬企業は以前から低毒性・低残留性また低投下量の



有効成分開発を目指してきました。また，農薬の包装容器を

再利用可能，少廃棄物，軽量なものにするとか，剤型もそれ

に見合ったものに改良するなどの努力も続けられています。

しかしながら，より高性能な農薬の創製や，さらに農薬と

は異なった新規な作物保護技術の開発を可能にするために

は，綿密な安全性研究もさることながら，すでに医薬品開発

研究で行われているような先端的基本技術の駆使が必要にな

ります。これには多額の投資と高密度な情報の集中化が要求

されます。欧米化学企業は経営合理化を目指して，農薬事業

の分離，会社合併，いわゆる直販体制への移行などを積極的

に進める一方，遺伝子による植物保護技術開発にも投資を向

けており，いまやこれらの企業は「農薬会社」というにはふ

さわしくない感があります。日本企業でも， 近の国内農薬

市場の低迷もあって，新たな進展を目指してなんらかの合理

化を図る努力が強いられています。

一方，残念ながら一般的にはこのような企業の努力や，さ

らにもっと広く見れば作物保護にたずさわる人々の合理的防

除体系確立への努力は，世間（とくに都会人）ではかならず

しも充分に理解されておらず，無農薬，減農薬などの言葉が

ブランド（？）として定着して一人歩きし，農薬は危険とい

うイメージはぬぐわれていません。世の中の真の要求とは何

か，リスクを減らして農業生産へのベネフィットをどのよう

にして増やすかを正確に判断し，それにもとづいて技術・製

品の開発と普及を行い，またこれらに対する正当な理解を促

すことが重要だと思います。そのためには，表面的あるいは

感情的な安全性要求に惑わされない，科学的な判断を踏まえ

た思考と行動がなければならないと考えます。

害虫防除の場面でも多くの安全性要求に根ざした諸問題が

あります。私がここでいう「安全性問題」とは，農薬残留，

総合防除，天敵利用，有機農法等々にも関わるかなり広い意

味と理解していただきたいのですが，いずれにせよこれらの

問題解決には多方面の協力と総合的な検討が必要です。とく

に企業所属の会員の方々には，企業の一員としてのご苦労も

多いとは思いますが，ぜひともこのような問題に対応するた

めにも，今後とも本会への積極的な参画をお願いしたく筆を

とった次第です。

ニュース

オオタバコガ個体群における微胞子虫病の発生について

阿久津四良（神奈川防除所）

岩野秀俊・福原敏彦（日大生物資源学部）

近年，オオタバコガ Helicoverpa armigera の分布拡大に伴い，

露地栽培の果菜類，葉菜類の被害が増大し，難防除害虫とし

て様々な防除対策が試みられています。本種の生態特性につ

いては徐々に解明が進められていますが，個体群の密度調節

に及ぼす生物的要因，とくに微生物要因については知見が乏

しい。このような現状の中で，私達は 1999 年以来，本種の

発生予察調査の一環として，(1)フェロモントラップ個体群

（雄成虫）における微胞子虫の感染状況，(2)検出微胞子虫

の種の同定と病原性の検定，(3)微胞子虫の感染率の季節的

動向と個体群における微胞子虫の動態等，オオタバコガ個体

群の密度調節に及ぼす微胞子虫病の影響を明らかにしよう

と，1999 年から 3 ～ 4 年計画で調査を始めています。将来的

には，検出微胞子虫の微生物防除の素材としての有効性の評

価へつなげていきたいと考えています。

有機農法というけれど･･･

市毛和幸（㈱柏屋肥料店）

ここ 10 年ほど農薬の販売で農家巡回をしていて，ある特定

の質問を頻繁に受けるようになった。害虫や病気に効くと謳

われた天然資材のことである。前から農業雑誌を中心に，た

くさんの広告が出ていたのは知っていたが，現場の農家の話

を聞いて，ここまで深く浸透しつつあるのに今更ながら驚い

ている。いささか勉強不足の感が否めず，あせり気味の毎日

である。

そして先日も，ある顧客農家から相談が舞い込んだ。食用

カンショを栽培している農家だが，「ある別の業者が，農薬

を使わずに，木酢液と特殊抗酸化微生物醗酵液と呼ばれる資

材を畑の耕起時に土壌混和するだけで，ネコブセンチュウを

退治できる画期的な商品だと言うので，使ってみたが，セン

チュウ害でほとんど売り物にならない。どうしたものか。」

というものだった。確かに見せていただいた芋はセンチュウ

害特有の裂開が無残な口を開けていた。

ここ数年有機栽培ブームのためか，農薬がいらなくなると

いった過激な宣伝の天然資材が増えてきたように感じてい

る。中身は，植物抽出液，醗酵生産物，微生物等さまざまで

あるが，よくわからないのが本当ところのように思う。数年

前，よく虫が落ちるということで評判になった「夢草」とい

う植物抽出液に実は未登録のピレスロイド剤が入っていたと

いう笑うに笑えない記事もあった。もちろん中には効果の確

かなものもあろうが，胡散臭いものも多いのではないだろう

か。

人命に係わる欠陥商品なら消費生活センターに持ち込めば

きちんとした対応が得られるが，作物に使用されるこういっ

た民間療法の資材は薬効や毒性試験もほとんどなく流通して

いる。しかも不思議なことに押しなべて高価である。問題発

生のクレームを言いたくても言えないのが現状だ。

一方，世の研究者は，こういった問題に静観を決めこんで

いる節がなくはないように思える。使ってみて効かなくても

薬害が出なければそれでいいのだろうか。エイズ薬害問題を

あげるまでもなく事故が起きてからでは遅いのだ。

幸い，先の農家の被害は 20 アールほどで済んだが，甘言

に乗せられて使ってしまったことを何度も悔やんでいた。善

人をだましてはいけない。農業資材の流通に携わるものとし

て，本当に顧客のための「本物」を届けられる仕事をしてい

きたいと考えている。

天敵防除に関する概念

廣森 創（静岡大学農学部）

私ごとではありますが，農学部の応用昆虫学研究室に任用

されて 1 年が経ちました。この間，本研究室に所属しない学

生達と話をする機会が数多くあり，害虫の防除に関する話も

たくさんしました。その中で一つ気になった点があります。

それは一般の学生が，天敵の利用を初めとする生物的な防除

法は素晴らしい，化学農薬による防除は良くないことだとい

う考えを，何の疑問も持たずに信じていることです。確かに，



生物的防除には魅力的な面も数多くあり，また，化学農薬に

よる問題点もいくつも挙げられます。しかし，農学部とはい

え実際に自分で作物の栽培を行ったことの無い学生が，化学

農薬のことを云々言うのはおかしいと思います。これは一般

の消費者にも言えることです。実際に作物の栽培を行えば，

化学農薬のすごさに愕然とすると思います。そして，その使

用の簡便さや，高齢化している農業体系の現状を考えれば，

闇雲に生物的防除を素晴らしいと言えなくなると思います。

実際に私も assay を行うときに，どれだけ苦労するか！。（こ

れは生物的防除法を研究している人は皆さんも感じているこ

とだとは思いますが。）

この苦労を知った上で，それでも尚かつ化学農薬による防

除よりは，生物的な防除法の方が優れている面があり，それ

が必要なんだという認識を持って欲しいと思います。その強

い意志がなければ，私たち研究を行っている者も結局は・・

・と言うことになりかねません。

総合的害虫防除とは，この生物的な防除法と化学農薬の架

け橋となる素晴らしい考え方だと思います。お互いの持つ利

点を，生物的防除を研究している側からは生物的防除資材の

利点を 大限に，化学農薬の研究側からは農薬の利点を 大

限に，それぞれ活かしつつも，相手の防除資材の特徴も活か

す。そんな技術の開発が望まれていると感じますし，そのよ

うな認識を持つ必要性があると思います。

天敵の飼育について

石井俊彦（㈱トモノアグリカ）

早いもので天敵関係の仕事をはじめて約 10 年になる。は

じめは北大方式でのチリカブリダニの増殖研究から始まった

が，輸入したほうが安くつくので３年目以降はイギリスから

輸入した天敵の登録と普及に注力してきた。

今年，約 7 年ぶりにケナガカブリダニの増殖を自分でやっ

てみた。前任者のやり方どおりにやってみたが，うまくケナ

ガカブリダニが増えてくれない。適温と適湿に設定したがど

うも土の乾きが早い，念のため温湿度計を入れてみたら湿度

が設定値よりもかなり低い。超音波加湿器の振動子が半分以

上お亡くなりになっていた為交換。日頃のメンテナンスが大

事なことを痛感した。

その後も餌ダニ増殖用のインゲンにチリカブリダニが侵入

してほぼ完璧にナミハダニを防除？してくれたり，インゲン

に立枯れ症状が多発したりと思わぬ障害が発生した。しかし，

一番の障害はヘッドルーペをつけないと仕事にならない老眼

の度が進んできた自分の眼ではないかという声も・・・。

植物病原体媒介性昆虫研究の発展を願う

櫻井民人（東北農業試験場害虫発生予察研究室）

第 21 回国際昆虫学会がブラジルのイグアスにおいて開催

された。セッション 24，全講演数 4,000 以上という国際学会

ならではの規模で活気があり，昆虫学関連の様々な分野の研

究者の発表を聴くことができ有意義なものであった。一方，

植物ウイルスなどの植物病原体媒介性昆虫分野のセッション

は 15 の口頭，31 のポスター合計 46 講演であり，この研究分

野に従事している研究者が世界的に見ても極めて少ないこと

を改めて認識した。また，その中でも元来は植物病理学を専

門としている研究者が多く，媒介昆虫による植物ウイルス伝

搬が農作物生産において国際的に大きな問題となっている現

状の中で，昆虫学を専門とする研究者がこの分野に参入して

行かないのは大変残念なことであると感じた。国内に目を転

じれば，日本応用動物昆虫学会大会の発表部門にこの分野は

存在すらしない。

この原因として，植物病原体媒介性昆虫を対象とした研究

では媒介虫と植物病原体両方を扱わなければならない上に，

それらに対する広範な知識が必要とされることがあげられ

る。確かに負担は大きいが，これからの自然科学研究は狭い

分野に閉じこもらず，他分野にまたがった総合的な物の見方

が不可欠となってくる。そういった意味では，昆虫学と植物

病理学両面からの研究を必要とする植物病原体媒介性昆虫の

分野は極めて魅力的である。必要ならば共同研究を積極的に

行い，問題解決に努力すべきであろう。私自身，この分野に

足を踏み入れてあまり時間が経っていないので知識も不十分

であり，データも十分蓄積されたとは言い難いが，いくつか

興味深い事象を発見することができ，喜々として新たなテー

マをたてて研究を進めている。おそらく，生態学から分子生

物学までほとんどの昆虫学者にとって興味をひく研究テーマ

がこの分野には内包されている。今後，多くの病害虫研究者

がこの分野へ参入し，協力，刺激しあって，基礎，応用共に

大きく発展して欲しいと思う次第である。

独立行政法人・農業環境技術研究所における昆虫研究の方向

松井正春（農業環境技術研究所）

来春 4 月に，殆どの国立試験研究機関は独立行政法人に移

行する。各法人は定められた枠組みの中で，独自の領域を明

確にしつつ研究を展開していくことになる。独立行政法人・

農業環境技術研究所は，①農業生態系の持つ自然循環機能に

基づいた食料と環境の安全性の確保，②地球規模での環境変

化と農業生態系の相互作用の解明，③生態学，環境科学を支

える基盤技術，に関する研究を重点的に行うことになってい

る。

この中で生物環境安全部に属する「昆虫研究グループ」は，

侵入・導入昆虫が生態系に及ぼす影響の解明と評価，農業生

態系における昆虫等の生物群集の動態解明と変動予測，地球

温暖化が昆虫の動態に及ぼす影響の解明，化学交信物質の構

造決定等の基礎研究を行う。また，環境生物資源（天敵等）

の探索・収集，特性解明，配布を行うジーンバンク事業を担

う。新たに設立される農業環境インベントリーセンターに属

する昆虫分類研究室では，昆虫の分類・同定法，所蔵標本の

データベース化と利用システムの構築，並びに昆虫研究グル

ープと共同で昆虫インベントリーの構築を行う。また，化学

環境部に属する「有機化学物質研究グループ」は，農薬の環

境中での動態や生態影響評価等の研究を行う。そのほか，遺

伝子組換体の環境影響やダイオキシン問題等の緊急の課題に

は，チーム体制で取り組む。

農業環境研究は，on farm の害虫防除には直接繋がらない

が，持続的農業を推進するための環境作りということで，間

接的には関係が深いものと考えている。この分野の研究は社

会的要請が強まっているにもかかわらず，蓄積が比較的少な

く，方法論的にも未確立の分野を含むので，開拓者魂を持っ

て取り組んでいく必要がある。また，この研究分野は総合的，



学際的性格を有するので，今まで以上に所内外の研究者のご

協力を頂く必要があると考えている。

実験温室の害虫防除

大津悠一（日本バイエルアグロケム㈱結城中央研究所）

ふだん「害虫の防除は早めの発見と的確な診断，適切な薬

剤の選択が大切です。また薬剤の輪番使用や耕種的防除の併

用により，特定の薬剤に依存せず，抵抗性の発達を避けるよ

うにしなければなりません。」などと説教している研究，指

導の立場の方にも泣き所があります。それは実験温室の害虫

防除です。ハダニ，ハモグリバエ，アザミウマ，アブラムシ，

コナジラミなど，農家が手を焼いている害虫ばかりが，実験

温室に飛び込んできます。なお困るのが寄生蜂，カブリダニ

等の「益虫」もついてくることです。近隣の農家圃場から飛

来した虫は，既に相当鍛えられていて容易に駆除できません。

殺虫剤の実験中に温室に害虫が出ても，すぐに殺虫剤を使う

ことはできず，手後れになった状態から始末にかからねばな

りません。温室を空けて防除しようとしても，そのために作

物を他の部屋に移動するのでは，却って蔓延を助長するよう

なものです。挙げ句に，どうせ食用ではないのだから思いき

り高濃度連続散布して根絶しろ，などという暴挙に出てしま

います。 近市販された全ての殺ダニ剤を次々に使えなくし

て，万策尽きた状況で思いついてケルセンを散布したところ，

劇的な効果を示して以後鎮圧できたということもあります。

全ての植物は栽培温室から実験温室への一方通行を保ち，試

験終了後の作物は，ポリ袋の中に入れてそのまま廃棄すると

いう手順を守っていますので，供試昆虫が蔓延することは防

いでいますが，外部から栽培温室経由で入ってくるものは防

げません。また長期にわたって栽培し，適宜葉を摘み取って

試験に使うような植物もありますので，これに害虫が入られ

ると手が出せません。温室全体を青酸ガスくん蒸しようかと

か，炭酸ガスなら植物や周囲には安全で室内の動物だけ全部

死滅させられるのでは，などというアイデアもでましたが，

実行するに至っていません。粘着，電撃，灯火，吸引などの

トラップで今まで試したものはすべて気休め程度でした。な

にか良いアイデアはないでしょうか。

21 世紀は“植物保護薬品”という発想で

二口欣也（ノバルティスアグロ㈱開発部）

農薬にも害虫にも縁のない薬剤師として，昭和 45 年当時

のサンド薬品に入社したはずなのにどういうわけか農薬の開

発をやるようになって既に 26 年目に入った。農薬の開発に

これほど深く関与しなければ，今ごろは世間一般の人々と同

様に有機農産物，無農薬野菜を有りがたく買っていたかも知

れないと思う。因みに，「無農薬栽培大豆使用」などのタイ

トルが付いている商品は，絶対に買わないことにしているの

が昨今の私である。

この 26 年で成功したことは，生協から野菜を買うことに

こだわっていた女房を教育し，農薬がなければ安定した農産

物の生産ができないこと，近年の農薬は極めて人体・環境に

配慮したものになってきていること，収穫された農産物に残

留する農薬は人体に対する影響と言う観点からは無視できる

量であることを理解させたことである。それ以外では，さし

たる成功もない。周囲の友人には，同じ話を何回かするとも

う飽きられてしまうし，「もう判ったよ」，で終わってしま

うことが多い。要するに，一般の人はそれほど農薬残留のリ

スク云々などは日々の生活の中で考えていないのである。詰

まるところ，“農薬バッシング”なるものは，マスコミによ

って作られたスケープゴートということになる。

行政は，そのようなことを 初から理解しているものだか

ら，マスコミに迎合して“農薬”の名称を敢えて変更するつ

もりはないようである。例えば，「農薬を“植物保護薬品”

にしたところで，今度はそちらを叩くに決まっているから」

というのが論理である。でも，本当にそうであろうか。あの，

合理的な人間の代表であるアメリカ国民でさえ，Pesticides (農

薬)を Crop Protection Chemicals （植物保護薬品）という表現

に変えるようになった。

行政に逆らうわけではないが，農薬という言葉は日本にお

いても 21 世紀中にはなくなっているであろうというのが私

の考えである。害虫防除の為の農薬ではなく“植物保護薬品

”という観点から新たな展望が開けて行く 21 世紀を祈りた

い。

樹上のゴミムシ

本藤 勝（㈱アグロス研究部）

スミソニアン博物館のアーウィン博士は，南米の樹上の昆

虫相を調査し，林冠部に莫大な数の未知の昆虫が存在するこ

とを明らかにしました。特に彼の専門分野のゴミムシでは，

多数の新属・新種を発見し，記載しています。

実は，温帯圏の森林においても樹上性のゴミムシ類が，ク

モやテントウムシ類などとともに天敵として活躍していま

す。たとえば，アトキリゴミムシの仲間である Lebia 属のゴ

ミムシはハムシ，Lebidia 属はアワフキムシ，Parena 属はガの

幼虫を専門に捕食します。しかし，農作物やスギ，ヒノキな

どの樹木とは異なり，人間の経済活動と直接関係のない森林

の樹上のゴミムシが注目されることは，ほとんどなかったと

いえるでしょう。そのため，これらのゴミムシの大多数は，

ほとんど生態上の知見がないのが現状です。私は樹上性のゴ

ミムシ類が，森林生態系の中で食葉性昆虫類の重要な捕食者

として機能していると考えています。日本は世界でも有数の

豊かな森林を持つ国の一つです。緑豊かな木々の中を散策し

ながら，樹上の昆虫の世界に目を向けるのも心安らぐ一時で

す。

近の試験場事情（私見）

磯部宏治（三重県茶業センター）

ご存知の方も多いと思いますが，三重県は平成 10 年から

県下の農・林・水・工業・保健・環境関係の各試験場を科学

技術振興センターとして統合し（統合という言葉が適切かど

うかはわかりません），総合企画局の下に組織が改編されま

した。私の所属する茶業センターは改組前は農林水産部局の

農業技術センターの地域センターという位置づけでしたが，

組織改編後は原則としては”農林水産部局外”ということに

なりました。しかしながら，実質的な仕事の中身，仕事の流

れは全く変わりはなく，1 つの組織（科学技術振興センター

という事務所）が増えた分の事務的な仕事が増えたというの



が変更点です。

平成 13 年度にはさらに組織改編（改変？）が実施される

予定です。今度は，今までの各試験場の名称「・・研究所」

「・・技術センター」を無くす方向で検討されていると聞い

ています。予算の集中管理を進め，課題の予算化には競争原

理を導入していくようです。予算，人員の削減，行政改革・

・・変革のスピードが少し速すぎるような気がするのは私の

年齢のせいでしょうか。

「時代の流れ」といえばそうですが，長期間のデータ蓄積

を必要とするような地道な研究課題は，これからはできなく

なってしまいました。費用対効果で見れば地道な研究課題は

即打ち切り。

「時の流れ」を止める必要はありませんが，試験場，研究

機関の「時の流れ」をフレキシブルにできないものかと考え

るこの頃です。

ダイズのハスモンヨトウ防除に向けて

塩崎尚美（大分県農業技術センター植物防疫部）

大分県のフェロモントラップにおけるハスモンヨトウの誘

殺状況は，1998 年の異常発生年以降，全体的に平年を上回

った状況で推移している。本年も大豆作付面積の多い県北地

域では，やはり夏期の誘殺数が平年を上回って推移し，白変

葉を見つけるたびにヒヤヒヤさせられたが，防除の徹底から

か，大きな被害もなく収穫期を迎えることができた。

1998 年の異常発生の原因解明のため生産者に病害虫防除

に関するアンケートを行ったところ，薬剤防除の意識が低く

防除適期を失したこと，また無人ヘリコプター防除に頼って

いる実情がうかがえた。さらに，防除薬剤としてエトフェン

プロックス剤の防除効果が低いとの回答が目立った。

そこで，大豆に登録のある薬剤を中心に食餌浸漬法による

薬剤感受性検定を行ったところ，県内各地から採取したハス

モンヨトウはチオジカルブ水和剤，クロルフルアズロン乳剤

およびテフルベンズロン乳剤などに対しては感受性が一様に

高く，エトフェンプロックス乳剤およびメソミル水和剤など

に対しては地域によって感受性に差異があることが分かっ

た。とりわけエトフェンプロックス乳剤に対する感受性が低

い地域は多数あると考えられ，エトフェンプロックス剤の防

除効果が低いという生産者の印象を裏付けた結果であった。

大豆作付面積が年々増加し，高齢化が進むなかでは無人ヘ

リコプター防除への期待は大きく，また実際に頼らざるを得

ない現実がある。しかしながら，現在ハスモンヨトウに登録

のある薬剤はエトフェンプロックス剤だけである。今後無人

ヘリコプター防除のための登録拡大に向けて，微力ながらデ

ータを積み重ねていきたい。

農家さんと微小害虫との戦い

田中尚智（兵庫県病害虫防除所）

ある日の普及員さん（以下 N 氏）と研究員（以下 T 氏）

との会話。N 氏「暑いの我慢してサイドに 1 × 1.5mm 目合の

ネット張っとんのにトビ（キスジノミハムシ）がわいてくん

のはなんでやろ」。T 氏「通っとんのとちゃう」。Ｎ氏「確か

めてみてくれへん？」。T 氏「ええよ」。そこで，目合を変え

てキスジノミハムシ成虫の通過を調べたところ，1mm 以上

の目合は成虫が通過し作物を加害するが，0.8mm 以下の目合

であれば成虫は通過できず，作物も加害できないことがわか

りました。

さらに，N 氏「軟弱野菜では他にエカキ（マメハモグリバ

エ）の被害も問題になっとるねんけど，0.8mm 目合やったら

成虫は通るやろか？」。T 氏「うーん」。N 氏「確かめてみて

くれへん？」。T 氏「ええよ」。そこで，雌雄毎にマメハモグ

リバエ成虫の通過を調べたところ，0.8mm 目合に対して，雄

はわずかに通過するものの，エカキの被害を出す雌は通過し

ないことがわかりました。

ちょっと有頂天気味の T 氏「0.8mm 目合のネットを使うと

一石二虫や！」。N 氏「とりあえず，農家さんに張ってもら

って，現地実証試験をするわ」。後日。T 氏「どうやった？」。N
氏「虫はいいけどやっぱり暑いって」。T 氏「・・・・」。

一つの疑問に対する結果はわかっても，技術確立，さらに普

及というところまで行くためには，現地に密着して，さらな

る問題点を解決してゆかないとだめなんだなあと，つくづく

思い知らされました。現在温度上昇を抑える手段を模索中で

す。

福島県におけるハスモンヨトウの発生拡大

中村 淳（福島県農業試験場病理昆虫部）

本県では，昨年，今年と 2 年連続でハスモンヨトウの注意

報が発令されている。以前から太平洋沿岸部の施設栽培地域

を中心に発生が認められており，夏期高温年には多発するこ

とはあったものの，県内全域で問題になることはなかった。

しかし，平成 9 年頃からは内陸部でも本種の被害が目立ち始

めている。内陸部での発生要因は，南方からの飛来と夏期の

高温のみでは，過去に発生がほとんどなかったことを考える

と納得がいかない。むしろ，沿岸部で本種の被害が恒常化し

た時と同様に，内陸部の施設栽培地帯で本種が越冬し，発生

源となっていると考えられる。

越冬源としては，ミツバチへの影響から薬剤散布が制限され

るイチゴが も疑われている。事実，本年は 12 月上旬現在

も，本種の発生が目立つほ場が散見されている。昨年，農試

場内で発生した本種の薬剤感受性をイチゴ葉の食餌浸漬法で

検討したところ，卓効を示す剤がほとんどなく，特にミツバ

チへの影響の少ない IGR 剤，BT 剤は，一部の剤を除き効果

は不十分であった。今後は，薬剤防除のみに頼らず，定植時

期からの防虫網の設置など総合的な対策を実施しなければな

らないと考えている

キャベツ害虫の 近の動向

平野忠美（JA あいち経済連営農支援センター）

愛知県東三河地方は全国でも有数なキャベツ産地ですが，

生産者はやはり，コナガ，ハスモンヨトウなどの害虫防除に

苦慮してきました。筆者も， JA あいち経済連営農総合室営

農支援センターに籍をおき，管内の病害虫防除の技術的支援

を担当しています傍ら，豊橋，田原，渥美，豊川からコナガ

を採集し，コナガの各種薬剤に対する薬剤感受性を毎年調べ，

有効薬剤を確認し，各地区の防除暦作成の資料としてきまし

た。しかし，ここ 4 年ほど前から，キャベツにおいて も重

要な害虫であるコナガの発生が，極めて少なくなり，本年，



平成 12 年度に至っては，薬剤感受性検定用のコナガの採集

もままならぬ状況です。一方，ハスモンヨトウは並みの発生

で，ハイマダラノメイガはむしろ増加の傾向です。 では，

なぜ，コナガが減ったのでしょうか？

1．コナガに有効な薬剤がそろい，ローテーション防除体系

が組みやすくなった。確かに 4，5 年前までは，有機燐剤，

カーバメート，合成ピレスロイド， IGR 剤に対する薬剤感受

性は低くなり，確実な効果を示すのは BT 剤くらいで，コナ

ガの防除体系を組むのに大変苦労した記憶があるが，その後，

コテツ，アファーム，スピノエースなど，コナガに効果の高

い薬剤が開発，市販された。

2．コマユバチなど天敵に影響の少ない BT 剤に対するコナ

ガの薬剤感受性低下がほとんどなく，また，BT 剤が有機特

別栽培での防除回数から免除されることから，BT 剤の使用

回数が増えた。そのため，天敵が増え，コナガの密度が抑え

られている。

3．コナガの若齢幼虫期に降雨がたまたま多く，コナガの密

度が抑制された。

などなど勝手な憶測をしていますが，会員の皆様のところ

のコナガの発生動向はいかがでしょうか？ また，減少した

理由について，何か考えのある方は，御一報いただければ幸

いです。

生物的防除研究における土着天敵と周辺植生環境の重要性

末永 博（鹿児島県農業試験場大隅支場畑作病虫研究室）

現在のわが国の生物的防除に関する研究は天敵の人為的放

飼が主体であり，土着天敵の利用や，天敵とその生息環境と

のかかわりに関するものは少ない。これに対して海外では，

ほ場内や周囲の植生環境，あるいは景観を管理して土着天敵

の 働 き を 高 め る こ と を 目 的 と し た 研 究 が 多 い 。 実 際 ，

Conservation Biological Control や Enhancing Biological Control，さ

らに Interchanges of insects between agricultural and surrounding
landscapes といった本が 近相次いで出版され，生物多様性

や景観管理による生物的防除の気運が高まっている。

わが国の生物的防除は，天敵を生物農薬として利用すること

に重点を置いてきたため，生物多様性や景観の重要性はあま

り考慮されてこなかった。狭い土地で集約的な栽培を行うわ

が国では，多様性や景観を考慮するゆとりがないかもしれな

い。しかし，便宜性追求のための基盤整備，そして単一作物

の広域栽培，および過度な除草などにより農業生態系の多様

性が失われつつある今，生物多様性や景観の保全によって土

着天敵の働きを高めるための研究が必要であると思う。

インゲンテントウのお世話

松本信弘（横浜植物防疫所調査研究部）

昨年 4 月に，農薬検査所から横浜植物植物防疫所調査研究

部配置換えになり，15 年ぶりに古巣の植物防疫所に戻りま

した。植物防疫課や国際協力課でのいわゆる行政の仕事をし，

「やはり虫の仕事がしたい」と希望していたところ，上司か

ら 1，2 年ほど農薬検査所で仕事してから防疫所に戻してあ

げると勧められ，そのつもりで赴任した農薬検査所でした。

しかし，筑波大学の社会人（博士課程）コースに行かせても

らったり，BT 剤の活性阻害の研究を始めたり，天敵農薬ガ

イドライン導入などの興味深い研究テーマに恵まれ，結局 3
年半農薬検査所で勤務しました。

この他所での経験が影響したようで，こちら（防疫所）で

は，インゲンテントウ（Mexican bean beetle）の担当にされて

しまいました。と言いますのは，元々私は，防疫所でミバエ

等の Diptera の幼虫類の分類をしたいと考えていましたし，

ミバエの遺伝子診断など大学での経験や国際部での経験がこ

の仕事に役立つと思っていましたから・・・。しかし，突然

のご命令にはそむけず，また持ち前の惚れ易さ（虫への）も

あって，インゲンテントウにまたもやはまり込み，今年 4 月

には病気でもう一人の若手がダウンし，一人になってしまう

アクシデントにもめげず，結局，インゲンテントウのお世話

をしています。

インゲンテントウは 1997 年に山梨県と長野県の県境付近

で初めて見つかり，その後の調査で，両県下の極一部地域で

定着が確認されています。本虫は，北中米原産のマメ科作物

の大害虫です。不名誉なことに，発生地の北中米以外では初

めての発生となります。このように新しい害虫が発生してく

ると，防除用の農薬はありません。まず海外での報告を調べ，

また我が国でマメ科作物に登録のある農薬から効果のあるも

のをさがし，登録する必要があります。幸いにして我が国に

入った系統は，薬剤感受性が発達していないようで，一般の

合ピレ系や有機燐系の農薬から，5 種類が今年 5 月に登録さ

れ，さらに，Pediobius foveoratus 等の在来の天敵寄生蜂も見

つかりました。インゲンテントウは夏の高温に弱く，夏季冷

涼の同地やそれ以北の冷涼な地域でしか生息出来ないと聞か

されていました。もしそうだとすれば，本虫の発生は今後も

同地域内に限定され，場合によっては自然に消滅するかもし

れない。

こうなれば，一安心です。これで好きな仕事（虫）に戻れ

るのかなーと思っていたら，どうもそう簡単にはいかないよ

うです。というのは 近の調査から，すこし困ったこともわ

かってきました。一つは，薬害の感受性の問題で，もう一つ

は休眠性の問題です。さらには幼虫の体色が 15 ℃付近の低

温で飼育すると黒化し，オオニジュウヤホシテントウの幼虫

と区別が出来なくなってしまう点です。インゲンテントウの

冬季の越冬耐性の強さは，発生地域の極寒な気候から容易に

推測できましたが，本虫にもし近縁のニジュウヤホシテント

ウのような夏季休眠の可能性があるとすれば，少々高温に弱

くとも現在より低地に分布を拡大する可能性は十分にありま

す。さらに悪いことに，オオニジュウヤホシテントウがイン

ゲンを食べるという報告がある上に，私の調査では本虫もジ

ャガイモを食べることができ，まれに成虫まで育つこともあ

ることがわかっています（未発表）。

まだ十分な研究は出来ていませんが，場合によっては，本

虫の発生地域が急速に拡大することも考えられます。したが

って，もうしばらくインゲンテントウの面倒をみる必要があ

りそうです。以上，愚痴を書かせて頂きました。

はじめまして

葛西真治（国立感染症研究所昆虫医科学部）

2000 年春より国立感染症研究所，昆虫医科学部に勤務し

ております。子供の頃からの昆虫好きで，現在も時間ができ

れば野外に飛び出し蝶を中心とした昆虫写真を撮っていま



す。ところが職場で扱う虫はなぜかカ，ハエ，ゴキブリ，シ

ラミといった，「可憐」という言葉とはほど遠い，とかくヒ

トに嫌われがちな衛生昆虫ばかりです。

職場では衛生害虫の殺虫剤抵抗性機構の研究を行っており

ます。抵抗性系統における解毒酵素の活性増大や標的部位の

構造変化を分子レベルで解明することを主な目的としていま

す。殺虫剤抵抗性の発達は，農業害虫，衛生害虫を問わず防

除の上では重要な問題です。衛生昆虫は飼育が比較的簡便で

系統維持し易く，また材料として大量に提供されやすいこと

から，抵抗性の研究には比較的適しているといえます。これ

らの昆虫を用いて行う薬剤抵抗性の研究は，農業害虫の抵抗

性研究にもつながるところがあるでしょう。また，市場にお

ける農業用殺虫剤のシェアは防疫用殺虫剤と比べて圧倒的に

大きく，対象とする昆虫種も多いことから，衛生昆虫を扱っ

ている者からも絶えず注目し，そこにある問題を意識してい

かなくてはならない分野であると考えています。

成果がどう害虫防除の改善につながるかを考えながら日々

研究してはおりますが，実際に防除の現場やそれに携わる方

々と接する機会に乏しく，とかく「畳の上の水練」になりが

ちなところがあります。そういった意味において，農林害虫

防除研究会に参加させていただくことは，現場を知る方々の

みぞ知る，生きた情報を享受させていただける絶好の機会で

あり，貴重な意見交換の場であると考えております。狭く浅

くの傾向がある近年の科学研究においては特に，新たな発見

や発明は異分野が連携したときにこそ生まれやすい（編集委

員の田中さんの言葉をお借りしました）というのもまさにそ

の通りであると思います。

研究者としてはほんの駆け出しですが，これから色々と皆

様から勉強させていただきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。

行き当たりばったりの天敵展示

宮田将秀（宮城県園芸試験場環境部）

巷ではチョコエッグというお菓子の中のミニチュアモデル

（動物シリーズ）の収集が大人を含めて一部，盛り上がって

いるとのこと。今回，なぜか天敵生物の模型を作ることにな

ったいきさつと成果（？）についてご紹介します。

宮城県では昨年，県庁内の組織再編で工，農，水林が統合

され産業経済部となりました。それに伴い従来の農業祭も他

分野との合同行事として今年は 10 月に開催され，試験場紹

介コーナーで園芸試験場は天敵生物を展示しました。実はそ

の内容が決まったのが開催約 2 週間前で当初は害虫と天敵の

実物を持ち込もうとしましたが，その時点で天敵の注文は当

日に間に合いませんでした。一方，他の試験場の展示，特に

水産関係の展示は水槽を持ち込んだ派手なものになることは

みえていましたので，微小な生物展示は迫力に欠けると考え

ました。とするとキーワードはインパクト。そこで展示を受

け持った害虫チーム（といっても増田副主任研究員と私の 2
名だけですが）で天敵の世界を工作してみようかということ

になりました（この間の模索の様子は紙面の都合上省略）。

さっそく紙粘土や針金，絵具を用意，手探り状態の見切り発

車。本来の試験を気にしつつも，秘密工作隊などと自称しな

がら結構楽しんで製作したものが写真のとおりです。会場で

はまじまじと見入る人，気持ち悪がって近づけなかったおば

あさんや手にとってひっくり返すこどもがいたりと，もくろ

みはまんまと成功したと思います。

さて，ここでそもそもの問題点のおさらいです。とっくに話

の着地点はお気づきだと思いますが，天敵を使おうと思い立

って現物が届く間，害虫に増殖するのに十分な暇を与えて

しまうということです（今更の指摘ですが…）。国内での供

給体制，流通効率化について各方面にがんばって欲しいと図

らずも実感した取り組みでした（否，日常の研究の中でも十

分に感じています）。ところで模型の出来に気をよくした我

々に，例えばチョコエッグモデルの作成等，どなたかドロッ

プアウト先を紹介してもらえませんか（冗談です）。

微生物農薬「プリファード水和剤」の紹介

佐藤徳和（東海物産㈱静岡支店）

プリファード水和剤（平成 12 年 10 月農薬登録申請済，試

験名 PFR － 97WDG）は，昆虫病原性糸状菌 Paecilomyces
fumosoroseus の胞子を有効成分とした微生物殺虫剤であり，

アメリカ・ヨーロッパではすでに利用されています。本剤は，

施設トマトのオンシツコナジラミ・シルバーリーフコナジラ

ミ（タバココナジラミ）に有効であり，卵，幼虫，成虫の全

ステージに対して感染力があります。感染後，菌にとって好

適な環境が続けば，死亡したコナジラミは大量の菌糸で覆わ

れ，胞子が形成されることにより，二次感染を引き起こすこ

ともあります。

本剤は，マルハナバチ（当社商品名：ハニートーン）等の

有用昆虫にも影響がなく，環境保全型農業への利用はもちろ

んのこと，化学農薬に対する抵抗性発達の回避を目的とした

場面でも期待されます。「プリファード」の名は「prefer（～

を好む，～を選ぶ）」を由来としていますが，この名のとお

り，皆に好まれ，安心して使っていただける薬剤となるよう

願いを込め，平成 13 年の発売に向けて準備を整えておりま

す。

東京農業大学生物的防除研究会の紹介

河合省三（東京農業大学総合研究所）

東京農大総合研究所では産官学協力研究事業を発展させる

ために研究会を組織しており，その中にさまざまな分野の部

会を設けている。その一環として，平成 7 年に内藤篤（AICAF）
が発起人代表となって「生物的防除部会」を発足させた。現

在，約 20 社の法人会員を中心に，小規模ながら年 3 回の講

演会を開催し，また，ニュースの発行を行い，主として害虫

の生物的防除についての知識の拡大と情報交換を行ってい

る。講演会では天敵の生物学的研究をはじめ「生物農薬」の

開発から利用の現状，また，化学合成殺虫剤との関連や，天

敵の導入・放飼に関する生態学的問題から法的問題にいたる

まで幅広い分野にわたって，それぞれの分野で活躍されてい

る方々にトピック的な話題をまじえて講演していただいてい

る。これまでの講演者は 28 名になるが，来日中のファン・

レンテレン教授の講演を聴くこともでき，毎回，講師を囲ん

での懇親会を含め，小規模ゆえに十分な意見交換ができる点

で好評を得ている。現在，内藤氏のほか平岡行夫（トーメン），

根本久（埼玉園試），桝井昭夫（日本化薬），石井俊彦（ト

モノアグリカ），安田誠（SDS バイオテック），大沢貫寿（農



大），和田哲夫（トーメン），河合省三（農大）らが幹事と

なって部会の運営にあたっている。興味のある方は下記まで

ご連絡を。

東京農業大学総合研究所研究会・生物防除部会（代表・河合

省三）〒 156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1
e-mail: kenkyuuka@nodai.ac.jp.
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巻頭言

IPM の推進に英知の結集を

浜村徹三（独立行政法人野菜茶業研究所）

世の中の変化の速度が年々加速されているようである。小泉

新首相は変革を旗印にしているので，各分野で大きな変革が

進むと思われる。我々の関係する農業分野も例外ではないで

あろう。過去 10 年間の農作物の輸入量の増加をみると，こ

の先日本の農業は成り立っていくのか不安になってしまう。

是非，食糧自給率を向上させる方向での政策を期待したいも

のである。

さて，そのような大局的な動向に気を配る必要はあるが，

我々の土俵である「農林害虫の防除」は作物を植えたその日

から始まる，待ったなしの問題である。海外からの侵入害虫

の発生，薬剤抵抗性害虫，リサージェンス，環境保全，環境

ホルモンなど問題は多い。これらの問題を解決する手段は単

一のものでは無理なことは明白で，各種防除手段を組み合わ

せた総合的な害虫管理（ IPM）に行き着く。

近年までは化学薬剤と天敵は相容れない敵対する関係にあ

るように考えられてきたが， 近はこの点はかなり和らいで

きていると思う。これは農薬メーカーの低毒性・選択性農薬

の開発と生物農薬の登場によって，農薬と天敵の利点を生か

し，欠点を補うような使い方が可能になってきたためと思わ

れる。

IPM の研究面では，平成 11 年から 15 年まで，国研を中心

として，いくつかの作物（野菜，果樹，イネ，茶など）で，

農薬の使用量を半減することを目標にしたプロジェクト研究

が実施されている。この研究は各作物で IPM マニュアルを

作り，平成 14，15 年は実証試験を行うことになっている。

作物によって利用できる生物農薬や資材に制限があるので，

同一歩調という訳にはいかなくて，生物農薬の種類も豊富な

施設栽培の果菜類（トマト，ナス，メロンなど）が，目標に

近い成果を上げつつある。

このような試験研究とは別に，産地における実用化の例も

みられる。大方の会員がご存じのことと思うが，高知県のナ

スの例で，マルハナバチを授粉に利用し，天敵と選択性薬剤

を使用する方法で，2 年目を終わろうとしている（大阪大会

で関連発表あり）。日本一のナス産地からスタートした試み

であり，今後の IPM の行方を左右する事例になると思われ

る。この例は概ね成功を納めていると聞くが，マイナス要因

として，チャノホコリダニなどの発生があげられている。

IPM の実践は成功と失敗を繰り返しながらも，作物や面積

を増やして行くものと考えられる。 IPM を確立するためには

解決すべき問題は多い。本会の会員は国公立研究機関，大学，

企業，生産者など幅広い層にまたがっているので，それぞれ

の立場から英知を出し合って，実効のある IPM を確立し，

推進していきたいものである。

ニュース

害虫の発生拡大要因とは？

石川敏男（JA 足利イチゴ部会）

No.6 の中村氏のハスモンヨトウの発生拡大の言及につい

てひと言述べてみたい。第 5 回大会のカメムシの多発要因に

しろ，ミカンキイロアザミウマの被害拡大にしろ，基本的に

は温暖化や温存させうる作物の分布拡大が発生を助長させて

いると理解しているのですが，イチゴが越冬源と疑われるの

は心外です。

小生の天敵放飼ハウスの 終農薬散布は昨年 10 月 11 日で

した。天窓や出入口から侵入したハスモンヨトウは脱皮しな

がら老齢となり，1 月まで葉を食害していました。しかし，

越冬源となるほどまで放置していたら果実も食べられ，収量

に影響するので，葉の食害と糞を確認すると必死になって見

つけてつぶしにかかります。2 月には発生ゼロと言っていい

でしょう。ハダニ，アブラムシは苗と外部からの持ちこみ，

侵入が考えられますが，ミカンキイロこそ飛来侵入がほとん

どです。雑草から侵入したあと，増殖できる作物というのは

イチゴだけではないでしょう。

ハスモンヨトウは IGR，BT 剤ともに若齢幼虫なら小生の

ところでは効果があります。叔父は何度 IGR 剤を散布して

もハスモンヨトウが残り，アグロスリン 500 倍でやっと死ん

でくれたが，気持ちが悪くなったと言っていました。

ウンカやハスモンヨトウの大発生というのは温暖と雨量に一

番影響されると思います。昨秋は栃木では雨が多く，ハスモ

ンヨトウは少なかったです。小生のハウスではフェロモント

ラップ設置は勿論，1mm 目のネットを側窓に張るのは 10 年

前よりやっています。それでもハウスに侵入して残るのです。

アリも歴とした生物的防除素材

末永 博（鹿児島県農業試験場大隅支場）

「アリ＝捕食者」，この一見当たり前の等式が害虫管理で

は見過ごされてきたのではないか。アリの捕食行動として思

い浮かべるのは昆虫の死体に群がった様子である。さらに，

アリと言えばアブラムシやカイガラムシを保護し，作物にと

っては迷惑な虫という印象を持つ。しかし，彼らを害虫の天

敵として思い描く人は少ない。

実はアリは熱帯，亜熱帯地域の果樹園や作物ほ場，および

ヨーロッパの森林などで重要な生物的防除手段として利用さ

れている。カナダは森林害虫の防除のために，わざわざヨー

ロッパからアリを導入したほどである。

私がアリの研究を始めたきっかけは，サツマイモの花外蜜

腺にアリが集まっているのを偶然観察したことであった。ア

リの捕食能力を調べた結果，ハヤシクロヤマアリとクロオオ

アリは害虫，特に集団で生息するハスモンヨトウに対して発

生初期に効率的に攻撃することがわかった。例えばクロオオ

アリは，ハスモンヨトウの幼虫密度が 1 ㎡当たり 1 ～ 3 頭の

発生初期に，10 時間で 18 ～ 56 頭（20 ㎡当たりの生息数に

相当）の若～中齢幼虫を捕獲した。この他にナカジロシタバ，

エビガラスズメ，イモキバガなどに対しても発生とほぼ同調



して捕獲数を増加させた。

農作物とアリとの関わりを詳しく調べれば，捕食者として

のアリの重要性がさらに明らかになるかもしれない。「アリ

＝捕食者＝土着天敵」の認識が広まることを期待したい。

日本バイオロジカルコントロール協議会について

石井俊彦（㈱トモノアグリカ）

本協議会は生物防除剤（フェロモンを含む）の研究開発及

び普及販売行っている企業を正会員とし，協議会の目的に賛

同した法人・個人を賛助会員とした組織です。1996 年 8 月

に 2 社で設立後会員は増加し，2000 年 12 月には正会員 12 社，

法人賛助会員 38 社，個人賛助会員約 220 名になりました。

生物防除剤・ IPM 関連の数ある組織の中で民間主導の組織と

して独自な活動を行っております。

活動内容は主に日本国内における生物防除に関する技術開

発及び技術普及の推進のための研修会の実施及び機関紙を発

行しております。中でも機関紙に毎号綴じ込まれている「天

敵等への農薬の影響の目安」は毎号アップデートされ， IPM
を推進する際の基礎資料として県の防除指針等に引用又は採

用されるなど好評を得ております。

この度，天敵カルテ幹事会， IPM-ML の皆様のご協力によ

り，本協議会のホームページを開設いたしました。アドレス

は http://biocontrol.tenteki.org/ です。内容としては協議会の

紹介，正会員各社ホームページへのリンク集，協議会機関紙

「バイオコントロール」のバックナンバーの紹介及び「天敵

等への農薬の影響の目安」の試用版（旧版）です。正式公開

版（ 新版）は機関紙に掲載されていますので本協議会に是

非ご入会ください。個人賛助会員の場合は年会費 2,000 円で

す。

複雑な形をしたマメハモグリバエ潜孔の意味

上野高敏・綾部慈子（九州大学生物的防除研究施設）

マメハモグリバエをはじめとする多くのハモグリバエ類

は，その幼虫時代，寄主植物葉に複雑で，うねった形をした

食害痕（潜孔）を残します。その実にわかりやすく認知の容

易なパターンゆえ，たいていの人はハモグリバエの潜孔につ

いてご存じですし，それの存在でもってハモグリバエ類の発

生を確認したりもします。しかしなぜ彼らの残す潜孔は，そ

んなにも複雑な形をしているのでしょうか？

僕たちは，現在その理由について探っています。僕たちの

立てた仮説は，その複雑さ故，潜孔をたどって寄主ハエ幼虫

を探す寄生蜂類の探索を妨害する効果があるというもので

す。言い換えれば，複雑な潜孔は，ハモグリバエによる寄生

回避のための間接的防御手段であろうということです。この

仮説を検証するため，カンムリヒメコバチ Hemiptarsenus
varicornis とマメハモグリバエを使って実験を行いました。

実験では潜孔の形に個体差があることを利用して，比較的複

雑な潜孔と単純な潜孔を作ったハエ幼虫の寄生率などを調べ

ました。すると予想通り，複雑な形の潜孔では，ヒメコバチ

の探索効率が低下し，しばしば蜂が探索をあきらめることが

確認できました。 確かに潜孔の形には，それなりの理由が

あったのです。

この研究は，まったく生態学的な基礎研究で，食植性昆虫

の残す食べ痕にすら，ちゃんとした意味があることを明確に

した重要な研究であると僕らは考えます。しかしその一方で，

生物的防除そのものへの直接的な貢献はないでしょう。確か

にそうなのですが，この話を聞いた方は，これまでただ漠然

と見てきた潜孔にも意味があることを理解することで，この

害虫に対する見方なり考え方なりが，少しは変わったのでは

ないでしょうか？あるいはハモグリバエと天敵寄生蜂の関係

に，すごく興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。

今の日本では，一般の人々の天敵や生物的防除， さらには

害虫防除に対する理解というのは，残念ながら非常に貧しい

状態にあります。そこでこういった，おもしろそうな科学話

を 初のきっかけにして，害虫と天敵の関係についてまず興

味を持ってもらい，続いて生物的防除や害虫防除に対する理

解を深めてもらう・・・。こういったことも必要かつ重要な

一手段であろうと僕たちは考えています。

NET 上で試験成績の検索を

石塚 仁（（社）日本植物防疫協会）

(社)日本植物防疫協会は平成 10 年より委託試験成績を

CD-ROM 化して販売を開始しました。その年に実施された試

験成績を網羅しており（毎年 5 千数百件），ウィンドウズ・

パソコンを用いて，試験実施年度，対象作物名，対象病害虫

名，薬剤名，試験実施場所名で検索し，試験成績書そのもの

をディスプレイ上で確認したりプリントアウト出来るように

なっています。本年 5 月には平成 12 年版が完成し，この間

同時に 1 年分ずつさかのぼって作成してきたため，平成 7 年

から 12 年までの成績が使えるようになりました。

ちょうどこの作業の 中「天敵カルテ」の立ち上げと重な

った事から，天敵カルテ幹事会より CD-ROM 成績集の中か

ら生物農薬に関わるものだけを提供して欲しい旨の要望があ

りました。当協会内で検討した結果，普及が進みつつある天

敵農薬等の現場向けの参考資料になればと，成績の提供に応

じることになりました。

天敵カルテのホームページ（URL http://www.tenteki.org/ ）

の総合メニューから「関連データベース」をクリックすると 2
つのデータベースが提供されており，その 2 番目の「(社)日

本植物防疫協会委託試験成績集の検索」をクリックすれば成

績の検索画面に入れます。作物名，病害虫名，薬剤名の各項

目で検索出来，いずれかの項目で絞り込み（キーワードはリ

ストから選ぶようになっています），該当する事例が多い場

合には違う項目で絞り込みが出来るようになっています。い

くつかの候補が出てきますので見たい試験の「画像表示」の

項目をクリックすると，その試験成績が画面上に現れます。

そのまま画面でも確認できますが（画像データ上でマウスを

クリックするとサイズが変わります），試験成績画像の上で

右クリックして「名前を付けて画像を保存(S)」でファイル

としてパソコンに保存し，後ほど画像表示ソフトを用いて印

刷することも可能です。

全国の公立の試験研究機関等で平成 7 年から 12 年の間に

実施された合計 1,060 件の生物農薬に関する成績が網羅され

ていますので，現在市販されている天敵や微生物等の資材が

どのような試験を経てきたのか，また使用上参考になるよう

なノウハウはないか等々，皆さんの貴重な資料となるでしょ

う。是非覗いて見てください。



近の茶害虫での心配事

大谷一哉（三重県中央農業改良普及センター）

合成ピレスロイド系薬剤（以下合ピレ剤）が各社で開発さ

れ，続々と農薬登録されはじめて早 20 年が経つ。当時駆け

出しの茶栽培研究員であった私は，各種害虫に対する合ピレ

剤の効果に感動を覚えたが，その後に起こるハダニのリサー

ジェンスを目の当たりにして，自然界の絶妙なバランスの存

在が強く脳裏に焼き付いた。ハダニのリサージェンスを回避

する試験を数年にわたり試みたがうまくいかず，以後私が提

案する茶の防除体系に合ピレ剤が取り上げられることはなか

った。

近では非合ピレの優れた殺虫剤の登録によって，年間の

防除回数は 20 年前と比較して 2 ～ 3 回少ない 7 ～ 8 回が主

流で，防除経費は 20 ％前後は軽減されている。

ハマキムシ類は重要害虫から外れ，ヨコバイ，アザミウマ

の吸汁性害虫も防除しやすく，各茶期に防除していたチャノ

ホソガも暖冬の影響で春先の被害が減り，カンザワハダニも

在来ケナガカブリダニの活躍で年間 2 回以内の防除で十分で

ある。

現場からの防除指導要請が減る中で，徐々に増加している

害虫がある。クワシロカイガラムシである。平成６年夏の猛

暑以降全国的に増加しているが，三重県での多発は一過性で

あった。しかし，昨年夏以降，再び増加している茶園が目に

つき，徐々にではあるが確実に増加していると思われる。ク

ワシロカイガラムシの主要天敵は寄生蜂であるが，本県で使

用している薬剤が合ピレ剤程ではないにしても，天敵寄生蜂

に悪影響を与えている可能性が高い。

クワシロカイガラムシの防除は，労力・コスト負担が大き

く，特定の殺虫剤の連用とならざるを得ない。多発生が継続

した場合の対応が心配である。

主要茶産地県でクワシロカイガラムシの共同研究が始まる

と聞く。薬剤による天敵への影響の解明が待たれる。

イネが牛のえさに：農家複雑

平井一男（農業生物資源研究所）

イネを牛の飼料にする動きが広まりそうだ（朝日 4 月 10
日）。飼料稲については以前から聞いていたが，農水省は今

年初めて生産調整（減反）による他作物への転作で，飼料稲

を作るように積極的に働きかけ始めたとのニュースである。

今年は水田の 37%（1047 千 ha）でイネを作れなくなる。中

山間地の休耕田で，麦，ダイズに次いで飼料稲が転換作物に

なって欲しいとの声も聞く。筆者は 2001 年 3 月中旬（16-19
日）に石垣島を訪れた。密かなねらいは南西諸島にイネドロ

オイムシが生息しているか否かを知ることだった。文献では

台湾に生息する。6 年前には与那国島の移植後水田で発生し

ていた。今回石垣で 4 日間にわたり俄雨の中を探索したが，

発見できなかった。いたのはイネミズ，（アオイロ）ヨコバ

イ，ヒメハモグリバエ，ツトムシ，イナゴ，トンボ類であっ

た。統計では石垣には 250ha 余の水田があるようだ。撮影し

ていると，栽培者が来て，「石垣 JA 管内では 10ha の水田で

飼料稲（中国 147 号，関東飼料 206 号）を栽培している，今

期は 12 月 20 日に移植，5 月中旬に収穫し種籾を本土に移出

する。昨年は飼料稲を含め 3 回移植した。飼料稲が本土でう

まくいけば石垣でも飼料稲を利用したい」と，今どき稲栽培

を誇らしげに話す姿に嬉しくなった。飼料稲は 40cm の草丈

になっていた。病害虫では大きな害はなくイネクロカメムシ

による吸汁害があった。飼料稲の隣水田では「ひとめぼれ」

が約 10cm の丈になっていた。石垣ではアドマイヤー箱施薬

が普及している。約 70 日残効があるが，イネミズが減らな

いので，１か月後にパダン粒剤を本田施用したとのこと。確

かに箱施薬だけの水田ではイネミズが多発していた。後期に

はカメムシにスミバッサ粉剤を 2 回散布するとの伝に，「撒

きすぎではないか」と言ったら，被害が出ては困るからやむ

を得ないと。2000 年度の「農業白書」によると，環境保全

型農業として化学肥料・農薬の使用低減や土づくりを販売農

家の 25.1%に相当する 502 千戸が実践している時勢なのに，

南の島にはその波及はないようだ。病害虫防除所の巡回はな

く普及所の指導があるとのこと。 IPM もやるべきことはまだ

まだあるようだ。畦面のマメ科にはキチョウ，バンナ公園の

蝶園ではオオゴマダラが舞っていた。卵，幼虫，蛹，そして

発香鱗を開き乍ら雌に近寄る雄成虫，ほかにツマベニ，アサ

ギマダラ，ジャコウアゲハ等々を撮ることができたのは感激

だった。

ベトナムの農薬リスク管理－その 2
岩谷宏司（日本バイエルアグロケム OB）

ベトナムと云えば，ダイオキシンを含む枯葉剤による農薬

汚染がしばしば報道されている。農薬に限らず化学物質の安

全性を科学的に証明することは出来ない。とすれば，危険（リ

スク）がどれだけあるかの視点から議論が始まる。母乳から

ダイオキシンが基準を超えて検出されたと云うニュースが入

ってきた。日本の専門家は，まだ解明されていないダイオキ

シンよりも母乳を止めるリスクのほうが大きいと冷静に判断

したようだ。

６ヶ月ハノイで生活してみて緊急を要する農薬の問題は無い

のではと感じた。にも拘わらず，なぜ一般市民の不安は消え

ないのか？食品添加物扱いの農薬は，医薬よりも安全性につ

いて厳しいチェックを受けている。たまたま結果的に問題が

起きていないだけの開発途上国と，残留基準・安全使用基準

に基く厳しいリスク管理をして問題を起こしていない日本な

ど先進国とでは，関係者に対する信頼性がまるで違ってくる。

青空市場では野菜や果物の鮮度を保つために，ペットボトル

に入れた川の水を頻繁にかけていた。細菌によると見られる

食中毒が抵抗力の弱い子供達に多発する。マスコミはこの微

生物に基因すると思われる食中毒まで農薬に疑いをかけてい

た。一生食べ続けた場合に問題になる慢性毒性，そのデータ

に基づいて食品中の残留基準は決められている。基準を超え

て農薬が食品に残っていたとしても，100 キロ単位で馬のよ

うに食べない限り，急性の症状がでることは科学的にありえ

ない。

農薬など技術が進むほど専門家の責任は重くなる。ベトナム

ではその専門家がまだ育っていない。害虫防除の現場では“

天敵の役割を重視し生物的防除を指向”しているという。要

するに，お金が無い，技術もない，土着天敵に期待しようと

いうことか。急性毒性と慢性毒性の区別がつかないようでは，

環境生物に対する農薬の影響など評価できるはずがないと思



うのだが･･･。物質的にはまだまだ貧しいベトナムだが，経

済成長の過程で日本が失ってしまった大切な何かが，まだ残

っているような気もする。講演を聴く人々の，その燃えるよ

うな眼差しにベトナムの未来を期待したい。

低温と氷核を併用した害虫防除とその問題点

積木久明（岡山大学資源生物科学研究所）

従来より提唱されている低温のみを利用した低温殺虫法に

比べ，低温と氷核を併用したより効率的な害虫防除法とその

問題点について紹介する。

ニカメイガ越冬幼虫のような耐凍性（凍結しても耐えて生

存できる）害虫には，この防除法はほとんど適用できない。

しかし，多くの害虫（昆虫）は非耐凍性（凍結すると死亡す

る）であり，このような昆虫は冬季グリセロールのような不

凍化物質を蓄積し，過冷却することで凍結を阻止し，低温障

害を受けることなく越冬している。本防除法は，このような

性質を有する害虫に食餌を介して氷核（氷点下の高い温度で

の凍結を誘導する物質：氷核微生物が高い氷核活性を有する

物質を生成する）を摂取させるか，直接体表に氷核を附着さ

せることで，過冷却能力を低下させ，氷点下のできるだけ高

い温度で凍結死させようとするものである。冬季の 低気温

が氷核微生物の凍結温度である -2 ～ -5 ℃以下になる地方で

は，本法を利用した凍結による害虫防除が期待できる。特に，

休眠性を持たない非耐凍性害虫，例えばコナガやミカンキイ

ロアザミウマ幼虫は冬季でも摂食することから，食餌植物を

介して氷核を摂取させることは比較的容易である。しかし，

幼虫で休眠する害虫は越冬に入るかなり以前に摂食を停止

し，また蛹で休眠する害虫は蛹化前に，それぞれ消化管の内

容物を体外に排泄する。このような休眠をする害虫では，人

工的に氷核を消化管内に導入できたとしても，秋には排泄さ

れてしまい，真冬まで体内でその効果を維持させることがほ

とんど期待できない。そこで，この欠点を補うための試みと

して，害虫自身が持っている腸内細菌に氷核遺伝子を導入し，

その細菌を摂食させたところ，全く別種の氷核細菌を摂食さ

せた場合に比べ，より長く昆虫の消化管に定着することが認

められている（渡部・佐藤，2000）。
今後，本防除法を成功させる上で解決しなければならない

問題として以下のようなことが考えられる。食物の残渣がす

べて排泄される秋から翌春まで防除したい害虫の腸内に引き

続き安定的に定着し，しかも冬季でも増殖できる腸内細菌を

できるだけ見つける必要がある。一方，散布された氷核細菌

がいつまでも葉面上に留まっていると，作物の凍害あるいは

霜害を引き起こす原因となる。そのため，遺伝子導入に用い

る腸内細菌は作物葉面上では定着できない性質を有するもの

でなければならない。さらに，昆虫の宿主特異性が高い腸内

細菌を利用することで，できるかぎり天敵昆虫等への影響を

低くし，選択的害虫防除の可能性を高める必要がある。

輸入農産物の多くは輸入時に害虫防除のために臭化メチル

で薫蒸されている。しかし，毒性の問題や地球温暖化等の問

題で，この薫蒸剤に代わる新たな防除法の開発が早急に求め

られている。この防除にも低温あるいは低温と氷核を併用し

た防除法が利用可能と考えられる。

今後，低温を利用した害虫防除のさらなる研究が望まれる。

東京における展示試験の意義

沼沢健一（東京都農業試験場）

狭い農地と少量多品目生産を特色とする東京農業に適した害

虫管理を考えるため，物理的防除および殺虫剤を主要技術と

した展示試験を試験場内で行っている。そして，会議などで

来場した専技や普及員を捕まえて圃場で実物を見ながら話を

し（自分自身では密かに営業と名付けている），そこから農

家に対する普及に弾みをつけることを目指している。まだ営

業の成果は上がっているとは言えないが，違った面で展示が

役立っている。

当試験場は住宅地に隣接し交通も便利であることから，農業

関係者だけでなく消費者の見学も多い。去年の試験ではヨト

ウガやハイマダラメイガの活躍により，防除がうまくいった

処理区と共にほとんど食べるところのないキャベツや裸地の

ようになったキャベツ畑を展示することができた。消費者の

方々には害虫被害のすごさと農産物の生産には適切な管理が

必要であることを実感して頂けたのではないかと考えてい

る。都会の試験場として，農家の技術向上と共に消費者の啓

蒙に役立つ展示試験を続けていきたい。

IPM 体系の確立は簡単じゃない

小林茂之（JA 全農農薬研究室）

全農では総合的害虫管理（以下 IPM と略す）の重要性を認

め，その一つの視点として性フェロモン剤の普及に努めてき

た。さらに，5 年ほど前から室内の簡易検定で土着天敵類に

対する各種農薬の影響についての基礎データも蓄積してき

た。その結果をもとに，昨年 5 月定植の露地ナス栽培におい

て「全農版 IPM モデル防除体系」なるものを考案して当地

農家慣行防除を比較対照にしてその実証を試みた。

露地ナス栽培において選択性農薬とヒメハナカメムシ類を活

用した IPM は岡山県農業総合センターの永井氏により提唱

され，高知県農業技術センターの高井氏や宮崎大学の大野氏

をはじめ多くの研究者によって圃場レベルでの有効性が既に

実証されている。しかし，お恥ずかしながら私の実証試験は

考えてもみなかった原因で失敗に終わった。

その経過をご紹介すると IPM 区は慣行区より農薬費を 終

的に 12 ％削減し，ヒメハナカメムシ類の活躍によりナスの

品質，収量とも試験終盤の 10 月中旬まで慣行区を上回って

いた。ところが，9 月上旬から今まであまり見たことがなか

った「黒い光沢のある小さな甲虫」（後にナストビハムシと

判明）が目立ち始めた。にもかかわらず， IPM モデル防除体

系を実証しなければならないという呪縛から，臨機応変に殺

虫剤が使用できず，指をくわえて見ているうちにナスの葉が

あっという間に食害されてしまったわけである。結果的に，

IPM 区は樹勢が衰え，試験後半で慣行区に品質，収量とも抜

かれ，おかげで 10 アールあたりの収益に換算すると IPM 区

は慣行区の 15 ％の損になってしまった。

この失敗から得た教訓は IPM だからといって，選択性農薬

を使い続けると潜在害虫が発生する場合があり，その際は非

選択性農薬を使用する判断も必要になってくることと，露地

ナス栽培で発生する全ての害虫種を把握することが重要だと

いうことだった。この失敗は夏の暑い時期にナスを収穫し続

けた苦労が報われず個人的にはたいへんがっかりしたが，あ



る意味では大阪府立農林技術センターの田中氏が力説すると

ころの「将来につながる天敵利用失敗事例」の 1 つとして価

値があったのかも知れないと思うことにした。

「・」が取れ，組織は大幅に変わりました

河合 章（野菜茶業研究所）

農林水産省の他の多くの試験研究機関と同様に，４月から

野菜・茶業試験場も独立行政法人に移行し，独立行政法人農

業技術研究機構野菜茶業研究所（野菜茶研）となりました。

名前だけを比べると「・」が取れ，「試験場」が「研究所」

になっただけですが，組織は大幅に変わりました。

第一に，従来は野菜・花き・茶を対象としていたのが，花き

部門は花き研究所として独立しました。花き研究所は筑波に

でき，現在はまだ約半数が三重の野菜茶研におります（数年

で全てが筑波に移動の予定）。なお，花き研には病害制御研

究室はありますが，虫害を扱う研究室はありません。

第二に，野菜茶研では内部組織が従来の専門別から作目別

に変更になりました。野菜関係では病害虫と土壌肥料を扱う

環境部がなくなり，新組織では果菜研究部と葉根菜研究部に

それぞれ虫害研究室と病害研究室があり，茶関係は茶業研究

部に虫害研究室と病害研究室があります。

私は果菜研究部の虫害研究室の所属となり，今までは野菜

・花きの害虫であれば何でも扱えたのが，これからは果菜類

の害虫のみが対象となります。今回の当所の組織改編は作物

について総括的に扱える体制を作り，現場に則した研究を推

進するためとのことですが，病害虫関係は組織が細分化し，

すでに種々の面で矛盾は出ていますが，メリットは･･･？

天敵農薬・オリスターＡの発売

浮城 昇（住化テクノサービス㈱）

住友化学工業株式会社では本年２月より「オリスター」に

続き，「天敵農薬・オリスターＡ」の販売を開始しました。

住化テクノサービス株式会社はその生産受託および販売を行

っております。オリスターＡは，国内に生息する在来の捕食

性天敵であるタイリクヒメハナカメムシ(Orius strigicollis)を
有効成分としており，住友化学工業株式会社が特別に選抜し

た系統で，生殖休眠性が浅く，特に短日条件下においても園

芸作物，果菜類（ピーマン，なす等），花卉類の難防除害虫

であるアザミウマ類に対して高い防除効果を示します。ピー

マンに加え，今後なすをはじめとする他作物への適用拡大を

計画しています。天敵農薬は保存期間が短いため需要に見合

った細かな生産計画を立てる必要があります。今後も環境保

全型農業が推進される中，その有望な防除資材の一つである

天敵農薬の生産及び供給を続けていきたいと思っています。

わかりやすい技術の開発＝物創り

片山晴喜（静岡県農業試験場）

自動計数式フェロモントラップの課題を引き継ぎ，当初は

いまさらフェロモントラップ･･･とも思いつつ，元来工作好

きで，面白半分で取り組んできた。ところで， 近，農業と

工業の技術進歩の比較が時々取りざたされる。性質の異なる

分野を比較するのは難しい。しかし，工業技術は“製品”と

なって，具体的に消費者が手に取って使え，理解されやすい

点で評価が高い一面があると思う（基本原理を理解しなくて

も使える）。

農業分野でもフェロモントラップ，硫黄薫煙装置，黄色蛍光

灯，イチゴの I ポットはその実用性の高さは当然として，具

体的な“製品”が普及しやすかった要因の一つではないか。

新技術を普及させる場合，そのコンセプトを具体化する“製

品”を介すれば，農家にもわかりやすいのではないか。また，

トラップ開発の過程で製造業者と接し，その熱心な創意工夫

を実感した。農業分野でもアイディア次第で面白い製品はた

くさん創れるのではないだろうか。

ゴルフ場，芝草害虫，そして IPM
藤家 梓（千葉県農業総合研究センター）

三題噺風なタイトルで恐縮であるが，まずはゴルフ場。わ

が国には，ゴルフ場が約 2,400 か所ある。世界的に見てもオ

ーストラリア，カナダ，アメリカ，イギリスに次いで５番目

に多い。こう書くとゴルフ嫌いの方々が，眉をひそめるのが

目に見えるようである。確かにゴルフ場は，自然環境に大き

な負担を強いるという性質を内在させている。一方，ゴルフ

が趣味だという人は多く，国民体育大会の正式種目にもなっ

ており，国民的スポーツといってよいかも知れない。また，

哲学を持ち出すまでもなく，人間は食べるために生きている

に非ず，数少ない遊ぶ動物である。ゴルフ場との共生の道を

探りたいものである。

次に芝草害虫。ゴルフ場の芝生は実にきれいであるが，緑

を維持するためには頻繁な農薬散布等，多大の労力が払われ

ている。単一植生で害虫が多発生しやすい上，刈り込み等の

ストレスにさらされているため，加害によってダメージを受

けやすい状態におかれている。芝草の一種ベントグラスは，

ある種の害虫に加害されるとパニックを起こし，自殺してし

まうように見えることすらある。

後に IPM。芝草を一定水準に管理しながら農薬による環

境負荷を軽減するには， IPM の考え方を導入・定着すること

である。ゴルフ場では，「芝草は永年性作物的であり，広範

囲に比較的隔離された状態で存在する」，「芝草管理者が一

定水準の技術力を持っている」，「企業として強い経済合理

性で運営されている」等の理由から， IPM 導入の可能性は農

耕地よりはるかに高い。さらに一歩進んで，全国に分布して

いるゴルフ場で生物多様性の保全が図られた場合，その効果

は絶大であるだけでなく，広く国民の賛同を得られるであろ

う。

農作物の IPM で苦労されている諸姉兄，芝草害虫をやっ

てみませんか。ゴルフ場だけでなく，野球場，サッカー場，

校庭，公園等々。もしも芝草が嫌いでなかったら。

ぶっちゃけた話

山本敦司

（日本曹達㈱農業化学品事業部農業化学品開発グループ）

ぶっちゃけた話，私は抵抗性問題や耐性菌問題には大変興

味がある。というのは，みんなが困っているからである。農

家の皆さん，研究指導機関の先生方，そして我々農薬を開発

し販売する業者のすべてが困っているのだ。すなわち，三方



一両困？なのである。そしてあのカッコいい大岡裁きで 1 時

間以内の解決は残念ながら期待できない。さて，どうしよう？

それには，今年の農林害虫防除研究会大会のテーマである，

困った者達同士の「連携」に求めてみたらどうだろう。

抵抗性発達の問題は害虫では，ハダニ類，アブラムシ類，

コナガ，アザミウマ類，ウンカ・ヨコバイ類で顕著であり，

作用機構の異なる多くの殺虫剤・殺ダニ剤がその悲しい運命

をたどってきている。抵抗性リスク，即ち抵抗性問題による

デメリットは，三者三様それぞれだろう。農家の皆さんにと

っては自慢のおいしい作物を作られなくなるし，指導される

方々は防除対策に頭を悩まし，販売業者にとっては農薬の売

上減少なのだ。この状況では，ぶっちゃけた話，農業ではな

く悩業？だ。

私自身，研究所に籍を置いていた当時，新農薬の開発研究

がメインの仕事であったけれど，市販薬剤の抵抗性研究にも

時間を割いてきた。その結果思い知らされたのは，抵抗性研

究はできても，現場で火がついている抵抗性対策を考えるこ

との難しさ（結局できなかったが）だった。ぶっちゃけた話，

みんなで取組んで考えんとだめなんだということなのだ。

抵抗性対策には，科学的そして政策的な総合判断が必要で

す。まず，加害作物の栽培体系，対象害虫の生態，薬剤の（殺

虫）作用特性，薬剤抵抗性のタイプ（特性）を綿密に調査し，

有機的に幅広く議論することが求められるだろう。こうなっ

てくると，それぞれ専門家の利害を超えた「連携プレー」で

仕事しないとまずいだろうと思う。また 近考えるに，抵抗

性は一気に面として発達するのではなく，同じ防除がなされ

ているにもかかわらず，いわゆる「ツボ的」に顕在化してく

ることである。特にハダニ類ではそのような現象があるのは，

既に経験的に知られていたと思う。このような栽培現場での

現象をいち早く診てとれるのは，農家さんしかないと思う。

ただ漫然とローテーション散布するのではなく，ツボ抵抗性

をいち早く発見して徹底的にやっつけてしまったらどうだろ

うか。研究と商売と生産現場の「連携プレー」を一度やって

みたいと思いませんか？

後にぶっちゃけた話，私が抵抗性問題にこだわるもう一

つの理由は，農家さんの作るおいしい野菜，くだもの，お米

をただ単に食べたいから，それだけなんですよ。

アリモドキゾウムシの根絶で痛感！

中石一英（高知県中央農業改良普及センター）

平成 7 年 10 月，室戸市の普及センターから病害虫防除所

へサツマイモに寄生する害虫の診断依頼である虫が持ち込ま

れて来た。この時がアリモドキゾウムシとの初対面であった。

この当時，県に入庁して 3 年目，病害虫防除所 1 年目で新米

に近かった私はこの成虫を見て，光沢があって綺麗な虫だと，

後の苦労を知らずに思ったもんであった。

そして，発生現場でフェロモントラップ（粘着板型）を設

置し，翌日に調査に行くと，粘着板一面にアリモドキゾウム

シが・・・・あまりの発生の多さに，果たして根絶可能だろ

うかと気が遠くなる思いがした。

その後は，関係機関が一丸となって，発生源の特定，寄主

植物の除去を徹底的に実施し，私も，トラップ調査や寄主植

物の特定などで 1 日中，海岸や山，あるいはヤブの中を這い

ずり回って，大変な思いをしたが，約 3 年後の平成 10 年 12

月に根絶確認された。

根絶後，ある地元普及員が「約 3 年で根絶できたことは早

かったかもしれないが，サツマイモの栽培を自粛していた農

家にとっては非常に長かった。」この言葉を聞いて，私は目

から鱗が落ちる思いがした。

確かに，我々の立場から見た場合，初確認時のアリモドキ

ゾウムシの密度と発生面積を考えると，約 3 年で根絶できた

ことは，早かったかもしれないが，根絶のためにサツマイモ

の栽培を自粛した農家から見ると，この 3 年間は主な収入源

が絶たれたわけで，非常に長かったはずで，農家の理解がな

ければ，根絶できなかったのではないかと思われる。このよ

うに，我々行政の立場から一方的に物事を見るのではなく，

生産者側に立って物事を考えなくてはならないと痛感した。

今年から，私はより現場に近い普及センターへ異動となった

が，このときのことを忘れずに，普及活動をしていきたいと

考えている。

北限地域のサトクダマキモドキ大発生

中野 潔（新潟県園芸研究センター）

昨年（ 2000 年）は世紀末ということで？ 新潟県では春

からアワヨトウ，タマナヤガの大量飛来，夏はクサギカメム

シ急増など「異常多発生」が相次ぎましたが，秋口にもうひ

とつ珍現象がありました。

8 月下旬のある日，農業改良普及員から問い合わせの電話。

「大きな緑色のバッタがユリを食い荒らしている」とのこと。

その後同様の問い合わせが新潟県下平野部の各地から毎日に

ようにありました。持ち込まれた虫を見ると，サトクダマキ

モドキでした。被害作物はユリのほかキク，インゲン，その

他家庭菜園の各種野菜や花まで食害を受け，問い合わせは 9
月中旬まで続きました。

この虫は，草本植物の上のほうに止まって，花，葉，果実を

食害し，花弁が無残にやられたり，生長点が食べられたりし

ていました。密度もかなり高かったようですが，日中は近づ

くとスイスイ飛んで逃げてしまうので，実態は不明です。多

いところでは 10 アール 200 頭以上という観察もあり，また

激発のキクほ場では被害株率が 50%以上になり，収穫放棄し

たところもありました。

この虫はキリギリス科で，雌成虫は翅込の体長 55mm とか

なり大型で鮮やかな緑色です。詳しくは保育社の原色日本昆

虫図鑑（下）に載っていますのでご覧ください。新潟県は本

種の分布の北限に当たるようです。普通は成幼虫とも樹上生

活しているため，あまり人目にふれません。確認された虫は

なぜか雌が多く，雄は雌の半分以下でした。また，この虫は

強力なあごを持ち，植食だけでなく肉食性もあり，ノシメト

ンボを捕らえて食べるのを観察しました。人間もかまれると

痛い思いをするそうです。翅と後脚を動かして？ジッ，ジッ

と小さな声で鳴きます。

農林有害動物昆虫名鑑（1987）にはカンキツ，モモ，ウメ，

チャ，サクラの害虫「クダマキモドキ」として登場していま

す。私は，枝への産卵被害はカキでも見たことがあります。

しかし，樹木以外の大被害は珍しいと思われます。

今回のような大発生，野菜や花への大被害はベテランの農家

でも，普及員でも経験がないということで，今年どうなるの

か全く予想がつかず，心配しています。
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巻頭言

明治末期の防除状況

佐藤仁彦（東京農工大学）

下記の昆蟲世界からの引用を以て代える。現状と較べてみ

ると興味深いものがある。

出典：無署名，昆蟲世界第 15 巻 169 号 353 ～ 354 頁，明治

44 年（1911）
●害蟲防除に対する常識の必要

今日害蟲防除の必要を奬勵せらるゝ行政者に對して、之が

詳細を追窮するときは、其要領を得ざること多く、爲に疑惑

百出して却て防除の念を廢するに至ること少なからずとは往

々農家の口より迸る所なり。農家をして此言あらしむるは實

に吾人の寒心に堪えざる處なると共に、確に一面に眞理の含

有せらるゝを認めずんばあらず。吾人は常に唱導する如く、

今日の昆蟲学の程度にて、天下の昆蟲を悉く解決せん事は、

専門の學者と雖もなし得べきにあらず、况や昆蟲學者にあら

ざる行政者が、害蟲の質問に對し悉く之を明答し得るの理あ

らんや。

凡そ事物に分業あり順序あり、學者によりて研究せられた

る眞理は、立法者執りて以て之が法を作り、立法者の定めた

る法は、行政者守りて之を一般に施行せしむ。此の如く行政

者は法の施行者にして眞理の 說明者にあらず、故に行政者に

して昆蟲學の蘊奥を究めざるも何等の妨げあるとなし。然る

に行政者を眞理の研究者と同一視して、其問違の方面の不能

を攻むるは酷も亦甚しからずや。然れとも法は死物にして、

之を活用するは行政者其人にあり。故に法をして十分の効果

あらしむるには行政者先ず基法を十分に了解し咀嚼して、之

を人民に傳ふるには一點の遺憾なきを期せざる可らず。是に

於いてか假令其蘊奥を知る必要なきも、一般の昆蟲知識は害

蟲防除奨勵者に缼くべからざるや多言をようせず。又此法を

遵奉して直接に之を実行すべき人民に至りても、其法の正理

にして利益なる事を了解するには、是に對する普通昆蟲思想

を有する事の必要なるも固より論なし。此の如く兩者共に相

當の知識を有して法の誤り傳へらるゝことなく、法の誤り解

せらるることなくば、害蟲防除の実は 說制催促を俟たずして

自ら行われん事必せり。然るに今日の狀況を見るに､往々被

治者は奬勵督促を俟ちても、之が防除に十分の力を盡さず、

行政者も亦往々 說制執行を敢てして基法の精神を顧みざるあ

り、是に於てか兩者の間に意志の疎通を缺き、遂に農民をし

て前述の奇言を發し､行政者を疑ふに至る。吾人は國家の爲

め之を悲しまずんばあらず。要するに一言之を蔽へば、此等

は皆国民の常識の缺乏に歸す。然り而して國民の常識養成は、

一に教育者に之を俟たざるべからず。常識の養成に對する教

育者の覺悟より、當然之が結果として生すべき圓滿なる害蟲

防除に對しては他日更に論ずる所あらん。

ニュース

ハクサイダニの被害と農家の目

北嶋康樹（科学技術振興事業団特別研究員（果樹研究所））

2001 年 1 月 30 日，茨城大学の後藤哲雄先生とともに，茨

城県の菜の花畑に発生したハクサイダニ (調査の時には‘ハ

クサイダニらしきダニ’でしたが，後の同定によりハクサイ

ダニであることが確認されました)の調査に行きました。ハ

クサイダニはハシリダニ科に属し，黒い胴体に赤色の脚をも

つ大型のダニで，ハクサイやホウレンソウなどに寄生するこ

とが知られています。活動時期は冬で，夏は休眠卵で過ごす

という変り種です。私自身，ハクサイダニは図鑑でしか見た

ことが無く，一度は見てみたいダニでした。

現場に行くと，農家の方が圃場に案内してくださいました。

案内された菜の花畑は，確かに広範囲にわたって枯死してい

ました。しかし，すべてがハクサイダニによる被害で枯死し

ているわけではなく，一部は霜の影響によるものでした。ハ

ダニの被害なら見慣れているので大抵はすぐわかるのです

が，ハクサイダニの被害を見るのは初めてのこともあって，

私には霜の被害との違いがよく分かりませんでした。

農家の方によれば，ハクサイダニの被害は霜でやられたも

のとは明らかに違い，むしろ除草剤を撒かれたように見える

とのことです。おかしいと思いながら原因を探していったら

このダニにたどり着いたというわけです。ちなみに，茨城県

でハクサイダニの被害が出たのは初めてだということです。

毎日現場に出ているその積み重ねが，少しの変化を捕らえ，

物事の原因を探り当てたのでしょう。農家の方の観察眼に感

服させられるとともに，現場へ出ることの重要性を再認識さ

せられました。

深謝，お陰様で創刊 45 周年！

高橋 亮（化学工業日報社「今月の農業」編集室）

月刊「今月の農業」が，今年で創刊 45 周年を迎えること

ができました。これもひとえに関係各位のご指導ご鞭撻の賜

物と深く深く感謝いたします。年末には，「主要作物の病害

虫・雑草対策の 新技術」と題した創刊記念号（別冊）を発

行する運びともなっており，小誌，座右に置いて戴ければ幸

いに存じます。微力ながら今後とも，わが国農業の発展にい

ささかなりとも貢献できるよう，農業の総合技術情報誌を目

指していく所存でございますので，倍旧のご指導ご鞭撻を賜

りますよう，何卒よろしくお願い申し上げます。 さて，「今

月の農業」の編集に携わって 3 年余。まだまだ駆け出し，勉

強中の私ですが，農業に対する一種憧憬にも似た思いは，遠

い昔，10 代に遡ります。農業に興味を持ち始めたのは，長

塚節の「土」に出会ってからのこと。父母の実家が農家だっ

たため，実体験として聞き知った昭和初期の東北農業の実態

と，小説の中に描かれた貧しい農村の情景とが重なり合った

記憶が蘇ります。やませに苦しみながら，それでも綿々と大

地に根ざして生きる農民の姿に自身の DNA を感じて，その

思いが土・農業に対する漠然とした憧れのようなものに昇化

していった･･･などと，心の中で赤面しつつ理由づけしてい

ます。 加えて，故郷がひたすら緑ばかりが深く豊かな宮沢

賢治のイーハトーブ，岩手であったことも，迷わず農学部を

選んだ理由のひとつでした。大学卒業後は，間接的ながら肥

料や農薬業界との接点を持ったり，水耕栽培をかじったりの

紆余曲折。その後，ようやく現職を汚している次第でありま

す。

仕事柄，地方の農家の方々とお話しする機会が多いのです

が，その中で度々耳にし，また気にかかる言葉が「昔の試験



場の先生は，よく畑に来てくれたナアー。一緒に野良仕事を

しながら，虫や病気の話をしてくれたもんだ。それに比べて

･･･」。研究の役割分担や細分化が進んでいる現状，研究の

前線もさもありなんと思う一方，農家と直に触れ合うフィ

ールドワークの大切さを，取材においてもまた，痛感する瞬

間です。 それにしても，輸入農産物の増大，耕地面積の減

少，後継者不足等と，わが国農業の行く末に空恐ろしい危機

感を募らせるのは，私だけでしょうか。セーフガードが暫定

的に発動され賛否両論が渦巻く中，今こそ声を大にして，農

業の実像と存在意義を都市住民や農業以外の産業界に幅広く

知らしめる時ではないのかとの思いを強くします。 そこで，

愛犬の散歩仲間に「安ければ良いだけで，本当にいいんでし

ょうかネ？ 耕地は 500 万ヘクタールを割り込み…，昭和 30
年代のカロリーしか賄うことができないらしいですよ！ 20
年もすれば世界人口が 80 億を越え･･･，我々の子供や孫の時

代に日本の農業は，食糧はどうなってしまうんでしょう･･･，

やっぱり農業は国の礎ですよネエ」と，またゾロ，変なオジ

サンに変身し講釈をたれる今日この頃であります。まずは，

ささやかな草の根運動を信じて。

わがままな母親を持った寄生バチ幼虫の奮闘記

上野高敏（九州大学生物的防除研究施設）

一般に寄生バチをはじめ多くの昆虫の雌親は，寄主選好性

を示し，自分の子の発育に適した寄主タイプ（種，ステージ

など）に好んで産卵する。しかし選好性は，環境に応じて大

きく変化するもの。例えば産卵に 適な高質寄主が少ない条

件では，質の低い寄主にも雌は産卵する。そうすることで生

涯に残す子の数を少しでも多くしようとするのだ。

子供側からすれば 適な寄主に産卵して欲しいのに，母親

は自分の適応度を上げるため，子の願望を無視して低質寄主

に産卵するわけだ（つまり利己的・自己中なわけね）。この

ような現象は多くの昆虫において広く認知されている。

さてこの事実は，幼虫が常に 適な寄主で発育できるとは

限らず，親の勝手な都合で，質の低い寄主に産み付けられる

可能性が多々あることを意味する。では，幼虫は寄主の質が

変化する場合，どう対応するのであろうか？ やはり幼虫も，

寄主環境の変化に応じ，少しでも自らの生存率や適応度を上

げるように振る舞うのであろうか？ それとも，ただ泣き寝

入りするだけなのだろうか？これらの点は，過去に調べられ

てこなかった。

そう，（わがままな母親を持つ）子（虫の幼虫）の行動と

いうのはほとんど理解されていないのである。そこで僕は，

材料として外部寄生バチのシロテントガリヒメバチを使い，

寄生バチ幼虫の行動を詳しく調べてみた。寄主（実験ではハ

チミツガを使用。ただし，野外ではチャハマキなどの害虫に

寄生）の密度が低い場合，本種の雌は，寄主成熟幼虫や繭内

の前蛹や蛹に直ちに産卵し，これらの寄主タイプへの選好性

を示さなかった。この種では，不思議なことに選好性がない

のである。

寄主が前蛹の場合，体表が柔らかく，寄主外部からの摂食

は（ハチ幼虫にとって）容易であろうが，寄主が蛹の場合で

は堅い殻のため，外部からの摂食は困難なはずである。少し

は幼虫の都合を考えて，やわらかい寄主に卵を産み付ければ

よいのに！ やはり母親はわがままなのか？

興味深いことに，実際にはどちらの寄主タイプからも，次

世代のハチがほぼ同じ割合で得られた。なぜであろうか？

外部寄生性のハチ幼虫は，どうして固い殻を持つ蛹を食べる

ことができたのだろう？

この理由をハチ幼虫の摂食行動を詳しく調査することで明

らかにした。すると，蛹に産み付けられたハチ幼虫の 8 ～ 9
割程度は，外部寄生から内部寄生へとその摂食パターンを発

育途中で変化させるため，生存率と羽化時のサイズとも，寄

主前蛹で外部寄生した場合となんら変わらず発育可能である

ことが判明した。

なんとハチ幼虫は，寄主蛹内部に侵入し，その中身を効率

的に食べ尽くすのである。 寄主がやわらかい前蛹の時では，

一般的な外部寄生バチと同じく，外部寄生者として発育を完

了するわけだから，本種の幼虫は寄主タイプに応じて，内部

寄生バチと変わらない寄生様式をとることも可能なのだ。こ

れは今までに知られていなかった寄生様式である（喜）。

幸いなことに，寄主が蛹の場合でも，寄主内部へ侵入でき

ない個体も少し見られた。このような蛹に外部寄生し続けた

ハチ幼虫では，死亡率が高く，また仮に成虫まで発育しても，

体サイズは著しく小型化した。やはり堅い蛹の殻を通して外

部寄生するのは困難であったのだ。

このようにシロテントガリヒメバチでは，ほとんどの幼虫

が寄主タイプに応じ，その寄生様式を変化させることで，自

らの適応度を上げることが示された。わがままな母親が堅い

寄主に自分を産み落としても，彼らはそれなりに工夫をして，

がんばっているわけである。逆に言えば，幼虫が柔軟な摂食

様式を進化させているからこそ，親バチは寄主タイプを特に

識別することなく，産卵できるのだろう。良い子を持つと，

親は人生，楽チン楽勝なわけね。

とかく今の世はせちがらいし，狂ってもいる。自分の子を

虐待する母親は 悪だし，子供の希望などまるで無視して，

将来は医者になれだの，歌手を目指せだの，勝手に自分の願

望を押しつけるのもサイテー。「子供のためを思って・・」

など，ただの言い訳だろう？わがままな親が多すぎる。だか

らといって腐ることはない。子供には，このハチの子のよう

に強く育って欲しいものだ（独身の僕が言うのもなんだけれ

ども・・）。ああ，また害虫防除とは関係ない話を書いてし

まった。次回は生物的防除と関係ある話を書こう。

（編集担当注）昨今は「役立つ」が流行り，基礎研究が軽視

される傾向があります（嘆）。キュリー夫人が 1 人出ると何

万人もの人が職を得ます。今日の天敵やフェロモンによる防

除の成功も過去の基礎研究のおかげなので，上野さん，防除

にこだわり過ぎないで， 先端の話もどんどん書いてくださ

いね。上野さんの記事が読者の琴線にふれて次に何かを産み

出すかもしれないし，これは虫？のみぞ知る楽しみではない

かと，私は思います。

植物防疫推進事業検討会のあり方

森下正彦（和歌山県農林水産総合技術センター）

先日，3 年ぶりに東海近畿植物防疫推進事業検討会に出席

しました。それまではほぼ毎年出席して特に違和感はなかっ

たのですが，少し離れていて改めて出席してみると，同じこ

とをやっていて変化がないなという感想を強く持ちました



（予察分科会に割り当てられた時間が少なく，議論が十分で

きなかったことが不満の一つかもしれません）。もちろん，

病害虫の発生は毎年異なり，その実態把握は必要ですが，発

生が多い少ないを報告するのであれば，資料を提出するだけ

でよいわけです。各県から集まって議論する意義は，予察方

法の新しい試みを検討したり，そのきっかけを作るところに

あると思います。発生の要因解析で，雨が多ければ病害が多

い，また晴れた日が多ければ虫害が多いのは常識であります

が，では個々の病害虫についてどの時期が も重要かになる

と，少数の病害虫を除いて十分な検討がされていませんし，

実際に降水量などの要因解析から資料が作成されているとも

思えません。そのような点も含めて，この会議を実りあるも

のにするのに，農政局側も県側も会議の意義を総括する必要

に迫られていると感じています。 近の感想を一つお送りし

ました。

真っ昼間のオオタバコガ成虫

草野憲二（福島県病害虫防除所）

今年，福島県ではオオタバコガの発生が目立ちました。ト

マトやピーマン，キクなどの他に，はじめてキャベツでの被

害も確認しました。ある保健所から持ち込まれた仕出弁当の

レタスに付いていた虫も，オオタバコガの幼虫でした。

ところで，オオタバコガに対して私のこれまで抱いていた

イメージは，幼虫の歯が強くて貪欲で，平気で共食いもし，

トマトやキクなどでは 1 頭で多数の果実や生長点を食い荒ら

す，とんでもない奴というものでした。しかし成虫は昼間ご

くまれにほ場で出くわす程度なので，他の大部分の蛾と同様

に，オオタバコガ成虫は夜間に活動しているのだと考えてい

ました。

9 月中旬になって，郡山市のキクほ場でお昼過ぎに病害虫

の調査をしていたところ，収穫しないまま開花してしまった

花にオオタバコガ成虫が静止し，盛んに口吻を動かしていま

した。珍しいものだと思い，写真を撮ろうとカメラを構えた

ところ，こちらの気配を感じてか，ファインダーから瞬く間

に消えてしまいました。あわてて周囲を探したところ何頭も

の成虫が見つかり，同時に吸蜜しているイチモンジセセリに

混じって，非常に敏捷に飛び回っているのです。

ちょっとした驚きでしたが，この時ふと頭の中にある考え

が浮かびました。「オオタバコガもイチモンジセセリと一緒

に南へ帰るのかな？」と。

成功なのか？失敗なのか？

岡林俊宏（安芸農業改良普及センター）

『環境にやさしいナス産地づくり』の取り組みが 4 年になる。

それまで病害虫の技術とゆうと，なんや結局防除手段として

は，農薬かけてはいおしまい！みたいなところがあって，い

っちゃ悪いがつまらん世界としか思っていなかった。今でも，

まだ現場では少なからずそんなところが多い。土曜日あたり

に，どっかの JA に行って座ってみるとよくわかる。購買の

当番さんが店番をしている。農家が農薬を買いに来る。

農家Ａ『○○くれー』

店番Ｂ『はいよ』

それだけで，定番農薬○○が売れて終わり。ほんとにつまら

ん繰り返しが続いている。ところが，高知県安芸郡ではちょ

っとちがってきた。

『おーい，アブラムシがわいた。なんぞ，えい虫はおらん

か？』と農家 X が虫を買いに来る。

店番 Y も負けてはいない。次に農薬を買いに来た農家 Z に，

『おんちゃん，その薬はハチに影響があるき，やめちょき！

とりあえずこれで（選択性剤）たたいちょいて，来週この

虫，ほおりや』と虫を売る。

実際，ナスでは使えないといわれていたマルハナバチやミツ

バチが今作は 600 戸以上に普及し，天敵利用も 400 ～ 500 戸

に増える見込み（目標）だ。普及としてはめずらしく大成功！

ところが，冷静に数字を見てみると 100 億近くあったナス

の売り上げは，ここ数

年で 70 億切るほどに減少し，900 戸あった系統出荷農家

は，750 戸を切るほどに減少してしまった。こりゃあ，実は

大失敗の取り組みをしてしまったのではないか！？

この先どうなっていくのか不安だらけ。普及するには技術

としてまだまだ不安定でコスト高，農薬取締法にはしばられ

て，放飼のタイミングを議論するのもいいが，注文して 2 週

間かかる場合もある状況からまず変えなければ･･･。

首をつっこめばつっこむほどこの業界たいへんで，旗を振

るだけのわれわれはいいが，いいかげんでもっと普及してい

かなければ，今の流通量・体制のままでは，頑張っている農

家もメーカーさんもほんとうにたいへんだ。

あれ？明るい話でいくはずだったのに･･･なんちゅうこっ

ちゃ。いやいや，天敵の成功か失敗かは，その作が終わるま

でわからない。この取り組みも 10 年後くらいに評価されれ

ばそれでいいのかも･･･。毎日，あーでもないこーでもない

と，作物と虫たちのしのぎ合い，観察と発見！ それに病気

対策 IPM まで加わって，マンネリ化していた施設園芸産地

に刻々と新しい取り組みが進んでいる。さて，消費者にこの

取り組みをどう伝えていこうか･･･。そしたら，もっとやる

気がでるぞ。

農家もわれわれも，それぞれの立場で，お金はないけどや

りがいには充ち満ちているのです。

アカヒゲホソミドリカスミカメ第２世代減少の謎

市田忠夫（青森県農業試験場病害虫防除室）

平成 11 ～ 13 年と，3 年連続で青森県ではアカヒゲホソミ

ドリカスミカメの発生が多くなっている。予察灯による誘殺

消長を見ると，3 年とも（7 月の第 1 世代までの発生は多い

ものの）8 月以降に現れる第 2 世代の発生量が急に少なくな

る。ところが，この原因に思い当たる点がない。減少の時期

を考えると，防除や休眠誘起の日長とは関係ないようである。

環境中に良好な増殖源があり，その資源的な価値が盛夏期以

降減少しているとも考えられるが，そのような考えを積極的

に支持するような調査例もない。

この 3 年を比較すると，第 2 世代の誘殺 盛期が徐々に早

まっている。太陽暦では，毎年月齢が 11 日前後進むので，

初はそれが関係しているのではとも考えた（闇夜には誘殺

が多い）。ところが，各年次の誘殺消長と月齢を比べても一

定の関係は認められないようである。

アカスジカスミカメも第 2 世代のほうが誘殺が少なくなる



のが通例であるが，アカヒゲよりは減少程度が少ない。アカ

ヒゲと何が異なるのであろうか。他の地方ではアカヒゲの発

生推移はどのようなものなのであろうか，夏期以降の減少理

由をご存じの方があれば，是非お教えいただきたい。

メキシコ合衆国野菜生産改善プロジェクトに参加して

中込暉雄（あいち経済連）

1999 年 5 月，成田から 15 時間の旅の末，標高 2500 ｍのメキ

シコ国際空港に降り立った。翌日は関係機関への挨拶を終え，

クエルナバカ市（人口 100 万）のホテルで荷物をとき，標高

900 ｍのサカテペック市にある国立農牧研究所へ向かった

（秋篠宮も来所）。

本プロジェクトは栽培，育種・採種，植物保護，普及とリー

ダー及び調整員の 6 人の他に事務員，運転手，通訳から構成

されていました。私の任務は野菜病害虫防除の実用技術の開

発であり，C/P は昆虫（女性）と病理の 2 名で，それぞれ独

立した実験棟で仕事をしていました。赴任前に現地の事情は

農水省の松井，西村両氏から教えていただいたので，実施テ

ーマを絞り，それに必要な器材は日本から持参しました。こ

れが短期間にほぼ満足のいく結果を得られた大きな要因の一

つと云えます。

病害虫の被害の大きな野菜（自ら栽培した）はトマト，青ト

マト，タマネギ，キュウリで，トマトはジェミニウイルスの

トマト黄化葉巻病により栽培面積が半減し，青トマト（ホウ

ズキトマト）では Heliothis subfeza（タバコガの一種）のため，

果実が落下し収穫皆無状態でした。タマネギ，キュウリはス

リップスの被害が問題でした。

現地の農薬はほぼ日本と同様の物が流通していますが，粒

剤は極めて少なく，フラダン，テミック等毒性の強い薬剤も

あります（日本には無い）。これらの薬剤を用いたタマネギ

の苗床処理は，定植後も慣行区に比べ顕著な効果を長期間示

しました。この事例のように，試験結果はほ場で明確に効果

が確認出来る示し方が大切と言えます。

トマトの黄化葉巻病は多くの人の協力でほぼ解決できまし

た。静岡県の多々良氏は，コナジラミ類はオンシツとシルバ

ーリーフの混発であることを明らかにしました。さらに，そ

の比率は月変動が大きいこともわかり，両種の接種試験によ

る被害の再現試験にも成功しました。病理の C/P は工科大学

植物研でウイルスの種を PHV と同定し，当初予想していた

TYLCV はユカタン半島の一部に分布しているだけのようで

す。青トマトのタバコガは農環研の開発したフェロモンで消

長が明らかとなり，日本と学名が異なることから和名はホオ

ズキガとしました。当初から決定していたプロジェクト終了

時の成果物の病害虫防除基準，主要野菜病害虫写真図版も，

群馬県の白石氏の協力によるトマトの疫病，輪紋病の防除試

験結果を追加して，帰国前日に出来上がりました。

現在，ODA 予算は削減方向にあり，二国間プロジェクト

方式の技術協力の各分野の成果は民間人を入れた 終評価団

により採点を受けます。プロジェクトの終了時は大変で，特

に責任感の強いリーダーは 5 年間の締めを一身に背負い，現

地の要人と今後の方向づけに忙殺されます。海外での試験成

功の 大要因は，研究補助員及び農場員と本当の交流ができ

たことだと思います。一緒に汗を流し一緒に酒を酌み交わす

大切さは人種や文化，風土を越えたものであることを痛感し

ました。

ヴェトナムの８月の水田生物相について

平井一男（農業生物資源研究所）

2001 年 8 月 17 ～ 25 日に東京農大の国際共同研究事業の一

環で，立川周二助教授の水稲 IPM 調査の協力員としてハノ

イ近郊の水田を視察した。ヴェトナムは米輸出国で水田は約

680 万 ha。人口の 70 ％は農民。水稲は 2 ～ 3 期作，南部は

直播，北部は移植栽培。ハノイ地方の１期作は 2 月移植－ 5
月収穫，2 期作は 6 月移植－ 9 月収穫。しかし，多様な生育

型が混在し，出穂期を迎えた水田の隣では移植していた。品

種は短稈で 45 ～ 50 株／㎡，約 20cm の正方植えで，分蘖数

は１株約 14 本を数えた。単位面積当たりの茎数は日本と同

じくらいになると思える。

訪問地の病害虫ストレスはいもち病，ネズミ，タイワンク

モヘリカメムシ，コブノメイガであり，ウンカ類は少なかっ

た。ハノイ北方 150km にある Thai Nguyen 市（21.6 ° N，106
° E）は今年コブが特に多かった。多発原因は，①昨年多発

したが防除しなかった，②今年の７～ 8 月の多雨が多発に結

びついた，とのこと。防除薬剤は OP 剤で 2 回防除している。

ハノイ周辺ではコブの南北移動はなく，域内個体群が 1 期作

－ 2 期作（3 期作）を移動しているとの説明があった。

タイワンクモヘリは訪問した登熟期の水田全域で多発して

いた。実際にはスミチオンで防除。因みにハノイの食堂の茶

碗 1 杯には 8 ～ 9 粒の斑点米が混入し，現地では気にしてい

ない。余談になるが，世界的に斑点米を問題にしているのは

アメリカと日本だけのようである。このカメムシの越冬場所

は水田周辺の垣根のササに多いと現地調査員やハノイ農業大

学の研究者により説明された。

NIPP（国立植物保護研究所）での説明では，BPH は 1990
年以前には多発したが，バッサと殺菌剤の徹底した混合散布

で少なくなっている。今回 BPH，WBPH はハノイ西方 120km
にある Hoa Binh 市の出穂前の水田にいたが，全般に僅少で

あった。スクミリンゴガイは各地の水田や用排水にいたが発

生少。20 年前にフランスから導入された由。

ハノイ農業大学での説明によると，現地の使用薬剤はパダ

ン，スミチオン+ディプテレックス混和剤，そして中国から

の OP である。パダンは高価なので，中国の闇ルートから入

る OP は効かないが多用している。1 作平均 2 回散布が多い

ようである。

なお，イネミズゾウムシは各地で探したが発見できなかっ

た。クアラルンプール開催の 4thAPCE（8 月 13 ～ 17 日）の

イネミズ -IPM シンポの席上，フィリッピンにも発生してな

いとの発言があった。

水田や小川にはメダカ（文献ではメコンメダカのようであ

る）などの小魚が多く，収穫後の水田では魚を追い込み，竹

篭をかぶせる共同漁も見られた。水棲生物への農薬影響は少

なく，ニッチは確保されているようで，チョウトンボ類

（Neurothurmis tullia tullia），イトトンボが多く，水草への産卵

光景も見ることができた。アヒルの放飼も行われ，飼い主と

ともに国道を横切る光景にも遭遇した。

ヴェトナムは IPM 普及運動が盛んである。ハノイ南方

300km の Vinh 市（105.7 ° E，18.7 ° N）にある防除所の説

明では，農民学校で水稲，果樹，トウモロコシ，サトウキビ



の IPM を教える。1994 年には郡内で年 1000 クラスを開校し

た。2001 年には予算が少なく，40-50 クラスに減少した。し

かし現在でも FAO は普及担当者を各地に派遣している。

ヴェトナムの農家は周囲に野菜果樹園と池を設け，家畜を

飼養して農業資源を循環利用する国策の VAC（野菜，魚，

家畜）自給的複合経営システムを採用していた。40 年以前

の日本の農村地帯に見られた自給システムに似ている。農業

は熱心に行われていたが，栽培管理には改善の余地があると

見受けられた。

文献：梶原敏宏（1998） 近のヴェトナム農業事情－とくに

植物防疫面から－，農業 1379 号，34-42．東京農大国際食料

情報研究所編(2001)ヴェトナム 100 の素顔，東京農大出版会，

pp.152．

アザミウマの多様性に関する共同研究の立ち上げ

村井 保（岡山大学資源生物科学研究所）

2001 年 7 月 1 日から 7 日まで，イタリア南部 Reggio Carabria
（シシリー島の向かいの町）で開催された第 7 回アザミウマ

に関する国際集会に参加しました。折しも大阪で開催された

農林害虫防除研究会と重なりましたが，3 年に 1 回という開

催と，今年はウイルス（TSWV）関係と合同で開催されると

いうことで，イタリアのほうに参加しました。約 30 国，約 100
人の参加があり，日本からは私を含めて 8 人が参加しました。

私はオープニングセッションで日本におけるミナミキイロア

ザミウマの研究について紹介するとともに，ポスター 1 題，

オーラル 1 題の発表をしました。アザミウマ関係の研究者は

ほとんど 15 年来の交流がある方で，ファミリーな雰囲気で

研究交流でき，新たな知人も得ました。

この会議で，日本での研究が，河合さんや永井さんのミナ

ミキイロの研究を中心として活発に行われてきた経過を紹介

しました。世界的にもこれらの研究は高く評価されているの

ですが，ミナミキイロの論文が業界紙を含めて 200 編以上に

も上ることや紫外線カットフィルムなどの物理的防除法など

についてはあまり知られていません。世界は現在ミナミキイ

ロとミカンキイロそして TSWV に対して非常に恐れていま

す。特に，中南米ではブラジルでもミナミキイロの発生が確

認され，今後野菜生産に大きく影響が出てくるものと思われ

ます。日本のアザミウマ関連の研究者は分類学者から応用生

態学者，ウイルス学まで広範にわたり，他国よりも多様性に

富んでいることから，おそらく世界をリードできる研究陣容

にあると思われます。

会議中日本の研究者といろいろ雑談を交わしていました

が，この研究者をとりまとめて共同研究を立ち上げることが

できれば，世界のアザミウマ研究に大きなインパクトを与え

ることができ，まさしく世界をリードできるものと思われま

した。帰国後，早速，東京農大の岡島先生や，その他会議に

出席できなかった方に連絡を取り，共同研究の企画を提案し

ました。 終的に「アザミウマの多様性とそれを取り巻く生

物間の相互関係」というタイトルで文科省科学研究費（以下

科研）基盤研究Ａに申請しました。研究分担者として，大学，

農業技術研究機構および府県農試の方からも参加していただ

きました。

今年から農業技術研究機構でも科研に申請できるようにな

ったこと，大阪府ではすでに申請機関として登録されている

など，申請には大きな障害はありませんでした。おそらくど

こでも，積極的に申請するような動きがあったように思われ

ました。科研が採用にならなくてもこれらの分担課題を研究

しようと言うことになり，何とか共同研究を立ち上げること

ができました。府県の研究機関はまだ申請機関として登録さ

れていない場所が多いと思われます。今後，独立法人化の動

きや外部資金獲得の要請が益々大きくなると思われます。是

非，申請機関として積極的に登録していただくように，県上

層部に要請していただければと思います。

これまで，科研は大学だけの研究費のように思われてきま

したが，申請機関として県農試なども入ってくると，採択競

争は激化すると思います。科研の審査委員は学会長が推薦し

た方がなられるので，おそらく，県や研究機構の意向を反映

した人が今後審査委員になられることもあると思います。応

用研究では都道府県農試の研究は世界的にも通用するものも

多く，もっと世界に向けて発信してほしいと思います。そし

て，実績を上げれば科研費の獲得も可能になると思います。

本研究はアザミウマの多様性とアザミウマに関わる生物と

の相互関係について研究するもので，次の３本の研究が柱と

なり，以下それぞれに関する研究課題を設定しています。

1)アザミウマの生活史形質の多様性

・アザミウマ類の多型性とその出現要因

・アザミウマ類の薬剤抵抗性と遺伝的変異

・アザミウマの細胞内オルガネラ，特にミトコンドリアの種

間変異と季節的変動

・休眠性と低温耐性

・コスモポリタン種の世界的地域個体群の遺伝的変異

・外部，内部形態と生活史形質との関係

2)共生あるいは寄生性・捕食寄生性昆虫との相互関係

・アザミウマの寄生性・捕食性天敵の探索と生態的形質

・天敵の寄主探索及び探索行動

・アザミウマと共生する昆虫とその生態的意義

3)Tospovirus との相互関係

・ウイルス媒介性のアザミウマ種間・種内変異

・アザミウマ体内におけるウイルスの局在の変異性

・農業生態系における雑草，ウイルス，アザミウマの相互関

係

・植物ウイルス抵抗性とアザミウマによるウイルス伝播との

関係

・ウイルス抵抗性打破に関与するウイルス遺伝子領域との関

係

ちなみに，本共同研究は 11 名の研究者からなり，3 年後

のオーストラリアでの国際昆虫学会での全員参加発表と 6 年

後（？）の日本での第 9 回国際アザミウマシンポジウムの開

催のための準備としても位置付けしています。

ハダニ防除の勉強会・イン・マレーシア

山本敦司（日本曹達（株）農業化学品開発グループ）

「えっ，マレーシアでハダニ防除の話？」

ハダニの実防除面積や，殺ダニ剤のマーケットを考えてみ

ると，「東南アジア地域でハダニ防除が話題になるのかな？」

というのが，ここで話すプロジェクトの仕事が来たときの

初の印象でした。

先々月（2001 年 10 月），CAB International（CAB：Center of



Applied Biology）のプロジェクトに参加するため，1 週間マレ

ー シ ア ／ ク ア ラ ル ン プ ー ル に 行 っ て き ま し た 。 CAB
International の東南アジア地域センターのオフィスがクアラル

ンプール近郊にあり，彼らの要請でハダニ防除に関するシン

ポジウム（Seminar on Mites of Agricultural and Medical Importance）
と，若手研究者対象のハダニ防除に関するトレーニングコー

ス（授業，Training Course on Phytophagous and Predatory Mites）
で，主に殺ダニ剤抵抗性マネージメントについてプレゼンテ

ーションをさせていただきました。

今回のプロジェクトは，CABI とプトラ・マレーシア大学

農学部（植物防疫学科）との共催で行われ，ハダニの防除と

抵抗性問題を徹底的に勉強しようよというもので，ハダニ防

除に関しては初めての試みであるようでした。基礎から応用

まで提供話題は豊富で興味深いものばかりで（生態，分類，

抵抗性，防除実態，生物的防除，殺ダニ剤，検定法，等），

ハダニ研究のレビューと東南アジア地域での防除実態を知る

上で，私自身にとっても大変勉強になりました。

シンポジウムはクアラルンプール市内の会場において開催

され（1 日間，9 題目），マレーシアとインドネシアの研究機

関，大学，植防関係，検疫関係，企業関連の約 80 名の参加

があり，盛況でした（日植防さん主催のシンポジウムに雰囲

気が良く似ていました）。

トレーニングコースはプトラ・マレーシア大学農学部での

授業に加え，マレーシアの野菜・花き・茶の生産地域である

キャメロンハイランドへのフィールドツアーがあり，約 2 週

間の日程で，25 名の参加者はかなり満足されたものと思い

ます（残念ながら，テロの影響もあり，私はトレーニングコ

ース前半のみの参加でフィールドには出られなかったのです

が）。

私の 初の不安に反し，東南アジア地域でも地域によって

ハダニ類，アザミウマ類，コナガのような抵抗性に係わる野

菜害虫防除に近年関心が高まりつつあるとのことです。ハダ

ニ防除に関しては研究者サイドの興味は生物的防除にある

も，現状は薬剤防除が中心。使用される殺ダニ剤は安価であ

ること，できれば即効性であること，ハダニ以外にも殺虫活

性があればなお好ましいようです。従って，殺ダニ剤の種類

は限られる傾向にあり，マレーシアを例にとれば，アミトラ

ズ，アバーメクチン，ダイアフェンチウロンが主要剤です。

また都市近郊野菜生産で消費者がよりきれいな野菜を求めつ

つあり，また輸出用花きでの徹底防除で，ハダニを含む抵抗

性問題が意識されつつあるようです。使われている殺ダニ剤

の種類と薬価（東南アジアでは安い）を除けば，概況はどこ

かの国（日本）と似ています。

マレーシアはイスラムの国です。もしビン・ラｰディンが

この国に逃げ隠れ潜んでいるのであれば生け捕りにし一攫千

金を狙ったのですが，この国は穏やかなコーランが流れる非

常に治安の良い美しい国でした。私の良からぬたくらみは，

水泡に帰したのは言うまでもありませんでした。ただ今回の

プロジェクト参加に（私に） 初に声をかけてくださったプ

トラ・マレーシア大学の Dr. Dzolkhifli 教授がビン・ラｰディ

ンに似ていたのが気がかりであったのですが・・・・・。

野菜の栽培研究者からみた害虫管理

田中和夫（近畿中国四国農業研究センター）

我が国の野菜生産の発展は，品種改良や環境制御技術に負

うところが大きいが，その前提として，病害虫を防除できる

農薬の存在があったことは疑いがない。これまで野菜の栽培

試験に取り組む中では，病害虫の発生は外乱（試験結果を無

効にする）以外の何者でもなく，常にゼロを目指した管理を

行ってきた。

しかし，今年からコマツナを中心とした有機栽培農家の現

地調査を始め，圃場に発生する害虫の様相に，一つのカルチ

ャーショックを受けている。虫にも自分たちの世界があり，

非常にたくましい。当然ではあるが，季節の経過と共に，発

生害虫が変わる。また，本に書いてあるように，それぞれの

生態特性に忠実に卵，幼虫，蛹，成虫と変化し，生存競争に

励んでいる。中山間地域の小規模な地場消費型野菜生産では，

害虫との知恵比べに真正面から取り組むのも面白いのではな

いかと考えはじめている。

農薬研究と「脳」薬研究

鶴渕裕治（理化学研究所脳科学総合研究センター）

本年から「トルネード」の販売が始まったと伺いしました。

デュポン株式会社在職中にその開発と研究に携わった者とし

て，なんだかホッとしております。この殺虫剤は昆虫の神経

の細胞膜上に存在するナトリウムチャネルに作用して，神経

の興奮現象に直接関わるナトリウムイオンの細胞内への流入

を遮断することにより，殺虫活性を発揮すると考えられてき

ました。その作用機構の探求に興味をひかれ，会社を離れて

大学院での研究に専念し，そして今では縁あって理研で仕事

をしております。

ところが，こちらでは農薬の「農」ではなく，脳みその「脳」

を研究することになりました。「トルネード」の作用機構で

注目したナトリウムチャネルですが，実はこのチャネルの遺

伝子異常によって引き起こされる脳の病気があることが，

近になって分かってきました。農薬の研究で用いた実験手法

がここでも活かされることになったわけです。

今はこれらの脳の病気をなんとかするために，その発症メ

カニズムを解明し，遺伝子治療を含めた「脳」薬開発の可能

性を探っています。脳科学は私にとって全く新しいフィール

ドであり，そこに登場する技術や情報は目新しいものばかり

であるため，毎日が大変刺激的で勉強させられます。しかし，

そんな学んだばかりの新しい技術や情報を使ったら，農薬研

究ではこんなことや，あんなことが出来やしないか，なんて

考えている自分に気付くときがあります。今度は「脳」薬研

究で学んだ技術を，農薬の研究や害虫防除に役立てられる番

なのかも知れません。

黄色い光に魅せられて（Ⅰ）

岡村雅広（松下電工株式会社）

はじめまして，今年入会したばかりの新参者に，恐れ多く

もコメントの機会をいただき，有り難く，光栄に思っている

次第です。

本題ですが，多分皆様は黄色蛍光灯による害虫（ヨトウムシ，

タバコガ，ヤガ類）の防除法はかなり以前より認識されてい

たと思います。ただ，なかなか現場（生産者の方）に受け入

れられなかったのは何故でしょうか？原因を考えてみましょ



う。

1．やはり農薬の効果がすごいと思います。

2．メーカーがＰＲしてこなかった。

3．生産者の方々までその効果や取りつけ方法をアピールで

きていなかった。（深く反省）

4．日本の農業の課題：効果はあるにもかかわらずみんなに

教えない⇒教えたくない。（地域間競争の現実）

5．光を利用するので作物への影響がこわい。

上記のほかにも，販売ルートの問題点や器具そのものの見直

しができていなかったのも事実です。

次に今年の普及の経過について紹介します。

1．熊本県八代地区での地域をあげての取り組み推進⇒結果

は 215ha，341 戸で採用されました。（当社は約半数）

2．4 月：高知県安芸地区の岡林さん訪問。（6 月の当会大阪

大会を知る）

3．5 月：福岡での東アジア園芸資材展での 会場での反応。

（手応え感じる）

4．6 月：当会大阪大会出席。（大阪府田中さん，千葉大学本

山さん，農林水産省大岡さんとの出会い）

5．九州地区を中心にモニタリング実施。

6．10 月フジテレビ報道番組での八代紹介。（千葉大学本山

さんに実験依頼⇒快諾）

7．国庫：植物防疫関連補助金の確認。（農林水産省大岡さ

んに指導いただく）

振り返ればまさに“防蛾灯，我を忘れる忘我灯”の 1 年でし

た。

ただ，ここに至るまでには，今まで当社の窓口として各方

面への PR に努力し，貴重な資料の数々と人脈を築いてくれ

た向阪さんの存在を語らない訳にはいきません。大阪大会で

皆さんから「やっと普及に目途が立ってきましたね」，「こ

れからですね」という有難い言葉をいただき，小生もうれし

く思いました。

また，八代や岐阜の生産者の方から「こんなに効果がある

とは思わなかった」，「農薬を減らせるだけでなく，収穫量

も増やす事ができた」，「3 年前からキクへの採用を考えてい

たがやっと思いどおりの結果が得られた」という声があり，

またいみじくも農林水産省の大岡さんからも「黄色蛍光灯は，

これからのスタンダードな防除資材ですよ。」と言っていた

だき，自信を深めました。

今後は IPM 推進の物理的防除法として，安全で各作物に

あった商品の開発を目指し，生産者の方々には“「虫もころ

さぬいい男」の安全な食物つくり”にお役にたてればと思っ

ております。今後ともよろしくお付き合いの程お願いいたし

ます。

現況報告

兼平 修（北海道立花・野菜技術センター）

北海道立農試では，平成 12 年の機構改革で専門技術員室

を技術普及部に改組し，地域農業振興を支援するためのプロ

ジェクト機能を強化するため技術体系化チームを設置し，プ

ロジェクトの実効性向上のため，研究員をコーデネーター役

として技術普及部に配置した。技術体系化チームでは専技と

研究員が協力し，開発技術の現地実証・体系化と新たな現地

の問題探索・解決のため，普及センターと連携し，農協など

の協力を得ながら，比較的短いタイムスパンで成果を目指し

ている。

私の所属している道立花・野菜技術センターは，平成 8 年

に花・野菜生産振興のため新設され，全道の花・野菜研究の

中心となっている。当場の技術体系化チームでは，米価の低

迷の中で花・野菜産地作りに苦戦している各地域で実証試験

を行っており，技術の開発者が実際に担当している場合も多

く，研究者にも多くの刺激を与えている。私自身はこれまで

道内で開発された害虫防除技術が現場にどう評価され受け入

れられていくのか，興味津々であるが，チームの立ち上げ以

来じたばた走り回ることが多く，今だしの感が強い。

ナシヒメシンクイの飼育

望月文昭（信越化学工業株式会社合成技術研究所）

昨夏，千葉県原種農場の上遠野さんから大量の蛹を送って

いただきました。それを元にリンゴ幼果を用いる方法（田中

福三郎(1991)，昆虫の飼育法）で累代飼育をしています。こ

の方法は餌交換不要で手間がかからない点が非常に優れてい

ますが，当たり前ですが，リンゴ幼果が無いと飼えません。

大量に増やそうと思ったら，それに見合ったリンゴ幼果が必

要となります。今年の 7 月～ 9 月に大量増殖を試みたところ，

リンゴ幼果（長野南信農試の南島さんと福島果試の荒川さん

から頂きました）を約 31kg も使いました。リンゴをケチる

と途端に成虫サイズが小さくなるため，贅沢にリンゴを使っ

たこともありますが，かなりの量です。

来年もコンフューザー関連の交信撹乱試験にたくさんの成

虫を使用するため，南島さんに 40kg ほどのリンゴ幼果を保

管していただいています。しかし，やはりナマ餌は大量増殖

に向いているとは云えません。そこで，数ヶ月前から人工飼

料を用いた飼育の検討を始めました。

今のところ採卵効率が悪いなど改善課題はありますが，幼

虫は 1 齢から終齢までシルクメイト 2S で餌換えせずに飼え

ることが分かりました。インセクタ LFS でも成虫を得まし

たが，触角が曲がっていたりで今一つ元気がなく，防腐剤が

強いためでしょうか，孵化率が悪いなどの問題点がありまし

た。

採卵数に合わせてシルクメイト 2S の量を調節すれば安定

して大きな成虫が得られそうなこともわかり，リンゴをケチ

ったような失敗も回避できそうです。現在，人工飼料の第 2
～第 3 世代に入り順調です。少し余裕を持って累代している

ので，卵または蛹でお分けできます。興味のある方はご連絡

下さい。

スーパーバグ

市毛和幸（株式会社柏屋肥料店）

「ブッシュ大統領はブロッコリーが嫌い！？」と言っても，

同時多発テロ対策でひどい目に遭っている Jr のほうではな

い。今から 10 年前の 1991 年のことである。ニューズウィー

ク 11 月 25 日号にこんな記事が出た。

「ブッシュ大統領もこの冬はブロッコリーを食べるのが嫌い

なアメリカ人の仲間にならなくてすむかもしれない。カルフ

ォルニア南部の肥沃な農業地帯は，アメリカ国内の冬野菜の

ほとんどを供給している。しかし，8 月以来，サンデェゴ近



郊のインペリアルバレーの農民達は，ポインセチアコナジラ

ミ・Poinsettia Whitefly の侵入に苦しめられ，至る所で作物が

この微小な害虫に蹂躙されるのを，ただ手をこまねいて見て

いるだけといった状態である･･･。何らかの有効な対策を講

じられなければ，翌春までに 2 億ドルの損失を被ることにな

る」。

幸いなことに，日本ではコナジラミが群舞しながら，空

一面を覆ってしまうことはない。中国やアフリカ大陸では飛

蝗というバッタの集団発生の話を聞いたことがあるが，コナ

ジラミでも同様なことが起きるとは，正直驚いた。さすがは

アメリカ大陸だなぁと，妙に感心した記憶がある。その時ア

メリカの昆虫学者たちは，この害虫を『超昆虫：スーパーバ

グ」と呼び，その強力な薬剤抵抗性，旺盛な繁殖力，飽くこ

とを知らない食性に驚嘆の声を上げたが，ひとつだけいまま

でと違う点があった。従来種が見向きもしなかったブロッコ

リー・カリフラワー・レタスなどの葉菜類にも襲いかかった

のである。もともと，1986 年にフロリダの温室で発生を認

めてから，生息域を広げ，1990 年 11 月にはテキサスに侵入

し，キャベツに甚大な被害を与えていた。

一方，日本では 1989 年にタバココナジラミが初発生。そ

の後シルバーリーフコナジラミへと改称されたが，ほとんど

トマト，なす，きゅうりといった果菜類での問題であって，

理由はわからないが，キャベツなどの葉菜類にコナジラミが

大発生したということはあまり聞かない。もちろん店頭で相

談されたこともない（埼玉ではトマトやきゅうり以外の葉菜

類や大豆に寄生するのが確認されているとは聞いているが）。

アメリカでの大量発生(pandemic)の原因は定かではないが，

日本でも今後強力な薬剤耐性と繁殖力を持つ「超昆虫」の発

生はないのだろうか。コナジラミは世界に 99 種あるそうだ

か，大きな問題になっている加害種はわずか 2 ～ 3 種だそう

だ。 しかし思わぬ時に，この中から手強い伏兵が現れるか

もしれない。

「緑色のものがあれば何にでも，空から落ちてきて直ち

に加害するのです」。嵐のようなコナジラミの大群に前にし

て，農民たちは恐怖心を感じ，パニックになったことだろう。

もちろん防除責任者も見通しの甘さに臍を噛んだ。テロと害

虫は，いつでも突然にやってくるのである。

10 年たっても，あのコナジラミのことが気になっている。

それにもうひとつ。前ブッシュ大統領は果たしてブロッコリ

ーを口にしたのか，それとも感謝の言葉を発したのか，ぜひ

知りたいものである。

〔追記〕アメリカでは ash whitefly と bandedwinged whitefly と

いうコナジラミが発生しているそうですが，日本名は何とい

うのでしょうか。またコナジラミ捕食性天敵の black lady
beetles とは何でしょうか。

施設園芸の病害虫発生予察はいかに

滝本雅章（愛知県病害虫防除所）

本県は施設園芸が盛んである。その病害虫発生予察にどのよ

うに対応していくかが懸案課題となっている。ただ単に，県

内施設全体の病害虫の発生量を予察するのでなく，農家や農

業指導者に十分利活用される発生予察情報とはどのようなも

のなのかを模索している。

施設園芸では施設ごとに農薬散布を含めて栽培管理が異な

り，病害虫調査をしてもその施設の栽培管理の失敗や成功の

確認をしているだけの状況である。それより，施設内外を含

めた生態系全体でとらえないと十分な発生予察とはなりえな

いとの意見がある。

例えば， 近多発しているシルバーリーフコナジラミが媒介

するトマト黄化葉巻病についてみてみると，施設内調査では

ほとんどコナジラミが捕獲されなくても，本病が多発する事

例がみられる。これは育苗期に施設外からの侵入虫が多く，

ウイルスを感染させてしまったためと考えられる。施設外の

コナジラミの発生状況をとらえ，栽培者に注意を喚起する発

生予察情報が求められていると言える。

仕事について

武 智広（日本曹達株式会社農業化学品事業部）

農薬メーカーに勤務しています。今年の 4 月の異動で，農

薬の技術普及の仕事をするようになりました。それまでは農

薬(主に殺虫・殺ダニ剤)の研究をしていました。8 ヶ月が過

ぎ，現在の仕事に慣れてきたところです。

技術普及の仕事のひとつに，技術的なお問い合わせの対応が

あります。内容は弊社で扱っている農薬全般に関することで，

多岐にわたります。お問い合わせに「それは，○○○です。」

とすぐにお答えするのが理想ですが，すぐに答えられないお

問い合わせもまだまだあります。そういうときは時間をいた

だいて社内にある各種資料を調べたり，詳しい者に聞いてか

ら返答するようにしています。

お問い合わせは全国各地からですので，いろいろな方言（イ

ントネーション？）を聞くことができます。私の故郷や今ま

でに住んだことがある所に近いイントネーションを聞くと懐

かしくなり，思わずお客さんの場所を聞くこともあります。

農薬が全国各地で使用されていることが実感できます。

ちょっとええ話

小山田浩一（栃木県農業環境指導センター）

皆様，初めまして。今年 6 月の大阪大会から晴れて正式な

会員となりました，栃木県農業環境指導センター防除課の小

山田浩一です。今後ともよろしくお願いいたします。

いざ，投稿しようと思ってはみたものの， 近の出来事で

はいいネタがないので，私が農業改良普及員をしていた頃の

「ちょっとええ話」でも書いてみようかと思います。

私は採用以来，5 年ほど養蚕関係の業務に携わり，平成 6
年当時，所属していた蚕業指導所が廃止と言うことで，平成 7
年から，とある県北部の普及センターに配属になり，普通作

物（稲・麦・大豆）と養蚕担当の農業改良普及員になりまし

た。

私は当時，鼻たれ普及員とでも申しましょうか，30 歳に

もなって新しい分野の指導になかなか自信が持てず，農家か

らの問い合わせの電話にもびくびくするような状態でした。

そんな調子でかれこれ２年目の半ばが過ぎた頃，とある先輩

から「もういい加減見習いは卒業して，人前でいっちょ前に

喋らんかい。ちょうど麦の栽培講習会が近いし，そんなに難

しくないから，おめーがやれ。」と一言。ひたすら教科書を

読みあさり，過去の資料（先輩方が作ったやつ）などをせっ

せとコピーし，資料を作り，何日もかかってようやく準備が



整い，講習会当日を迎えました。

さて，農協麦作部会員の出席は 5 ～ 60 人ぐらいだったで

しょうか，私は少々緊張した面もちで，「皆様，お忙しい中，

お集まりいただきまして，ありがとうございます。それでは，

さっそく始めたいと思います。まず，麦を作る際，何をおい

ても大切なのが排水対策ですが，云々･･･。」我ながら，ま

ずまずの滑り出しだなどと，ほくそ笑んでいたのも束の間，

「排水対策で明きょを作ることは当然ですよね。さらに，当

地は水田転作がほとんどですので，暗きょを設置することが

大変重要になります。弾丸暗きょなどが手軽で･･･。」

その時，会場から「おい，あんた！ うちの田んぼ掘った

ことがあんのかい！」と声があがりました。私は「えっ？」

と言ったまま，何のことか解らず，反応ができませんでした。

何か変なこと言っちまったのかなー。と頭の中はパニック状

態。どぎまぎしていると，続いて「ここら辺の田んぼはなー，

10cm も掘ると，でっけー石ころがごろごろ出てくるんだよ。

そういうことを知ってっていってんのか」と。

さすがに頭の悪い私も気づきました。そう，そんな土壌で

は暗きょを作るなんてままならないことを。それまで教科書

やらで勉強したことが一発で吹き飛んでしまいました。その

後の悲惨な状況は皆様のご想像にお任せします（悲惨すぎて

自分では書けませんし，あまり思い出せません）。そんなこ

んなで，悲惨な講習会は終了し，農協の方から，「ま，気に

しないで次がんばって。」と優しいとも，冷ややかともとれ

る言葉をかけられつつ，すごすごとその場を後にしました。

私はしばらくの間，この一件でかなりへこんでいました。何

日か過ぎ，あの悲劇（喜劇）を忘れかけていた頃，農協の担

当の方から，「この地域の麦は春先の見た目はいいけど，刈

る頃になると倒伏が多くて，収量，品質がいまいちなんだよ

ねー。だから，2 月頃に部会員全員の麦畑を 低一筆を見て

回って，どんな状況だか調査しないか。場所は俺が案内する

から。」と。何気ないつもりで言ったのでしょうが，私は藁

にもすがる思いで，二つ返事で OK しました。そして，何日

かをかけ調査をした結果，見事，個人ごとの「エンマ帳」が

出来あがりました。

この調査から判ったことは，この地域は非常に播種量が多

いことと麦踏みが不足しているという問題でした（後で考え

るとたいしたことではないようですが，当時，鼻たれの私に

は大発見）。それに加えて，この地域は乾田地帯の上，冬季

は降水量が少なく（太平洋側なら当たり前），排水対策は，

ほぼ明きょで十分であることが判りました。前述の講習会で

の一件が，いかに茶番であったことか。農家の方から文句が

出るのも当然です。

この結果を基に翌年度の講習会は，「見た目の割になぜ穫

れないのか？」をテーマに，（話の端々に「冬の間に皆さん

のほ場を見させていただきましたところ，云々。」の殺し文

句を言いながら）ちくちくといやらしく行いました。はじめ

は農家の方も「生意気な小僧だ。」と顔に現れていましたが，

話すにつれ，段々と耳を傾けてくれているのを感じ，講習会

が終わってからも，ある農家の方に，「あんたが言うように

播種量を減らしてみるかな。」と声を掛けられたことは今で

も忘れられません。勝手な思いこみかもしれませんが，その

後，遊んでくれる農家の方々が増えたような気がします（相

変わらず，失敗の方が多かったのですが，根気強く相手して

くださった農家の方々，農協の担当者様に感謝）。

くどくどと長い昔話を書いてきましたが，今思うと，この

経験は自分にとって非常に意味深く，重要な出来事であった

と思います。実は，この後，話の結論をカッコ良くまとめよ

うと思ったのですが，何度書いてもいい言い回しが浮かばず，

まとめはやめることにしました。こんな阿呆の「ちょっとえ

え話」，皆様いかがでしたでしょうか？

注）会話の一部は正確さを欠きますが悪しからず。

今年の茶園クワシロカイガラ発生時期が変？

松ヶ谷祐二（三重県中央農業改良普及センター）

今年も三重県の茶園ではクワシロカイガラムシの発生が目

立った年でありました。ここ数年の全国的な傾向と本年の気

象状況を考えれば，当然予測はされた事態です。しかし今年

の発生時期は例年になく異様であったように思います。特に

第 2 世代以降の発生時期が茶園により，場所により様々であ

ったようで，第 3 世代雄繭発生時期が例年より１ヶ月近く早

まった例もありました。確かにこれまでも第 2 世代以降の発

生時期に幅があるということはあり， 近このような傾向が

多くなってきているようですが，今年のような発生の仕方は

初めての経験でした。夏期の高温・少雨，薬剤による生態系

バランスの変化等いろいろな説が唱えられますが，原因の推

察以前に，「こうした生物が自然あるいは人為により与えら

れた様々な環境の中で，種を保存するために適応しようとし

ている結果なのか・・・」と思ってしまいました。

「せんせい」と「技術論」

古橋嘉一（シンジェンタ ジャパン株式会社）

田中 寛（大阪府立農林技術センター）

▼私が大学を卒業して静岡県に就職したのは昭和 38 年で，

病害虫関係を研究する柑橘試験場保護課が 初の職場であっ

た。新しい農薬が続々登場し，その委託試験をやることも仕

事の一部分を占め，農薬全盛の時代を経験したことになる。

この委託試験をぶっかけ試験と称し，研究者がやるべきこと

ではないようなこともいわれたが，地方の試験場で現場対応

をするためには必要な仕事と私なりに位置づけてきた。

この委託試験を通じて，多くの農薬会社の人達との付き合い

が生まれ，多くのすばらしい人達との出会いがあった。しか

し， 初に一番とまどったのは，その人達に「せんせい」と

呼ばれることであった。一度，「“せんせい”と呼ぶのはや

めてくれませんか」といったところ，「古橋さん，試験場の

人達のなかには“せんせい”と呼ばないと怒る人がいるんで

すよ」と答えられたことがある。その後は，面倒なので，そ

の度に断わることはしていない。しかし，農薬について一番

よく知っているのはそれを開発した農薬会社の人達であり，

その人達が農薬の利用技術について「せんせい」と呼びなが

ら対等の議論ができるであろうか？

この研究会の設立の趣旨は，多くの分野の人達が参加し対等

の立場で害虫防除について議論し，我が国の防除技術を高め

ることです。皆さん，「せんせい」と呼ぶのは止めましょう。

「さん」と呼ぶようにしませんか？（古橋）

▼古橋さんと同感です。これまで企業の方々と連携していろ

んな企て，たくらみをやってきましたが，「さん」でのやり

とりのほうが面白い話に発展しやすいことを実感していま



す。「せんせい」だとあと一歩のところで議論に遠慮がでる

んでしょうね。「せんせい」によって情報が流れにくくなる

と，三方一両損（あと一方は日本の農家）だと思います。で

も，「せんせい」と言うてうまく行くんやったら，タダやか

らなんぼでも･･･。これは，もっとよくわかってしまうとこ

ろが，私自身怖い(^o^)。
こういうオチはいかがでしょう？ 6 月の大阪大会の 終

案内で，「服装：自由な討論の雰囲気（本研究会の草創期は

浴衣がけで議論したとのことです）を作るため，また，6 月

下旬の大阪は蒸し暑いため，自由な服装を大いに歓迎します。

なお，ネクタイがお洒落と考える方の自由，多様性も当然尊

重されます。」とアナウンスしました。私たちがお互いに損

をしないため，そして日本の農家に損をさせないため，（と

くに本会のように）連携・共同でなにかを産み出そうとする

時は「さん」をお勧めします（ただし，個人の自由です），

というあたりで･･･。人がどんどん動く時代なので，自然に

変わっても行くでしょうけど，少し背中を押してみたい気分

です。（田中）
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農林害虫防除における農薬の適正な評価を

江村 薫（埼玉県農林総合研究センター）

「無菌」と書かれた水稲育苗用培土の入った袋を農家の庭

先で発見した。高熱処理した土を，一定高温条件で袋詰めし

ているのでしょうか？それにしても，耳当たりのよい宣伝文

句であり，これによって農民の購買意欲を誘うのであろうが，

生物を科学する人間にとって「無菌」の響きは重い。本当に

この商品が無菌であるのか，無菌状態の培土が育苗に有効で

あるのかは論議のあるところであり，仮に，「微生物入り，

有機培用土」でも商品のコピーとして有効かとも思った。

しかし，何といっても「無菌」の響きは特有で，すっきり

していてだまされる。同様に「無農薬」。これも，すっきり

していてだまされる。

オーガニックとか有機が流行語のように使用され，歯切れ

のよい「無農薬」や「無化学肥料」がテレビのコマーシャル

にまで登場してくる昨今，その無責任性について説明できる

貴重な集団が我々「農林害虫防除研究者」であろう。ここで

言う「研究者」とは，この研究会の趣旨に賛同して参加した

農業生産者や行政担当者を含めた全ての人々を指すことは言

うまでもない。

そもそも，害虫防除にこだわって人生を送っている多くの

諸氏が，本質的に自然愛好者であったり，昆虫少年時代を送

っていたりしていることが多い。安易に「無農薬」と発言で

きないことも知っている。どう考えても，はじめに「無農薬」

があるのはおかしい。発生予察，要防除の判断，害虫の発生

抑制手段の行使などによって，結果的に無農薬になるのであ

り，勇気をもって無農薬と対峙する必要がある。具体的には，

我々は生物多様性とか，生態系保全にこだわる多くの人々と

深く関連を持ち，場合によってはシンポジウムなども積極的

に行うことであろう。農薬メーカーは得意の分析技術や生物

技術で環境保全に係わる分野でも社会的貢献を行う一方で，

近年開発された新農薬がこれまでと著しく異なっていること

を積極的に宣伝する。農業者は，農業生産が経済行為であり

地域の自然環境と直結しているとともに，そこに生活する人

々の総合的安全保障と係わっていることを広く伝え，誤った

グローバル経済の進行を阻止する。

過去及び現在の農薬の功罪を積極的に説明することは，現

在と未来の農薬の信頼性を増すことになる。農作物に対する

消費者や生産者の価値観が多様化している現在，有機農業も

含めて農薬のあり方を素直に論議し，会員個人が社会的な責

任において適正に評価することが大切であろう。

会誌「ニュースレター」は，実際の害虫防除の現場や農薬

開発現場で考えたり遭遇したことを気軽に短文で報告する形

式である。この場を活用した自然や農業，昆虫などの興味あ

る生き様，環境毒性などなど，広範な情報集積と論議は，わ

が国の農薬の適正な評価や環境保全型農業の創造に大きく貢

献すると考える。



ニュース

粒剤の水面施用による斑点米カメムシの防除

里見 純（シンジェンタ ジャパン株式会社）

弊社では，アクタラ粒剤の水面施用により斑点米カメムシ

による被害を軽減できないものかと，現在チャレンジしてい

ます。

アクタラ粒剤は，優れた浸透移行性により出穂期の水面施

用で，ウンカ・ヨコバイ類に対して低薬量で高い効果があり，

適用拡大する予定でした。この浸透移行性に着目し，斑点米

カメムシに対する効果を秋田農試で検討して頂いた所，非常

に高い効果を示す結果が出たのです。

斑点米カメムシに対して効果がある粒剤と聞くと，玄米中

に浸透移行した薬剤を吸ってカメムシが死亡して効果を発揮

するのではとよく言われますが，死ぬほど吸われてしまった

ら斑点米ができてしまいます。

カメムシは種子のような固いものを唾液で溶かして吸汁

し，必要な栄養分を摂取します。この唾液の成分を作るには

水分が不可欠と聞きました。水田の水や夜露を吸うカメムシ

はいないと思いますので，斑点米カメムシは稲の茎葉部から

水分を吸汁していると考えられます。実際に観察された方も

多いようです。粒剤で斑点米が減る理由はここに有りそうで

す。

多くの場合，斑点米カメムシの成虫が出穂期頃に水田に侵

入し，次世代の幼虫が斑点米の形成に大きく関わっているよ

うです。この幼虫が茎葉から水を吸った時にアクタラを吸っ

てくれれば，効率的に斑点米を減らすことができると考え，
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今後はこれを実証するデータを積み重ねていきたい所です。

皆様のご意見をお聞かせ下さい。

正しい虫屋の作り方

滝田雅美（山形県立農業試験場）

山形農試は平成 12 年に内部の組織改革があり，私の所属し

ていた病害虫と土壌肥料，有機農業の分野がひとつになりま

した。私自身は農試に来て以来，ずっと斑点米カメムシを課

題として持たされているのですが，あまりにも有機が面白そ

うなのでたまに勉強させてもらっています（本当はカメムシ

に飽きた時だけ）。ウチの有機では今，ニームや除虫菊とい

ったいろいろな天然抽出物の効果を明らかにする試験や，露

地やハウスにバンカープラントを植え付けて，土着天敵を増

やそうという試験をしています。ちなみに昨年は，バンカー

プラントのスイートコーンはアワノメイガの穴だらけ，隣で

栽培していたナスの葉はアブラムシのすすでべとべと，そし

てニームの効果は今ひとつと某雑誌の記事とはほど遠い結果

となってしまいました。今年はまだ 5 月ですが，まだハウス

内のバンカープラント（ヨモギ）に土着天敵が住み着いてい

ないのに，ワタアブラムシが着々とナスの葉にコロニーを作

り始めていています。これが総合防除だったらその後，場合

に応じてかっこよく防除するかもしれませんが，ウチでは今

年こそ効果があると信じて，近いうちに天然抽出物を散布す

る予定です。でも，なぜ天然抽出物にこだわるのでしょうか？

それは実際に有機農業で使用可能な剤（天敵製剤を除く）は

悲しいくらい少ないからです。有機農業を研究している方（特

にこういう天然抽出物を試験している方），いろいろな天然

抽出物の効果データや情報があったらぜひ教えてください。

アシナガコガネの大量捕獲

諏訪順子（茨城県農業総合センター農業研究所）

茨城県つくば市は，全国でも有数のシバ産地である。近年，

この一部地域において，アシナガコガネが多発生し，現地で

は対応に苦慮している。アシナガコガネは，幼虫がシバの根

を，成虫がケヤキ，カシなどの新葉や庭木類の花を加害する。

さらに，成虫は白色に強く誘引される特性があり，成虫発生

盛期に当たる 5 月中旬には，白色の衣服や自動車などに集

まるため，周辺住民にとっては不快な害虫となっている。実

際，この時期にシバ耕地に行くと，全身

にアシナガコガネ成虫が

まとわりつき，公用車（ちなみに色は白）の中まで，虫が入

ってきて，不快害虫と言われる理由が納得できる。

私たちは，このアシナガコガネ成虫に対して，芳香誘引剤

トラップを用いた大量捕獲による防除を試みた。2 週間程の

試験期間中，多いところでは，トラップ 1 台当たり数百万頭

もの成虫を捕獲した。これだけ捕獲数が多いと，回収してい

るだけで，妙な達成感がある。しかし，どれだけ大量に捕獲

しても，それが密度や被害の低減に結びついたと安易に言え

ないところがつらい。この類の試験の評価方法の難しさを痛

感している。

「浸漬」をなんと読んでいますか？「しんせき」「しんし」．．．．．

岡留和伸（京都府農業総合研究所）

室内で殺虫剤の効果試験をする時に，対象害虫の餌になる

葉片等を殺虫剤に漬けて，風乾後，害虫に与える方法があり

ますが，これを「浸漬処理」「葉片浸漬法」と言います。私

自身，数年前まで，これは「しんせきしょり」「ようへんし

んせきほう」と読むと思っていたのですが，ワープロを使っ

ていて，「しんせき」と入れても「浸漬」とは出てこないの

をたまたま不思議に思って，ワープロの辞書で「漬」を調べ

たところ，「漬」は，「せき」とは読まず「し」としか読め

ないことが判ったのです（積，績，責は「せき」なのですが）。

そこで，ワープロで「しんし」と打つと，しっかり「浸漬」

と変換されたのです。それで，辞書（広辞苑第２版）を調べ

ると「しんせき」では載ってなくて，「しんし」で載ってい

たのです。それで，「嗚呼，これは，『しんせき』と読むと

勘違いしていた。本当は『しんし』なんだ。恥ずかしい」と

思っていたら，実は多くの人（ほとんどの人）が「しんし」

と読まずに「しんせき」と読んでいるのに気づきました。そ

れで，研究会等で指摘しようかと思ったりすることもあった

のですが，全く話の論点からはずれるので，別にいいかと思

っていました。ところが，文部省学術用語集農学編（1986），
応用動物学・応用昆虫学学術用語集第３版（2000）には，な

んと「しんせき」「しんせきほう」としかなく，「しんし」「し

んしほう」では，載っていないのです。つまり，農学的，応

用動物学・応用昆虫学的には「しんせき」の方が正しかった

のです。それで，つい 近，たまたま暇つぶしに行った大型



電気店で展示されている，ある電子辞書で検索したところ，

「しんし」では，「浸漬」と出て，その意味が表示されまし

たが，「しんせき」では，「浸漬の誤読。」とだけ出ました。

結局，言葉なんて多くの人が使えば，当初は間違っている言

葉でも，いずれ正しい言葉になるのかもしれないと思ってい

ます。

病害虫専門技術員となって

近藤 章（岡山県農業総合センター総合調整部）

病害虫専門技術員となって３年目となります。それまでは

農業試験場で１６年間，害虫の試験研究を担当していました。

病害虫専技の仕事としては，病害虫診断，普及員の研修，試

験場・行政との連携，団体対応などがありますが，１年目は

かなりのとまどいがありました。とりわけ病害虫診断につい

ては，イネ・ムギ・雑穀，果樹，野菜，花など，ありとあら

ゆる作目の病害虫が対象となり，しかも持ち込まれるサンプ

ル（年間約 350 件）の 90%以上は病害であるため，病害の知

識がほとんどない私にとっては大きなストレスでありまし

た。現在でも，病害診断の大半は試験場の病害担当者に頼っ

ていますが（努力はしています），半分は開き直ってあきら

めている状態です。専技となっての大きな収穫は，普及セン

ター，行政などとの広い人脈ができたことで，今後の仕事に

役立てたいと考えているところです。

アブラナ科軟弱野菜の害虫対策に取り組んでいます

中野昭雄（徳島県立農林水産総合技術センター農業研究所）

アブラナ科の軟弱野菜は発生する害虫種が多いわりに農薬

登録のある薬剤が少ないので現場ではよく問題となっている

ことは以前よりよく言われていたことと思います。徳島県内

では阿南市の中山間地域で生産されるチンゲンサイは周年栽

培されているので害虫も１年を通じて何らかの種が発生して

います。10 年程前はコナガ，アブラムシ類が主要な害虫で

したが， 近ではコナガはほとんど発生を見なくなりその代

わりにマメハモグリバエ，キスジノミハムシが夏期に，初秋

期にはハスモンヨトウが発生し，問題となっております。特

に，マメハモグリバエは現在農薬登録のある薬剤が２剤しか

ないので，筆者は防虫ネット，紫外線除去フィルム，古ビニ

ル等の物理的防除資材を組み合わせた防除体系を３年前より

検討し確立しました。しかし，これら資材も一旦発生させて

しまえば抑えることができないのでやはりその時は薬剤に頼

らざるを得ません。２年前たまたま実施した薬剤(粒剤)試験

でコナガ，アブラムシ類を対象に農薬登録のあるモスピラン

粒剤と登録のないＡ剤がマメハモグリバエにもある程度効果

のあることを確認しました。チンゲンサイの作期は夏期では

約１ヶ月なので，定植時にモスピラン粒剤を処理すると他の

薬剤を処理しなくてもマメハモグリバエ，アブラムシ類の発

生はほとんどなく収穫することができます。こちらの方が現

場での対策としては物理的資材よりも手っ取り早く受け入れ

られそうです。軟弱野菜では作期が短いのでこのように浸透

移行性のある薬剤(粒剤)を利用する場合，薬剤成分の作物残

留値が基準値をクリアすることが前提となりますが，活性の

ある害虫スペクトラムが広いほどその後の薬剤処理が不要と

なり，結果的には減農薬にもなり省力化も図れます。筆者は

現在さらに作期が短い露地栽培の夏どりコマツナ（発芽から

３週間で収穫）の害虫対策に取り組んでいます。主な害虫は

キスジノミハムシで，その対策として防虫ネットのトンネル

被覆を基本に，前作に残った幼虫等を土壌処理剤（粒剤等）

で防除する体系を検討しています。軟弱野菜の害虫対策に取

り組んでおられる会員の方は多いと思いますが，これを機会

に情報交換をさせていただければ幸いです。どうぞよろしく

お願いします。

近問題になっている害虫・ミカンサビダニ

中村吉秀（長崎県果樹試験場）

近，長崎県のカンキツ農家にはミカンサビダニの被害に

困っている方が多いようです。これまでは黒点病やミカンハ

ダニとの同時防除で注目されていなかったのですが，ジチオ

カーバメート系剤抵抗性サビダニの発生などにより問題視さ

れています。対策としては，サビダニを新たに対象害虫とし

て組み入れた防除体系を開発する必要があると考えていま

す。しかし，近年，ミカン単価の暴落や生産者の高齢化が顕

著であり，作業の省力化・低コスト化がおのずと進むなか，

「この剤とあの剤をあの時期とこの時期にかけて下さい」と

は受け入れられがたく，また指導しづらいのが現実です。試

験場では，新たな同時防除剤の探索や天敵の有効活用などに

取り組んでいますが，試行錯誤ですぐには答えがでないのが

現状です。どんな害虫もそうですが，栽培体系のなかに，い

かに省力的に防除を組み込めるかが問題解決のなかで頭を悩

ませるところのようです。

古典文学に出てくるカメムシ

堤 隆文（福岡県農業総合試験場）

今年は果樹カメムシの発生が多く，毎晩対策に頭を痛めて

います。先日，酒を飲みながらインターネットで文献を調べ

ていたら日本の古典にカメムシのことが書いてありましたの

で紹介します。

なつはかめ，日暮れて山ぎわ霞むころかめの一つ二つとび

たるはおかし，集合ふぇろもんに群れたるはいとおかし。・

・・・出典：椿象子，伝，せっしょうなゴン中山筆

昔おとこありけり，思ふところありて都をまかりて西国へた

ちぬれば，五月のころ筑紫のくに太宰府のさきにいたりぬ。

この地，山深ければ良材多くよし木の里といひはべりぬ。

いざ，中食せんとてこかげに座すれば葉の裏に都には見知

らぬ虫どもあまたさぶらいにける。里人にこと問はば，キリ

の木なればことしはかめのむしのいとおほくそうろうとなむ

いひける。たれ人か曰く，かめのむしの五もじをかしらにて

歌をよむべし。からごろもめにはみえずもののあうせむかし

のひとやしばしおもわんとよみければ，皆人袖をしぼりて，

はと豆ほとびにけり・・・・。出典：にせ物語，伝，ありあ

なのふじこな筆

以上，座興なればお許しあれ。福岡の嘘牛

小学３年生 / 虫の研究

西松哲義（日本農薬（株）総合研究所）

社会見学，理科の授業の一環として，地域の小学生が研究



所を訪れた。小学３年生は理科の授業で，昆虫について学習

する。また，国語の教科書ではアリの道しるべ物質の発見物

語が登場する。そのときに，私の子供が，「うちのお父さん，

虫の研究してはるよ！」の一声で，担任の先生から「よろし

かったら，社会見学，理科の授業を兼ねて研究所の訪問は出

来ないですか？」との依頼。研究所としても少しでも地域に

役立てばとの考えから受け入れることになった。虫（害虫）

のサンプルを用意し，何を話そうと周到な準備をして，約３

時間の社会見学・理科の実習に臨んだ。

他の研究員の力を借りて 80 名近い（先生 4 名）小学生相

手に，室内で虫の生態を説明し，更に野菜，果樹の圃場での

観察を実施した。害虫やら天敵やらの説明に子供たちは，目

をまるくして注意深く聞き入っていた（勿論，皆がそうでは

なく，一部，元気すぎる子供もいたが）。

当方，農薬の研究所である。当然，農薬研究の大切さや苦

労も伝えておいた。

数日後，一人ひとりのお礼の手紙が届いた。多くの手紙に

虫の多さへの驚き，生態，形態の複雑さ，そして研究所の設

備への驚き，等々，新鮮な驚きがたくさん綴られていた。と

りわけ，実体顕微鏡での虫の観察が楽しかったようだ。「お

土産に貰ったｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽはおいしかった（6 月の暑い日に約

30 分かけて歩いてきた）」とか「もらった消しゴムはよく消

えます」とか本筋と違うところでのお礼が特に多かったが，

目的は達成できたかなと研究所では自己満足。講義でアリの

道しるべ物質の説明をした時に性フェロモンの話を少しした

が，父兄から先生に，「学校では卑猥な言葉も教えるのです

か？」との話があったとか。どっちが卑猥なんだろうと思い

つつも，子供たちは真面目に聞いてくれていたんだと感心し

た。

しばらくすると，小学校３年生の授業で「地域農家とのふ

れあい」がテーマになった。当研究所の周辺は，モモの産地

である。「消毒（薬剤散布）が も大変な農作業」との農家

の話に，またまた，虫（害虫）の研究をしている私の出番。

今度は，モモの害虫について教えて下さいとの先生からの伝

言で，「作物の害虫」なる本を貸し出した。「グループ学習

で害虫班の役に立ちました」との感謝の手紙を頂いた。

おまけのｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽと消しゴムに関心のある子供たちに，ど

れだけ理解できたか不明であるが，作物栽培における害虫防

除（農薬）の重要性を啓蒙？するのに少しは役立った 1 年で

あったと自己満足している。

虫の研究に携わっている方にとって，お子さんが小学校３

年生になる頃は，自分の仕事を理解してもらう（親の威厳を

示す）絶好のチャンスかも知れません。 近の

転作ダイズ圃場におけるジャガイモヒゲナガアブラムシの

多発現象について考える

本多健一郎（中央農業総合研究センター）

2000 年８月下旬に山形県，岩手県南部，宮城県などの転

作ダイズ圃場でジャガイモヒゲナガアブラムシが多発生し，

落葉と減収，収穫物の品質低下を引き起こしました。 2000
年夏季の気象要因による一時的な多発生かとも考えられまし

たが，2001 年にも同様の多発生が見られ，落葉被害の発生

地域も 2000 年の発生地域に加えて青森県，福島県，新潟県，

富山県などに拡大しました。いずれの場所でも共通すること

は水田地帯の大規模転作ダイズ圃場で発生しており，従来の

畑作ダイズ圃場ではこれまでこのような現象は報告されてい

ません。唯一の例外として， 1980 年代につくば市の農業研

究センター（当時）の畑作ダイズ圃場で本種の多発生による

落葉が記録されています。この多発生は，殺虫剤効果試験の

際に無防除区にも殺虫剤が飛散し，アブラムシ以外の天敵生

物が死滅したために起きたと推定されています。今回のアブ

ラムシ多発生の原因として，温度条件，降水量といった気象

要因や殺虫剤抵抗性系統の出現，夏季の高温下でも増殖可能

な系統の出現，アブラムシが特に増えやすい品種の作付け，

急速なダイズ作拡大による天敵相の貧困化，不適切な防除圧

による有力な天敵相の消失などが考えられます。山形県や宮

城県が行った調査では，殺虫剤抵抗性系統の出現や著しい高

温適応性系統の出現は認められませんでした。夏季の気象条

件は 2000 年と 2001 年で異なる経過をたどっており，また多

発生が多くの県にまたがっているため，単なる気象要因が原

因とは考えにくいところです。品種についても特定の品種だ

けが被害を受けているわけではありません。急速な転作ダイ

ズの作付け拡大は，アブラムシの天敵生物が貧困な環境を創

出しており，転作の集団化はこれをさらに加速していると考

えられます。こうした環境条件の変化はアブラムシの多発生

を引き起こす背景になりうるものですが，過去においても現

在と同程度の面積に転作ダイズが作付けされた時期があり，

当時このようなアブラムシの多発生は観察されませんでし

た。

本種は８月の暑い時期にはダイズの下位葉に棲息し，殺虫

剤散布の影響を受けにくくなります。子実害虫防除の際に下

位葉まで十分な散布が行われないと，アブラムシだけが残っ

て天敵生物が除去され，秋のアブラムシ増殖期に突発的大発

生を引き起こす可能性があります。また，1999 年は水稲の

斑点米を引き起こすカメムシ類の被害が各地で多発し，米の

等級落ちが重大な問題となりました。これをふまえて，翌年

（2000 年）からは畦畔雑草の刈り取りや水田周辺環境での

カメムシ防除が励行され，水田地帯での殺虫剤の散布回数は

確実に増加しています。こうした斑点米カメムシの防除に伴

う水田地帯での防除圧の増大が転作ダイズ圃場での天敵相の

消失をさらに促進し，アブラムシ多発生の一因となった可能

性は否定できません。転作ダイズ圃場でのジャガイモヒゲナ

ガアブラムシの多発生を防ぐために殺虫剤の散布回数を増や

すことが検討されていますが，ダイズの生産コスト面から考

えても時代の流れに逆行するものだと思います。転作ダイズ

圃場にアブラムシの密度を制御する天敵生物が定着できるよ

うな何らかの耕種的手段を検討する必要があるでしょう。ま

た斑点米カメムシの防除についても，殺虫剤の散布に依存す

るのではなく，割れモミ発生の防止，色彩選別機の導入とそ

の改良のための研究投資などが必要ではないかと考える次第

です。

ダイズの“青立ち”症状ってフタスジヒメハムシが犯人なの？

北島義訓（福井県農業試験場）

皆様，初めまして。大阪大会から参加させていただいてい

る北島です。ニュースレターの原稿が依頼されたので，福井

県で問題になっているダイズの“青立ち”症状について少々

疑問があるので書きたいと思います。2000 年に収穫期にな



っても葉や茎が緑のままでダイズの収穫ができない“青立ち

”症状が圃場全面に発生し， 10ha 以上の集団栽培すべてが

青立ちになったところもあります。その原因について栽培・

病害虫などいろいろな面から論議しました。従来，カメムシ

類の莢への加害による局部的な青立ちの発生がよく知られて

いますが，カメムシの生育密度からみるとカメムシで圃場一

面の青立ちが発生することはないと思われます。恐らく開花

期前後の高温乾燥による水分ストレスやホウ素欠乏などによ

る落花・落莢が原因と考えていますが，一方でフタスジヒメ

ハムシの加害による落花・落莢が原因しているかどうかが現

在議論の対象になっています。フタスジヒメハムシは近年北

陸で発生量が急増している害虫で，青立ちの主犯として疑わ

れるのも仕方がないと思います。しかし，放飼試験を行って

も青立ちを助長する結果は得られず，また 2001 年はフタス

ジヒメハムシが多発したにも関わらず青立ちは殆ど発生しな

かったことから，主な原因としては考えにくいと思われます。

皆様はどうお考えになりますか？意見がありましたら，お聞

かせ下さい。

農業生産を自動車業界と比較してみたら・・・

諫山真二（住友化学工業株式会社）

近の自動車業界を見ていて，ハタと思いました。どの会

社もコスト削減と多様化したニーズ対応のため，異なる車種

でも，部品の共有化を世界レベルで行っています。例えば，

トヨタでは，小型車では「ヴィッツ」という基本車（？）が

あって，プラットフォームなどは共有の車である｢ファンカ

ーゴ｣，｢プラッツ｣，｢ Will Vi ｣，｢ dB ｣といった個性も用途

も，全く異なる車を５種類も展開していることは，車好きの

人ならずとも耳にしたことがあることでしょう。

農作物の生産を，このような自動車業界になぞらえて考え

てみると，車の各種部品屋さんは，農薬屋さん，肥料屋さん，

種苗屋さん，資材屋さんなどで，車の組み立て工場が，農家

さんにあたり，農家さんは自動車メーカーと同様に，環境問

題や，安全性，省力化，コスト削減などを考慮しながら，消

費者の多様なニーズに対応した作物（車種）の生産をしなけ

ればなりません。

けれども，農家さんが栽培体系を，個々の資材・技術を用

いて，一からすべてを組み立てていくのは大変な仕事です。

もし，個々の資材・技術を組み合わせた汎用性のある上述で

言う所のプラットフォーム的な部品－いわば農業生産におけ

る｢共通パーツ｣が取り揃えられていれば，農家さんは作物に

合わせて適当な｢共通パーツ｣を選んで様々な体系を作ること

ができ，自動車業界と同じようにコスト削減が可

能かもしれません。

私どもは，農薬のみならず肥料，種苗，資材など農家さん

が必要とされている「パーツ」を総合的に供給できるメーカ

ーとして，それらの上手な使い方（コツ？）や，上手い組み

合わせ－すなわち前述の「共通パーツ」をもっともっとご提

案していきたいものです。同時に，こうした共通パーツの創

出は，メーカー単独ではおのずと限界があるとも思います。

地域の栽培条件に合わせたより良い農業生産（多種多様な車

種生産）を実現するためにも，より多くの有効な共通パーツ

を，農家さん（工場）のご意見やニーズも伺い，また，この

会の皆さんのお力添えも頂きながら，ご提案させて頂きたい

と考えています。

エコロジーとエコノミー

平井一男（独立行政法人農業生物資源研究所）

去る４月に平成１４年度日本農学大会シンポジウム「２１

世紀における循環型生物生産への提言」が東大で開催された。

その中で九大の甲斐諭教授から「自然循環型農業の展開条件

と望まれる技術開発ーエコロジーとエコノミーの矛盾と両

立」について大変分かりやすい講演があった。研究対象の「大

規模農業経営（稲作と酪農）の環境保全行為に望まれる制度

設計と技術開発」について次の３項目を結論に挙げた。１．

金融上・税制上の支援措置， 例えば 環境保全行為に対する

補助，優遇税制，２．環境保全行為を外部化できるように誘

導する支援措置，一例として堆厩肥の集団化生産・販売の支

援，そして，３．環境保全を低コストで実施できるような技

術開発。いずれも必要性が叫ばれていることなので歓迎でき

たが，低コスト技術の具体策，『そこが聞きたい』と思った。

さて現実をみると，昨年，家庭菜園で作物を作った。市街

地の菜園では，さすがに，１．アワ，２．ナス，３．カボチ

ャ，４バレイショ，５．シシトウではさしたる害虫（カメム

シ，テントウムシダマシ，ヨモギエダシャクは若干発生）も

なく栽培できたが，６．イネ，７．キャベツ，８．トマト，

９．インゲン，１０．ネギ，１１．ダイズ，１２．キクでは

一群の有害生物（スズメ，ヨトウ，アオムシ，コナガ，オオ

タバコガ，アブラムシ，サヤムシ，キクスイカミキリ）が発

生し，自然発生の天敵（アリとテントウムシ，クサカゲロウ，

クモ）のみでは思い通り収穫できなかった。わずかな菜園な

ので無農薬で行きたいが，さて何の対策があるだろうか？害

虫の進入防止策，少発生時の栽培，追い払い，捕殺くらいし

か思いつかない。どれをとっても時間と手間がかかる。化学

農薬を使わざるを得ないと思うが，防除労力とヒトを含む環

境影響を考えると， 低限の少量散布で効果的な薬剤がよい。

さりとて輸入中国野菜のように農薬（オオバ，フェンバレレ

ート；ニラ，パクチョイ，クロルピリホス；ブロッコリー，

メタミドホス；ホウレンソウ，エンドリン）が検出されては

困る（食品と暮らしの安全，No.155；日本子孫基金）。 また，

神経毒，環境ホルモン，発ガン性が危惧される薬剤も避けた

い（同 No.157）。小さな菜園では当面無農薬でがまん，しか

し生産者はエコノミーを考えるとそうはいかない。 IPM は知

らないが（全国農業共済講習会のアンケート結果から推定認

知率 5 ％未満），減農薬栽培や有機栽培の「ことば」は知っ

ていてエコロジー意識はあると思える大方の生産者（農家）

に対して，病害虫や農薬の選定，使用基準などの基本情報を

広く提供する組織づくりあるいは現組織の覚醒的運用が必要

のようだ。

虫屋と微生物屋

山中 聡（(株)SDS バイオテック）

周りを見渡すと多くの専門家がいる。私は農薬企業の研究

所に従事する技術職であり，特に農業分野における害虫防除

に関する研究を行っている。そして，社内でも，外部の関係

先にも同じ様な仕事に携わっている多くの友人，知人が様々



な興味深い仕事をしている。振り返ると，大学時代の私はい

わゆる血統の良い研究指導を受けた。その根幹は，東京大学

農学部農芸化学，同応用微生物学研究所（応微研）から発し

ている。遡れば私の恩師のその恩師は飯塚廣教授であり微生

物学研究上とても幅広い研究テーマを展開された方だった。

また，その師にあたるのが坂口謹一郎博士であり，日本の発

酵・醸造学における創始者といえる方であった。

応微研の創設は昭和二十八年，醸造関係だけでなく抗生物

質や有機酸発酵など多くの発酵学の基礎的研究機関設置と有

用微生物の保存，分譲を含めた我が国の国際ネットワークの

基盤をなすものであった。坂口博士はこの応微研の設立の中

心的な役割を担うとともに初代所長をお勤めになられたので

ある。この応微研は当時十二の研究部門があった。坂口博士

のお考えでは，講座名に特定の名称を付けることが研究分野

を制約してしまうことになるとのことで，設立当時は第一，

第二などの番号で示されていたが，その後特定の名称に変更

されてしまった。この第三研究部の助教授が若き飯塚廣先生

であった。発酵・醸造学の分野では主に麹菌などの糸状菌（カ

ビ類）が研究材料となるが，先生の研究はそれに留まらず多

岐にわたり，油田，天然ガス田の微生物や細菌，酵母，放線

菌など新しく進展されつつあった微生物工業に対応するた

め，あらゆる産業で利用される微生物を研究対象とされた。

昭和四十年代に行われた油田，天然ガス田の微生物相の研

究では，その特有の場所に他に見られない微生物群が存在す

ることを明らかにされたが，つい 近私が訪問したある米国

の会社では，油田の発掘調査に石油成分を利用する微生物を

指標として利用すると得意気に話しており，二十数年前の飯

塚先生の先見性を偶然痛感させられた。

また，一方で有用微性物の分類と保存という地味であるが重

要な分野を確立された。特に有用微生物を，その性質を変え

ず，長い間生かしておくという事は，他の高等生物では難し

く，それが可能なのは植物の種子くらいなものである。経験

のある方なら分かるだろうが，いくつかの保存方法を併用し，

かつ同じ生物を複数保存しておいて一定間隔で植え継ぐので

ある。現在私どもの研究室でも数百種類の細菌を保存してい

るが，この作業は根気のいる甚だ大変なものである。

その後，飯塚先生は東京理科大学理学部教授として赴任さ

れ，さらに私学における学際的専門分野として微生物を主な

研究対象とした科学とその応用を教育する応用生物科学科を

設立され，主任教授となられた。いくつかの研究講座は応微

研に類似するものがあり，特に有用微生物の分類と同定をテ

ーマとした分類研（後の西村研）が私が研究生活をスタート

することになる部署であった。私は，この学科に創設後二年

目に入学した。そして，四年生から大学院修士課程までの３

年間は微生物の分類の研究を行った。私の恩師は応微研当時

飯塚先生の元で学ばれた西村行正教授であり，坂口 - 飯塚 -西
村と受け継がれてきた微生物分類学を中心とした研究は，私

のその後の研究生活の中で学問とその応用という重要な精神

的根幹が育成されたように思う。

話が非常に長くなったが，本題に戻すと私は生粋の微生物

屋である。私の仕事の一つの分野に害虫に病気を引き起こさ

せて，その密度を抑制或いは死滅させることで，害虫を駆除

し，農作物を保護するというものがある。この場合，研究領

域は昆虫病理学である。この学問分野も元を正せば明治以降

富国強兵の名の下に養蚕業が隆盛を誇った時期，カイコの病

気による死亡原因となる病原体の研究から端を発している。

カイコの病原体には細菌や微胞子虫という原生動物がいる。

この中でも重要な細菌病原体にバチルス・チューリンゲンシ

ス（BT）といわれる，納豆菌に類縁の微生物がいる。この

細菌は，それ自身だけが他の細菌と異なりカイコや他のガや

チョウの幼虫に対して高い毒性を示す蛋白質を作り出す。

明治二十四年当時東京帝国大学の石渡博士は，これら伝染

病のうち，卒倒病と呼ばれる病気の原因は細菌の一種であり，

新種としてバチルス・ソットウと命名したが，現在ではドイ

ツのベルリナー博士が同一の菌株をバチルス・チューリンゲ

ンシスと命名し，それが国際的に認知されている。本来は我

が国の研究者が発見した細菌である。欧米の科学技術は，明

治期の極東の小国の技術全体を凌ぐものがあったかもしれな

いが，個人のレベルはそう変わらないものである。現在でも

それは変わらないが，国際感覚を持たない科学者や政治家，

そして政府は国内のレベルというものを判断することが出来

ないのである。我が国の研究レベルは一部では国際的視野に

立った研究が行われているが，その大半は大学内部や文部省

という低い次元で成果を評価するという感覚があるのも否定

できない。さらに，知的所有権や特許に対する大学や国公立

研究機関の無感覚というのが国家間の科学技術における国際

競争力を低下させる原因になっていると痛感する。

さて，この BT は人畜には全く病原性を示さないため，昭

和四十年代中頃よりこれを用いて害虫だけを選択的に死滅さ

せようという，いわゆる微生物学的防除方法と微生物農薬が

開発されてきている。私も入社以来，この研究に携わってい

るが，この農業分野の害虫防除に昆虫病理学出身の微生物屋

が従事している。しかし，なんと言っても害虫防除研究の主

流は応用昆虫学を専攻してきた研究者であり，彼らの本質は

虫屋である。そして，その多くはかなり重度に子供時代から

昆虫が好きだと言うことである。私にしても小学校時代は昆

虫採集をしたり標本を作製したりしてきたが，いつしか他の

様々な興味あることがらに心を移して，次第に昆虫への愛着

は薄れていった。その愛着が，彼ら虫屋ではより濃密にかな

りマニアックに心に残存して，いつしか専門となったと考え

られる。他方微生物屋では，彼らと同じ年数で微生物に愛着

を感じ続けてきた者はおそらくいないであろう。ミクロの世

界を初めて知るのは，早くて顕微鏡操作が可能となる小学校

高学年か，通常は中学生時代である。私などは，もっと奥手

で微生物に興味を持ち始めたのは大学で材料として利用する

必要があったからである。

このように同じ農作物の害虫防除の研究に従事している生

物系の研究者の中に虫屋と微生物屋がいる。しかし，彼らの

スタンスは，その対象とする生物への執着が虫屋が大げさに

言うと人生を賭けていくものであるのに対し，微生物屋は一

種の材料として利用するものという感覚があるのではないか

と考えている。
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巻頭言

正当派農業の復権

本山直樹（千葉大学園芸学部）

昨年の夏頃からマスコミによって無登録農薬問題がクロー



スアップされ，食の安全に対する国民の不信感を増大させた。

初はごく一部の業者や一部の農家がかかわっているだけと

思われたが，農林水産省の精力的な調査の結果，問題は全国

的な広がりを見せ，無登録農薬の販売と使用は予想以上に日

本全国で横行している実態が明らかになった。立入り検査を

実施した全国約 5 万 7 千の営業所中，254 営業所で無登録農

薬の販売が確認された。販売・使用されていた無登録農薬は，

今回は調査対象にならなかった偽装有機農業用資材（天然物

といいながら実際には化学合成農薬が混入されているもの）

を除いて，10 種類であり，土壌殺菌剤 PCNB が 352.6t，殺菌

剤ダイホルタンが 29.1t，殺ダニ剤プリクトランが 6.3t，殺菌

剤マンゼブが 1.3t，植物成長調節剤ナフサクが 1.1t，などが

主なものであった。驚いたことに，これらの中には除草剤 PCP
の 330kg までもが含まれていた。PCP は 1960 年代に多くの水

田で使われたが，魚介類に対する毒性が高いことがわかって

禁止になった除草剤である。現在では，PCP よりもはるかに

安全性が高く除草効果も高い除草剤が多数あるにもかかわら

ず，何故そんなものが今頃出回ったかである。海外からの安

い農産物の大量輸入によって経営的に厳しい競争にさらされ

ている農家が，悪徳業者の虚偽の宣伝に簡単に騙されたとい

うことは，多くの農家が農薬取締法ならびに農薬そのものつ

いていかに情報不足であるかという実態を反映している。法

律違反で廃棄処分になった農作物は，果樹ではなしとりんご

を中心に約 5 万 1 千 t，金額にして約 11 億円に及び，野菜で

はやまといも，いちご苗，その他で約 3 億円相当に及んだ。

１年に１回しか収穫できない果樹農家にとっては，収入が皆

無という厳しい状況に追い込まれ，自殺者まででるという悲

惨な結末となった。

農薬取締法は言うまでもなく，終戦後，驚異的な植物保護

効果を発揮した農薬を偽装して小麦粉（偽装粉剤）や石鹸水

（偽装乳剤）が出回って多くの農家が騙されて被害がでたこ

とから，昭和 2 ３年に農薬の品質と効果を確保するために制

定された。昭和 4 ６年には，当時の化学物質による公害問題

の深刻化という社会全体の背景の中で，健康と環境に対する

安全性を確保するための大幅改正が行われて今日に至った。

しかし，その後の社会の変化に伴って出現した新しい問題に

は適切な対応ができないという問題点が指摘されるようにな

った。

その中の一つは，偽装有機農業の横行である。昭和 50 年

に出版された有吉佐和子の「複合汚染」を契機に，有機農業

や無農薬栽培に対する期待が一気に高まったと言われる。し

かし，農業では元々農作物が人間の食品として適するように

品種改良されるとともに，野生種が進化の課程で獲得（動物

や昆虫による捕食、病原菌による寄生から身を守るために）

してきた天然農薬を除去した人工的植物を，農耕地のような

単純生態系の中で栽培するのだから，病害虫や雑草の総攻撃

に曝されるのは当然である。従って，人間の手で保護しなけ

れば期待した収穫は得られない。そこで有機農業生産者はい

ろいろな工夫や，大変な苦労をし，その代償として生産され

た農産物は健康にも環境にも優しいということで，消費者は

一般農産物よりも高値で買ってくれる。しかし，神戸大学の

松中昭一教授（当時）の研究室から不思議な実態が学会で報

告された。1984 年から 1988 年までの 4 年間，通常栽培と無

農薬栽培のきゅうりとトマトを購入して有機リン系殺虫剤の

多成分分析をしたところ，農薬の検出率についても検出濃度

についても両者の間に有意な差がなかったのである。この発

見は，その当時まさに消費者を欺く偽装有機農業が行われて

いたことを暴露した。1994 年に，私達の研究室では有機農

業や無農薬栽培で広く使われているいわゆる天然植物抽出液

（漢方農薬）と称する資材について分析した結果，農薬とし

て効果のあったもので分析に供したものには例外なく化学合

成農薬が混入されている，ということを明らかにした。その

後そのような資材の中には殺虫剤も殺菌剤も除草剤も含まれ

ているということが，続々と明らかにされてきた。木酢液か

らも殺虫剤が検出された。このような資材は過去の問題では

なく，今でも私達の研究室に持ち込まれ続けているという実

態があることを指摘しておきたい。

なおこれに関連して，今まで農薬バッシングを続けて国民

に農薬不信感を植え付ける役割を果たしてきた朝日新聞社発

行とは思えないような内容の本（渡辺宏著「食の安全」心配

御無用！）が，1 月中旬に発売された。25 年に亘って生協に

勤務してきた著者が，無農薬栽培や有機農業の虚構について

述べているので，一読を薦める。

無登録農薬問題がきっかけになり，国民の食の安全に対す

る信頼を回復するために，農薬取締法の一部改正が一気に実

現した。何が改正されたかについてはすでに公表されている

ので繰り返さないが，従来と全く異なる点が２つある。

第 1 は，農薬は登録農薬を使用基準を遵守して使用しなけ

ればならないという，農薬使用者の側の責任が制度として明

確化されたこと。第 2 は，個々の農家が農薬以外の植物保護

技術を創意工夫することに対してまでも罰則をかけるという

過剰規制を避けるために，登録を必要としない資材として特

定農薬という枠を設置したことである。特定農薬という言葉

自体に対して不適切であるという批判が多方面から寄せられ

ているが，昨年の 12 月に農林水産省の中に特定農薬検討委

員会が設置され，私も委員長として参加し，何と何が原材料

に照らして安全性が明らかなゆえに特定農薬として指定でき

るかという難しい作業に従事してきた。国から都道府県への

調査依頼や，インターネットによる業者からの申込みなどで，

3 千件近い資材が挙がってきた。いかにこのような資材が全

国的に普及しているかを物語っている。重複を整理した結果，

740 資材が残った。各々，農薬的な効果があるという根拠と，

安全であるとする根拠が記載されていたが，ほとんどが判断

に耐えうる科学的な試験データではなく，思い込みや個人の

体験に基づく主観的な記述であった。検討委員会では先ず

初に，何を根拠に特定農薬を指定するかについて検討したが，

特定農薬の指定を受けると個人，業者を問わず輸入，製造，

販売，使用が全く規制を受けないということになると，やは

り原材料が食用植物や薬用植物の抽出液だからというだけで

は無理で，科学的な試験データによる農薬としての効果の確

認と安全性の確認は欠かせないという結論になった。この２

点は，農薬取締法のそもそもの原点だからである。例えば，

トウガラシについては，少量を食べる分にはもち論問題はな

いが，抽出液を農薬としてハウスの中で散布し目に入った場

合の安全性はやはりチェックする必要がある。ニンニク抽出

液についても同様で，家庭菜園で小規模散布する場合は問題

ないかもしれないが，圃場で大規模に散布する場合の周辺住

民に対する悪臭公害は土壌消毒剤のクロルピクリン以上だと

いう指摘がされている。ワサビについても，少量食べる分に

は健康食品であるが，含まれる辛味成分のマウスに対する急



性経口毒性は有機リン殺虫剤のフェニトロチオンに比べて約

3 倍高いということを考えると，抽出液を密閉空間に近いハ

ウス内で散布する場合にはやはり安全性のチェックが必要で

ある。このように慎重に検討した結果，現時点で指定できる

ものは公表された通り，重曹と食酢と，農家が地元で採集し

自分の農地に使う天敵昆虫（捕食性ダニ類を含む）だけとな

った。これとて，業者によって大量増殖されて大規模に販売

される場合は生態影響をチェックするために，生物農薬とし

ての登録が必要である。多くの資材は，判断できるだけの科

学的な十分な情報がなかったので，判定保留とせざるを得な

かった。保留になったものは，これから時間をかけて効果と

安全性に関する資料を収集して，再度検討されることになる

筈である。これらの資材は，農家個人が効果があると信じて，

自分で製造して自分の農地に使う分には，個人の責任の下で

当面自由であるが，業者が農薬としての効能をうたって販売

する場合は罰則対象の法律違反となる。

3 月 10 日の法律施行にむけてもう一つの大きな関心事で

ある，マイナー作物に登録農薬がないという問題については，

当面農薬を使用しても罰せられないような経過処置を農業資

材審議会で検討中であるが，長くなるので別の機会に譲る。

このような作業をしていて強く感じたことは，結局，登録の

ある農薬が防除効果についても安全性についても，科学的試

験データに裏付けられた も信頼できる植物保護資材である

ということである。地域で指導的立場にある方々は，自信を

もってそのような指導をしていただきたいし，農家の方々も

業者の巧妙な宣伝に惑わされずに，必要がある時には正々堂

々と登録のある農薬を使用基準を遵守して適正に使っていた

だきたい。

ニュース

身近に感じる地球温暖化？

林 英明（広島県立農業技術センター環境制御研究部）

3 年間の専門技術員を経験し，今年の四月に，再び環境研

究部に戻って参りました。ただし，今年から『制御』の名が

新たに付け加わっています。現在は，前任者の仕事を引き継

ぎ，アスパラガスの害虫，特にネギアザミウマを研究してい

ます。その他，斑点米カメムシ対策，天敵環境影響調査（オ

ンシツツヤコバチ）等，8 つの課題をこなしています。また，

次年度からの新規課題へ向けた予備的試験を行っているとこ

ろです。

ところで， 近気になっていることがあります。就職して

以来，コレクターとしてもカメムシ類を扱っていますが，数

年前から広島県内沿岸部のサクラの樹で“キマダラカメムシ

”がよく採集されます。クサギカメムシによく似ていますが

大型で，頭胸背面中央部の黄色縦条と前翅の斑点が特徴です。

本来，九州地域（長崎）に多い種とされていますが，本県で

も多く採集されるのです。地球温暖化の影響でしょうか？

他にも採集記録をお持ちの方がおられれば，是非教えてくだ

さい。

マイナー害虫たち

松本英治（香川県農業試験場）

農家からの病害虫の問い合わせは，普及センターが窓口と

なっている。でも，我々，病害虫担当の部屋へ直接サンプル

を持ち込んだり，相談の電話をかける農家や一般家庭の方も

少なくない。数年前に数えたら，年間 300 件を超えたらしい。

商売繁盛でうれしい限りだが，アザミウマ捕獲後の粘着板が

粘着面をカバーしていない状態で置いてあるのに，変色した

植物をもったおじさんが，「これ何で～？」と，いきなり部

屋に入ってくるとドキッとする。強面の私は無愛想に対応し

て相談件数の減少に貢献しているはずであるが，一緒に仕事

をしてる藤本さんはいつもにこやか。相談件数が減った気が

しない。

しかし，このような相談は現場の状況を知るための貴重な

情報でもある。そして，農家の場合はメジャー害虫を防除し

た上での相談であるし，一般家庭の場合はあまり防除してい

ない家庭菜園や庭で発生した害虫の相談なので，いわゆるマ

イナー害虫の比率が高い。たとえば，ダイコンハムシ，オン

ブバッタであり，相談者が も知りたいのは一発で効く農薬

名であるが，マイナー害虫に対する農薬の情報は非常に少な

い。

後継者不足で放任されている圃場の増加，主要害虫を標的

にした選択性の高い農薬での減農薬など，マイナー害虫が暗

躍できる環境が増えているような気がしてならない。マイナ

ー害虫に対する同時防除的な農薬の使用がどこまで通用する

のかわからないが，このような害虫対策も考慮した農薬登録

のシステムが構築されることを願っている。

肩こりを助長するような文章になりましたが，ところで，

ダイコンハムシやオンブバッタは，飛翔できないのでしょう

か？それとも，飛翔能力がありながら飛翔しないのでしょう

か？飛翔することを私が知らないのでしょうか？ご存じの方

がおられましたら，是非，お教えください。

簡易 RIPA 法によるアザミウマからのウイルス検出

櫻井民人（東北農業研究センター）

圃場や施設など現地で植物ウイルス病と疑われる症状が

観察され，その場で手っ取り早く感染の有無を知りたい場合，

簡易 RIPA（Rapid immunofilter paper assay）法は強力なツール

となり得ます。この方法は，特定のウイルスに対する抗体を

感作したラテックスを固着させたガラス繊維濾紙（免疫濾紙

ストリップ）に病徴を示した葉の粗汁液を吸わせて反応をみ

るもので，着色したバンドの有無によって数分でウイルス感

染を判定できます。アザミウマが媒介するトスポウイルス属

のウイルスも簡易 RIPA 法によって診断することができ，当

研究室では TSWV（トマト黄化えそウイルス）や INSV（イ

ンパチエンスネクロティックスポットウイルス）の判定にこ

の方法を使っています。これまでは感染した植物に対して簡

易 RIPA 法を用いていましたが， 近，アザミウマ 1 個体か

らでもこの方法でウイルス検出が可能であることが分かり，

保毒虫率などを測定する際に大変重宝しています。ただし，

アザミウマ 1 個体が持っているウイルス量は感染葉に比べて

極めて少ないので，緩衝液の量や濾紙ストリップの大きさを

調節する必要があります。特に雄は雌より体が小さく，体内

ウイルス量も少ないので判定するのにやや時間がかかりま

す。とは言え，この方法が極めて有効であることに変わりは

ありません。免疫濾紙ストリップは自分で作成することもで

きますが，TSWV や INSV についてはすでに製品化され販売



されていますので，やや高価ですが購入可能です。

研究所と営業で違うこと，同じこと

高橋浩久(クミアイ化学工業株式会社)

生物科学研究所から本社 ,技術普及課（技術営業の本社版）

に異動となりました。今までの害虫と作物を相手にしていた

のとは打って変わって， JA をはじめとした現場の皆様，メ

ーカーの技術担当，弊社各支店の技術営業，開発など，人と

の付き合いの中で仕事を進めています。

この夏の無登録農薬問題のあおりを受け，登録に関する問合

せが非常に多く，つくづく農薬というのは薬効，薬害だけで

なく，製剤技術，残留，安全性など多くの技術の結晶である

と感じ，日々勉強の毎日です（冷や汗もたくさんかいていま

す）。

直接虫を触るということはなくなりましたが，今後も農家

さんが安心して使える製品を供給するという仕事の目的は研

究所時代と変わる物ではありません。皆様にお世話になるこ

とも多いかと思いますが，その節はよろしくお願い致します。

追伸，来春から弊社初の微生物農薬，エコホープ（水稲種子

消毒剤）を発売致しますが，社内ではそれに続く微生物農薬

への関心が高まっています。なにか情報ございましたらよろ

しく御連絡下さい。

近いようで遠かった？雨の Brighton
今井 克樹（JA 全農営農・技術センター）

11 月 18 日～ 21 日の 4 日間，UK の Brighton にて開催され

た「The BCPC Conference 2002 Pests & Diseases」に出席してき

た。日曜日の 17 日午前の ANA 便で成田をたち，Heathrow 空

港に着いたのは，予定どおりの同日の 15 時 30 分頃であった。

Brighton までは London の中心部にある Victoria 駅から列車で

約 1 時間のはずである。Heathrow 空港から Victoria 駅までは

直接列車では行けないので，タクシーで行くことにし，

Victoria 駅で Brighton 駅までの切符を買ったのだか，その時「2
時間以上かかるがいいか？」と尋ねられた。そんなはずはな

いと思ったのだが，「Yes」と答え、列車に乗ったのだが、こ

れがなかなか Brighton 駅に着かない。結局，Brighton 駅に着

いたのは Victoria 駅を出発して，2 時間半後であった。実は

後からわかったことなのだが，日曜日は Victoria 駅から南下

して直接 Brighton には行かず，列車は途中，大きく西側に進

路をかえ，そしてそれから Brighton に行くのだそうだ。結局，

ホテルにチェック・インできたのは 20 時半をまわっていた。

出迎えてくれた Brighton の天気は私の心と同じくどんよりし

ていた。

この会議も Brighton で開催されるのは今回が 後で，2003
年は「Crop Science & Technology 2003 Congress」として 11 月 10
日～ 12 日の 3 日間，UK の Glasgow で開催されるそうだ。も

し、次回も参加できるとしたら，今度は入念な下調べをしよ

う。

害虫多発年と次年度試験結果との関係

村岡裕一（富山県農業技術センター）

本県には普及センターや農技センターらで組織する病害虫

研究会という組織があります。昨年の虫害の共同テーマは「大

豆におけるカメムシ類の発生消長と防除適期の検討」でした。

結果は，前年がカメムシの多発生で青立ちしたほ場が多数み

られたにもかかわらず，その年は少発生のため十分な試験結

果を得ることができませんでした。成績検討会後に次年度の

テーマについて話し合ったところ，その年に多かったフタス

ジヒメハムシに関するテーマに取り組むことになったので

す。課題名は，「フタスジヒメハムシの被害実態と防除回数

の検討」でした。しかし結果は，またもや昨年まで多かった

フタスジが各地で少なく，十分な試験結果を得ることができ

なかったのです。農技セでも現地試験を行ったのですが，大

豆が一部湿害を受けるなど，植物生理的な要因解析だけでも

難しいのにさらに解析が難しくなってしまい，この時期にな

ってもまだデータ解析に苦しんでいます。

今年は，虫の発生の年次変動や気象変動に振り回され，改

めて圃場試験での難しさを思い知らされた一年でした。また，

害虫発生の年次変動等の解明は，発生予察技術の精度向上の

ためにも，また今後の円滑な現地試験の運用のためにも必要

だと感じました。

マイナー害虫の逆襲？

柴尾 学（大阪府立食とみどりの総合技術センター）

近，薬剤を中心とした防除体系から環境保全型の防除体

系に変更すると，それまで全く問題にならなかったマイナー

害虫が顕在化する事例を耳にする。なかでも，マルハナバチ

を導入し，天敵などの生物農薬を中心に害虫を防除する体系

のトマトではトマトサビダニ，ナスではチャノホコリダニが

多発するようだ。「そうか，サビダニやホコリダニなど微小

なダニ類は，薬剤を中心とした防除体系では発生が同時に抑

えられていたんだ・・・，今後は他の作物でも環境保全型の

防除体系を導入するときには注意が必要だな・・・，」など

と考えていたら，今年，マイナー害虫の多発を目の当たりに

した。その作物はブドウである。

知らない方が多いかもしれないが，大阪府は面積，生産量

とも全国第 7 位のブドウの産地である。そういう訳で，当セ

ンターでは 10 年ほど前から，減農薬，無農薬栽培がブドウ

の生育，収量，品質に及ぼす影響を，栽培担当の研究員が中

心となって調査してきた。（私の方は，その圃場をチャノキ

イロアザミウマの薬剤試験の無処理区に使ったり，天敵類の

発生状況の調査に使ったりと非常に重宝している。）その結

果，無農薬で栽培した場合，とくに問題になることは秋季の

早期落葉であった。つまり，落葉により養分蓄積が十分行わ

れないため，翌年の結果枝の生育が悪くなり，収量が少なく

なるのである。また，無農薬栽培を 5 年も続けると，結果枝

の数が見るも無惨に少なくなり，収量が極端に減少した。当

時，この早期落葉の原因として，栽培担当の研究員は主にべ

と病などの病害の発生による影響だと結論づけていた。

今年も，例年通りに無農薬栽培のブドウ（3 年目）におい

てアザミウマの薬剤試験を行い，天敵のカブリダニの調査を

行っていた 8 月下旬のことである。無農薬区を見ると確かに

葉の数が少ない。「でも，待てよ？・・・，本年はべと病な

ど病害の発生はそう多くないのになあ・・・，葉柄を含めて

葉が落ちているのは変だな・・・，などと思ってよく見ると，

落葉後に残った結果枝の表面は真っ黒に変色し，そこに脱皮

殻のような白い粉のようなものが付着している。その部分を



実体顕微鏡で見たところ，ブドウヒメハダニが多数歩き回っ

ていたのである。

そこで，圃場において調査したところ，無農薬区では慣行

の薬剤散布区と比較して，落葉率が高く，ブドウヒメハダニ

の生息密度が顕著に高いことがわかった。また，圃場からブ

ドウヒメハダニを結果枝ごと採集して薬剤殺虫効果を調査し

たところ，一部の薬剤を除いて殺虫効果が認められ，とくに，

休眠期に散布する有機リン系の殺虫剤や石灰硫黄合剤，殺ダ

ニ剤の殺虫効果が顕著に高く，一部の殺菌剤でも殺虫効果が

認められた。結局，無農薬でブドウを栽培した場合，マイナ

ー害虫であるブドウヒメハダニが多発し，秋季に早期落葉を

引き起こしていたのだ。また，薬剤を中心とした慣行の防除

体系では，休眠期の殺虫剤や生育期の殺ダニ剤の散布により

ブドウヒメハダニの発生が自然に抑えられていたのである。

今後，いろいろな作物で環境保全型の防除体系が広がると，

今回の事例のようにマイナー害虫の逆襲を受けることがある

と予想される。やはり，普段から現場で作物をよく観察し，

病害虫の発生状況や作物の変化を見ることの重要性を改めて

認識させられた。とは言うものの，この早期落葉の原因を解

明するのに 10 年近くを要したことは，私の観察力の不足を

示しており，ほんとうに恥ずかしい限りである。

トマト黄化えそ病とサビダニ

千本木市夫（群馬県農業試験場）

オオタバコガ，ミカンキイロアザミウマ，マメハモグリバ

エ，トマトサビダニの４種を対象に，トマト害虫の発生予察

調査基準の策定事業を実施している。12 年度はトマトを種

から育てたら，育苗中にミカンキイロアザミウマ（？）が発

生，といって農薬を散布するわけにいかず，ハウスへ定植後，

１ヶ月もすると黄化えそ病が大発生して困ってしまった。ま

た，昭和村の現地農家の調査ハウスでも購入苗から持ち込ん

だらしく黄化えそ病が大発生していた（小生が媒介者ではな

いと信じているが）。

神奈川の阿久津氏から，ミニトマトが黄化えそ病に強くオ

オタバコガの調査によいとの口コミ情報を得て，翌年は大玉

トマトとミニトマトを半ぶんずつ，購入苗を雨除けハウスへ

定植したところ，大玉トマトは黄化えそ病でほぼ全滅，ミニ

トマトは数本発生したが，樹勢が若干劣ったものの果実数は

ほとんど変わらず強かった。ところが，８月の乾燥でナミハ

ダニが大発生，下葉からどんどん枯れ上がっていった。実も

ヘタのところが赤くならず，黄色の斑入り症状になった。や

むを得ず，ハダニは対象外ということでダニ剤を１回散布し

た。ハダニは消えたが，どうも葉の枯れ上がりが止まらず，

さらに茎も黒くなってきた。ダニ剤を散布したにもかかわら

ず，サビダニ？が発生してしまった（12 年度は発生がなか

ったので，しっかり頭の中から消えていた）。

14 年度はクロルピクリン剤で土壌消毒して大玉とミニを

半々ずつ購入して苗を植えたところ，やはり大玉ではほとん

どが黄化えそ病になってしまった。ミニトマトは７月の高温

でナミハダニが大発生して葉が枯れ上がっていった。昨年の

二の舞にならないようにと思いながら，ダニ剤を散布したら

（たぶん散布しなくても），茎が黒化してきた。なんという

ことはない。ナミハダニと一緒にサビダニが発生して，ダニ

剤でサビダニが生き残ってしまったようだ。葉の枯れ上がり

で，場内ではマメハモグリバエの調査が満足に出来なかった。

ウーン。複数害虫を対象にするとなかなか試験がうまくいか

ないものだ。

作物を栽培するということ

藤沢 巧（岩手県農業研究センター）

多分本号では多くの方の寄稿が，この夏 大の話題となっ

た無登録農薬の話題を取り上げると思いますが，小生も関連

事項について少々触れたいと思います。

毎年 8 月には，各普及センターから地域特産物（マイナー

作物）に対する農薬登録要望を採り，効果試験や残留試験の

取り組み可否の内部検討を行い，数剤に絞り込んだ作物に優

先順位をつけて，地域特産事業支援センターに要望していま

す。さらに今年の 11 月には，農林水産省から別途同様の調

査依頼があったため，緊急に再要望をとりました。すると，

社会状況の変化もあったので，8 月調査時の件数を遥かに上

回る要望が集まりました。登録農薬数が決定的に不足してい

る花卉類が大多数を占めましたが，その他にも山菜を含めた

野菜類，小果樹類，雑穀を含めた畑作物にも多くの要望があ

りました。それらを検討した結果，ホップ，りんどう，ブル

ーベリー，あわ，ひえ，しゅんぎく等について，農薬登録要

望リストを作成しました。既に要望を出して取り組んでいる

ものもあるので，試験実施上の労力的容量の制限もあり，試

験圃場確保が難しいもの，栽培面積が少ないもの，そして病

害虫の発生生態解明が先決なものについては，優先順位を下

位としました。ここで，問題となったのが，前述のリストに

挙げられなかった作物に対する登録要望の取り扱いです。現

場からは不満の声が続出しましたが，リストに挙がらなかっ

たといって登録見込みが全く無いわけではなく，逆にリスト

に挙がったからといって登録が確約されたわけでもない旨を

説明しました。

これらのマイナー作物に対する病害虫は，自家消費的な小

規模栽培であれば，被害もそれほど問題にならなくても，販

売を目的にある程度まとまった面積で栽培することにより被

害が顕在化すると考えられます。マイナー作物の中には，健

康食品的なイメージがあるものや，堆肥施用等により害虫の

発生を助長しているものもあるので，農薬を使用してこれら

の作物を栽培することに対してどこか釈然としない部分もあ

りますが，作物を栽培するということは元々こういうことを

含むのだろうと思います。お陰様で仕事は増える一方なので

四苦八苦していますが，地域特産物で同様の問題を抱えてい

る他の都道府県の方々，そしてメーカーの方々にも登録拡大

に向けて多大なご協力をお願いします。

大きな足跡のお話

柑本俊樹（社団法人日本植物防疫協会研究所）

「農林害虫」とはちょっと違う虫，カイコのお話です。私

はカイコに対する農薬影響試験の担当となって今年で６年目

になります。今でこそ桑やカイコの農薬試験は非公開の形で

ささやかに実施されていますが，養蚕はご存じの通りかつて

は我が国を支える基幹産業であり，この分野ではカイコ品種

の改良や BT 剤の力価検定など様々な技術が長年にわたり豊

富に蓄積されています。その世界はあまりに大きく歴史が長



いため私ごときにはなかなか把握しきれず，何か新しい試験

を始めることになりあれこれと検討を重ねたものの，後にな

って実はもっと緻密な研究が既に(数十年も前に)発表されて

いるのに気づく，ということがしばしばあります。至る所に

先人たちの大きな足跡のある中を，恐る恐る進んでいるとい

った感じです。

昨年より農薬の登録要件としてカイコへの影響試験が義務

づけられるようになり，私たちが引き受ける試験も多様にな

ってきました。国内の養蚕業がその規模を小さくしている中

で，私たちの試験が農林害虫防除の中でより正しい形で機能

するよう，これからも大きな足跡をたどってゆきたいと(本

当は早く追い越さなければいけないのですが)思っています。
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われわれの役割

河野義明（筑波大学農林学系）

1938 年の DDT 発見以来，衛生害虫・農業害虫防除のため

に多くの種類の殺虫剤が開発，使用され，人間生活に非常な

貢献をしてきた。農業分野では，化学薬剤による作物保護に

より収穫量の大幅な増加がもたらされて人口増加を支える要

因ともなった。ところが，害虫防除をあまりにも全面的に化

学薬剤に依存したために，副作用として薬剤抵抗性害虫の出

現，2 次的害虫の顕現化，人畜毒性，環境影響が問題となっ

た。これらの問題は，温室効果ガス，オゾン層破壊ガスなど

と同様に地球規模に広がり，人類の存続にかかわる問題とな

った。すなわち，日本の問題を解決することは人類を救う道

につながるのである。

農薬一辺倒を改善する方法として総合防除が提唱され既に

半世紀近くが経ち，日本でも総合的害虫管理理論として生ま

れ変わり，国の持続的農業および食の安全性の追及という政

策に乗ってやっと定着しつつある。この間，化学的防除手段

以外の多種類の防除法が研究，開発され，現在，化学的防除

の代替または補完として利用されつつある。本会会員の多く

もその研究，開発，普及に尽力されている。

殺虫剤に目を転じると，そのマイナス作用の軽減が開発に

おける大きなテーマとなり，具体化されているものも多い。

毒性の軽減や生物濃縮性の改善は勿論，害虫に対する特異的

活性の追及といった総合的害虫管理を念頭においた薬剤の開

発や使用法も志向されている。 近，農水省のプロジェクト

として立ち上げられたゲノム創農薬もこの線に乗った防除薬

の開発を目指したものと理解したい。

さて，防除法が各種揃えば害虫防除が可能かというとそう

ではない。肝心なのは使い方である。農薬のマイナス影響は，

農薬自体が悪かったのではなく，使い方を誤ったために起こ

ったものが殆どであることを忘れてはならない。以前に古橋

嘉一氏がこの巻頭言で述べておられたごとく，本会会員の係

わるべきところは，いかに防除法を組み合わせて経済的に害

虫を防除するかである。それには IT 技術の発達も踏まえ，

発生予察の改良，経済性を含めた防除法決定方法の確立，防

除現場である農家と指導，関連機関を結ぶネットワークの構

築なども重要になる。

残念ながら，日本の現状はこの分野に携わる人員の削減で

ある。われわれは一騎当千の働きを求められていると自覚し

なければなるまい。

ニュース

安全・安心・安定・安眠

川嶋浩三（青森県農林総合研究センターりんご試験場）

「安全・安心」が真っ盛りである。非常に曖昧な言葉で，

行政としては使いやすいのだろう。が，我々としては非常に

厄介な代物である。曖昧を形にするのは，幽霊に足を付ける

ようなものだ。

リンゴの防除暦で散布回数を１回削減することは至難の業

である（増やすことは簡単でも）。本年，青森県では夏期の

防除間隔を 10 日から 15 日にして回数削減を図った。薬剤の

再評価（リンゴでは剤、病害虫とも種類が多い）と現地での

大規模試験（５園地３年）で確信を得た上での改訂である。

ただし，安全・安心のためでなくコスト・労力の低減が主目

的である（１回削減は本県で４億円）。従来から防除暦の基

本は「安心・安全」である。「危険・不安」を取り除くため

の手段でもある。そんなに苦労しているのに，「安全を印象

づけるために，散布回数を半分にできないか」は無いだろう。

我々は消費者だけでなく，生産者に対する責務も負っている。

生産の「安定」，生産者の「安眠」をおろそかにしてはいけ

ない。

「大命題！」

田辺博司（㈱エス・ディー・エス バイオテック）

これまでの会社生活の中で尊敬する大先輩の一人からくる

年賀状の一言を毎年楽しみしている。教訓めいたこと，自分

の努力が報われた仕事に対する嬉しい励ましの言葉等々。そ

の人からの今年の言葉は，「生物農薬で一生，生きていける

ことを祈念しています」という，なんとも複雑な心境に駆ら

れるものだった。

生物農薬の委託試験成績検討会が独立して開催されるよう

になってから，既に 8 年，市場に出回る生物農薬の数は著し

く増え，様々な剤が様々な形で実力を発揮できるようになっ

てきた。分野，種類によっては，化学農薬に勝るとも劣らな

い重要な植物保護の手段として確固たる地位を獲得したもの

もあれば，わずか数年の間に市場環境が変化し，苦戦を強い

られているものも少なくはない。企業の技術屋としての任務

は，研究開発した技術を社会に貢献する形にして世に出すこ

と，すなわち，「生物農薬で一生、生きる」ためには，それ

がビジネスとして存続できる事業でなければならない，道は

険しいぞと言われているようで，身の引き締まる思いである。

入社当時，新たな化学農薬が実用化されるのは，10 万化

合物に 1 つあれば御の字，これからもっと厳しくなりつつあ

ると言われた。それから 10 余年がたった今，100 万分の 1 と

いう説も出てくるほどその厳しさは増している。一方で，生

物農薬に対する期待は大きく，先進諸国のみならず世界各国

で，事業化を目的とする生物農薬の研究開発が精力的に行わ

れるようになった。だが，利用できる生物の種類にだって限

界はあるし，なにより企業にとって魅力的なものとなると，

研究開発の厳しさに化学農薬との間に大差はない時代がもう

目の前まで来ている。いや，既に突入しているのかもしれな

い。



「企業人として生物農薬で一生，生きるためにヤルべきこと

とは？」。生涯始まって以来の大命題となりそうだ。

無農薬栽培の野菜で問題になっている害虫

奈良井祐隆（島根県農業試験場）

数年前に有機 JAS 規格に適合した農作物を生産している

農家から化学農薬を使わずに害虫の防除ができないかと相談

がありました。話を聞いてみると，この農家は主に葉ネギ，

ホウレンソウ，コマツナを生産し，1 ハウスを年間 5 ～ 6 回

利用していました．輪作と作期の短い作物を組み合わせるこ

とにより病害虫を防いでいるようで，病害よりも虫害が問題

になるとのことでした。無農薬で栽培を始めて 10 年ほど経

っており，問題となる害虫は葉ネギのネギアザミウマ，ホウ

レンソウのホウレンソウケナガコナダニ，ダンゴムシ，コオ

ロギ，コマツナやシュンギクのヤサイゾウムシでした。僕に

とってなじみのある虫はネギアザミウマだけでその他の虫

（節足動物）はほとんどなじみがありません。ネギアザミウ

マについてはタイベック等の光反射資材を用いて侵入防止を

はかり，ハウス内での被害がひどければ微生物農薬を散布し，

加害を止めるなどの対策が考えられましたが，その他の害虫

については効果的な対策が浮かびません。そこで，「施設の

軟弱野菜において，ネギアザミウマの防除対策を出口にして，

その他の害虫の防除対策を探る」というようなことを企画し，

今年から走っています。対象害虫の密度調査をしながら対策

を考えています。防除対策として太陽熱消毒や熱水消毒など

の物理的防除方法は浮かびます。しかし，その他の対策が浮

かびません。研究期間は 3 年間なので 2 年ぐらいの内に具体

的なことを考えなければならないのですが，「うーん」と唸

るばかりで，何も出て来ません。3 年間唸ってばかりいるわ

けにもいかないと思うのですが，やはり唸るしかないのだろ

うと思う日々が続いています。

ネギハモグリバエは重要害虫か？

小嶋俊彦（滋賀県農業総合センター 農業試験場）

ネギの重要害虫は？と聞かれて，ネギハモグリバエと答え

る方は少ないであろう。ネギを栽培すれば，少なからずネギ

ハモグリは発生する。しかし，通常は大きな被害は発生しな

いというのが私の認識であった。

ある普及員の方から，ネギハモグリが発生して困っている。

何か対策を考えてほしいという要請があった。薬剤について

調べると，20 以上の登録薬剤があり，マメハモグリバエや

トマトハモグリバエに有効とされる薬剤も含まれている。こ

れだけ剤がそろっているのに，防除できないということは理

解しがたかった。原因として，薬量不足，散布むら，不適期

防除，薬剤抵抗性などが思い浮かんだ。

まず，薬剤感受性を確認することが重要と思われたが，増

殖法や検定法が確立されていない。また，生産者は 70 才以

上の方の比率が高く，極めて高齢化が進んでいることから，

１～２年で防除対策を確立する必要があると考え，ほ場での

散布薬剤の効果確認から始めた。17 剤を７日間隔で散布し

続け，収穫時に上位３葉について被害度を調査した。試験を

被害が大きい７月に実施したこともあり，結果は散々たるも

のであった。防除効果があると認められたのは数剤のみで，

ほとんどの剤は無防除区と差がなかった。このことから，次

のような薬剤以外の対策を中心に普及員とともに現場指導を

行っている。①収穫後のほ場表面のビニール被覆，②収穫残

渣のビニール被覆，③防虫ネットによるパイプハウスサイド

張り，④紫外線除去フィルムによるパイプハウス天井張り，

⑤黄色粘着板による発生状況と防除適期の把握，⑥成虫発生

盛期前の出荷。

生産者の方からは，被害が少なくなったという感想を聞い

ているが，私には白いネギが目につく。果たして，１年以内

に個々の対策を組み合わせた体系を確立することができるか

不安ではあるが，粒剤による防除効果，防虫ネットの目合の

差による効果，黄色粘着板による成虫の発生消長などについ

て，調査し続けている

イネクロカメムシは？

大沢守一（福島県病害虫防除所）

福島県では 近，果樹害虫に対する複合交信攪乱剤の普及

により有機リン剤による防除が減少し，クワコナカイガラム

シの発生が増加傾向にある。また，野菜では一部の地域でト

マトにラノーテープが使用されるようになり，オンシツコナ

ジラミの発生が抑制されるようになったものの，ホコリダニ

などの発生がみられるようになってきている。潜在害虫の顕

在化といえよう。

現在，イネでは斑点米カメムシ類が全国的に問題となり，

福島県でもクモヘリカメムシをはじめとして，ホソハリカメ

ムシやアカスジホソミドリカスミカメなどの発生動向に注意

しているが，昨年秋，農業普及部から県南部で不明のカメム

シの発生がみられるということで，その画像がメールで送ら

れてきた。どうもイネクロカメムシの幼虫らしいのである。

確認のため，現地に職員が出かけて持ち帰ったサンプルは，

被害株とイネクロカメムシ成・幼虫であった。この地域には

過去の発生記録があるので，発生確認地点以外に，過去に発

生があった地点も数カ所調査して見たが，そこでの発生は確

認できなかったという。局地的な発生といえよう。

ここにきて，なぜ，被害が目立つほどの発生となったのか？

防除体系の変化による防除圧の低下が考えられるが，その他

の要因もあろう。今後の発生が気になるところである。

デジカメ考

栗原 浩（クミアイ化学工業株式会社 生物科学研究所）

デジカメのすばらしさは，その場で画像を確認しながらど

んどん撮れること，撮った画像の整理のし易さだろう。学会

等でもメモ代わりにデジカメを使っている姿をよく見るよう

になった。

私のコンパクトデジカメ評価の

基準としては，プレビュー画面が

サクサク動くこと，反応が早いこ

と，光学ズームが付いていること，

ポケットに入ること，等がある。

この内，反応が早いという基準に

は意外と合格する機種がない。特

にシャッターを押してから写るま

での時間（シャッタータイムラグ）

が長いのは致命的だ。絵になる虫



の一瞬のポーズ，人やペットの表情などは，写った画像を見

て，あれ一瞬遅かったと思うことがよくある。ホームに入っ

てくる列車を撮るときなどは先頭が通り過ぎてから写ること

もあるそうだ。

近，会社で一眼レフデジカメを買った。画素数は 600 万

画素。こんなでかい画像はめったに使わないが，中央だけ拡

大する時には便利だ。機種は 3 機種から選んだが，結局フジ

の FinepixS2Pro にした。露出の具合が良いのが決定的だった

か。驚いたのは撮影するときにファインダーを覗かなくては

いけないことだ！？背面の液晶は撮影の時には映らないの

だ。なんと，液晶を見ながら撮るというデジカメスタイルに

体がすっかり慣れてしまっていた。その代わり、一眼レフな

のでファインダーで見たままが写る。反応が早い。振り子を

振らせて中央を通過するときにシャッターを押すとちゃんと

写っていた。また，ニコンのマクロレンスの絞りをぐっと絞

って内臓のスピードライトを使うとケラれずに写る。レンズ

を含めて 1300g とかなり重いことを除けばうれしい買い物だ

った。本体だけで 20 万以上するが，これでも安くなったも

のだ。早晩，普及機にもこの性能のものが出てくるだろう。

ちなみに，デジカメのウンチクについてあれこれ言う人ほ

ど座右に置いて使いこなしていないという法則があるそう

で，これ以上は控えておく。

近ごろ思うこと

小谷野伸二（東京都農業試験場環境部）。

東京都の害虫担当者は，ミバエ根絶事業以来連綿と，採用

から 10 年程度小笠原に勤務した男性ということが続いてい

ました。私の場合もそうでした。それは，採用された時にも

赴任中も心躍るようなことなのですが，本土に戻ったときに

は亜熱帯の島に永く居た後遺症とでも云いますか，浦島太郎

状態になってしまっているのです。つまり，例えばあちらで

はトマトでもだいたい一年中露地で栽培できるので，本土で

いざトマトを対象に試験しようとしたときその辺の感覚がな

かなか修正できず，つい作付時期を逸したりしてしまいがち

です。ところが今年久しぶりに立川の農試本場で新人が採用

されました。それも女性です。若い女性の適応力というのは

たいしたもので，もともとどこにでもいる普通のお嬢さんと

いう感じの人で，虫は見るのもイヤということだったらしい

のですが，3 ヶ月経った今ではキャベツについたヨトウの老

熟幼虫を手のひらに乗せてしげしげ眺めたり，ハバチの幼虫

の顔がかわいいなどと言うまでになりました。どこの道府県

でも同じと思いますが，農林系研究機関への評価が厳しくな

っている昨今，このような柔軟な姿勢が必要かなと思ってい

ます。

斑点米カメムシに“ダントツ”に効くくすり

伊地知 美奈子（住化武田農薬株式会社）

ダントツエッチ(H)粉剤・・・」「ちがう！エイチ(H)粉剤

や！」これが、 近私と上司の間でよく交される会話です。

今弊社では，斑点米カメムシにダントツに効く薬剤として『ダ

ントツ H 粉剤 DL』を開発しています。H はハイコンテント

の H で，既に斑点米カメムシに登録のある「ダントツ粉剤

DL」をパワーアップさせた薬剤です。

近年，多くの種類のカメムシが各地で問題となっています

が，カメムシの種類によって薬剤の感受性が異なる場合があ

ります。しかし，ダントツ H 粉剤 DL はこれまでの委託試験

において，どの種類のカメムシにも高い効果を示すことがわ

かりました。 また，これまで 2 回～ 3 回の薬剤散布が必要

とされているカメムシ防除ですが，コンテントをアップさせ

ることにより残効期間が延長したダントツ H 粉剤 DL では，1
回散布という“夢”も“夢”ではなくなってきています。

「ダントツ」は今，これらの事を中心にさらなる可能性にチ

ャレンジしています。

ダントツ H 粉剤 DL シリーズとしては，いもち剤との混合

剤『ブラシンダントツ H 粉剤 DL』，いもち・紋枯剤との混

合剤『ブラシンバリダダントツ H 粉剤 DL』を同時に開発中

です。

既に斑点米カメムシに登録を取得している，水溶剤・粒剤

・粉剤 DL に加えて，近い将来，ダントツ H 粉剤シリーズが

皆様の斑点米カメムシ防除のお役に立てるものと信じており

ます。
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巻頭言

害虫の適応力

廿日出 正美 （静岡大学農学部）

当大学の平成 16 年度推薦入学試験小論文問題に「25 年後

の日本農業について感想を述べなさい」を出題しました。受

験生の答案の中から小生にとって特に印象に残ったのは 25
年後の日本農業はあらゆるハイテクとバイオテクノロジーを

駆使し，安全で豊富な農作物の自給自足ができる大勢に発展

しているだろう。なかでも病害虫に強い抵抗性をもった遺伝

子組み換え作物の育成により，農薬による防除は不用になる

だろう。果たしてその様な都合の良い夢物語が実現できるだ

ろうか。日本の技術革新の速度，人口の出生率，農業従事者

の減少と高齢化を勘案しても，逆に日本農業はかなり厳しい

時代に直面しているのではなかろうか。我々が扱う害虫問題

を１つ取り上げても，遺伝子組み換え作物で抵抗性問題が解

決できるだろうか。小生が 25 年前衛生害虫を扱っていた時，

合成ピレスロイド（ペルメトリン）や IGR 剤デイミリン（デ

ィフルベンズロン）が登場した時，内心これら殺虫剤に対し

て抵抗性昆虫は未来永劫出現することはないだろうとも思い

ました。しかし，数年にして各国から抵抗性昆虫の報告がな

され，小生自身体験しました。旧清水市三保海岸地区の施設

園芸地帯でイエバエの大発生が続き，発生源は有機質配合肥

料でありました。そこでこの肥料の中に数 ppm のデイミリ

ンを混合し，メロンや野菜を栽培しました。僅か 1 年で三保

半島からイエバエが姿を消し，農家や住民から大喝采をあび

ることができました。しかし，4 年後一地域からイエバエの

発生が確認され，慌てて現地のイエバエを採集して，数種 IGR
剤，有機リン剤及びピレスロイド剤で殺虫試験を実施しまし

たが，総ての薬剤に強い抵抗性を獲得しており大きなショッ

クを受けました。これを契機にいかなる合成殺虫剤に対して

も抵抗性昆虫は出現するものと認識をあらたに致しました。

従って，彼らが言う夢の農作物が登場したとしても，恐ら

く昆虫の適応力から推察すれば，数年後には農作物を加害し，



農薬や天敵の力を借りなければ農作物の安定供給はできない

のではなかろうか。

現実には日本農業を取り巻く環境は大変厳しいものがあ

り，異常気象，農薬問題，食の安全性等々，難問が積算して

おります。幸にして，この農林害虫防除研究会はこれら難問

を解決すべく，英知と技術を駆使して多くの方々が努力され

ているようにお見受けいたします。また，本会は発足以来，

年々盛会を極め，産官学民の会員の皆様が一同に会して，忌

憚のない意見を交換しており，他の学会にない特徴を備え，

円満に運営されております。この度，本会の会長という重責

を仰せつかり，内心不安ではありますが，立派な幹事の皆様

のご協力を得て，本会発展のため，務めさせていただきます。

ニュース

イネタテハマキを探索して

平井一男（農業生物資源研究所）

イネタテハマキ Cnaphalocrocis exigua (Butler)， Japanese rice
leafroller は本州，四国，九州，種子島，屋久島（石原，1970），
東南アジア（持田，1998）に分布している。成虫は翅を横に

開いて止まり，コブノメイガ Cnaphalocrocis medinalis (Guenee)，
rice leafroller, rice leaffolder ほど鱗縁が黒化していない。そして

老熟幼虫は黄橙色になると記されている（筒井，1972）。辛

いことであるが自分で見たことのない昆虫類について執筆し

たことがある。今年，イネタテハマキの観察の有無について

筆者が専門家 10 数名に聞いたところ，幻の昆虫との意見も

あったくらい 近観察した人はいなかった。そこで平成 15
年８～ 10 月に埼玉県内（桶川市）の畑水田（都道府県別メ

ッシュコード 5439-0427）でイネタテハマキの発生の有無を

調査した。

観察結果：平成 15 年は埼玉の観察水田で平年に比べコブノ

メイガが多数発生していた。しかし採集したメイガ類はすべ

てコブノメイガでイネタテハマキではなかった。確認のため

メイガ類の分類専門家である京都府立大学の吉安裕博士に，

埼玉の畑水田で 10 月上旬に採集した成虫♀ 20 頭♂ 20 頭を

お送りしご確認していただいたところすべてコブノメイガで

あった。

ところで 1996 年以来宮崎県延岡市の海岸でコブノメイガ

やシロオビノメイガなどの移動性蛾類の飛来状況を調査して

いる宮原義雄氏（2002）の私信によると，今年は６月 24 日

までコブノメイガはの飛来はわずか 3 頭であったが，翌 25
日に大量飛来があった。飛来のパターンとしては 6 月から多

飛来した 1998 年に似ている。１日目の飛来数は３倍の 93 頭

で，８年間を通じ日当たり飛来数としては 大とのこと。

今年，埼玉でもコブノメイガは例年（２～３％のイネ被害

株率）に比べ多発した。水田では（いずれも 100 株調査）８

月 17 日は 1%の被害株率であったが，９月６日は６%，10 月

12 日は 60%に増加し成虫も多数飛翔していた。コブノメイ

ガの飛来数は韓国でも多かったとの専門家の情報が寄せられ

た。

同じ水田ではイネツトムシの発生も多く，８月 17 日は被

害株率は 60%（主に終齢幼虫），９月６日は 65%（主に蛹～

成虫），10 月 12 日は 100%に増加した。

観察稲の栽培概況：７月６日 150 ㎡の畑水田に，イネ（朝

の光）を稚苗機械移植し無肥料無農薬栽培。９月３日出穂。10

月 19 日収穫。収穫量（精玄米）は 55kg と少なめ。その他の

昆虫は多い順にツマグロヨコバイ 1 穂 10 頭（9 月６－７日）。

アカヒゲホソミドリカスミカメ（７―９月），イトトンボ類

（７－９月），イネクロカメムシ（７月）の発生を確認した。

さてイネタテハマキについて観察したことのある方，ご一報

願います。
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殺虫スペクトル

守谷 茂雄 （東京都）

横書きで「旧中山道」と記されたボードを「イチニチジュ

ウヤマミチ」と読んだ女性アナウンサーがいたとのこと，落

語のようですが，実話だそうです。このような常識外の話は

別としても，私たちも気付かずに誤った読み方をしているこ

とがあります。No.９に寄せられた京都農研の岡留さんの「浸

漬」をなんと読む？を拝見したときはショックでした。自分

でも使っていた読み方で，思いこみの恐ろしさを痛感しまし

た。これは学会の用語集でも「しんせき」としているので，

発音しなければそのままと言うことでしょうか。

殺虫スペクトルは英語の insecticidal spectrum に対応する

日本語です。これを「殺虫スペクトラム」と読む人，また同

じように記した日本語の論文もよく見受けます。スペクトル

は光のスペクトルなどで知られているように物理学用語とし

て確立されている言葉で，フランス語の spectre を語源とし

ているようです。因みに英語の複数形は spectra です。７色

に分けられる太陽光のスペクトルのように，いくつかの成分

に分割，並べられるという現象を援用して抗生物質の抗菌ス

ペクトルなどが使われるようになりました。その後，農薬で

も，殺虫，殺菌，殺草スペクトルなどが使われています。殺

虫剤では，属，種だけでなく，目の異なる種間での比較にも

スペクトルを使う例をよく見受けます。このような場合には，

スペクトルと言うより，作用範囲，作用（領）域などの表現

の方が適当ではないかと私は考えております。しかし，日本

語は難しいですね。外来語をカタカナで表記して使える日本

語は便利でもあり，不便でもあります。・・ rum という語尾

を・・ラムと表した外来語もあります。新しいカタカナ語が

街に溢れ，物忘れのひどくなった年配者はその対応に戸惑い

を覚える昨今ですが， spectrum はやはり「スペクトル」と表

してほしいと思っております。

ユニバーサルデザイン

太田 泉（野菜茶業研究所）

私の職場では時々，近隣の農家の方などから「持ち込み」

の相談がある。虫や病気の被害を受けた作物を持参し，原因

の特定や対策を求めてくる。アポなしで突然来られることが

多いため，対応に苦慮することも少なくないが，できうる限



りのことはしている。ある時，高齢の農家の方が来られて，

「キャベツにアオムシ（おそらくコナガ）が出て困っており，

農協からこの薬を勧められたが，本当にこれで良いのか？」

と未開封の農薬のビンを差し出した。見れば，数年前から出

回り始めた新しい農薬であり，当人には見慣れない殺虫剤だ

ったのだろう。ラベルにはキャベツのコナガが明記されてい

たので，「この薬で大丈夫です，十分効くはずです。」の一

言で，納得して帰られた。当初，「ラベルを読めばわかるの

に・・・・」と少々いぶかしく思ったが，しばらくして，「も

しかして，ラベルに書かれてあることが読めなかった（もし

くは内容が理解できなかった）のかもしれない」と思うよう

になった。農薬のビンや袋には必ず使用方法や注意事項等の

表示があるが，印刷されてある文字はどれも小さいうえ，や

や専門的と思える用語も散見される。また，農薬の希釈もご

く簡単な算数ではあるけれど気を遣う作業だ。

近年，ユニバーサルデザインという考え方が世の中に少し

ずつ浸透し始めている。農業の担い手の高齢化が叫ばれるよ

うになって久しいが，農薬という商品にも，より使いやすい

（高齢者に優しい）工夫が求められているのかもしれない。

‘虫屋’の中に‘病理屋’が一人♪♪♪

森田孝延 （大塚化学株式会社）

現在，私は農薬メーカーに勤務しており，仕事内容は「普

及（技術）担当」と言う，いわゆる‘何でも屋’です。農薬

メーカーと言っても元々飲料・食品が事業の中核であったた

め，新参者的な農業分野に関しては些か節操がなく，その商

品構成は農薬・肥料・資材・切花延命剤等と多岐に渡ってお

り，仕事は主力商品の関係上，殺虫剤に偏重しているのが現

状です。ここで問題なのは私が元々‘病理屋’だと言うこと

です。広く‘作物保護’と考えると‘虫屋’や‘病理屋’と

区別するのは時代遅れなのですが，今でも「生涯殺菌剤一

筋！」と公言してはばかりません。本研究会においても，心

の奥底では‘虫屋’の中に‘病理屋’が一人♪♪♪的な気持

ちでしたが， 近ちょっと面白いことがあります。昨年上市

した殺虫剤のスペクトルが予想以上に広く，幾つかの病害に

も登録を取れる可能性が出てきたからです。殺虫剤ではある

けれど，徐々に殺菌剤としての適用を充実し，将来はラベル

上で害虫の名前より病気の名前の方が多くなる・・・これが

ささやかな‘隠れ病理屋’の夢です。

続・ハスモンヨトウ明石海峡を渡る

八瀬順也（兵庫県立農林水産技術総合センター）

タイトルに「続」がついている訳は知る人ぞ知る。知らな

い人は後で分かる。

明石海峡大橋は世界 長のつり橋である（つり橋のランキ

ングは中央径間－主塔間の距離－で決められる。明石海峡大

橋の中央径間は 1991m）。神戸と淡路島を結ぶ橋梁 部分の長

さは 3.9km，２本の主塔の高さは 283m ある。今シーズン（2003
年），この海を跨ぐ巨大な構造物にハスモンヨトウ（以下ハ

スモン）のフェロモントラップが設置されていたことはご存

知だろうか。

海や橋の鉄骨からハスモンが発生することはあり得ない。

仮に橋の中央部でハスモンが捕れたとすれば，それは 低で

も 2km の距離を飛んで来たということだ。ハスモンの飛翔

能力からすればそのくらいたやすいだろう。興味があるのは。

その季節変動が分かれば単なる採集記録より少しは上等な，

つまりハスモンの地域間の動きを経時的に示すデータになる

のではないかということである。

このプロジェクトはぼく自身が言いだしたことだが， 初

から真面目にこんなことを考えていたわけではない。「なぜ

山に登るのですか？」と質問された登山家が，一般 の人が

期待する言葉で説明するのと似ている。実際のところ彼はそ

の山を登りたかったから登ったのだし，ぼくは「そこに明石

海峡大橋があったから」トラップを仕掛けようと思ったのだ。

設置に至るまでの紆余曲折は，書けば長くなるのでここでは

省略する。橋を管理する本州四国連絡橋公団はとても好意的

だったし，ぼくが所属する組織もそれなりに寛容だった，と

だけ言っておこう。

トラップは橋の管理用通路（一般車道の一層下．海上 50
～ 70m ぐらい）に沿って，橋梁部をほぼ６等分する位置に

あたる５カ所に設置された。５月に設置を済ませ，はじめは

半月に一度，８月からは毎週，12 月まで通った。管理用通

路は車も通れるが，そのための車両用エレベータ使用料が１

回￥４～５万と聞いて車の使用はあきらめた。ついでに言っ

ておくと人用エレベータもあって，その使用料が１回￥ 4,000
ぐらい。結局，調査のためにビル７階相当の昇降と通路往復

の 6.6km（ 後のトラップまでは片道 3.3km）を徒歩でこな

さなければならなかった。ちなみに，ぼくがこれまで橋上を

歩いた距離を全て足すと 150km にはなる。

ぼくの予想以上にハスモンはたくさん捕れた。今結果をま

とめている 中なので詳しいことはまだ言えないが，どうや

らヤツらは日常的に神戸，淡路双方から海峡を渡っているら

しい。以前（2000 年）ぼくは淡路島北部の山頂からハスモ

ンのマーク虫を放し，明石で再捕獲したことがある（これが

元祖“ハスモンヨトウ明石海峡を渡る”）。この時は台風の

接近－通過という非日常的な気象条件に裏付けされた移動だ

ったが，このようにハスモンの長距離移動はもっぱら北方向

に向かうものと考えていた。だから，淡路島や明石のハスモ

ンは『もともと四国のハスモンヨトウ』というスケープゴー

トを作り上げたのだが，それを自らの手で崩すことになると

は・・・・．特にＴ県さんには申し訳なかったと思っている。

準備期間を入れると２年を費やしたこのプロジェクトは今

シーズンで終わり，今のところ来シーズンの予定はない。１

シーズンだけのデータでは物足りないのは確かだが，ぼく一

人がお膳立てしている今の状況では限界がある。こうしてシ

ーズンを通してデータが得られたのも，全くのボランティア

で調査を手伝ってくれた大勢の方々のお陰であることも付け

加えさせていただく。こういう仕事が生かせる共同研究は組

めないものだろうか。

実は今回オオタバコガのフェロモントラップも設置してい

たのだが，どういう訳か１匹の捕獲もなかった。単にトラッ

プの捕獲効率が悪いというだけでは説明できないレベルにあ

ると思う。全く飛んでいないか，飛んでいるとすれば高さが

問題なのだろうか。そこで，次に狙っているのは橋の主塔に

トラップを仕掛けること．ここのエレベータ代も相当高いは

ずなので，やはり徒歩で行くことになると思う（筆者注：一

度本四公団から却下されている）。



「本当に大切なこと」

工藤 宇（アグロカネショウ（株）研究部生物課）

ある雑誌で高校野球の監督さんが「野球ばかりを教えてい

たのではチームは強くならない。むしろ，野球以外のことを

どう教えていくかが大切なこと。」だと話していました。こ

れは野球に限ったことでなく，私たちの仕事にもいえること

だと思います。私たちもいいもの（いい農薬）を生み出そう

と日々，試験を重ねているわけですが，試験ひとつをするの

にも，じつに多くの人たちに支えられています。例えば，室

内である虫の試験をするとします。当然，その虫の飼育管理

や供試作物等が必要になりますがそれらは試験担当者だけで

できることではありませんし，実験器具や実験場所も限られ

ている中で多くの人が試験をするわけですから，当然お互い

に譲り合ったりしなければなりません。このように，1 人の

人が一つの試験をするだけでも多くの人に支えられているこ

とを忘れては本当の意味で「いいもの」は生まれてこない。

私たちにとって試験をすることが仕事ですからその結果も大

切です。でも，実は仕事以外の大切なこともたくさんあるの

です。私たちにとってそれが「本当に大切なこと」かもしれ

ません。

ペルーのハモグリバエ

大泰司 誠 （近畿中国四国農業研究センター）

本 年 の ６ 月 ， 北 海 道 ， 山 口 県 か ら 相 次 い で Liriomyza
huidobrensis（アシグロハモグリバエ仮称）の発生予察特殊報

が発表されました。本種は南米原産とされておりますが，筆

者は 1988 年から２年半，ペルーで本種にふれる機会があり

ました。近年はインターネットで 新の情報が得られるため，

また古い話なので皆様の参考になるか疑問ですが，本種につ

いての経験を思い出しながら書いておきます。

場所はペルー太平洋沿岸の南緯 11 度，標高 120 ｍの本来

ならば熱帯域なのですが，寒流の影響で 11 月から５月の夏

期でも平均気温 20 ～ 25 ℃前後，６～ 10 月の冬期の平均気

温は 15 ～ 20 ℃前後です。年間を通しても月別の 低気温は

12 ℃～ 23 ℃， 高気温は 22 ～ 28 ℃の極めて安定した気温

条件の地帯です。この地帯における L. huidobrensis は４月，

５月になると発生が認められるようになります。この時期の

黄色トラップによる誘引数は 10 頭／日程度でその後徐々に

増加して９月，10 月に誘引数は４月，５月の 10 倍程度で

多となり，11 月，12 月には急減するという発生パターンを

示していました。これがすべて温度条件によるものかどうか

不明ですが，発生の始まる４月，５月は 高気温が 25 ℃以

下に，平均気温が 20 ℃以下になる時期です。また，急激に

減少する 11 月は 高気温は 25 ℃以上，平均気温が 20 ℃以

上になる時期でした。

ウリ科，ナス科野菜については幼苗期の被害は大きいので

すが，栽培時期が主に夏であるためそれほど被害は多くあり

ませんでした。アブラナ科野菜は刺痕は多く認められたので

すが，潛葉被害はさほど多くありません。 も被害が大きか

ったのは冬期に栽培されるエンドウ，ソラマメ，セロリでし

た。とくにソラマメは潛葉された葉は黒変して落葉します。

現地での防除薬剤はもっぱらシロマジンが利用されており，

高い効果を示しておりました。安価であるためカルタップも

散布されておりましたが，効果は不明です。また露地の育苗

期の防除試験において，シルバーテ－プの処理が効果があっ

たように記憶しております。

我が国において本種が今後どのように分布・被害を拡大す

るかわかりませんが，比較的気温の低い時期に注意する必要

があろうかと思います。

自覚と無自覚

山口力雄 （日本農薬㈱）

「アリが嫌い」と言う中学 1 年生の娘。「何故，嫌い」と

聞いても，「何となく」との返事。いつから嫌いになったか

も「わからない」らしい。TV にアリの画像が出ると眼を背

け，部屋から出てしまう。昆虫はその形態，色彩，生態の多

様性故に虫に慣れていない子供には異物感，恐怖感を与える

要素があるのだろうか。子供の「虫嫌い」が顕著になったの

は，幼稚園以降で，保母さんや小学校の先生に女性が多いこ

とも影響したのではないかと邪推してしまう（私の周りには

虫好きの女性は少ない）。父親の努力の甲斐もなく，子供は

自覚もないまま「虫嫌い」を大人達から植え付けられつつ育

っている。

近，TV で「体に優しい」あるいは「体に安全」をアピ

ールした食品の CM が多くなっている。「農薬を使わない有

機栽培」という決まり文句で，有機合成農薬に対する暗黙の

「仮想敵」扱いがなされており，「虫嫌い」に通じる部分が

ある。「疑わしきは排除」の「島国根性」はまだまだ根強く

残っており，個々の自覚と理性的判断が日々問われている。

イラクサギンウワバの分布拡大やキンウワバの話題

野村昌史（千葉大学園芸学部）

2000 年頃から西日本のキャベツ圃場を中心にイラクサギ

ンウワバ Trichoplusia ni が同じ亜科に属するタマナギンウワ

バ Autographa nigrisigna に代わって発生するようになってきま

した。両種の間では一部農薬の効き方にも差があるという結

果も得られていますので，単に虫が変わったという問題では

すまされないかもしれません。

我々の調査では春先ではタマナギンウワバの発生が多いで

すが，秋にかけてイラクサギンウワバが多くなります。しか

し翌春はまたタマナギンウワバの方が多くなっています。こ

の発生量の違いの原因を明らかにすること，また根本的には

なぜイラクサギンウワバが圃場に進出し，害虫化しているの

かという謎を解き明かすために現在調査，研究を進めていま

す。

各地の試験場の方と連絡を取り，調査をさせていただいて

いますが，幼虫はタマナギンウワバとほとんど変わらないた

め，イラクサギンウワバの発生はほとんど気が付かれておら

ず，調査に先立って行ったアンケート調査でもイラクサギン

ウワバの発生は無いとしているところが多かったです。しか

し調査した多くの地域でイラクサギンウワバは発生してお

り，今秋は千葉県でも発生が認められました。

今後，この分布拡大がどうなるのか継続調査を行うととも

に，西日本を中心に再度アンケート調査を行って，イラクサ

ギンウワバの発生に注意していただこうと思っています。皆

さんのところにもアンケート用紙が届くと思いますが，是非



回答していただき，この新害虫の実態を明らかにしていきた

いと思っています。

また，圃場に発生しているウワバ類の同定も行いますので，

下記まで送付していただけるとありがたいです。イラクサギ

ンウワバはキャベツ以外ではブロッコリー，ダイコン，ハボ

タンなどアブラナ科作物をはじめ，レタス，ゴボウ，キク，

トマト，ピーマン，ニンジン，オクラでも被害が認められ，

この他にキヌサヤやナス，ショウガにも加害が認められてい

るきわめて広食性の昆虫ですからどんな圃場や施設のもので

も結構です。どうぞお気軽にお送りください。

〒 271-8510 松戸市松戸 648
千葉大学園芸学部 応用動物昆虫学研究室 野村昌史

イラクサギンウワバについての記述は植物防疫 2003 年 4
月号の拙稿をご覧ください。もちろん別刷りを差し上げます。

イラクサギンウワバのほかにもいろいろなキンウワバ類が

圃場や施設に発生しています。このキンウワバ類に寄生する

キンウワバトビコバチの発生生態についても 近調査してい

ます。このハチは卵に寄生して終齢幼虫が吐糸した際に急激

に発育します。ですから幼虫を送っていただければ寄生の有

無がわかりますので，よろしくお願いいたします。

農薬が変わってきたことをもっとアピールしよう

浜村徹三（野菜茶業研究所）

農薬ほど人間の役に立っていながら，悪者扱いを受けてい

る物も珍しいと思います。終戦後アメリカから入ってきたパ

ラチオン，テップ等の猛毒農薬は，事故死，自殺などが相次

ぎ，強烈に悪い印象を与えました。その後ＤＤＴ，ＢＨＣ，

ドリン剤など半減期が長い薬剤が土壌残留，水質汚染，生物

濃縮などの環境問題を引き起こし， 近では環境ホルモンと

いうあいまいな悪役に引き継がれて，マスコミにたたかれ続

けてきました。その間も農薬は文句も言わずに病害虫の防除

に使用され，食糧生産に多大の貢献をしてきましたが，その

辺のプラスの評価はマスコミにはほとんど取り上げてもらえ

ません。抑えて当然のリリーフエースがヒーローになれない

プロ野球の世界に似ています。たまに失敗するとボロクソで

す。

近，天敵と農薬の関係を調べていて，農薬自体が大きく

変化していることを実感します。私が研究を始めた頃（３５

年ほど前）はチリカブリダニに影響のない殺虫剤はＢＴ剤の

１種類だけでした。今はＩＧＲ剤を中心に１０種類以上の殺

虫剤がカブリダニに影響ありません（ＢＴ剤の１５種類は除

いてです）。これは農薬メーカーが，いかに選択性，低毒性

をターゲットに農薬を開発してきたかを物語るもので，敬服

に値すると思います。このように農薬自体が安全な方向に大

きく変化してきていることを世の中もマスコミも認識してい

ません。我々病害虫防除の研究に携わっている者も，個々の

剤では理解していても全体としては案外認識していないと思

います。かく言う私も薬剤を並べてみてハッと気づいた次第

です。「農薬＝毒」から「農薬＝安全」へ変化してきたこと

をもっとアピールする必要があると思います。

（２００３年１２月で会長任期が終わります。皆様ご協力有

り難うございました。）
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巻頭言

Food Chain (農場から食卓)の立場から一石

二口欣也

（Regional Food Chain Manager, Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd）

巻頭言という一番目立つところに投稿させて頂く栄誉に甘

え，この際，メーカーの立場から一石を投じたい。Food Chain
Manager という立場で仕事をするようになって早 2 ヶ月にな

ろうとしている。“Food Chain”と言う言葉は聞いてはいたも

のの，漠然としたイメージしかなくて一言で説明するのに苦

労していた時に，“農場から食卓”という日本語に出会った。

我々農薬メーカーは，安定した農業生産に寄与するという

立場で農薬開発に傾注しているわけであり，食卓に農産物を

届ける役目の一端を担っているはずである。即ち，我々は既

に Food Chain の一部として昔から存在していたわけである。

なぜ，今ここで改めて Food Chain なのだろうか。「今さらこ

こで何を言ってるのか？」という識者には 初から許しを請

いたい。これは，私の勝手な解釈である。これから 50 年，100
年先でも農薬ビジネスは残っていると思うが，相当な変化が

待ち受けていると思う。なぜ，欧米の大手農薬メーカーが急

に Food Chain ということを言い始めているのだろう。花王石

鹸が石鹸メーカーから“花王“へ脱却したように，我々農薬

メーカーも将来は Food Chain の中で認知され信頼されるブラ

ンドに変革していくことが迫られているように思えてならな

い。もし，現在，我々農薬メーカーが既にそのようなブラン

ドになっていたとしたら，農薬に対する理解はもっと容易に

得られていただろうと想像する。詰まるところ，我々はまだ

まだ Food Chain の中では認知され，信頼されていないという

ことになる。誤解を避けるために，言葉の説明をさせてもら

う。日本においては，全農―経済連―農協―農家という歴史

的な組織が典型的な Food Chain であるが，本稿で言う Food
Chain とは，一次産業としての農業をベースにした第二次産

業としての Food Chain ＋消費者を強く意識している。

私は，この Food Chain Manager という立場になって初めて

別な角度から食料の流れを見つめるに至った。厚生労働省の

輸入食品監視業務ホームページを覗いたのも初めてだし，今

まで日本の農林水産物貿易統計を見たこともなかった。農産

物輸入加工業者，国内に多くの契約栽培農家を抱えている大

手食品加工販売メーカー，青果組合の立場から農場を見たこ

とは余りないかほとんどないことにも気が付いた。前述した

立場の方々(Food Chain Players)は，“農場から食卓”を考える

時に我々よりはずっと消費者に近いところにいる人達であ

る。彼らの 大関心事は，安全な野菜・果物を安定的に仕入

れてそれを食卓に提供するということであって，防除プログ

ラムの中味だとか，殺虫剤の性能，農薬の安全性評価の仕組

みと言った個々のものは，二次的興味のように思える。こう

なると，我々が口角泡を飛ばして農薬の安全性を説いてもら

ちがあかない。立場が違うのである。彼らの立場というのは，

「トータルパッケージで農家に指示できるプログラムであれ

ば話を聞いても良い」というものである。そこでは，我々の

専門性が厳しく問われることになる。でも，このような専門

性を示すことによってのみ，我々は尊敬され，信頼されてい

くのではないだろうか。農薬個々の安全性を説くのは，その

ような信頼性が確立されてからでも遅くないと考える。



農家にとっては，確かにトータルパッケージで物事を考え

なければ農業生産は出来ないと思う。自分の生産物を買って

くれる相手との力関係，栽培経験と技術，経営規模など，防

除プログラムを決定する上での要素はひとつではないことは

自明の理である。一方，学会という場では，どうしても話が

どんどん専門的になっていくのが常なので広く浅い話はそぐ

わない。ところが，この農林害虫防除研究会は極めてオープ

ンでユニークな性質を持っている。将来的には，この研究会

で農家の立場に立った“トータルパッケージ”の話が成され

るても良いように思うし，そのようなことができる一番可能

性のある場であると思う。 IPM ということを言うが，化学農

薬一辺倒はいわずもがなとして，防虫ネットであったり，天

敵であったり，黄色蛍光灯であったり，我々はまだまだシン

グルパッケージでしか害虫管理を考えていないように思う。

害虫管理ひとつにおいてもそうであるとすれば，病害，雑草

害，施肥，水管理，土壌管理，耕種，品種まで全ての“トー

タルパッケージ”で農業生産を持続させていかなければいけ

ない農家とはいつ同じ土俵に立てるのであろうか。農家と同

じ土俵に立った時に，初めて前述の Food Chain Players ひいて

は消費者との距離が縮まるのではなかろうか。

特別寄稿

木酢液・竹酢液は特定農薬（特定防除資材）にふさわしいか

本山直樹・駒形 修*（千葉大学園芸学部）

1. はじめに

近の農薬取締法改正に伴って，無登録農薬は販売だけでな

く使用も禁止になったので，それまで有機農業生産者が病害

虫防除目的に使ってきた農薬登録のない各種資材の取り扱い

が問題になった。それらの中には，例えば医療用消毒液など

のように本来農作物に使うべきではないものも含まれていた

が，植物抽出液などのように効力も安全性もはっきりしない

ながら目くじら立てて法律違反扱いするまでもないと思われ

るようなものも含まれていた。そういうものに対する過剰規

制を避けようということで，安全性に問題がないものについ

ては特定農薬（この言葉は特定毒物という正反対の性格のも

のと似ていて紛らわしいということと，有機農業の人達が非

農薬として使っている資材を「農薬」という言葉で括るのは

誤解を招くという批判から，通称「特定防除資材」と呼ぼう

ということになった）として指定し，製造も販売も使用も認

めようということになった。農業資材審議会農薬分科会の中

に 6 名の委員から成る特定農薬検討委員会（本山が座長を務

めた）が設置され，740 にも上る候補資材の中から，「食酢」

と「重曹」と「地元で採れた天敵」の３つが指定されたこと

は周知の通りである。残りの資材は判定保留の扱いになり，

その後特定農薬指定のための指針（ガイドライン）が公表さ

れたが，詳しいことは省略する。ここでは，判定保留になっ

た資材の中で も注目を集めている，木酢液・竹酢液（便宜

上，木酢液と総称する）の 近の状況と私見について紹介し

たい。

2. 木酢液を特定農薬に指定できなかった理由

木酢液は全国的に普及し現にあちこちのホームセンターなど

で販売されている，有機農業や無農薬管理のゴルフ場などで

すでに広く使用されている，農業関係の雑誌でその効能や安

全性を主張する記事が頻繁に掲載されている，林野庁が日本

の林業振興の立場から支援している，ということなどの理由

で特定農薬に指定してほしいという強い要望が寄せられてい

る。上述した特定農薬検討委員会が木酢液を特定農薬に指定

できなかったのは，次の理由による。（１）木酢液と言って

も材料や製造方法によって品質にバラツキがあり，木酢液と

して一つに括れない，（２）病害虫防除資材としての薬効を

科学的試験によって証明したデータがほとんどない，（３）

木酢液の中にはメタノール（視神経に有害）やホルムアルデ

ヒド（シックハウス症候群の原因物質）やベンツピレン（ヒ

トに対する発癌物質）のような有害物質を含むものがある，

（４）長期的摂取に伴う健康影響に関する試験成績がない。

3. その後の研究から明らかになったこと

その後，筆者らの研究室では市販の木酢液 12 種類（そのま

まスプレーできる希釈品タイプの 4 種類を含む）と炭焼き窯

から煙の温度別（８２℃～２００℃）に採取した自家製木酢

液 7 種類の計 19 種類の木酢液について，主要成分の分析と

植物病原菌（インゲン灰色かび病，キュウリうどんこ病，キ

ュウリべと病）に対する防除効果の検定１），害虫（イエバ

エ，モモアカアブラムシ，ホソヘリカメムシ）に対する防除

効果の検定２），変異原性の検定３），などを行った。成分

分析の結果，市販品からはメタノールやホルムアルデヒドの

ような有害物質が検出され，主要成分の酢酸についても 0.6%
～ 6.2%（希釈品は除く）と 10 倍の差がみとめられた。また

GC-MS で分析した有機成分についても，例えばフルフラー

ルについては資材によって 8ppm ～ 2117ppm（希釈品は除く）

と 265 倍もの差がみとめられた。薬効も安全性も資材の品質

（含まれる成分とその濃度）に依存することを考えれば，品

質が一定でない木酢液を特定農薬に指定できないことは明ら

かである。

灰色カビ病に対する抗菌活性を PSA 培地上での阻止円形成

で見ると，ほとんどの供試木酢液は抗菌活性を示したが，実

際のインゲン子葉上の病斑形成阻害で見ると，防除効果は全

くみとめられなかった。キュウリうどんこ病とキュウリべと

病に対する抗菌活性は各々植物体上の発病指数で検定した

が，どの木酢液にも全く防除効果はみとめられなかった。通

常，大半の木酢液は 500 倍～ 1000 倍の希釈液を散布すると

いう使い方がされているようだが，イエバエ，モモアカアブ

ラムシ，ホソヘリカメムシに対して 10 倍希釈液という濃厚

液に虫体浸漬をしたり，原液を直接散布したりしても全く殺

虫活性はみとめられなかった。密閉容器内での試験では，イ

エバエに対して忌避活性を示す資材もあったが，室温で 3 時

間程度風乾すると活性は消失したので，実際の野外では害虫

に対する防除効果は期待できないと判断された。

木酢液には化学殺虫剤のような活性はなくても，圃場の作物

に散布すると植物自体の活性化が起こって害虫に寄生され難

くなる，という説明をしている団体もある。しかし，千葉大

学園芸学部作物学研究室では，圃場で栽培している大豆に週

に 1 度の間隔で木酢液の希釈液を散布したところ，ホソヘリ

カメムシの被害を回避できずに収穫皆無になっただけでな

く，薬害によって植物自体の黒色化が起こるということが観

察された。従って，木酢液には実際の圃場では実用的な病害

虫防除の薬効はないと思われる。よく農業関係の雑誌には，

木酢液を使った農家の，木酢液はよく効くという体験談が薬

効を証明する根拠として載っている。しかし，漢方農薬と称

する資材の中に化学合成農薬が混入されていたのと同様に



４），卓効を示した木酢液の中から化学合成殺虫剤が検出さ

れた事例もあるので５，６），農家の体験談には疑義もある。

4. 木酢液の変異原性について

農薬の健康に対する安全性は急性毒性，亜急性毒性，慢性

毒性試験などによって評価されるが，変異原性は遺伝子に対

する損傷活性で，安全性評価の初期の段階で微生物を使って

検定される。ある研究所で木酢液の変異原性を Ames 試験で

検定したところ陰性という結果が得られたとの情報があるが

（私信），木酢液に含まれる抗菌物質による検定菌への影響

を避けるために希釈液を用いて検定を行ったとのことであ

る。筆者らは S. typhimurium を検定菌として用いる umu 試験

法で各種木酢液の変異原性を調べた。しかし，木酢液に含ま

れる抗菌物質のために検定そのものが成り立たないことがわ

かったので，Sep-pak tC18 というカラムを通して抗菌物質を

ある程度除去してから検定を行った。その結果，供試した市

販の木酢液 4 種類，自家製木酢液 1 種類の全てから S-9 Mix
添加条件下で変異原性陽性の反応が得られた。変異原性は慢

性毒性試験における発癌性に関係すると考えられるので，農

薬の場合は変異原性陽性の物質は，次の開発の段階には進ま

ないのが普通のようである。

5. 木酢液の利用可能な分野

以上述べてきたように，木酢液は品質が一定でない，作物

の茎葉部に散布しても病害虫防除効果は期待できない，変異

原性がある，ということから特定農薬に指定するのは困難で

あると考えられる。しかし，筆者らは次の３つの分野では木

酢液を利用できる可能性があるのではと思っている。1 番目

は，種子消毒剤として。これなら，木酢液には元々抗菌物質

が含まれているし，室内の容器内処理なので効果も期待でき，

残留による安全性の問題もない。実際，大幸 TEC という会

社では，この分野で木酢液の農薬登録を目指しているようで

ある。2 番目は，荒地における除草剤として。木酢液の原液

には殺草活性が知られているので，林地の下草や河川敷の雑

草などに対して除草剤として利用できるのではないだろう

か。3 番目は，土壌消毒剤として。1973 年に井筒屋化学の木

酢液が農薬登録（農薬登録番号第 12850 号，1979 年に失効）

された時は，林業用の苗木の土壌消毒剤としてであり，その

他にも土壌処理することによってサツマイモの根こぶ線虫防

除に有効という三枝７）の報告や，ムギ萎縮病に有効という

宮本８）の報告もある。今まで土壌消毒にも用いられてきた

臭化メチルが，オゾン層破壊の観点から全廃される動きの中

で，木酢液がその代替資材として安価に土壌消毒に利用でき

るとしたらすばらしい。この場合は食用作物の可食部への散

布とは違うので，作物残留物による健康影響についても大き

な障碍にはならない筈である。ただし，木酢液は植物に対し

て薬害を生じる可能性があるので，適用作物・適用病害なら

びに用法・用量などについてはきちんと科学的試験によって

確立する必要があることは言うまでもない。

6. 特定農薬の将来の方向

改正農薬取締法の中に特定農薬という登録を要しない農薬

という新しい考えが盛り込まれた時は，有機 JAS で認定さ

れている 29 農薬と同様に，指定は個々の銘柄（商品）に対

してではなく資材の原材料に対して行い，適用作物・適用病

害虫の明示，用法・用量の規制やラベル表示もしないという

考えだったようである。しかし，薬効も安全性も品質と用法

・用量に依存するということを考えれば，これらの条件が付

帯できないとなれば，特定農薬として指定するためには，登

録農薬以上に審査の基準を厳しくせざるを得ないということ

になる。それでは指定できるものは，すでに指定した「食酢」

や「重曹」など，きわめて限定されることになる。もし，も

っと多くの資材を特定農薬に指定するということであれば，

特定農薬と言えども適用作物・適用病害虫，用法・用量，ラ

ベル表示などの条件を付帯するという考えに変える必要があ

る。そうでなければ，農薬登録の審査基準を柔軟にして，特

定農薬候補資材のようなものは，比較的簡単に登録がとれる

ような制度に変えていくことが必要なのではないだろうか。

例えば，マイナー作物の農薬登録要件はすでに緩和されたし，

作物のグループ化はさらにそれを促進する措置である。どち

らの道を選択するかは，どちらがより日本農業の発展を促進

するか，どちらがより食の安全の確保に寄与するかの判断に

よることであり，今後の検討課題である。木酢液についても，

今後特定農薬を目指すのか，農薬登録を目指すのか，関係者

の間で検討してみるべき時期ではないだろうか。

1)駒形 修・本山直樹(2004) 各種市販および自家製木酢液

・竹酢液の主要成分と抗菌活性 . 環動昆 15(2):83-94.
2)駒形 修・本山直樹(2004) 各種市販および自家製木酢液

・竹酢液の殺虫活性と水生生物に対する影響 . 環動昆

15(2):95-105.
3)駒形 修・本山直樹(2004) 各種市販および自家製木酢液

の変異原性 . 環動昆 （投稿中） .
4)本山直樹・呉 鴻圭・駒形 修・Tariq Mahmood(1996) 有

機農業用資材として用いられるいわゆる天然・植物抽出液

「夢草」に含まれる殺虫活性成分 . 農薬誌 21(1) :73-79.
5)Rahman, G.K.M.M. and N. Motoyama( 1998) A synthetic

pyrethroid found as the active ingredient of “Nurse Green” , a
so-called natural-plant extract-formulation used for organic
agriculture. Tech. Bull. Hort. Chiba Univ. 52:7-12.

6)本山直樹・G.K.M.M. Rahman(2004) 木酢液製剤「ナース

グリーン」の殺虫活性と有効成分 . 日本農薬学会第 29 回

大会（神戸）講演要旨集 p.90.
7)三枝敏郎(1955) 根瘤線虫被害圃場における木酢液の効

果 . 日植病報 19(3/4 ):185.
8)宮本雄一(1961) ムギ萎縮病の研究 VII. ムギ萎縮病の防

除 , とくに木酢液土壌散布の効果について . 日植病報 26
(3):90-97.

*:現在 国立感染症研究所）

特定農薬（特定防除資材）問題

山本 出（東京農業大学名誉教授）

農薬取締法改正は，無登録農薬の販売・使用，輸入農産物

の残留基準値オーバーが，マスコミを通じて消費者の農薬使

用農産物への不安感を拡大し，行政は何らかの措置をとらざ

るをえなくなった結果である。そもそも従来の規制で農産物

の安全性は確保されているというのが，農水省，厚生省，環

境省の一致した見解であったはずである。そうでないとした

ら各省ならびに関連委員会の担当者は安全確保を怠っていた

ことになる。そうではなく，安心感をあたえるために農薬取

締法の改正が行われたものと理解している。

農薬の安全性評価は，一生涯にわたっての毎日摂取，十分な



安全(不確実)係数が前提になっており，問題となったケース

は法律違反であるが，安全という観点では実質的には問題は

ない。しかしこういうことが頻発しては安全性に問題を生じ

るので取締りは当然である。法律違反というとことで取締り

はやれるはずのものであった。

これまで農薬の登録にあたっては，マイナー作物への農薬の

拡大使用，時たまの使用基準違反，基準値オーバーなどを考

慮に入れ，ADI の 10 パーセント(これはかなりの数値である)

を割り当ててきた。また個々の農薬についてこうすることで，

適用のない使用，観念的な複合汚染，非農耕地用農薬の転用，

日本で農薬登録のない農薬，農薬と称しない植物保護資材の

使用があっても，総体として安全性が確保されているとして

きた。これはかなり農業，病害虫・雑草防除の実態をふまえ

たものであった。すべての適用作物中に残留基準値ぎりぎり

に農薬が残留しているとしてなおかつ安全性を確保している

のだが，じっさいは作物中に農薬が検出される場合は 1 パー

セント程度，基準値を超える場合はそのまた一部にすぎない。

しかしマスコミ・消費者は農薬は危険という前提からより厳

しい規制を求める。他方上記の取締法のフレキシビリティを

悪用して利益追求をする業者がいたことも事実である。それ

ではなまぬるい，安心感をえられない，ということから農薬

取締法改正となった。

この法律改正にかかわった担当者は，農薬の安全性確保の従

来手続きがありうべき危さも十分考慮していること，また農

業の実態を知ってか知らずか，法律的に抜けていると思われ

るところを欠陥としてすべて穴埋めをした。すなわち無登録

農薬の使用を禁止し，農薬の使用基準を厳密に規定し，違反

すれば使用者(農家)も罰する・・・・・。

この結果，いくつかの問題が派生した。マイナー作物につい

ても使用基準を設定しなければならない。ある農作物での病

害虫の突然の発生に対し，適用のない手持ちの農薬使用は罰

則の対象になる。一方農薬と称せず実は作物保護目的に使わ

れている効力も安全性もはっきりしないものに対する例外規

定を設ける，・・・・。つまり原材料に照らし農作物等，人

畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかで

安全性に問題がないものについては特定農薬として指定し，

製造も販売も使用も認めようということになっている。法文

的にはこれでよいのであろうが，「原材料に照らし・・・明

らか」という所に法律屋の誤りがある。いわゆる有機農法に

使われている天然防除資材を念頭においてのことであろう。

重曹，食酢は原材料に照らし安全性に問題がないといえよう

が，木酢液・竹酢液もあれもこれもが入れてくれという圧力

がたかまってきた。農水省・環境省は特定農薬検討委員会，

その後農業資材審議会と中央環境審議会から選出された委員

による合同委員会で役所主導で検討しているようだが，そも

そもは世論の風潮におされ，農薬取締法を厳重にし，一方は

やりの(？)有機農法，生産者，有機農産物，消費者に色目を

使って，例外規定を設けているところに問題があるのであっ

て，自縄自縛という所か。「原材料に照らし農作物等，人畜

及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らか」に

する科学的手続きなしに，食品由来とか天然物由来だから害

を及ぼすおそれがないことが明らか，とは言えない。天然物

は安全，合成農薬は危険という一般化は虚妄である。

以上の問題はやや BSE 問題に似ている。科学者ははじめか

ら全頭検査は不必要と思ってきた。ふぐにはテトロドトキシ

ンがあるが特定部位を除くことで日本人は安心して食べてい

るではないか。消費者のパニックに応えて，日本政府は安心

感を与えるため全頭検査を実施している。プリオンは脳・脊

髄など特定部位に留まり，若い牛では検出できないという事

実にもかかわらずである。今度は米国政府の，また国際的圧

力で全頭検査を止めるようだ。米国産牛肉の 後の牛丼に群

がる消費者の心理はどうなのだろうか。安心とは誰の安心か。

斑気なのは消費者心理である。

ここで問題にすべきは科学的根拠，つまり安全性のことだけ

でなく，消費者に安心感をもってもらおうとする場当たり政

策である。農薬取締法改正もしかり，法律違反で取締りをす

ればよい所を，世論におされ，厳密化し，風潮を慮ってこれ

だけ厳重にしましたと形を整える一方で，有機農業に媚びた

抜け道もつくる。

はやり言葉の安全・安心は並列すべき言葉ではない。前者は

科学的基礎に基づくものであるが，後者は政治的，心理的に

扱われている。安心感を与えるのでなく教育・啓蒙すべき問

題であろう。科学的 illiteracy を放置しての安心感云々は政策

的には右往左往，社会的には混乱，無駄使いになることを恐

れる。

今ある農業現場，施行上の混乱の原因は，改正農薬取締法に

あるのではなかろうか。特定農薬の候補とされているもろも

ろの資材の多くは客観的な安全性，有効性の問題を棚上げし

て使用されてきた。特定農薬の指定を慎重にすべきではない

かという特定農薬検討委員会に対して既得権利，既成事実の

侵害ととる向きもあろう。また有機農法の資材としての特定

農薬指定が厳しくなれば有機農法進展の妨げになるととる向

きもあろう。かって農薬の安全性評価が厳しくなった折，経

費がかかり，落第するものもあり，農薬の進展の阻害ととる

向きもあったが，今日の農薬はそれを克服して，有効かつ安

全なものとなってきた。安全性は思い込みでは確保されない。

厳しい特定農薬指定は一時的には利害関係者に阻害要因とな

るかも知れないが，ここを通過して確かな特定農薬が選抜さ

れ，さらに発展して行くものと期待している。

ニュース

春先のツヤアオカメムシは柑橘類では文旦を好む？

鈴木 賢

（三重県科学技術振興センター農業研究部紀南果樹研究室）

西南暖地を中心に果樹カメムシとして問題となっているツ

ヤアオカメムシが， 近関東地方北部でも確認されるように

なったという報告が聞かれるようになりました。三重県 南

部に位置する我が研究室圃場(柑橘類が約 2.7ha 植栽してあり

ます)においても，誘蛾灯やフェロモントラップにかかるツ

ヤアオカメムシの個体数が，以前よりかなり多くなってきま

した。近年はっきりと年 2 回，4 月下旬から 5 月上旬と 9 月

下旬から 10 月上旬に多数の個体がトラップに誘殺されるよ

うになってきました。

2002 年 5 月 8 日に，圃場でとある調査をしていると，「セ

ミノール」，「清見」の樹上でツヤアオカメムシが吸汁して

いるのを見つけました。例年より多いように思い，品種保存

園(約 30a)に植わっているいろいろな柑橘類の樹上を見て回

ったところ，特に文旦類にたくさん集まっているのが観察さ

れました。文旦類の中でとりわけ多く集まっていたのが，「晩



白柚（ばんぺいゆ）」，「晩王柑（ばんおうかん）」，「紅まど

か」などでした。なお，「夏柑類」，「グレープフルーツ類」，

「ハッサク類」，「ウンシュウ類」にはほとんど見られませ

んでした。すべての品種で，ちょうど春芽が伸長しており，

つぼみがふくらんでいる時期でした。ツヤアオカメムシは，

新芽，新葉（葉芯），つぼみ（子房）でさかんに吸汁してい

ました。1 新芽あたり 4 ～ 5 頭が吸汁している様子も観察で

きました。なお，2003 年 4 月 29 日にもおおむね同様の状況

を観察しました。何か面白いことがありそうな感じです。病

害虫の診断書籍等を見ますと，文旦類で新芽の枯死や落花

（果）の被害が出ることもあると書かれています。その後の

観察では，特に個体数が多かった「晩白柚」や「晩王柑」で

も，新芽の枯死や落花（果）という目立った被害は見られず，

年末には例年並みの収量を得ました。どうやら，大発生とい

う程度ではなかったようです。

地域全体としては依然，チャバネアオカメムシの個体数も

多い状況ですが，柑橘類の発芽，開花の時期に園地で活動す

るのは，私たちの地域においては樹上越冬習性のあるツヤア

オカメムシが優占種のようで，今後問題になってくるかも知

れません。文旦への飛来数調査が予察の助けになるのか，も

う少し観察を続けてみようと思っています。

害虫と益虫を見せること

上野高敏（九州大学生物的防除研究施設）

近，大学の講義や大学外で授業を持つようになって，再

認識したというか，つくづく大事だと思ったこと。それが「見

せる」こと。講義に関係する資料や生物を，学生たちにまず

は見せることです。実物を見せる，あるいは写真やビデオで

見せる，というようにいくつかやり方があるのですが，「見

せる」ことが，学生たちの害虫，益虫，生態系，農業，生物

などなどいろんなことに対する理解の手助けにどれだけなる

ことか。興味も持ってもらえるし，授業がずいぶんやりやす

くもなります。まあこんなこと，わかりきったことであるは

ず。誰でも知っているはず。でも実際に見せるたび，その大

切さを実感っていう感じのこのごろなのです。見せるといっ

ても，汚い写真や煩雑な図表を見せると，混乱するだけ。「見

せる」「見られる」画像を見せなきゃいけない。でも，そん

な「見せる」画像がない。見栄えのよい，感覚的に一発で内

容を理解できるような図がない。いや，ないのか見つけきれ

ないのか？一時期はインターネットにかじりつき，キーワー

ドの選択を吟味してグーグルを駆使しました。

でも，足りない。欲しいものが見つからない。自分がまさ

に使いたいのがないんですよね。意外と。ならば自作せねば。

てなわけで， 近は害虫やら益虫やらただの虫やらの写真を

撮るというのにはまっています。ただ撮るというだけでは，

図鑑写真と同じ。やっぱり彼らの生活がわかるような写真も

撮らないといけません。背景や生活環境も取り込むため，広

角レンズを使った絵も狙います。今までは，直接自分の研究

に関係ない写真なんて撮ろうとも思わなかったわけで，ここ

１～２年で我ながらずいぶん変わったものだと，ちょっと不

思議な感じです。こども向けの虫の本やら教育用の雑誌やら

も，本屋で見たり買ったりするようになりました。授業の参

考に非常になりますよね。

生物的防除なんていまはやりだけど，子供や主婦の人向け

に作られた本とか写真集とかなんて皆無？ですよ。益虫なん

ていったってどんなのが水田にいるのか，きれいな写真集も

あまりないし，そもそも昆虫なんて同定が難しいのに，絵付

きの検索表がついた手引きもほとんど出回ってない。きれい

な写真や図表を多用した一般向けの益虫の解説本や同定の手

引き書なんかを出そうかと，かなり真剣に考え中です。技術

の進歩をすばらしい。デジカメはとにかく優れものです。デ

ジカメならフィルム代も現像代もかからないし，失敗しても

即撮り直せます。ここ１年半で３万カット以上の虫の写真を

撮りました。寄生蜂の写真なんかもよく撮るのですが，接写

に強いデジカメを使いこなせば彼らの生態写真も楽に撮影で

きます。おかげで， 近はすっかりデジカメマニア？になり

ました。近い将来ホームページを開設して天敵昆虫一般の解

説を載せるつもりですが，そこでデジカメで撮影した画像を

ふんだんに使うつもりです。

ハダニの和名が大幅に改訂されます

後藤哲雄（茨城大学農学部）

日本産ハダニ科のダニは現在，80 種が知られています。

この数は，年々増加の一途を辿っており，100 種に到達する

日もそう遠くないと思われます。そこで，近く公刊される江

原昭三・後藤哲雄の論文（2004，後述）で，それぞれのハダ

ニが所属する属名が分かるように，和名を大幅に改訂するこ

とにしました。ついでに，亜科の和名を改訂し，新たに族・

属の和名を与えます。ただし，重要な農業害虫や林業害虫の

和名改訂は行わず，従来の名称を踏襲します。これは，農業

現場での混乱を避けるためと，関係法令との不一致を起こし

てはならないという配慮からです。和名の変更は一時的には

不便を感じるでしょうが，長い目で見た場合，極めて便利で

あることは間違いありません。ハダニの多くが自然生態系の

植物から記載されていますので，ほとんどの研究者にとって

は大きな問題にならないと考えておりますが，何卒ご理解と

普及へのご協力をお願いします。

この改訂は，2004 年 7 月号から『植物防疫』に連載が始

まる「ハダニ類の見分け方」（江原・後藤，共著）において

行います。ハダニの見分け方は全 7 回を予定しており，その

第１回目で全種のリストを出します。ハダニに引き続き，「カ

ブリダニとナガヒシダニの見分け方」が，江原昭三先生（鳥

取大学名誉教授）の手によって継続される予定になっていま

す。カブリダニでは学名（属名）の大幅な変更があります。

変更を急いでお知りになりたい方は，日本ダニ学会誌 13 巻 1
号（2004 年 5 月発行，pp. 1-30）に掲載された江原・天野両

氏の論文（英文）をご覧下さい。カブリダニにおける属名の

変更は，属の細分化に伴う国内外の不統一を是正するもので，

例えば，ミヤコカブリダニはこれまでの Amblyseius 属から，

Neoseiulus 属になります。

ハクサイ栽培畑の巡回を通して

木村貴好（（有）茨城白菜栽培組合）

弊社は，通年のハクサイ出荷を業務とし，関東甲信各県の

契約農家約 150 戸に栽培を委託して，業者へ納品する農業生

産法人です。栽培面積約 200ha のほとんどはハクサイですが，

近年扱う品目は増えました。社長の経営センスとハクサイに



かける情熱（と白菜の美味しさ！）に動かされ入社して 4 年

目。私の業務は…

◎「アブラムシ多発！」現場へ行けば，結球内部までモモ

アカアブラムシに覆われている。「定植時の粒剤省いたでし

ょう」と，農家さんから散布履歴を聞き，発表されている薬

剤感受性のデータや，浸透移行しやすさの指標を比較して，

適切な薬剤を連絡する。

◎「軟腐に何が効くんだぃ」と連絡を受ければ，一緒に圃

場を回り，匂い，菌糸，病状から「菌核病」と診断，適切な

薬剤を指示し，次作の施肥や輪作体系を検討。様々な病状段

階をデジカメで撮影し，近隣農家に配布紙で対応を呼びかけ

る…といったような調査，巡回が主な内容になっています。

ほか病害虫の分野以外でも，協力者の力を借りて，土壌（沖

積性・火山灰性）と品質との関係を調べたり，作物中の硝酸

イオンの低減化など，品質向上のための総合的管理をおこな

っています。一方，納品先・消費者に対しては，農薬の安全

性と必要性を説明し，作物生産の総合的な安全性を理解して

もらっています。

仕事を通した実感として（よく指摘されますが），先の病

気の判別等一事が万事，栽培に関する数多くの情報や試験デ

ータを農家さんが主体的に利用するまでに，精神的距離がど

うしてもあるように思えます。しかし専門家の意見や，文献

・一般書の内容を実施すれば，被害軽減・等級維持といった

経済的効果は目に見えて現れます。また，納品先からのクレ

ームに対応する際も，害虫と天敵，病気と生理障害との違い，

気象と発生消長の関係など，諸情報を呈示することで信頼を

得ることもあります。こうした効果を農家さんに伝えながら，

野菜を作る本人が自分から情報を知ることが喜びとなるよう

にと思います。

私もこの研究会に参加されている様々な機関の方々から，

貴重な情報を教えていただき，現場で活用できることを嬉し

く思うとともに，より太いパイプ役になりたいと思いますの

で，よろしく御指導お願いいたします。

異物混入

小林政信（全農営農・技術センター農薬研究室）

先日，家内がある全国チェーンのファストフード店に行っ

た際，店頭に「スープの具のアスパラガスにアザミウマとい

う虫がついていた事例が数件あったため，販売中止としま

す。」という張り紙があるのを見つけました。私自身も食品

への虫の混入の問い合わせを受けることがしばしばありま

す。特に数年前，オオタバコガが多発し始めた頃には，「レ

タスを割るとイモムシが入っていた。」という類の問い合わ

せが頻発しました。また，「ヨトウガの卵らしきものを食べ

てしまったが，健康に害はないという証明書を書いてもらえ

ないか。」というとんでもない依頼を受けたこともあります。

さすがにこれは「私は医者ではありませんので・・・」とい

う理由で丁重にお断りしましたが。

ＩＰＭ的な考え方が定着し，害虫の完全排除ではなく，要

防除水準を重視するという考え方にこれからの害虫防除はさ

らに進んでいくのだと思われます。また，その正否は別とし

て，「虫に食われた野菜はおいしい」と唱える人もいます。

ただ，その一方で食品の安全性が論議され，異物混入は一切

まかりならぬという考え方もあることは事実でしょう。私自

身も飲食店でホッチキスの針が入っていた料理を交換しても

らったことがあります。おそらく一般の消費者にとって，ホ

ッチキスの針よりも虫が混入しているほうが，はるかに嫌悪

の度合いは強いでしょう。食品に虫が混入していた時の嫌悪

感は，相当なものがあると日頃実感しております。食糧生産

の現場と消費の現場がますます大きく乖離している現在，こ

れら消費者に対し，「要防除水準」，「害虫の発生実態」を，

どのように理解してもらえばよいのでしょうか。「害虫も異

物だから完全排除」になってしまうのでしょうか。今一度，

食糧生産の現場をよく理解して頂くことが重要と思われま

す。

職業体験学習（その一）

春山裕史（日産化学工業）

私は本社から１２年ぶりに研究所にもどり，老眼鏡を新調

しました。視力検査ではずっと 少判別可能を維持しており

ますが，近くが見えない。ダニが見えないということであり

ます。

先日，職業体験学習ということで，弊社研究所のある埼玉県

某町の中学 1 年生が２名，２日間学習に来ました。今年で３

年目とのことですが，担当者は忙しい時間を割き先生となっ

て一生懸命授業をしました。

そういえば私の子供もそんな授業をしたことを思い出し，子

供に「どんなことを学習したの？」と聞きましたら，「２度

と行きたくない。ゴミ掃除ばっかりだった。」との答え。小

職の家庭教育の悪さが伺い知れるところです。しかし，生徒

の引き受け側からしてみれば，邪魔者以外の何者でもないこ

とは間違いありません。

農薬メーカーとしては，世間の風当たりの強い中で，こうし

た機会は周辺住民との交流の一環でもありますし，生徒の体

験はすばらしいものでなければなりません。という指示はあ

りませんでしたが，各担当者はそれぞれ自発的に授業を行っ

たということです。という小職は，殺虫剤グループの授業担

当者でありました。

昔，子供の夏休みに借り出され小学校のグランドの草取りを

したことがあります。偶然目の前で先生が草取りをされてお

り，隣の主婦との雑談で，先生曰く「うちの学校には虫が少

ないのよね。野外観察はけっこう歩き回るのよ」と，主婦曰

く「蚊がいなくていいわ」。吹き出る汗が流れるまま，叢に

しておけば虫は出るし，みかんを植えればアゲハがくるでし

ょう。水溜りを作ればトンボも来るでしょう。多少蚊が出た

っていいじゃないと思ったしだいです。学校の理科教育はど

うなっているんだ。

職業体験で来た生徒は理科が好きということで，幣研究所に

派遣されたそうで，小さな町では理科が好きだということで

該当する職業はほとんどなく仕方なしということでしょう

か。ということで，私は昆虫の物凄さをたいへん僭越ですが

先生に成り代わりまして教えました。

まず，ダニは昆虫ではありませんが，リーフディスクに筆で

ダニ接種です。

続きは次号で。

日度って？ － Lost Day －



横須賀知之（茨城県農業総合センター農業研究所）

とある成績検討会で有効積算温度の話をしたら，「日度っ

て？」という質問が。「栽培では度だ。」と言うので，「そっ

ちの方がおかしい。」という発言をしたら，周りから一斉に

白い視線を注がれてしまいました。気になって調べてみたら，

農学大事典には植物の単位は「度日」と記載してあったので，

一安心（この事実を後日示したら，「100 へえ」を獲得）。栽

培部門では「度（℃）」がよく使われているようなのですが，

水稲種子の浸種は積算温度 100 度日と記している県もある

し，栽培部門の成果情報や論文などでは度日（日度）や℃・hr
がしっかり使われています。しかし，中には，積算温度＝温

度×時間ということを知らずに，単に温度を累積したものと

勘違いしている研究者もいるようです。栽培部門では，作物

の生育も日平均気温や日 高気温などの積算温度である程度

説明がついてしまうようなので（時別気温で計算すれば，も

っと説明がつく？），それ以上は詮索せず（もちろん時別気

温を用いた生育予測のすばらしい業績もあるのですが），あ

たりまえの「日」は削除され，いつの間にか時間の概念が失

われてしまったのかも知れません。

一方，我々が関わっている害虫の場面では，日平均気温や

高気温だけでは害虫の活動を説明することは困難であり，

特に発生予察に使うべく正確な活動開始日や防除適期を予測

することは不可能に近くなります。このため，諸先輩方が正

確な有効積算温度を算出するために，正弦法や三角法など様

々な工夫を編み出されたのも納得できます。 近では，気象

情報システムの発達で，インターネット上から時別気温デー

タを簡単に入手でき，表計算ソフトで有効積算温度を計算す

ることが可能となっています。また，有効積算温度と発育零

点を入力するだけで，あっという間に到達日時が計算される

気象システムもあり，数年前までの苦労が嘘のようです（も

っとも，これでも微妙にずれが生じるので，さらに検討を進

める必要があります）。しかし，あまり便利になり過ぎるの

も考え物です。簡単に有効積算温度が算出されると，そこに

至るまでの思考回路は使われなくなり，日や時を消してしま

う恐れがあります。たまには手計算で先人の苦労を偲びなが

ら，積算温度の意味を考えることも必要かもしれません。

それにしても，昆虫の試験って大変ですよね。「土日」も

ゆっくり休めない。
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巻頭言

農林害虫防除の今後

江村 薫（埼玉県農林総合研究センター）（本会副会長）

本研究会が「産声」を上げて 10 年が経過した。その発足

時を振り返ると， 1995 年夏，帯広畜産大学において応用動

物昆虫学会と昆虫学会の合同大会が行なわれたときのこと。

当時はこの両学会の合併問題が 終段階に到達しており，仮

に合併された場合の，現場に立脚する生産者も含めた応用昆

虫研究者の受け皿的学会の必要性の認識から，同学内で８月

26 日に集会が行われ，そこで農林害虫防除研究会が発足し

た。筆者にとっては，30 年ぶりに訪問した帯畜大での出来

事であり，害虫研究の原点に戻って考えた記憶がある。結局，

合併は昆虫学会では可決されたものの，応動昆では否決され

た（1996 年 1 月 15 日締め切り，有効投票率 76.2 ％，合併に

賛成 50.0 ％，反対 48.5 ％，2/3 以上の賛成が得られなかった

ため，合併が否決）。

それからの 10 年を農業関連の法律で振り返ると，研究会

が発足した 1995 年の 10 月に生物多様性国家戦略が閣議決定

されたのに端を発し，我々に も重要な法律であった「農業

基本法」が 38 年ぶりに抜本的に改正され，1999 年７月に新

農業基本法「食料・農業・農村基本法」が施行された。「農

業の持つ多面的機能」が加わり，農業生産を基盤とする農村

での地域文化の継承，農村景観，生物多様性保全，水資源な

ど，生活者に視点を置いた項目が加わった。

農村整備事業では，上記基本法に沿った土地改良法の改正

（新土地改良法 2001 年 4 月施行）によって，「環境との調和

への配慮」「地域住民の加わった協議会の設定」が加わった。

一方，2003 年 1 月に施行された自然再生推進法「主務大臣

：環境，農林水産，国土交通」では，地域での実施者の発意

により自然再生推進法に基づく自然再生事業が実施され，そ

こでは，「自然再生協議会」を組織する。ここで言う「実施

者」は NPO，民間団体，地方公共団体，国等であり，「自然

再生協議会」の構成メンバーは実施者のほか，地域住民，NPO，

土地所有者，専門家などで自然再生事業に参加しようとする

者，関係地方公共団体，関係行政機関とされている。このよ

うな法整備によって，生物多様性保全，自然再生・保全など

が行政事業として進められようとしており，新たな段階に入

っている。

しかしながら，これらの合意形成では，「自然環境」や「地

域計画」の認識でのギャップが著しい。我々の分野において

も，生物生産によって食料を得ている人間にとって，その基

盤となる植物生産での病害虫や雑草対策は避けて通れない

が，そこでの資材である「農薬」の言葉に対する非農業者の

アレルギー的認識に驚くことがある。農薬使用は自然環境破

壊や安全な食料生産に対する悪であり，大変恐ろしい存在と

して心に染みついているようである。この「農薬アレルギー」

を解消するのは不可能であろうと考えるとき，「植物保護剤」

として，新たなスタートを切ることも一つの方策と考える。

「植物防疫」も何やら古めかしい「防疫」の言葉を用いてい

るので，「植物保護法」ではいかがであろうか。

ともあれ，当研究会が発足してからの 10 年の間に，農林

業に係わる認識が著しく変化し，法律の整備も進んでいる。

住民参加の農村づくりでも，農林害虫との付き合い方が問わ

れる時代であり，我々の力量が問われている。「トキ（朱鷺）

の舞う農村を目指す地域での農業生産のあり方」のプログラ

ムは待ったなしであろうし，その自然保護思想は全国に広ま

るであろう。2002 年に決定した「新・生物多様性国家戦略」

の政府のパンフレットでは虫取り網を持つ少年の写真が印象

的であり救われる気持にもなったが，昆虫採集否定論も根強

い。

ハウスの中の害虫管理から公園や農山村地域全体の害虫管

理まで，我々の守備範囲は広い。桐谷圭治著「「ただの虫を」

を無視しない農業」（2004：築地書館）での主眼である「生

物多様性管理（ IBM： Integrated Biodiversity Management)」の思

想は， IPM 以降の害虫管理のあり方を示唆しており，直接対

峙している我々の任務としてその実践を考える必要があろ

う。



特集 2004 年病害虫の発生状況

宮城県における新規発生害虫

増田俊雄（宮城県農業・園芸総合研究所）

宮城県では，昨年，二種のハモグリバエ類が初確認された。

アシグロハモグリバエとトマトハモグリバエである。本県で

は 2003 年の晩秋に，ホウレンソウでハモグリバエ類が多発

したという情報があり，これは怪しいというわけで病害虫防

除所職員が採集に赴いたが，残念ながら作物が撤去されてし

まって採集できず，種の同定まで至らなかった。このような

経緯があったことから，昨年は発生を警戒していたのである。

アシグロハモグリバエは 6 月上旬にキュウリで初確認され，

その後，トマト，ネギ，ホウレンソウなどでも発生が認めら

れているが，発生地域は比較的限定されている状況である。

一方，トマトハモグリバエについては，新規害虫アシグロハ

モグリバエの発生状況調査を行った際に引っかかってきたも

ので，6 月下旬にキュウリで初確認され，その後，県内各地

のトマトなどからも見つかり，発生地域は県全体に拡大して

いるようである。県内では，そのほか近縁な種であるナスハ

モグリバエとマメハモグリバエが発生しているが，過去には

優占種であったと考えられるマメハモグリバエの発生は極め

て少ないようである。京都府農業総合研究所の徳丸氏が指摘

しているように，宮城県でもすでに，マメハモグリバエがト

マトハモグリバエに置き換わってしまったのかもしれない。

この点は，今後も継続して調査していこうと考えている。ま

た，現在，殺虫剤の感受性試験を実施中であり，結果がまと

まり次第，何らかの形で情報を提供したい思っている。

後になるが，ハモグリバエ類の同定を頂いた北海道病害

虫防除所の岩崎氏，同定法や飼育法をご教授頂いた京都府農

業総合研究所の徳丸氏には，この場を借りて厚く御礼申し上

げる。

昨年も多かったホウレンソウのコナダニ被害

糸山 享（秋田県農業試験場）

近年，秋田県ではホウレンソウケナガコナダニ（以下，コ

ナダニ）の被害に悩まされ続けている。特産化に力を注いだ

地域では 2 ～ 3 年後から被害が多発する圃場が急激に増えて

くるようで，10 年も経てば慢性的な多発生地域になってし

まう。効果的な防除法が少ないことから，現在でも多くの生

産者がその対処に苦慮している。

コナダニの被害増大にはいくつかのキーワードがあるよう

だが，特に重要なのは「未熟有機物の投入」である。野菜茶

業研究所の春日氏の報告によると，未熟な堆肥を多量に投入

することは，圃場内にコナダニの主食である糸状菌を増殖さ

せ，結果的にコナダニの発生を助長しているようである。堆

肥の投入とコナダニ被害との関係は生産現場でも十分認知さ

れているが，コナダニ対策で栽培方法を大幅に見直すという

段階にはまだ進んでいない。今も「防除法」の確立が強く求

められているのである。

コナダニは高温に弱く，通常は春と秋のふた山型の発生を

示す。猛暑の年には秋の発生が少ないが，冷夏の年には発生

が収まらないまま秋の多発生を引き起こす。冷夏の平成 15
年は，秋田県においても 1 年を通してコナダニの発生が多か

った。一方，昨年は 7 月が高めの気温で推移したために少発

生が期待されたが，秋の発生は決して少なくなかった。全国

的に見ると秋田県の夏は冷涼で，常に冷夏の発生パターンに

あたってしまうのかも知れない。やはり，一筋縄ではいかな

い害虫のようで，今後も苦しい戦いが続きそうである。

埼玉～つくばの害虫発生状況：2004 年度

平井一男（(独)農業生物資源研究所）

2004 年は鱗翅目、カメムシ類などの発生が目に付いた。2003
年よりは多かったが、2000 年ほどの多発生ではなかった。

以下確認した害虫類と作物について記した。

１．イネツトムシ（埼玉県・桶川市内）

6 月 19 日 桶川 A 前蛹 5 頭／ 200 株 移植水田観察「コ

シヒカリ」450 ㎡

7 月 12 日 桶川 A 被害 6 株／ 100 株 同上水田

8 月 5 日 桶川 B 幼虫多発 170 頭 /200 株、 移植水田調査

「彩のかがやき」1000 ㎡

全体的に 2003 年より発生多く、8 月にイネツトムシ対象に

有機リン剤で防除された。

２．斑点米カメムシ類

１）埼玉県・桶川 A（水田、コシヒカリ）

6 月 12 日 アカヒゲホソミドリカスミカメ 水田畦畔で成

虫初見

7 月 5 日 アカヒゲホソミドリカスミカメ 畦畔メヒシバ掬

い取り 10 回で成虫７頭

7 月 18 日 ヒゲナガカメムシ 0.5 頭／ 10 回振り（水田）

7 月 24 日 ヒゲナガカメムシ 0.5 頭／ 10 回振り（水田）

8 月 5 日 ヒゲナガカメムシ 1 頭／ 10 回振り（水田）

アカヒゲホソミドリカスミカメ 3 頭／ 10 回振り

（水田）イネ開花中

参考：（桶川 A 無防除コシヒカリ水田調査）：9 月 26 日調査

斑点米発生率 2004 年平均 1.7 粒／ 100 粗玄米粒（n=11）、
防除水田では斑点米発生なし。2003 年は 10 月 19 日調査で

平均 0.2 粒／ 100 粗玄米粒 (n=11)の発生。

２）茨城県・つくば市内（クモヘリカメムシ、直播水田 20a）
8 月 31 日 クモヘリカメムシ 乳熟期 平均 3 頭／ 10 株

平成 12 年 8-9 月の多発生よりは少ない。

8 月 31 日 イネ葉に産卵のクモヘリ個体群発見。その個体

群は 9 月 3 日１齢→ 9 月 25 日成虫化、10 月 3 日にはトウジ

ンビエやエノコログサ群落に移動（第２世代個体群と推定）

10 月 6 日 エノコログサ群落 4 ㎡－ 17 頭（成虫 9,幼虫 8 頭）

11 月 10 日 同上群落 成虫 5 頭（幼虫 1 頭）、

ヒエ群落に成虫 1 頭

12 月 8 日まで同上群落で生息を確認した。

３．ハスモンヨトウ（埼玉・桶川 A 畑地）

8 月 21 日 クロダイズ畑 40 ㎡のうち、調査 20 ㎡に８食害白

葉－３齢幼虫。

8 月 21 日 サトイモ畑 100 ㎡のうち、調査 40 ㎡に 20 卵塊痕

跡

9 月 11 日 1 ～ 5 齢幼虫ダイズ、サトイモ、モロヘイヤ、オ

クラ、サトイモに発生。

10 月 10 日 ダイコン苗に多発、2003 年は小発生。2000 年ほ

どの多発生ではなかった。

＊ホソヘリカメムシ、9 月にクロダイズに多発生



４．ハイマダラノメイガ（埼玉・桶川 C 畑地、コマツナ 200
㎡＋メヒシバ・エノコログサ 150 ㎡）

8 月 21 － 28 日、幼虫 1 頭／コマツナ 1 株、03 年は小発生。

５．トノサマバッタ（埼玉・桶川 C 畑地）

6 月 12 日第 1 回成虫 1 時間に 3 成虫観察、９月１９日第 2 回

成虫 1 時間に 9 成虫観察 2003 年より多い。

６．オオタバコガ（埼玉・上尾市内、菜園ホオズキ 30 本調

査）

ホオズキの実が食害された。１幼虫／１果、8-9 月、03 年

よりはやや多く目に付いた。

トウモロコシ、オクラには発生しなかったが、9 月にトウ

ジンビエの実に小発生

７．モンクロシャチホコ（埼玉・上尾市内、庭木プラム 3 年

木 1 本）

8 月 21 日 モンクロシャチホコ 約 200 頭幼虫 5 齢／ 1 本

8 月 28 日 終息、幼虫 10 頭残る。葉は食害され丸坊主にな

る。

9 月 4 日 プラムに新葉発生した。03 年はモンクロの発生な

し。しかしつくばでは 03 年にサクラに多発、ツバキにチャ

ドクガ多発。

８．オスグロトモエ（埼玉・上尾市内、庭木ネムノキ 3 年木 1
本）

9 月 19 日に幼虫初発見、10 月 20 日まで約 200 頭／ 1 本、

全葉食い尽くし丸坊主。その後幼虫の越冬地への移動を確認。

03 年は発生なし。

ツバメでイネツトムシを防除？

横須賀知之（茨城県農業総合センター農業研究所）

6 月から気温が高めに経過したため，2004 年のイネツトム

シ第 1 世代成虫の羽化は例年より 10 日程度早まり，第 2 世

代幼虫も 7 月中旬から発生しました。発生量も多く，移植が

遅いなどの理由で産卵時期に葉色の濃かった（であろう）イ

ネでは集中的に被害を受け，止葉～第 3 葉を完全に食害され

た水田も県内各地で見られました。また，近年作付けが増加

しており，多肥で移植も遅い栽培体系となっている飼料イネ

でも発生が多く見られました。ただ，飼料イネの場合は幼虫

の発生ピークが第 4 葉の抽出時期だったため，その後抽出し

た葉は正常で，見かけは回復しています。それでも収量は 2
～ 3 割の減といったところでしょうか。表題のツバメですが，

第 2 世代の羽化時期になると多数のツバメが水田の上を飛び

回り，成虫を捕食していました。そのおかげかどうかは不明

ですが，第 3 世代の幼虫はほとんど見られませんでした。し

かし残念ながら，この時期では手遅れ。第 2 世代幼虫をバク

バク食べてくれるような天敵がいると，被害も少なくて済む

のですが。

冷夏と猛暑で様変わりした病害虫

野田 聡（埼玉県農林総合研究センター園芸研究所）

2004 年の夏は例年にない猛暑で，さすがに参った。加え

て 2003 年が冷夏であったため，病害虫の発生状況も 2003 年

と大きく様変わりした。ちなみに埼玉県久喜市の私の職場に

あるアメダス観測値では，7 月の平均気温は，2003 年に比べ

て 5.5 ℃も高く，反対に 7 月の降水量は 2003 年の約 40 ％で

あった。このような気象条件の中，2004 年はハイマダラノ

メイガが多発生した。2003 年は冷夏のため，本種が好む一

年生草花のクレオメをほ場の脇に栽培したが，キャベツでの

発生はほとんどなく，薬剤防除試験では放虫せざるを得ない

状況であった。ところが 2004 年は状況が一変し，キャベツ

はもとよりハクサイ，コマツナ，ブロッコリー等々が本種の

加害をまともに受け，アブラナ科野菜受難の年となった。一

方，2003 年は冷夏の影響により，ネギのさび病が晩秋から

多発生となり，その伝染源を引き継いで，2004 年 6 月に定

植した秋冬ネギにも平年を上回る発生が見られた。ところが

その後の猛暑により，病斑は完全に消失し，9 月下旬以降は

天候不順に推移したにもかかわらず，現在までさび病の発生

はほとんど認められていない。同じく，2003 年の冷夏によ

って多発したネギの小菌核腐敗病の今後の発生動向が気にな

るところである。気象変動と病害虫の盛衰はこれまで幾度も

繰り返されてきたことであるが，その現実を目の当たりに見

たこの 2 カ年であった。

オオタバコガ防除の難しさ

内田一秀（山梨県総合農業試験場）

本県ではオオタバコガの注意報を平成 13 年から 4 年間連

続で発表している。ここ数年のフェロモントラップの誘殺虫

数は，過去の記録を毎年塗り替えている。昨年も越冬世代か

ら始まり，記録的な猛暑に見舞われた夏季にかけて増加を続

け，夏～秋季の誘殺虫数には驚愕するものがあった。

甲府盆地の夏秋ナスや八ヶ岳南麓の夏秋トマトの栽培地帯

を歩くと，生産者の「オオタバコガの被害で困っている」の

一言が会話の中で頻発する。施設の野菜栽培なら黄色光の照

射や寒冷紗の活用を強く薦めるところだが，露地の野菜栽培

ではなかなか設置困難な場合が多い。また性フェロモン剤は

果樹園や水田，住宅が混在するため使いにくい。結局，複数

の薬剤の名前を挙げ，ローテーション散布をお願いする程度

の対応になってしまう。農薬散布ばかりでない防除対策が切

望されているなか，当試験場でも黄色光の有効活用や総合的

防除体系の確立に向けて試験を進めている。

昨年多かった害虫

滝本雅章（愛知県農業総合試験場）

昨年 4 月に長久手の農業総合試験場から豊橋の東三河農業

研究所茶業グループに異動となりました。昨年の夏は高温，

少雨で茶のクワシロカイガラムシが多発しましたが，場内の

一部の茶園ではほとんど発生しませんでした。その茶園とは

点滴施肥している所で，尿素複合液肥を毎日かん水と同時施

肥しております。茶樹は夏バテせず，元気に生育したことか

ら，クワシロによる茶樹の枯れは見られませんでした。この

ことから，点滴施肥はクワシロの有効な防除手段であると思

われました。なぜ点滴施肥ではクワシロの発生が少なく，被

害がでなかったのかを茶樹の栄養状態との関連で明らかにす

ることにしています。そこで，30 年ぶりに平野千里著「昆

虫と寄主植物」を読み返しています。その中に「施肥によっ

て，まず植物体がどのような栄養状態になったかを知り，こ

れと昆虫の反応との関係を追求すべきである」と述べていま



す。この言葉を参考にして，研究していこうと思っています。

奈良県における昨夏～秋の害虫発生の特徴

井村岳男（奈良県病害虫防除所）

2004 年は空梅雨気味だったせいか，露地野菜や花き類の

ハダニの増加が例年より１カ月くらい早く，サトイモやダイ

ズもかなり派手にやられていたのですが，夏以降は台風の相

次ぐ上陸などで多雨傾向となり，いつの間にかハダニも消え

ていました。また 2003 年同様にハスモンヨトウの被害初発

も１カ月くらい早い７月頃で，その後かなり増加しましたが，

現在は終息しており，促成イチゴの被害は心配したほどでは

ありませんでした。そのほか夏以降目に付いた虫としては，

オオタバコガもやや多く，ナスやキクで被害が多かったよう

に思います。2004 年は雨に振り回されて，野外の農薬試験

が非常にやりづらかったのですが，どういう訳か奈良県は，

相次いで上陸した台風の直撃を全て免れ，ハウスが吹き飛ん

だりして試験を中断するようなことはありませんでした。古

い都のあった土地というのは何か災害に襲われにくい理由で

もあるんでしょうか？

近年の異常気象と落葉果樹病害虫の発生パターンの変化

森下正彦

（和歌山県農林水産総合技術センターかき・もも研究所）

私は 1998 年から現職場に勤務しているが，近年の異常気

象により落葉病害虫の発生時期等が著しく変化していると感

じており，この７年間に経験した事例をいくつか紹介する。

１）コガシラアワフキはカキやブドウなどの果実を加害す

るが，3 ～ 4 月の気温が高いほど果樹園への飛来時期が早ま

った（森下，2001）。これまで飛来ピークは 7 月上旬頃であ

ったが， 近は 6 月中下旬と早まり，防除暦とのずれが生じ

ている。２）春期が高温に推移すると，モモに寄生するウメ

シロカイガラムシの第 1 回幼虫の孵化時期は早まったが，夏

期が高温に推移しても第３回幼虫の孵化時期はあまり変化し

なかった（森下，2003）。３）アザミウマ類はイチジク果実

の「目」から侵入して加害する。4 ～ 5 月が高温に推移する

と初期果実（一文字仕立てでは下段の果実）の「目」が開く

時期が早まり，アザミウマ類の発生ピークと一致するために，

被害果率が高まる。近年，被害多発の年が多い。４）近年は 10
月も気温が高く推移するために，カキ「富有」が 10 月まで

チャバネアオカメムシなど果樹カメムシ類による被害を受け

ることが多い。５）2002 年は春から高温乾燥気味に推移し

たために，カキうどんこ病が多発し，「富有」では 6 月に落

葉する被害が生じた（これまで 6 月に落葉することはほとん

どなかった）。６）モモせん孔細菌病は強風雨で感染が広が

りやすい。和歌山県のモモ産地は紀ノ川流域に位置し，南西

からの風当たりが強いためにその被害を受けやすい。 1990
年以降は 4 ～ 5 月の強雨風日数が増加し，それに伴い被害が

増加した（小山ら，2001）。2004 年はこれまでで も大きな

被害を受けた。

今後，気象条件が大きく変動すると，病害虫もこれまでの

予測を越える発生パターンを示す可能性があり，これらの変

化に対応した予察方法が要求される。なお，気象が昆虫の発

生に及ぼす影響については桐谷（2001）に詳しく解説されて

いるので，参照されたい。

引用文献

桐谷圭治（2001）昆虫と気象 成山堂書店 177pp.
小山昌志ら（2001）和歌山農林水技セ研報 3:89-97
森下正彦（2001）関西病虫研報 43:45-46.
森下正彦（2003）関西病虫研報 45:31-32.

カメが，カメが，カメが・・・

堤 隆文（福岡県農業総合試験場）

2004 年の夏，殺虫剤を根から吸収させたナス（台木品種）

に集合フェロモン剤を取り付けた誘

殺装置による果樹カメムシの誘導防

除試験を実施しました。今年はチャ

バネアオカメムシの越冬量が多く多

飛来は予想していたのですが，夜見

るとナスは全身カメムシだらけにな

っていました（右，写真）。そして何

と立ち枯れてしまったのです。3 年試

験をしていますがこんなことは初め

てです。ナスは高さが 2 ｍ位になる

ので万を超えるカメムシが毎夜ナス

を吸汁したのでしょう。あな恐ろし

や。

ニュース

こんなにいるのか！！

－シクラメンハウスにおける INSV 保毒虫の頻度－

櫻井民人（東北農業研究センター）

インパチエンスネクロチックスポットウイルス（ INSV）

は 1999 年に国内初確認された後，全国に分布域を広げ多く

の花き生産に甚大な損害を与えています。国内における INSV
のベクターはミカンキイロアザミウマとヒラズハナアザミウ

マですが，前者の媒介能力は極めて高く，幼虫期にウイルス

を獲得すればほとんどの個体が成虫で媒介虫となり得ます。

したがって，ミカンキイロアザミウマが多く見られる地域で

は INSV が猛威をふるう可能性が十分あります。

とある県のシクラメン栽培ハウスでは INSV による被害が

近多発生しています。ウイルスを獲得した保毒成虫による

媒介が主要な原因の一つであると考えられたので，ミカンキ

イロアザミウマに対して誘引性のある青色粘着トラップ

（25.7 cm × 10.0 cm）を 400 坪のハウス内に 3 枚設置し，捕

捉したアザミウマ数と保毒率を調査しました。すると， 初

の 2 週間でハウス内のトラップには約 4,500 頭のミカンキイ

ロアザミウマが誘殺され，その中からランダムに選んだ 36
個体のうち約半数から INSV が検出されました。トラップだ

けでも単純計算で 2,000 頭以上の保毒虫が確認されたことに

なります。実際にはそれよりはるかに多い保毒虫がハウス内

に存在し，シクラメンを INSV の脅威にさらしていると考え

ると背筋が寒くなりました。早速，県の担当者を通じて農家

にその旨を伝え，早急に対策を講じて貰いました。

机上の計算からすれば，高い保毒能力をもつミカンキイロ

アザミウマならば今回得られた結果は何の不思議もないので

すが，実際にそれを生のデータで示してみると，「こんなに



いるのか！！」と思わずにはいられません。そして，このよ

うに現場の生のデータを示すことが，具体的な防除策を講じ

る上で生産者への説得力を持つのだと改めて実感しました。

それにしても，保毒虫率の高さには驚かされます。ウイルス

感染株へのベクター昆虫の選好性等も影響しているのかもし

れません。室内および現場レベルでのデータの積み重ねがこ

れを解明してくれることでしょう。

研究している虫の名前はだいじょうぶ？

－小蛾類の超簡易展翅法と同定依頼－

那須義次（大阪府立食とみどりの総合技術センター）

「あなたが研究している虫の名前は正確ですか？」と聞か

れて，「だいじょうぶ」と答えられる研究者は何人いるだろ

うか。研究対象の昆虫名が不正確なまま研究されている方も

少なくないのではないか。研究が進んで，学名が変更された

り，以前は１種類だとされていた種が複数種に分割されるこ

とが少なからずある。分類学は現在も進行している研究分野

なのである。研究されている虫の名前が正確でないと，せっ

かく苦労して得たデータが無駄になったり，研究者として信

用の失墜になりかねない。こんなことにならないための研究

者としての心構えと方法を以下に記したい。

１ 証拠標本の作製と保存

昆虫の種類は厖大で，日本産でも図鑑に載っている蛾が

6,000 種類ほどもある。私が研究している，ハマキガ科だけ

でも日本には 750 種以上もおり，年々，新たに新種や日本新

記録種も発見されている。しかも，ハマキガ科を含めて小蛾

類ともなれば，図鑑を見てもどれもよく似ていて，専門家で

なければ同定できない種が多い。また，前述したように，１

種類とされていた種が複数種に分割されることもある。この

ため，研究対象の昆虫標本を作製し，証拠標本（ voucher
specimen）として保存しておくことが重要となる。そして，

必要に応じて，分類研究者に同定をお願いすべきである。標

本の保存が困難なときは，（独）農業環境技術研究所の農業

環境インベントリーセンターで保存してもらえる。分類の専

門家が不明な場合も，上記センターに相談することをお薦め

する。各種昆虫標本の作製法や保存法は，『新版昆虫採集学』

（九州大学出版会）などを参照して欲しい。ここでは，本に

載っていない簡易な小蛾類の展翅法を紹介する。

２ 小蛾類の超簡易展翅法と保存

甲虫類と違い，鱗翅類は鱗粉に覆われているため，同定上

重要な手がかりである斑紋の鱗粉がすぐにはがれて同定に支

障を来すことが少なくない。まして，小蛾類（前翅の開張が

おおむね 25mm 以下の蛾）はその小ささゆえ，手荒に扱うと

鱗粉がすぐはがれてしまうことが多い。このため，絶対，シ

ャーレや三角紙に死んだままの姿で放り込まないこと。斑紋

を傷めず，同定作業に適した標本を作製するには，針刺しと

展翅は不可欠である。とくに，小蛾類は殺虫後すぐに展翅し

なければ，体が硬くなって後の処理が難しくなってしまう。

まず，毒瓶，殺虫剤（アンモニア水），昆虫針と厚めの発

砲スチロールなど（図１）を準備する。昆虫針は微針がよい

が，刺すのに多少テクニックがいる。このため，細い昆虫針

を準備する。（株）志賀昆虫普及社製の有頭昆虫針（１号以

下の細い針で，有頭針が扱いやすい）が手に入れやすいだろ

う。微針を使った方法は，駒井（2001）を参照されたい。

① 毒瓶などで蛾を完全に殺す。アンモニア水で殺すのがよ

い（死後しばらくの間体が硬くなりにくい）。数分で完全に

殺すことができる。ポイントは，完全に殺しておくこと，蘇

生すると翅が動いて傷んでしまう。殺したらすぐに次の作業

に移る。時間をおくと体が硬くなってしまう。

② 蛾の胸に針を垂直に刺す（図３）。厚めの発砲スチロー

ルに蛾の体を水平にのせ，針の頭が 1.5cm ほど出るまで，針

を押し込む（図４）。

③ その後，ピンセットを翅の下に入れて左右の翅を上にあ

げる（図５）。翅は斜めになっていても良い（図６）。翅が

あがりにくい時は，針を発砲スチロールに垂直でなく，針を

やや斜め後方に倒して，突き刺すと翅があがりやすくなる。

標本はできるだけ数多く作製しておくことが肝心。複数種混

じっている可能性があるときはなおさらである。

④ このままの状態で，乾燥させる。このとき，カツオブ

シムシやチャタテムシなどから標本を守るため，ナフタリン

などを入れた容器の中に入れておく。乾燥は数日で OK。標

本の保存はこのままの状態でもよいが，乾燥後，発砲スチロ

ールから抜き，必要事項を記したラベルを付けて，標本箱に

保管しておく。標本箱にはナフタリンなどを入れ，冷暗所に

保存する。

⑤ 同定依頼に出すときは，小さな容器に展翅標本を突き

刺して，容器毎箱に入れて送付する（図２）。発砲スチロー

ルに刺さった状態のままでもよい。標本は１個体ではなく，

低，雌雄２個体を送る（どちらか一方の性では同定しにく

いことがあるため）。雌雄が不明な時は，数個体送る。この

とき，容器を衝撃から守るため，容器を何らかのクッション

でくるむ。

この方法は，大きな蛾の展翅にも応用できる。三角紙標本

のままにしておくと，後での整理や同定依頼が困難になった

り，せっかくの標本が傷んでしまうおそれがある。

３ 同定依頼の心構え

同定を依頼するときは，先ず，電話で研究者に同定しても

らえるか，標本を送ってもよいかどうかを尋ねること。この

とき，どのように送れば良いかも聞くとよい。分類研究者は，

同定が本来の仕事ではない。同定は好意でやる場合がほとん

どである。必ず，依頼のお願い時に礼を失しないように。ま

た，同定するとき，解剖して交尾器などの内部形態も観察す

ることが多いので，標本の返却は原則として求めない。返却

するのも手間だし，お金もかかる（自費で研究している人が

多い）。

さらに，標本には，採集場所，羽化時，寄主植物等を記し

たラベルを添付すること。論文や報告書を書くときは，謝辞

の中で同定のお礼を述べるのは常識である。

私が，この小文を記した目的は，応用研究者を非難するた

めではない。私はハマキガ科の分類を研究（仕事とは別）し

ており，植物防疫所や農業試験場などからよく同定依頼を受

ける。これらが日本新記録種であったり，生態や分布などに

関する有意義な知見を得ることも多く，分類研究者にとって

有益であること，さらに応用分野にも貢献したいとの思いか

ら，できるだけ同定を引き受けてきた。しかし，中には送っ

てこられた標本を見て，あまりのひどさに唖然とすることも

少なくなかった。応用研究者と分類研究者がお互いに認め合

い信頼関係の元で，共同研究ができればとの願いからこの小

文を記した訳である。
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巻頭言

食の安全と安心

宮田 正 (名古屋大学名誉教授)

1995 年 8 月，帯広畜産大学で開催された第 39 回日本応用

動物昆虫学会大会(日本昆虫学会との合同大会)での農林害虫

防除研究会の設立以来，早くも 10 年を迎えようとしている。

第 1 回及び第 2 回大会は 100 名前後の参加者であったが，第 3
回大会以降，200 － 300 名の参加者となり，開催をお引き受

けいただく方々には大変なご苦労をおかけしているのではな

いかと心配するほど盛会であり，誠に喜ばしい限りである。

大会が社団法人日本植物防疫協会との共催になったことも，

多くの方々が参加しやすい環境になった一要因と考えられる

が，害虫防除の現場に近いところで仕事をされている方々が

多数参加され，害虫防除に関する熱い議論がかわされること

は，本研究会設立の目標実現に着実に進んでいること示して

いる。今後は，若い学生諸君にも多数参加してもらえるよう

な方策を考えることも必要であろう。

近年，健康志向の向上により，食の安全と安心に強い関心

が向けられている。この 10 年ほど，大学では教養部の解体

・4 年一貫教育の確立等により，農学部以外の学生諸君に農

薬や害虫防除に関する講義・セミナーをする機会が増えてい

る。こうした機会に，農薬残留について言及することがしば

しばあり，食の安全と安心，特に安心についての理解を得る

ことの難しさを身にしみて感じている。わが国では新農薬が

誕生するまでには，作物・土壌残留試験，安全性評価試験な

ど多くの試験を行い，農薬登録の申請，登録の認可を取得し，

製造販売される。特に，安全性評価には実験動物を用いた長

期毒性試験およびその他の毒性試験結果に基づき，動物と人

間との種差及び個人差を考慮し，一日摂取許容量（ADI）が

決められる。さらに，作物の 1 日摂取量，農薬残留に関する

データを基に，残留農薬の総摂取量が ADI 以下になるよう，

残留に関する基準が設定される。しかし，講義後のレポート

などでは，依然として，残留農薬への不安を抱いている学生

が多い。農薬の使用基準を守り栽培された農産物からは，残

留基準を超える農薬が検出されないことはいくつかの調査で

確認されており，このデータを学生に示しても，上記のよう

な結果であった。2001 年から 2002 年にかけて発覚した，い

わゆる｢無登録農薬｣の使用により，多くの農産物が廃棄処分

される事件が発生した(当時は，農薬の使用者責任は明確で

はなかったが，昨年の農薬取締法の改正により，使用者責任

が明文化された)。また，多くの農産物や食品を輸入に頼っ

ているわが国としては，輸入農産物などの残留農薬問題も影

響しているのかもしれない(この点に関しては，来年度の法

改正に向けて準備が進んでいる)。今年度の学生が，どのよ

うな反応を示すか，授業改善の効果はいかほどか，結果が待

ち遠しくもある。

特集・カメムシ類

ニシキキンカメムシその後

大久保宣雄（BASF アグロ（株））

カメムシのことなら何でもということで，ニシキキンカメ

ムシの話題を蒸し返すこととします。ご存知のように美麗な

カメムシの代表である本種の生態については不明が多かった

のですが，年 1 世代を経過し，終齢幼虫態で集団で落葉下で

越冬後 5 月に成虫となり，その美麗な姿をみせ，交尾後ツゲ

の新葉に産卵，幼虫期をツゲの幼果で生育するなど，またそ

の生息地域がツゲの古木が多い場所など，20 年以上前にど

こかで紹介していますのでご存知のことと思います。自分の

身近なある地域で大発生していることも，心ある何人かの限

定した人たちにはご案内しています。また独法中央農研の守

屋さんがまだ果樹試在住のころ，アルバイトの人とその飼育

に挑戦されたことは，残念ながらいまは廃刊となっているイ

ンセクタリウムにも掲載されています。ここでその大発生し

ているある地域の現状を紹介しましょう。そこでは相変わら

ず，ツゲノメイガの身代わりに農薬を浴びているとのことで

すが，現在そこの小学校で学童の理科教育の一環とした自然

観察に本種が活用されているとのこと。本当に子供達のため

ならよいのですが，聞いたところではなんとなく売名行為の

ようで心配な面はあります。ただ子供達が目を輝かせて観察

する姿を想像すると，自分の昔の姿をみているようで懐かし

い限りです。なおその多発している地域については土地の人

達に迷惑がかかる（現にかかってるらしい）ので今でも紹介

は控えています。

ナナホシキンカメムシの背中

増田俊雄（宮城県農業・園芸総合研究所）

6 年前の第 43 回日本応用動物昆虫学会が沖縄県で開催さ

れたとき，空いた時間を利用して那覇市内にある末吉公園を

訪れ，ナナホシキンカメムシを採集した。成虫は葉裏に集団



でいるので，たしか 10 個体ぐらいは採取できたと思う。持

ち帰ってダイズと落花生を餌に飼育を試みたが，次世代まで

は飼育できたものの，結局それ以降は絶えてしまった。 ナ

ナホシキンカメムシは光沢のある金緑色の大変に美しい虫な

ので標本にしたが，死んでしまうと美しい金緑色が鈍い青色

に変色してしまい，生前の姿は見る影もない。「やっぱり死

んでしまうとだめなんだなあ。」と残念に思っていたが，た

またま死亡虫を入れていた容器によって，色の変化が異なる

ことに気が付いた。密閉容器に入れていたものは，色の変化

があまり大きくない。ひょっとすると湿度と関係あるのかと

思い，鈍い青色の死亡虫を高湿度条件にしてみると，きれい

に発色してきた。また，水滴を青色の前翅表面に落とすと，

その部分を中心にやはり生前の色がよみがえる。前翅を切り

取って乾燥させた後でも，同様に湿度に十分反応する。カメ

ムシ屋さんはご存じのことかもしれないが，素人の私は感動

した。おそらく外表皮より内側の構造物が湿度条件によって

ごく僅かに動き，きれいな金緑色の波長光を反射させている

のだろう。

もし，ナナホシキンカメムシの皮膚構造物を人工的に作る

ことができれば，視覚的に認知できる湿度計や，子供たちを

交通事故などから守るための雨の日に派手な色に変わる雨具

やランドセルに応用したら面白い。また，雨の日に色が変わ

る自動車もできるかもしれない。でも，雨の降り始めはマダ

ラ模様になって格好悪いかもなどと空想しながら，ときどき

ナナホシキンカメムシの背中に水滴を付けて楽しんでいる。

カメムシタケ採集記

井村岳男（奈良県病害虫防除所）

我が奈良県病害虫防除所の荒井所長は，知る人ぞ知るキノ

コの専門家であり，冬虫夏草の優れた採集家です。その所長

に，「カメムシタケのつぼ」に連れて行ってもらいました。

真夏の暑い日に，森の中の道なき道をしばらく進むと，カメ

ムシタケのつぼに到着しました。林床の落ち葉の上をたくさ

んのカメムシが走り回っています。ブンブン飛び回るヤブ蚊

を払いのけながらよく観察していると，アチコチの落ち葉の

隙間からオレンジ色の小さなひょろひょろしたキノコが伸び

ています。ピンセットで丁寧につまみ出すと，その下にはひ

からびたカメムシの死体がくっついており，見事な冬虫夏草

の姿をしていました。カメムシタケは面積にして 1 ａ程度の

狭い範囲で採集され，そこら中にカメムシが走り回っていた

のですが，不思議なことに，幅 1 ｍ程度の溝を挟んだ対岸は，

同じような環境の林床であるにも関わらずカメムシもカメム

シタケも全く見られませんでした。その日は調子に乗って，

さらに森の奥まで連れて行って貰いました。所長は優れた眼

力でハチタケやアリタケなど次々に他の冬虫夏草を見つけら

れるのですが，私はいくら目を皿のようにして観察しても，

何も見つけられません。たまに何かあったと思ってつまみ出

すと，タダのキノコだったり，小さい枝だったりで，これは

奥の深い世界だとしみじみ感じました。その後も所長は様々

な冬虫夏草を見つけて来られます。仕事柄，「これは防除に

使えるのではないか？」というスケベ心もあるのですが，な

かなかじっくり取り組むヒマがありません。画期的な新発見

のためには，仕事にも少し余裕が欲しいものです。

写真左上：カメムシタケ，右上：イトヒキミジンアリタケ，

左下：ハチタケ，右下：オオセミタケ

生物農薬としての「オオメカメムシ」の実用化に向けて

大井田 寛（千葉県農業総合研究センター）

農林水産省の「先端技術を活用した農林水産研究高度化事

業」に採択され，2002 年度から実施してきた「環境にやさ

しい在来天敵オオメカメムシ類を用いた園芸作物害虫防除に

関する研究」（研究機関：千葉農総研，千葉大学，中央農研，

キャッツ・アグリシステムズ）が終了し，捕食性天敵オオメ

カメムシの生物農薬としての実用化に目途がついた。本研究

では，オオメカメムシの生態解明，大量増殖法及び品質保持

技術の確立，害虫防除技術の開発を行い，イチゴのアザミウ

マやハダニ，スイカのアブラムシ等に対し高い防除効果が得

られることを明らかにした。オオメカメムシには，①在来種

であり万一逃亡しても生態系への影響が少ない，②複数種の

害虫を捕食できる，③植物や生きた餌を用いずに増殖できる，

などの特長があり，実用化による環境保全型農業への貢献が

期待される。今後は農薬登録のための試験を実施し，イチゴ

のアザミウマ類に対する 2008 年度中の登録取得を目指し，

翌年度中には野菜類のアザミウマ類へ適用拡大する予定であ

る。

カメムシと貧乏試験グッズ

本田善之（山口県農業試験場）

ウンカの予察にはまっていた時には，予察灯，黄色水盤，

ネットトラップ，捕虫網，網室など調査用具がほぼ確立して

たので，自分で試験用具を作製する機会は少なかったが，

近カメムシの生態解明にはまって試験用具を自作する機会が

増えました。クモヘリカメムシとホソヘリカメムシを調べて

いるが，トラップ，室内試験用具，飼育用具などである。研

究者の中には器用な指師？がおられて立派な用具を自作され

ているのを見かけますが，私はそれほど器用でなく，モット

ーは「いかに安く機能的につくるか」です。貧乏研究生活が

長いため，染みついたせこさはありますが，ねらい通りの成

果が得られたときと同じくらい楽しいのがこの機材自作で



す。得られるであろう成果を妄想しつつ機能性を追求してこ

つこつ作成する快感は何とも言えません。 近お気に入りの

アイテムは，ダンボール，結束バンド，マジックテープです。

ダンボールは加工しやすく，イメージ通りに造形でき湿度も

調整してくれます。門司植防ではアルファルファタコゾウム

シの飼育に効率がよいことからダンボール飼育箱を利用して

いるのを見たことがあります。安くてゴミ処分もしやすい優

れものです。 近急に普及したのが結束バンドです。ビニー

ルのひも先に穴があり，通して締めると固定されるアレです。

今まで針金でシコシコ締めていたものは 近ほとんどこれに

変わりました。100 円ショップでも売っており，しっかりと

固定されます。意外に使えるのが，マジックテープ。バリッ

と剥げるアレです。思ったよりしっかりと固定でき，着脱可

能とする部分には欠かせません。果樹ではカブリダニのファ

イトトラップにも使われてます。カメムシと関係ない？ 後

にすこし書きますので許してください。山口ではクモヘリカ

メムシはエノコログサが好きなようで，エノコロで大発生し

てイネへは「おまけ」で来る感じです。よってエノコロとイ

ネとクモヘリの 3 角関係のため複雑で，エノコロでの発生量

はイネの被害には役立たないのが現状です。被害をおおまか

に降雨条件で予測できるシステムを昨年発表しましたが，裏

付け作業に苦慮しております。広域にはほぼ，使えるレベル

にあると私は思うのですが，熊本やつくば，茨城ではクモヘ

リの発生推移が異なることがわかっており，どこまで使える

かは検討する必要があります。ホソヘリカメムシはダイズが

大好きでダイズ以外のマメ科雑草での発生ピークとはあまり

関係なく？ダイズが開花すると，そのうち勝手に増加します。

しかし，どうやって開花した時期を判断してるでしょうか？。

これも侵入生態を解明し，集合フェロモン等を活用して効率

防除できないか検討してます。難しくて当分やめられそうに

ありません。でも，おかげで機材自作の楽しみは続けられそ

うです。

斑点米をつくらない斑点米カメムシ？

小嶋俊彦（滋賀県高島県事務所農産普及課）

イネクロカメムシは，昭和 50 年(1975 年)頃までは，全国

の 30,000ha 以上の水田で発生していたが，その後，減少傾向

を示し，昭和 59 年(1984 年)には 5,000ha を切った。しかし，

平成 6 年(1994 年)に増加に転じ，平成 16 年(2004 年)は，水

稲作付け面積の 1.4 ％に当たる 23,000ha で発生した。滋賀県

での発生も，平成 8 年(1996 年)から増加し始め，平成 16 年

は水稲作付け面積の 20 ％に当たる 7,000ha で発生した。これ

は，千葉県に続く発生面積である。本県は，過去 30 年間で，1
位 6 回，2 位 16 回，3 位 5 回というイネクロカメムシ多発生

県である。全国で発生面積が多い県は，千葉，滋賀，香川，

三重，福岡，徳島。一方，被害面積が多い県は三重，滋賀，

京都，福井，福岡，徳島である。

本種は，稲の穂を吸汁加害し，斑点米を発生させる斑点米

カメムシ類 65 種の 1 種とされており，平成 10 年(1998 年)以

降の斑点米カメムシ類の多発生と重なったことから，斑点米

発生に関与していることが懸念された。しかし，多発生して

いるほ場では，茎葉の枯死や白穂，穂枯れなどは多かったが，

斑点米の発生は少なかった。平成 15 年(2003 年)に行った放

虫試験でも，出穂期から 3 週間の吸汁加害では斑点米は発生

しなかった。これらのことから，イネクロカメムシが斑点米

を発生させる危険性は低いと考えられた。

余談ではあるが，滋賀県では過去に衰退した水稲害虫が，

再び主要害虫に返り咲く事例が認められている。イネクロカ

メムシもその一つであり，他にはニカメイガとコバネイナゴ

がいる。このような現象が認められるごとに，原因が問われ，

低毒性薬剤の使用，防除回数の低下，薬剤抵抗性の発達，地

球温暖化など，苦慮して推測はすれど確信は得られない。

斑点米カメムシ類とイネクロカメムシの発生生態および防

除対策について，滋賀植物防疫 47 巻第４号，48 巻第 4 号に

それぞれまとめているので，参考にされたい。

滋賀県で増加しているイネカメムシについて

保積直史（滋賀県農業技術振興センター）

滋賀県では 近イネカメムシによる斑点米被害が増加し問

題となっています。昭和初期頃は，イネを加害するカメムシ

として も重要な種とされていましたが，近年ではその密度

は非常に低くなり，あまり見かけなくなっていました。それ

が，ここ 4 ～ 5 年の間に再び被害を出し始めました。発生地

域は県南部の山沿いが中心ですが，年々被害地域が大してい

ます。これらの地域は，高齢化も進んでおり早生対応の共同

防除しか行えない状況です。そのため，早生刈り取り後の中

生以降の品種がイネカメムシに集中加害を受け，大きな被害

となっています。イネカメムシはイネへの依存度が強いと思

われ，越冬地より水田畦畔を経由せずに直接本田に飛び込む

傾向があります。そのため，その他斑点米カメムシ類のよう

に畦畔管理での防除ができず，薬剤による防除を行っていま

す。イネカメムシが急に増加した原因は今のところ不明です

が，防除体系の変化や近年の高温化，越冬地である山間部の

変化など様々なことが複合しているのだろうと思います。今

後，これらを踏まえ検討していく必要があると考えています。

宅地開発とカメムシの大発生

中村 元太 （ダウ・ケミカル日本株式会社）

中学 2 年生のとき，私たち家族は近くに出来た新興住宅街

に引っ越すことになった。新居は山を崩し，雑木林を切り開

いた大きなため池のそばにあった。その池の周囲にはクヌギ

などの広葉樹が残り，その奥には手つかずの山も残っていた。

静かな環境で大変気に入っていたのだが，夏ごろからだった

か，池に面した我が家の壁にぽつぽつとなにやら虫が張り付

くようになった。よく見るとクサギカメムシである。日ごと

にその数を増し，秋には我が家の西向きの壁一面を覆いつく

す勢いで，その数は悠に 1,000 を超えていた。ご近所もさぞ

お困りかと思いきや，壁の色が茶色かったせいか，我が家に

のみ集まってきた。こうなると平気で部屋の中にも侵入し，

ものすごい臭いを撒き散らした。とうとう私が虫好きという

ことでだけでカメムシ駆除を命ぜられてしまった。蝶の大発

生ならまだしも，カメムシは勝手が違うと思いながら殺虫剤

で虫を殺すという発想のなかった私は，意を決っして顔にタ

オルを巻きビニール袋を手に持って 2 階の窓から屋根に上が

って壁に張り付いたカメムシをその袋の中に回収して回っ

た。5 分もするとビニール袋は回収したカメムシでずしりと

重くなった。逃げ場を失ったカメムシは臭線から臭い成分を



出しその性でテカテカ光り，お互いの臭いで麻痺してしまい

動きも鈍くなっていた。私も同じくフラフラになりながら這

這の体で屋根から引き上げた。しかしこのような努力をして

も翌日には元通り壁一面にびっしり張り付いていた。結局こ

のような大発生も 3 年ほど続いた後収束し，クサギカメムシ

の姿もほとんど見ることはなくなった。因果関係ははっきり

しないが，宅地開発による森林の破壊が自然界に大きな変化

を与えた結果を，身をもって体験した気がする。

ツマグロアオカスミカメ採集記

新藤潤一

（青森県農林総合研究センター

フラワーセンター 21 あおもり）

近年，キクやヒマワリでカスミカメムシ類による被害が現

地で目立ってきています。

そんな状況もあって，今年，キクのカスミカメムシ類の委

託試験を受けることになり，ゴールデンウィーク明けの 5 月

9 日，試験用に接種するためのツマグロアオカスミカメ幼虫

を採りに行きました。目指すは，事前に調べておいた，殺虫

剤散布をしていないブドウ園（県南果樹研究センターの村井

さんは，「きたないブドウ園」と呼ぶ）。村井さんが教えて

くれた採集方法は，1 頭 1 頭超極細の絵筆でからめとって，

ブドウの芽（エサ）を１つ入れたフィルムケースに次々と入

れていきます。村井さん達は実に上手に採集するのですが，

カメムシの動きは素早く，また，ちょっと力むと幼虫がつぶ

れてしまい，これがなかなか難しい。さらには，せっかく捕

まえた幼虫がフィルムケースをはい上がり逃げて行くではあ

りませんか！ 採集第 1 回目は気温が非常に低かった上，生

息場所となるブドウの芽がまだ固い状態で，10 頭採るのが

やっとでした。試験失敗かとしばらく夢でうなされました。

そこで１週間後に再チャレンジ。今度はたくさん寄生してい

るのですが，採集方法に慣れていなかったため，採集できた

のは目にした幼虫の半分くらい。なんとか 3 人で 2 時間かけ

て約 200 頭の若齢幼虫を確保することができました。この時，

吸虫管で吸ったら楽かも？と思い，採集第 3 回目は吸虫管の

先端にカメムシサイズに先をカットしたチップを取り付けて

吸ってみたところ，この作戦が大成功。面白いように幼虫は

たまっていき，約 1 時間で 1 人で約 200 頭採集できました。

これら幼虫を金曜日の晴天のハウスの中で，こつこつとキク

150 株の 1 株 1 株の先端部に絵筆で 2 ～ 3 頭ずつ乗せていき

ました。休み明けの月曜日，キク先端部分の葉にカスミカメ

による吸汁害を確認したときは，思わずガッツポーズでした。

ニュース

ＢＴ剤の殺虫活性と幼虫齢期の関係についての一考察

浅野昌司（茨城県牛久市）

いわゆる BT 剤の害虫に対する防除効果は，一般に，若齢

幼虫ほど高いと考えられてきたし，実際の使用場面でもその

考え方が定着していると思われる。しかし，室内試験で調べ

られた BT 剤の殺虫活性と幼虫齢期の関係について，いまま

での報告事例を検討してみると，多くは鱗翅目昆虫の事例で

あるが，幼虫の齢別 BT 感受性は大別して 1）齢期に対応し

て低下する場合と，2）齢期に対応しない場合の 2 つに分け

られる。調査した 59 事例のうち，前者が 41 に対して後者は

18 で，前者の方が報告数は多いが，後者の報告も少なから

ずあることは意外であった。前者の 41 例の内，単に 2 つの

異なる齢（あるいは齢群）間で比較されているのが 28 例で，

異なる 3 つ以上齢期で比較されているのはわずかに 13 例に

過ぎなかった。また，後者の 18 例の内，3 つ以上の齢で比

較された結果で，特定の齢が も感受性が高いとされたのが

10 例あった。残りの 8 例は 2 つの齢期での試験も含めて齢

間に大差がないとされた。

幼虫齢期と BT 感受性の関係は昆虫の種類によっても異な

るが，同種の昆虫でも投与方法が違うと結果が異なる例や，

同種の昆虫で，かつ，投与方法も同様な場合でも結果が異な

る例が報告されている。さらに，BT 剤の種類や，評価方法

によっても結果が異なることがあるので，幼虫齢期と BT 感

受性の関係は簡単ではなく，時に複雑怪奇にさえ思える。

こうした齢別 BT 感受性の多様性の原因には各試験例の多

くで個体あたりの投与量（あるいは BT 摂取量）が不明なこ

とが考えられる。葉片浸漬や飼料混入法では個体あたりの BT
摂取量の推定は容易でない。個体あたりの BT 摂取量が推定

が可能な小滴飲下法を用いて齢別 BT 感受性が調べられた結

果では特定の齢でもっとも感受性が高いと報告された例があ

る。また，多くの場合は飼料混入法を用いて致死活性（LC50）
をもとに比較されているが，葉片浸漬法による摂食阻害活性

（EC50）をもとに比較すると結果が異なって，前者では齢

に対応して感受性が低下するとしたが，後者では齢間に差が

ないとする例も報告されている。

それ故，幼虫齢期と BT 感受性の関係は BT 剤の種類，試験

方法および評価方法によって異なり，研究者によってもその

評価が異なることがあるので，結果を比較する場合はこれら

の試験条件の違いを考慮しなければならない。そして も重

要なのは幼虫齢期と BT 感受性の関係を調べる目的であると

考える。私見であるが，1）害虫防除が目的であれば，試験

方法は葉片浸漬法を用い，調査は致死活性（LC50）に代え

て摂食阻害活性（EC50）で比較する。2）新規な BT 剤の開

発や品質管理が目的の場合は飼料混入法を用い，致死活性

（LC50）か，発育阻害活性（EC50）で比較する。3）BT 剤

の作用特性の解明が目的の場合は小滴飲下法を用い，個体当

たりの致死量を推定する致死活性（LD50）で比較する。幼

虫齢期と BT 感受性について検討される時になんらかの参考

になれば幸いである。

ちょっと気になる農薬のはなし

千本木市夫（群馬県農業技術センター）

群馬県においても上記のような小誌を食品安全課から発行

しました。ヤマノイモやナシにおける無登録農薬の使用に端

を発した農薬問題は，その後，作物から無登録農薬の検出や

防除歴における農薬濃度の誤記載などがあり，担当者の行政

処分にまで発展してしまいました。そんな中で食品安全課が

中心となって，昨年 5 月に消費者のための農薬読本を作成す

る 10 名のワーキンググループが結成されました。小生もそ

の中に加わり，データの収集や，原稿の作成を担当しました。

編集者の中に地元の新聞記者も入っており， 初はフリート

ーキングといってもなかなか意見がまとまらず，どうなるこ

とやらと思いました。3 回目の会議から原稿作成となり，出



来上がった素案を今度は消費者代表の 6 名の「ご意見番」の

方々から意見を頂き，修正を加えつつ，裏付けのあるものは

基本線を崩さないで，5 回目の会議でほぼ原稿が完成しまし

た。しかし，それからもデータの裏付けの再確認や，校正で

何回もやりとりを行い，本年 3 月にようやく発行の運びとな

りました。自画自賛ですが，なかなか良くできていると思い

ます。この小誌の 大の功労者は食品安全課の松井香理さん

です。ここに名前を記して労をねぎらいたいと思います。な

お，価格は 320 円です。

虫捕りと農薬

児玉 洋（日本農薬（株）総合研究所）

5 月 15 日の朝日新聞の天声人語で虫捕りへの偏見につい

て触れられていた。保育園の先生が園児を虫捕りに引率して

いたら，通報されてパトカーが来た事例。虫捕りをしていた

高齢の愛好者を指差し，「あの人は自然破壊をしているのよ」

と若い母親が子供に教育していた事例が挙げられていた。今

更小生が言うまでもなく，虫捕りだって世の中の役に立って

いる。この研究会におられる方の多くが子供の頃に虫捕りを

嗜まれたのではないだろうか（今でも熱心な方も多そうです

が…）。その経験がなければ今の自分は果たしてこの仕事を

していたのだろうかと思う人も少なくないはずである。また

著名な科学者にも科学への興味のきっかけが虫捕りだった話

も多いと聞く。その虫捕りが存亡の危機ではないか。理解あ

る教職員の減少，ゲーム漬け（虫捕りゲームなるソフトもあ

る），外国産のカブトムシやクワガタムシの販売（しかも安

くてかっこいい），チョコエッグのおまけ（あんまり関係な

いか）等様々な要因があると思われるが確かに虫捕り人口は

減りつつある。先日，愚息（小学 4 年生）の友達が珍しく大

挙？（5 人）してやってきた。何でもチビクワガタを捕りに

行くそうだ（ちょっとマニアック）。3 年ほど前に捕り方を

教えてやったのを愚息が流行らせたようだ（春先の半月ほど

のブームで終わったようであるが…）。日頃ゲーム漬けの毎

日を送る子供達にとっても面白かったのであろう（ゲームに

勝った？）。少々うれしかった。このように虫捕りは子供達

の交流にも十分役立っているのである。ただし，虫捕りにも

ルールやマナーがあり守らなければならない。このＧＷ，某

有名わさび園での出来事。階段に使われている木の朽ちた部

分を愚息が蹴りまくっているではないか。「こらっ！」こん

なところで虫捕りをするものではないことを強く戒めた（な

お木の朽ち加減は 高の状態であった。子供なりに学んでい

くんだなと思いながら直しておいた。ちょっと親ばか）。こ

のように虫捕りにもマナーがあり教育する必要がある。虫捕

りは自然破壊と言われるのもマナーが守られていないケース

があるためであろう。希少昆虫に対する採卵，伐採，トラッ

プ（昆虫採集三悪？）等の乱獲行為は慎む必要があろう。よ

うするに良識さえ守っていれば虫捕りなんぞなんら問題はな

いと小生は考える。今の世の中，根拠もなく全てが悪いと決

めつけ禁止にしたがる話が増えてきているように思う。守る

べきものは守り理解してもらわなければならない。何となく

昨今の農薬事情とよく似ているように思う。虫捕りと農薬，

両方に関係する小生は世間では極悪人なのかもしれない。

有機栽培から学ぶこと

國友義博（山梨県病害虫防除所）

本県では，環境保全型農業を推進していく中で，減化学肥

料・減化学農薬栽培に関する技術開発や実証試験が行われて

いる。

しかし，減化学農薬とは言っても，散布回数や使用量を減

らすだけでなく，いわゆる総合病害虫管理技術（ＩＰＭ）を

構築していくことが必要なことは，ここで言うまでもない。

私が，常日頃考えていることは，化学農薬に代わる様々な

防除方法がある中で，害虫の防除に土着天敵を利用し，いか

にそれを保護して，圃場に生息させていくか。また， 近は，

バンカー植物の利用が既に始まっているが，土着天敵を生息

させるため圃場の雑草をいかに効果的に管理していくか。こ

れら一連の，天敵，害虫，植生さらには作付け体系，立地・

気象条件等，圃場を一つの生態系と考えて，病害虫防除を行

いたいと考えていた。

そのような中，本県では八ヶ岳山麓の峡北地域において，

有機栽培（無農薬）を行う農家の方々が数十農家おり，ある

圃場を見させていただいたところ，作付けではトマト，ナス，

ピーマンといったナス科作物を混植し，畝間や圃場周辺は雑

草を適度に刈り払い，裸地がない状態で，病害虫は発生する

ものの，病害や虫害が不思議とある程度抑えられており，数

多くの天敵も確認された。

このような有機栽培圃場において，害虫及び天敵の種類と

それらの発生消長を調査するとともに，圃場内や周辺の植生

及び作付け体系から，土着天敵が生息できる環境を究明し，

「土着天敵を利用した害虫管理」を有機栽培圃場から学んで

行きたいと考えている。

当研究会の会員の方々から，ご指導，ご意見や，「土着天

敵を利用した害虫管理」に関する試験研究や事例をご紹介い

ただければ幸いである。

オーストラリア稲作の害虫・天敵相スケッチ

平井一男（（独）農業生物資源研究所）

「端境期にオーストラリアの新米が食べられます」のキャ

ッチフレーズで宣伝している豪州の稲作は栽培から米調整ま

で高度に機械され世界一の単収（1ha 当たり約 9 ﾄﾝ）・良質

米，低コスト生産を実現し約 90%を世界中に輸出していると

聞く。作物保護の実態はどうなのか。シドニー西方約 600km
にあるニューサウスウエールズ州の水田地帯を昨年訪問し，

出穂直後の水田で害虫，天敵相などについてわずかな知見を

得たので記述する。

稲作面積は日本の１割弱。生産量は世界の 0.2%（面積は

0.1%に満たない）。豪州には明治年間に日本人が稲作を紹介

したが，米の収穫開始は 1925 年，輸出は 30 年以降。2.5 千

戸の栽培者が約 15 万 ha に９月上旬に直播，2 － 5 月に収穫，

籾収 120 万ﾄﾝ。80%はジャポニカを栽培。生産者は収穫籾１

トン当たり数ドルを水稲研究費として研究機関に拠出してい

るとのこと。

気候的には年降水量約 400 ㍉で水不足であるが，河川から

灌漑水を導入している。病害虫・雑草の発生については，乾

燥気候なので病害は少なく，雑草と害虫が防除対象で，除草

剤と殺虫剤の使用適否が生産要因の一つという。農薬につい



ては日本と同じく安全使用－ヒト・非対象生物・環境への二

次的影響の回避。排水地への残留回避。効果的な使用－効果

的な雑草防除と除草剤ローテーションによる抵抗性発達回避

などに注意している。

出穂直後のインデｲカの現地水田で，捕虫網 50 回振り（2
回の平均）で，ハモグリバエ（15 個体），イナゴ（8），カメ

ムシ類，アザミウマ類，アワヨトウ（ 2），ヒメトビ（ 2），
アザミウマ（6），シラホシカメムシ（4）のほか，イトトン

ボ類（10），サシガメ（1），カブリダニ（2），トリコグラマ

（4），ハナカメムシ（3），pollen beetle（5），寄生蜂類，捕食

性昆虫，クモ類が多数捕獲された。日本国内に比べウンカ・

ヨコバイ類は少なく，イネミズゾウムシとスクミリンゴガイ

はいなかった。水棲動物では water snail （平巻貝科）は 80 個

体／ 50 × 50cm，back swimmer（マツモムシ）は 9 個体を数

えた。外来生物の侵入は常に警戒しているという。

防除費は生産費の 20 － 25%を占めるという。総合的雑草

管理 IWM が行われ，広大な水田の配置，輪作など耕種的方

法，除草剤を組み合わせている。薬剤はヒエ類，タマガヤツ

リの空中散布にはモリネート，サターン，ベンゾフェナップ，

ベンスルフロン MCPA，バサグランなど，乾田直播のドリル

播きには播種前に 1 年生植物対策にラウンドアップ，ヒエに

はグラモキソン，モリネートなどが推奨されている。

害虫類ではユスリカ防除（乾田直播苗立ち阻害）に対してフ

ィプロニル，マラソン，トリクロロフォンなどの処理種籾の

航空機播種と処理後の効果確認による再防除の要否判定。播

種後湛水田空散はマラソン，ダーズバン，トリクロロフォン，

ダイアジノンなど。ヒメハモグリバエ防除は本田湛水空散 10
月－ 12 月にトリクロロフォン。アワヨトウの防除には開花

後にトリクロロフォン，マラソン，ダーズバンの空散。苗捕

食の水棲ヒラマキガイは休閑輪作が個体群減少に有効である

が，多発時には 12 月に硫酸銅散布。発芽障害を起こすミミ

ズは休閑乾燥で個体群減少可能などが害虫対策指針に挙げれ

れている。

地域内のヤンコー農業研究所は州立であるが，水稲につい

ては育種，栽培，環境の総合研究を行っている。昆虫部門で

は，直播籾食害で問題になっているユスリカ類ならびに淡水

貝類の制御法と，農薬散布が有用生物や水棲生物に及ぼす生

態毒性研究，殺草性微生物遺伝子導入イネカルスがユスリカ

に及ぼす影響を研究していた。作物保護については研究者層

がうすく未着手の分野が多いとの印象を受けた。しかし米生

産の潜在能力は大きく輸出産業としていつでも供給可能とま

だまだ余裕がありそうに見えた。
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シジミの名産地

小田九二夫

(山形県農業総合研究センター農業生産技術試験場庄内支場)

4，5 年前，我がキッチンガーデンでダニが大発生した。

このときはカタバミに（カタバミハダニだったのか？）びっ

しりついていたため，残しておけばダニを引き受けてくれる

に違いないと考えカタバミむしりをやめた。

2 年前からカタバミを食草にしているヤマトシジミが発生

するようになり，昨年は初夏から秋まで大発生した。ヒッチ

コックの「鳥」を彷彿させ，母は気味悪がっているが，私は

気に入っている。

シジミチョウ科の仲間は偏食家（昆虫の仲間ではこちらが

スタンダードか？）が多く，チョウセンアカシジミの食樹は

モクセイ科のトネリコ，ヤチダモ，コバノトネリコに限られ

ており，我が家のヤマトシジミもカタバミしか食さない。草

むしりをしているときに葉から落っこちた幼虫を見ることが

あるが，モニモニしてかわいらしい。もちろんカタバミの葉

に帰してやる。

ダニはどうなったか？今は，ダニ対策で果樹や一部のナス

科野菜にゴキブリホイホイの粘着液をまいている。ダニはも

ちろんアリも登らないため，アブラムシにも大変効果がある。

テントウムシ，ヒラタアブ，クサカゲロウと戦うアリがいな

いため，春先は，アブラムシが繁殖するが，いつのまにかい

なくなる。今年は，特に春先多かったので，梅の木はヒラタ

アブの蛹と抜け殻，テントウムシの蛹と抜け殻だらけになっ

た。でも，今年はウドンゲ（クサカゲロウの卵）を見ていな

いような・・・・。
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巻頭言

現場は宝の山だ

阿久津四良（日本大学生物資源科学部）

農林害虫防除研究会は 1996 年 6 月の第 1 回大会以来すで

に 10 年を経過し，それぞれの時代を反映した様々なテーマ

のシンポジウムが開催され，また，同時に数多くの一般講演

も発表されている。これらほとんどのテーマは作物生産の現

場に密着した内容であり，得られた成果は大なり小なり現場

の問題解決に役立つ事柄である。この生産現場に軸足を定め

た試験研究の推進，情報交換は本研究会の方針であり，今後

とも継続されるであろう。

「現場は宝の山だ」，こんな言葉は農業生産の現場周辺で

はあまり耳にしたことはない。事実そんなことを言えば，「？

なに それっ」という反応が返ってくるのがおちだ。だが，

実際に現場は「宝の山だ」であることの実感者にとっては，

現場は単なる現場ではなくなり，新たな発見の宝庫となる。

自ら現場へ脚を運ぶことにより，その現場の変化と流れを肌

で感じさせ，自己の固定概念の殻を打ち破り，新鮮な感覚を

保ち，ものの見方・考え方を変えさせてくれる。現場が問い

かけ，何をなすべきか，手がかりを教えてくれる。現場はや

さしくはない，一見なんでもないことから，その手がかりを

探りださねばならない場合もある。

一体「現場」とは何か，まさに作物生産の現場であり，技



術支援側の人間にとっては自らのフィールドであり，更に，

栽培のプロが運営する生産圃場が対象となる。生産者にとっ

ては自他の圃場であることはいうまでもない。それでは「宝」

とは一体何物なのだろうか。視る者の感性により，宝にも見

え，また，がらくたにも見える。それは単なる新知見に過ぎ

ない場合もあるだろうし，現状の技術改良・改善につながる

発見かもしれない。生産サイドのニーズ解決に役立つ重要な

ヒントになる場合もある。研究や普及に携わる技術支援者は，

やはり足繁く自ら現場に立ち，自己の眼で状況を把握するこ

とが大切である。それとともに，生産者との話の中から，生

産者自身が今何を考え，何を求めているかを汲み取っていか

ねばならない。これに対し，生産者自らのスキルアップも勿

論必要であろう。

現在は輸入自由化の進展により，生鮮食料品の更なる輸入

増加，地球規模の人と物の活発な動きとスピード化に伴い，

従来わが国では未知の昆虫，病原菌などの有害な生物が持ち

込まれる機会が一段と増えている。このような事態に対し，

植物検疫関係機関の尽力により有害動植物の国内侵入が阻止

されている。しかし，残念ながら検疫網を掻い潜り，わが国

に定着し問題化したアザミウマやコナジラミなどの微小昆虫

も少なくない。アザミウマ類，コナジラミ類などは植物体そ

のものに対する食害だけでなく，植物ウイルスの媒介昆虫

（plant virus vector）として重要視されている。これらの微小

害虫の発生や異常検知は，きめ細かな現地巡回と生産サイド

との頻繁な情報交換により早期発見が可能となる。現在，ピ

リプロキシフェンやイミダクロプリドなどの殺虫剤に対し高

度抵抗性を有するタバココナジラミ（Biotype-Q）の国内発生

が確認されている。このような中で，生産現場の現状把握は

関係者の急務とも言えるだろう。

このような「現場を知る」ことは，直接的に技術支援に関

わる人達だけでなく，もの作りの実学を教育する教育機関に

おいても益々必要性を帯びてくるのではないだろうか。

ニュース

育苗箱施薬用浸透性殺虫剤に対する

ツマグロヨコバイの薬剤抵抗性

永田 徹

ツマグロヨコバイの有機リン剤，カーバメート剤抵抗性対

策では我が国は過去に辛酸をなめたわけですが，近年では育

苗箱施薬が広く普及し，本種を含めた本田初期稲害虫対策と

してほぼ完璧に機能していることは喜ばしいことです。稲害

虫に対する育苗箱施薬はダイシストン粒剤からはじまり，こ

れまで種々の浸透性殺虫剤がつかわれてきました。このよう

に浸透性殺虫剤が経口的経路だけから虫体内に摂取されるば

あいに発現する抵抗性に関心を持ち，1980 年ごろから九州

農試で人口膜（パラフイルム）を介した投与により致死作用

と平行して吸汁抑制作用の両面から検討して来ました。今般

JICA の稲研究者研修コースでつくば国際センターに 1 年滞

在したタイ農務省の Jirapong 氏らとの共同研究で短期間にま

とまりのあるデータが得られました。当初は韓日合同応用動

物昆虫学会議 2003（釜山）で発表する予定でしたが，結局

タイの学術誌 ScienceAsia への投稿となり， 近号に掲載され

ました。この掲載誌は我が国では馴染みが薄いので，この誌

上で紹介したいと思います。なお ScienceAsia は電子ジャーナ

ルですので，http://scienceasia.tiac.or.th/ で掲載論文の pdf フルテ

キストにアクセスできます。

1998 年以降に採集した鹿児島産抵抗性系統と宮城県産感

受性系統および茨城県産中間系統の 3 系統のツマグロヨコバ

イを用い，ダイサルフオトン，カルタップ，プロパフオスお

よびイミダクロプリドの致死作用カーブと吸汁抑制作用カー

ブから 48 時間後 LC50 と FI50（48 時間後甘露重量から得た 50
％吸汁抑制濃度）をパラフイルム法で求めて系統ごとに反応

を解析しました。

供試 3 系統の LC50 の範囲は，ダイサルフオトン（0.8 － 529
ppm），プロパフオス（0.2 － 201 ppm），カルタップ（2.6 － 9.9
ppm），イミダクロプロプリド（0.03 － 0.08 ppm）であり，系

統間差異はダイサルフオトン，プロパフオスでは顕著でした

が，カルタップ，特にイミダクロプリドではほとんど差がみ

られません。また，イミダクロプリドがほかの３薬剤よりも

格段に低い致死濃度を示しています。また，ウイルス媒介と

関連があると考えられる吸汁抑制作用を示す FI50 はダイサ

ルフオトン（10 － 93 ppm），プロパフオス（1.2 － 5.4 ppm），

カルタップ（0.7 － 2.7 ppm），イミダクロプリド（0.001 － 0.002
ppm）であり，カルタップ，イミダクロプリドは致死濃度域

以下の低濃度で明らかな吸汁抑制作用が発現していることが

わかりました。このように，ネオニコチノイド系のイミダク

ロプリドの有効濃度域ならびに作用特性が他の供試薬剤と著

しく異なっていることが注目されます。

タイの農薬リスク管理 / おかめ八目

岩谷宏司（千葉県 JICA-SV の会）

着任して間もなく同期ＳＶの奥様から「タイの食べ物は安

くて美味しいけれど残留農薬は大丈夫ですか？」との質問を

受けた。タイに限らず東南アジアでは作物によって地域によ

って，乾期には害虫が雨期には病害が多発して農薬が頻繁に

使われることがある。しかし分解が早い薬剤は使用頻度も多

くなりがちで農薬の使用回数とその残留は必ずしも比例して

いない。農薬の残留基準はそれを一生食べ続けた場合の数値

に基づいているので，偏食せずに，旬のものをいろいろと食

べている限り心配することはないと思われる。“Bangkok Post
” 2003/07/07 によれば有機栽培，無農薬の表示もあまりあて

には出来ないという。有機栽培の野菜からも農薬が検出され

る理由として，１）天然活性物質と称するものに成分として

合成農薬が入っている ２）農薬を使うまいとして散布適期

を失し，余計に農薬を使ってしまう ３）虫のリサージェン

スや薬剤抵抗性の発達などが考えられる。

タイのＭＲＬ設定の詳しい事情を知るよしもないが，おそ

らく甘い国際基準 Codex の値をそのまま取り入れているのだ

ろう。農薬の登録制度がある限り，その使用は規制を受け，

どうすれば残留値が基準内に納まるのか明確に示さなくては

ならない。高温多雨の南国タイでは，散布された農薬は一般

に分解し易いと考えられている。にも拘らず，どうしてこれ

ほど高い比率で農薬が検出されるのだろう？

タイには「どの作物のどんな病害虫に対して，どの農薬を，

どんな濃度薬量で，何回，収穫前何日まで，どのように使用

するのか」といった安全使用基準に関する情報が全く無い，

少なくとも農家にはそれが伝わっていない。残留基準設定の

根拠となる残留分析という大切な作業がスッポリと抜けてし



まっているのかもしれない。そう考えると新聞に報道された

「野菜の 60 ～ 88 ％から農薬を検出」の背景が見えてくる。

トレランス（残留基準）は農薬メーカーが提案する，先進

国では当たり前のことが植物防疫の担当者に浸透していな

い。農薬など科学技術が進歩するほど専門家の責任は重く，

何が問題で何をすべきかについての具体的なコメントが求め

られている。帰国して丸一年，農薬がタップリ残留している

と云われるタイの食べ物があんなに美味しかった理由だけは

いまだに良く判らない。

食品スーパーで見かけた真っ黒なドリアン，コナカイガラ

ムシの排泄物にスス病菌が繁殖？合成ピレスロイド（ジェネ

リック）の多用によるリサージェンス現象ではないかと思わ

れる。

プラタナスグンバイの侵入確認と「心配事」

中野 潔（新潟県病害虫防除所）

昨年，新潟県でプラタナスの害虫「プラタナスグンバイ（写

真）」が初確認されました。この虫は北アメリカ原産で，日

本では 2001 年に愛知県で初確認され，その後関東～九州に

分布を広げていました。体長 3 ㎜程度ですが，拡大するとな

かなか美しい虫です。

新潟県内では，新潟市全域

と長岡市の一部で確認されま

したが，県の北部，西部，佐

渡では確認できませんでし

た。新潟市でも，プラタナス

の本数が多い（ 15 本以上ま

とまってある）ところでは見

つかりますが，1 ～ 2 本しか

ない「飛び地」では見つかっ

ていません。また，同一地点

でも，発生の片寄りが激しく

て樹による密度差も大きく，

侵入して間もないことがうか

がえました。

この虫はプラタナスでは急

激に増えて，吸汁害により葉が白くなってしまいます。プラ

タナス以外の樹木でも寄生の記録はあります。試しにナシ，

ブドウ，カエデ，キンモクセイなど他の植物を与えてみまし

た。ところが成虫は吸汁してわずかな被害は出すものの，プ

ラタナス以外では幼虫は育ちませんでした。

さて，その唯一の食樹プラタナスは 1970 年代までは街路

樹や庭園樹として多く見かけられましたが，近年は老木から

順次伐採され，急激に減少の一途です。葉裏の綿毛が喘息の

原因になるというのも理由のひとつらしいです。せっかく侵

入したこの「かわいい美麗種」の行く末が心配です・・・。

Grapholita dimorpha の和名。

［スモモヒメシンクイ］か［スモモヒメシンクイガ］か。

村上芳照（山梨県果樹試験場）

望月文昭（信越化学工業㈱）

表題に掲げた本種は，駒井（1979，応動昆英文誌 14 巻 133
－ 136．）により新種記載されたスモモやプルーンの害虫で

す。山梨県では昭和 63 年頃からスモモの主要害虫となり，

合成ピレスロイドの定期散布で防除を行っています。発生生

態に不明な点が多くありましたが，近年，試作した性フェロ

モントラップにより年間の発生消長調査が可能となり効率的

な防除も行われつつあります。

当初，本種にはボケヒメシンクイという和名（日本産蛾類大

図鑑Ⅰ 講談社）があてられていました。しかし，奥ら（1988，
果樹試験場報告 C15 号 49 － 64．）により，別の和名［スモ

モヒメシンクイガ］が提案されました。その理由は以下に引

用しましたが，とても明瞭です。

「本種はまたボケやクサボケにも寄生するが，スモモに対す

るよりは発生が少ないようである。」

「本種はスモモに広く発生しその重要害虫であることから，

害虫名としてはむしろスモモヒメシンクイガと呼ぶ方が適当

と思われる。」

この害虫を扱った方なら，奥博士の主張は全くもっともと

感じるに違いありません。著者らも，本種のスモモ好きを実

感しています。ホストとなる植物があってもスモモがあれば

見向きもしません。和名にスモモを冠するのは適切であり誰

も異存ないと思います。しかし，この和名には問題が一つあ

ります。 後に『ガ』を付けるか否か，です。

この点，分類学と農学では意見が分かれています。

分類では，「日本産蛾類大図鑑以後の追加種と学名の変更(第

2 版)」（2000，杉繁郎(編)）に前述した奥博士の論文が採用

されたため［スモモヒメシンクイガ］が普及しています。ガ

付きの和名をインターネットで検索すると，コレクターが主

催する分類関係のホームページがヒットします。

一方，農業分野では［スモモヒメシンクイ］が一般的です。

これは，全世界に分布する大害虫ナシヒメシンクイと同属で

あることを意識して，意図的にガを外しためと推測されます。

改めて農業関係を見渡すと，Grapholita 属の害虫は，～ヒメ

シンクイという和名に統一されているようです。奥博士ご本

人も「日本農業昆虫大事典」（2003 年 全国農村教育協会）

には本種をガ無しで記載しています。実際にお話を伺ったと

ころ，モモシンクイガに代表されるシンクイガ科との区別を

考慮すると［スモモヒメシンクイ］の方が良いのではないか，

というご意見でした。

念のため，本種を新種記載した大阪芸術大学の駒井古実先

生にもご意見を伺ってみました。

駒井先生：「和名の 後に「シンクイガ」と付けるのはシン



クイガ科（Carposinidae）の種に限定すると，ハマキガ科に属

するシンクイムシとの区別が明確になり将来的には望ましい

と考えている。ただ，現在スモモヒメシンクイガという使用

法が一般的なので，標準的な和名とすべきである。」

農学と分類学を代表する奥博士と駒井先生，お二人が将来的

に望ましいと考えている和名は一致していたのですが，残念

ながら，現時点で推奨する和名が違っていました。

もしこれから，レポート作成や学会発表をするなら，駒井先

生の意見に従い［スモモヒメシンクイガ］と記すべきでしょ

う。しかし，分類でも［スモモヒメシンクイ］がいずれ採用

されるのなら，今からガ無しの名前を使っても構わないかな

ぁ，とも思います。早く統一されることを望むばかりです。

果樹カメムシ類の餌となるスギ・ヒノキ球果着生量の

隔年結果を引き起こす気象要因

森下正彦

（和歌山県農林水産総合技術センター かき・もも研究所）

チャバネアオカメムシなど果樹カメムシ類の主な増殖源は

スギとヒノキの球果であるので，果樹カメムシ類の発生量を

予測するにはそれらの球果量を広範囲にわたり正確に把握す

ることが必要であるが，それが事実上困難であるために，球

果量の代用として花粉飛散数を用いた。その結果，スギ花粉

飛散数はその年から翌年にかけてのチャバネアオカメムシの

越冬密度および越冬後成虫が主体である翌年４～７月の予察

灯誘殺数との間に高い正の相関が認められたことから（森下

ら，2001），スギ花粉飛散数から果樹カメムシ類の発生量予

測が可能となった。 近のスギ・ヒノキの花粉飛散数を振り

返ると，2001 年と 2003 年，2005 年は多く，2002 年と 2004 年

は少なく，２年周期で大きく変動しているが，なぜ２年周期

になるのだろうか。

１．花粉生産量に及ぼす前年夏の気象

スギの花粉飛散数は，花芽分化期である前年夏の気象が高

温多照では多く，低温多雨では少ない（佐橋ら，1995）。こ

れには気温と降水量の両方の要因が考えられるが，２つの要

因は分離しにくい。しかし極端な事例，例えば 1994 年には

降水量が極めて少なく，翌 1995 年には一部のスギが干害で

枯れるとともに大量の花粉と球果を着生したこと（和歌山県，

2003）を考慮すると，夏期の降水量の影響が大きいように思

える。

和歌山県も含めて西日本では，1992 年以降に夏期の降水

量は隔年で上下を変動し（気象庁編，2002），これに対応し

て，花粉飛散数も西日本では隔年ごとに豊凶を繰り返してい

る。なお 1998 年以前は，関西地方と関東地方におけるスギ

・ヒノキの花粉飛散数は，ほぼ同じように変動したが，1998
年夏の降水量が，関東地方では極めて多かったために 1999
～ 2000 年には静岡県付近を境に両地域で逆の変動パターン

を示した。この影響を受けて，果樹カメムシの発生も一時期，

関東と関西地域で異なった（大平，2003）。
２．モンスーンとその２年周期説

日本はアジアモンスーンの影響下にあるので，夏の気象を

理解するためにはモンスーンの変動を知る必要がある。モン

スーンはアジアを中心として季節的に卓越する風と雨が，夏

と冬とで季節的に交替する現象である（村上，1986）。 近

年，モンスーンの強弱に２年周期が存在することが明らかに

な り ， 変 動 メ カ ニ ズ ム は 以 下 の よ う に 考 え ら れ て い る

（Ogasawara et al., 1999；Tomita et al., 2004）。モンスーンが活

発な夏には，南アジア上空に大気の循環が活発になるために

寒気が南下しやすい条件となり，寒気移流は翌春まで持続す

る。これに伴い大陸－海洋間の温度差が小さくなるために，

モンスーンが強い年の翌年はモンスーンが弱められる。モン

スーンが活発な年の翌年は逆のメカニズムでモンスーンが強

められる。

西日本において 1994 年以降スギ・ヒノキの隔年結実が持

続しているのは，このようなモンスーンに関連した夏の降水

量が２年周期で変動するためではないか思われるのである。

２年周期の気象変動は，スギ・ヒノキの球果生産量だけでな

く，農業生産や農作物病害虫の発生にも大きな影響を及ぼし

ていると考えられるため，農業関係の研究においてもこのよ

うな気象変動を考慮されることを喚起したい。
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「林」

田中 寛（大阪府立食とみどりの総合技術センター）

発見とは異なる複数のものを結びつけること，という定義

があるそうだ。たしかに，異分野の勉強をするとしばしば「発

見」がある。昨今野菜･花卉類で黄色灯の普及がめざましい

が，これは和歌山農試の矢野貞彦さんが果樹害虫での黄色灯

利用にヒントを得て，カーネーションのシロイチモジヨトウ

に使用したのがはじまりである（矢野貞彦 1999，黄色灯の

果樹から野菜･花きへブレークスルーはいかにして起こった

か？，黄色灯神戸 99 ミニワークショップ講演要旨集）･･･こ

の講演要旨集は Web にアップしておくほうがよいかもしれ

ない。今になってみると，「なーんだ，果樹の技術を野菜･

花卉に持ち込んだだけじゃないか」なのであるが，これも「コ

ロンブスの卵」のミニ版である。ナシやモモで黄色灯の普及

が進んでから 10 年以上も時間があいていたのだから･･･。

田中は近年，「緑化樹害虫の IPM」を標榜してコツコツと

実証事例を積み重ねている。 1990 年頃にゴルフ場の農薬使

用が社会的問題になって大阪府の事業費がつき，シバ害虫の

仕事をしていた時に，「次にやり玉に上がるのは庭木の消毒

だ」と感じたことと，前任者の木村裕さんのノウハウがあっ

て，緑化樹が怖くなかったことがはじまりである。しかし，

そのおかげで林業害虫の勉強をずいぶんさせてもらい，また，

林業ではふつう発想にない「成木に対する薬剤散布」を農業

から持ち込むことになった（田中寛 2005，植物の虫害，日

本緑化工学会編「環境緑化の事典」，朝倉書店）。大発見と



はいかないまでも，小発見の連続で，なかなか楽しい仕事で

ある。

農林害虫防除研究会は当初の構想によると「農」と「林」

の害虫防除研究会のはずだが，現時点では「林」の参加はは

かばかしくない･･･というか，私も含めて，「林」をすっか

り忘れてしまっているというのが本当のところだろう。せっ

かく「林」の字が入っていることでもあるし，ここいらで林

業害虫の人たちに働きかけて，（ 初のうちは招待でもよい

から）講演してもらう，というのはいかが？ ちょっと異分

野の林業害虫の発想･技術が（省エネで）農業害虫の発想･技

術を刺激するのでは？という気がする。

クモとカスミソウ

木野田みはる

（青森県農林総合研究センター

フラワーセンター 21 あおもり）

クモが害虫になった事例を報告します。

2004 年の 7 月下旬，西津軽郡中里町（現在は中泊町）の

カスミソウを栽培している農家から，クモの害がひどくて困

るという電話が掛かってきました。状況が想像できなかった

ので，7 月 24 日にその農家を訪ねました。収穫時期を迎え

た宿根カスミソウ「ブリストル・フェアリー」露地の雨よけ

栽培 50 坪と無加温ハウス 50 坪の全株にクモの痕跡がありま

す。円網は見あたらなかったのですが，花茎がつづり合わさ

れていました。その中にいるクモを 20 頭くらい採集しまし

た。

農家ではすでに何日もかけてクモを捕殺しており，私が採

集したのは取り残しのクモです。朝から晩まで二人がかりで

1,000 頭以上のクモを捕殺した日もあったということですか

ら，大変な大発生です。

カスミソウはクモの糸で花茎が引っ張られたり，つづり合

わされたりして，草姿が悪くなり，糸をとっても元に戻らな

いため，商品価値がなくなり，ほとんど売り物にならないそ

うです。

ハウスの周辺は湿地に囲まれており，イネ科の雑草の穂を

つづり合わせて同じクモがいました。でもどうしてハウスの

中で大発生したのかわかりません。

防除対策もわからないので，持ち帰ったクモを 1 頭づつビ

ニール袋に入れて霧吹きで殺虫剤をかけてみました。ピレス

ロイド剤以外は効果がみられず，結構農薬に強いのだとびっ

くりしてしまいました。

乾燥標本２頭を谷川明男氏（東京大学大学院農学生命科学

研究科）に同定していただいたところナカムラオニグモの幼

体と雄でした。また，どなただったか失念してしまったので

すが，日本蜘蛛学会の方に北方系の代表的なクモで大発生す

ることがあり，モンゴルかどこかの草原で見渡す限りナカム

ラオニグモしか見つからなかったことがあると教えていただ

きました。

クモ生理生態事典（編集 /池田博明）に水辺，草原に多く，

種々の植物の花や茎を折り曲げて住居を作り円網を張って生

活するという記載があり，カスミソウの被害も住居を作った

ためと納得しました。

2005 年も発生がみられピレスロイド剤を散布して被害を

軽減したと聞きました。職場が変わり，なぜ大発生したのか

疑問が解けないまま，現在に至っています。

ビワの花咲く頃に，ビワを食べに来る昆虫

早田栄一郎（長崎県果樹試験場）

10 月になるとビワの花が咲き始めます。この頃になると

長崎でも気温が下がり秋の気配を感じる時期になります。ビ

ワの花弁は白く，小さな花が房状に咲きます。同じ樹のなか

でも一斉に咲くことはなく，花房ごとに少しずつ咲く時期が

異なり，10 月から２月頃まで咲き続けます。

この時期，ビワの蕾，花，幼果を食べにくる昆虫がいます。

バッタの仲間ではツチイナゴ，オンブバッタが蕾を食害しま

す。オオタバコガの成虫はビワ園に設置したフェロモントラ

ップには 12 月にも誘殺されます。幼虫は 11 月頃からみられ

始め，蕾，幼果を食べます。ハウス栽培のビワでは冬中，幼

虫をみることができます。ヨツモンマエジロアオシャクの幼

虫はビワの花弁でつくった蓑の中から蕾を食べます。成虫は

薄緑色をした美しいガになります（写真が載らないのが残念

です）。他にもホソバチビヒメハマキ，シロテンエダシャク

やゴマフリドクガなどの幼虫もいます。秋から冬に向かって

咲くビワの花には，多くの個性的な昆虫が，この花の時期に

合わせてやって来るようです。

局所的に多発生したイナズマヨコバイ－なぜ？

船戸 弘（群馬県農業技術センター）

群馬県では，本年局所的にイナズマヨコバイが多発生しま

した。発生場所は，東北自動車道の佐野藤岡 IC と館林 IC の

ちょうど中間あたりで，東北自動車を挟んで館林市，板倉町

の北部を中心とする地域です。

私が 初に多発生状況を知ったのは，９月上旬に館林地区

農業指導センタ－から「６月上旬植えのイネを中心に，イナ

ズマヨコバイが影響しているのではないかと思われる坪枯症

状が散見される。過去にイナズマヨコバイによる坪枯れが発

生した事例はあるか。」という問い合わせでした。私のイメ

ージでは，イナズマヨコバイと言えばマイナー害虫で，ツマ

グロヨコバイと同様に萎縮病を媒介するイネの害虫であるぐ

らいの知識であり，現地でも病害虫防除の対象外害虫として

ほとんど問題視されておらず，病害虫に携わっている関係者

以外はほとんど知られていないといった状況です。もちろん

過去の事例など知る由もありません。

まさかと思いつつ現地に赴きますと，「何だこれは！」と

思わず叫びたくなるような発生量（1,178 頭 /20 回振り，10 月

14 日）でありました。坪枯症状の要因ですが， 初はイナ

ズマヨコバイが主因ではないかと思われましたが，枯死部と

健全部があまりにもはっきりと分かれており，過去の病害虫

による被害とは異なる症状と考えられたので，被害部を病害

虫グループへ持ち込み，診断を依頼したところ，小黒菌核病

の発病も関与していると判明しました。

その後，この地域では品質低下が問題となりましたが，そ

の要因として，①出穂期以降の高温，②台風 11 号（８月 25
～ 26 日）と台風 14 号（９月６～７日）による高温と強風，

③ヨコバイ類（ツマグロヨコバイ，イナズマヨコバイ）の多

発生と小黒菌核病の多発生，④収穫時期の長雨による収穫の

遅れ等，複数の要因によるところが大きいと考えられていま



す。

一般的にイナズマヨコバイは，高温年の８月中旬以降に低

湿田に多発生すると言われていますが，「なぜ？」本年に限

って，これだけのイナズマヨコバイが局所的に多発生したの

か，また，坪枯症状を含む品質低下の要因にどこまでイナズ

マヨコバイが関与しているのかは謎であり，分からないこと

が多いのが現状です。

会員の皆さん，今後の発生予察や防除対策の参考にしたい

と思いますので，イナズマヨコバイに関する情報提供をお願

いします。

写真 左：イナズマヨコバイ及び小黒菌核病の発生も認めら

れる坪枯れ症状，右：イナズマヨコバイの寄生状況写真

花粉症緩和米の生物影響評価とカメムシ

平井一男（農業生物資源研究所）

毎日，ご飯を食べて減感作治療法でスギ花粉症をなおそう。

生物研・遺伝子操作研究チームは遺伝子組換え技術を利用し

て花粉症緩和米を作った。05 年 6 月に隔離水田に稚苗移植

し，動物試験用籾を確保するためにほ場栽培を開始した。移

植に先立ち，周辺住民への説明会で，GMO を食べさせるの

か，花粉飛散し他植物と交雑するのでは，など多くの質問が

でた。その中に周辺の動物や昆虫に影響しないのかとの発現

もあった。鳥による遺伝子分散防止については防鳥ネットで

侵入しないようにした。GMO はカメムシやヨコバイなどを

誘引しないか，吸汁性昆虫は花粉症緩和米を吸って組換え遺

伝子を周辺植物に拡散させないかなどの質問もあった。

生物研に昆虫研究者が大勢いるので協力してほしいとの突

然の要請が GMO 育成者から寄せられた。隔離水田では隔週

金曜に薬剤防除する。その合間を縫って，GMO と nonGMO
各７㎡の無防除区があるので調査してほしいとのこと。調査

区が小さい，無反復など，四の五の言っても仕方ない。まず

は予備試験，数人にご協力頂き 8 月に調査した。生理的影響

試験についてはクモヘリカメムシとツマグロヨコバイの捕獲

（入手）法や飼育法を伝授した上で，GMO 作成グループに

担当して頂いた。さて畑の真ん中に造られた隔離水田ではあ

ったが，クモヘリとツマグロ，セジロ，ヒメトビが多発し調

査できた。クモヘリ成幼虫は隔離水田で乳熟期の 8 月上旬か

ら発生し，中旬に 多になり 5 株当たり成虫 7 頭を掬えた。9
月初めに終息し，周辺のエノコログサに移動した。両区間に

カメムシ，ウンカ・ヨコバイの発生数に差はなかった。しか

し調査区の面積が狭く反復なしでは断言できない。GMO 作

成者は十分として再試験を渋ったが，来年は 低 3 反復を設

け調査することになった。室内試験ではクモヘリとツマグロ

に両区とも毒性はみられなかった。

さてクモヘリは 9 月以降 11 月迄エノコログサ群落で過ご

した。成虫は 12 月に入ってからは針葉樹（ヒマラヤスギや

スギ）の下層に生えている植物（アケビ 2 頭，クワ 1，エノ

キ 1，ツツジ 3，ウコギ 1）の葉表面で，葉脈わきから葉液

を吸収しながら，あるいは越冬ポーズで（触角と前脚を前に

伸ばし，中脚と後脚は左右に開く姿勢），ひなたぼっこしな

がら暖を取っているのを観察した。日中 10 ℃を超えた日を

除いて，止まっている植物からほとんど移動しないようだ。

越冬成虫の観察は 92 年 4 月茨城県美和町の杉林の下層のシ

ダとアオキの葉上で数頭が越冬しているのを横須賀知之氏と

確認した（平井，2000）。
関東地方では近くに森林のない広域平坦水田地帯ではクモ

ヘリは発見できない。05 年 7 月中旬に江村薫氏と比企丘陵

を観察した。埼玉県滑川町，江南町の森林地帯の水田域のエ

ノコログサに成幼虫がいるのを確認した。8 月，筆者は約 10
㎞東方の吉見町黒岩横穴墓群の森林に囲まれたエノコログサ

群，およびその東側の吉見町山の下地区の河岸のエノコログ

サ群で成幼虫を多数確認し

た。そこから東方に向かい

約 90 ㎞，森林が近くにない

10 地点のエノコログサ，メ

ヒシバ群落を 9 月迄観察し

たが，つくば地区まで，ク

モヘリの発生は確認できな

かった。クモヘリは寒気を

凌げる森林の下層の植物上

で越冬する「森と草原と水

田の昆虫」に思えた。

写真 ツツジ葉表で葉液を吸収しながら暖を取るクモヘリカ

メムシ 12 月 9 日（つくば市）

第５回アジア・太平洋昆虫学会議に参加して

宮田 正（名古屋大学名誉教授）

本会議は，2005 年 10 月 18 日～ 21 日の 4 日間，韓国済州

島のラマダプラザ済州ホテルで開催された。本会議中にアジ

ア・太平洋化学生態学会も同時に開催された。大会組織委員

会の発表によれば，本会議への参加者は主催国の韓国，日本，

米国，中国，台湾，イラン，タイ等，29 ヶ国より 700 余名

であり，第１回会議(タイ・チェンマイ)以来の盛会であった。

日本からの参加者は 196 名であり，主催国の韓国についで多

かった。参加者数に占める学生の割合は 25%であり，本会議

の将来は明るいと感じた。

本会議のテーマは「昆虫，自然，人類」であり，４つのプ

レナリーレクチャー，11 のシンポジウム，15 の一般講演，12
のポスター発表等があった。これらのうち，日本人研究者が

主要な役割を示したものは，それぞれ１，８，７件(分野)で

あった。会議期間中の１日は，基本的にはプレナリーレクチ

ャーで始まり，その後シンポジウム・一般講演，一部の集会

は夜間にも開催された。ポスター発表は午前９時より夜９時

までのスケジュールであった。特にポスター発表については，



発表者がポスターに立つ時間帯が指定されていなかったた

め，発表者と直接討論することは困難であった。また，ポス

ター会場がホテルの８階であり，他の会場(２階)と離れてい

たため，この点でも少々残念であった。小生の関わったシン

ポジウムのセッションでは，発表者や運営協力者の学生さん

たちと会場近くのレストランで懇親会をもち，夜遅くまでホ

ットな討論が続いた。学部４年の学生さんも，協力者として

会議に参加していることを知り，その意欲に感心した。

会議期間中に，本会議の評議委員会が開催され，次回（第 6
回会議）は，４年後の 2009 年に中国で開催されることが決

定され，会議 終日の閉会式で発表された。なお，アジア・

太平洋化学生態学会は 2007 年日本（筑波）で開催されるこ

とも同時に発表された。

盛会裏に終了した本会議であるが，韓国の大会組織委員会

では，会議に先立ち日本，中国，オーストラリア，米国，タ

イ諸国に組織員会委員などを派遣し，会議への参加を依頼し

てきた。会議の運営にあたられた方々，関係者のご努力に感

謝する。
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休耕田を発生予察と囮り防除に利用しよう

平井一男（農業環境技術研究所）

今年（H18 年）の害虫の発生は静かなのだろうか。春から

身近な植物を見ているが，エノキの葉にいる綿のようなエノ

キワタアブラムシは昨年に比べ少ない。昨年は雪のように舞

って周りの植物に分散したり衣服に付いて困るほどだった。

バラの新梢や蕾につくイバラミドリアブラムシ，コウメにつ

くワタアブラムシも少ない。6 月下旬に，サクランボ，プラ

ム，プルーンの 2 ～ 3 本の小枝にアメリカシロヒトリ（4 齢）

が発生し造網したが，数日後の降雹とその後に捕食蜂により

7 月上旬には終息した。例年ホウズキに発生するニジュウヤ

ホシテントウもまだ見ていない。

水田ではイネアオムシの発生は多くない。昨年 6 月は幼虫

が多く，次世代が多発するかと思っていたところ，8 月は上

位葉が食害，田面が紅くなり惨憺たる発生をみた。後を追う

ように注意報を出した県もある。イネドロオイムシの被害葉

かと思っていたらシロマダラメイガもめずらしく発生した。

セジロウンカはつくばでも多く，西日本では坪枯れが多発し

たのも記憶に新しい。

さて，昆虫の多発機構は別の機会に回すとして，つくばで

は昨年に続いて「お米を食べて花粉症をなおそう」と花粉症

緩和米（早稲種キタアケ）を栽培している。今年は２期作で，

収穫を倍増して動物試験と食味試験を強化するとのこと。今

年も「GM 稲が昆虫を誘引しないか」など昆虫相への影響も

調査することになった。

4 月 17 日に畑地に設置された隔離水田（5a)に花粉症緩和

米 GMO を移植，6 月 27 日には出穂し始めた。このころ周辺

のエノコログサとイタリアンライグラスにカメムシが数頭発

生していたが，花粉が出ている稲穂にはカメムシが多数飛来

し，50 株当たり 28 頭のクモヘリカメムシ，2 頭のホソハリ

カメムシを確認した。稲穂に 2 ～ 3 頭群れて小穂の下部から

盛んに吸汁していた。7 月 1 半旬までに交尾・産卵，ふ化し

た。さすがにカメムシ吸汁で粃〔シイナ〕になって青立ちに

なるのは GMO 育成者に気の毒に思って〔未必の故意で咎め

られるかも知れないと思いながら〕薬散を薦めた。すると薬

剤散布後 2 日には防除価 100，カメムシは皆無になった。今

後の GMO の昆虫影響調査がご破算になるかも知れないがや

むを得ない。

02 年の熊本大会（6 月 26 ～ 27 日）の帰途，近くの動物植

物園にシフゾウとキンシコウを見に行った。植物園側の草む

らのイタリアンライグラスにクモヘリカメムシが群れをなし

多発生，交尾対も発見し，ついつい 2 時間余り写真を撮った

ことがある。

つくばでは 6 月後半にはイタリアンは夏枯れ状態でクモヘ

リカメムシの発生は少なく，むしろ森林に近いエノコログサ

群生地に多い。とは言えエノコログサ群落ならどこにでもい

るかというと広範囲を捜しても容易に見つからない。平均す

ると発生密度は平米当たり１頭未満である。

ところが，前述のように早生稲を栽培して 6 月に開花させ

ると，カメムシ「バンバン」と大量に集まることが分かった。

発生量予察に使えるのではないか。さらに囮り作物としてカ

メムシをマストラップして防除することはできないか。集め

て集めて防除して次世代の密度低下にどのくらい効果がある

のか，調査した試しがないならば何かの機会にトライしてみ

たい。

現在の発生予察の実態を見ると，多くは直前予察で，改善

が必要だ。カメムシはイネ科植物で事前調査していると報じ

られているが，次世代の発生量との関連性はどのくらいなの

だろうか。どのくらいの面積を調査したら，どのくらいの面

積の予察が可能なのだろうか。長中期予察とまで行かなくて

も，せめて 1 か月（次世代）予報くらいは可能にしたい。

かつて大豆栽培で，早生種を囮りに作って虫を集めて防除

するとの試験設計を見たことがあるが結果はまだ聞いていな

い。

現在，休耕田の面積は全国で 100 万 ha（水田の 37%）を超

えるという。休耕田の活用に栽培グループでは飼料稲を試験

している。分子育種グループには CQ10 を稲に産生させ，ゆ

くゆくは休耕田解消にと夢を温めている人もいる。作物保護，

害虫分野で休耕田を利用する一例として，早生稲を栽培して

カメムシの発生予察，さらに囮り防除で地域の密度低下はで

きないだろうか。

かつて移動性に富む突発性昆虫のアワヨトウの１世代幼虫

（6 月上旬）の発生を知ると，近くに寄主植物があると，2
世代目，3 世代目も多発することを示したことがある。西南

暖地の麦作地帯で多発したら，北陸・北日本に速報すると予

察に役立つだろうと思ったことがある。

広大な中国大陸では華南のアワヨトウの発生状況を東北部

の侵入地帯に速報する。つまり華南の飛来源で多発すると，

北部の侵入地では予察を強化すると聞いたことがある。

近年問題のカメムシについて休耕田に早生稲を栽培し 1 世

代早く発生量を調査し次世代予報，その有効性の検証が必要

だ。さらに早生稲を囮りにマストラップしてスポット防除す

る。その有効性について生物多様性保全や環境保全，低コス

ト化の視点から，事情が許せば，駄目元で検証したいと思う

がどうだろうか。



ニュース

生物農薬の普及と防除暦

黒木修一（宮崎県中部農業改良普及センター）

宮崎県では昆虫寄生菌製剤の利用が急激に普及していま

す。これは，有効な防除薬剤が少ないタバココナジラミ

Q-biotype 対策として，その利用を推奨しているからですが，

具体的には作物・作型別に防除暦を作成したことが 大の要

因であろうと思われます。防除暦により Bacillus subtilis 製剤

の利用も一気に進み，長年の難敵であるミナミキイロアザミ

ウマに対する天敵利用も普及する気配を見せてきました。結

果として総合防除技術が普及するための知識的・技術的素地

が普及しつつあると言えます。

普及事業に携わってみて，生物農薬の利用が大きく広まっ

てこなかった要因を三つほど挙げることが出来ると感じてい

ます。一つは，生産者は一旦利用（購入した）天敵が途中で

死滅することを「もったいない」と感じ，それ故に同時に利

用する農薬の選択に頭を悩ませ，結局は防除の遅れを招いて

いること。二つ目は生物農薬にその力を超えた期待をかけて

いること。そして三つ目は，根拠のない「我流」が流布して

いることです。これらは，生物農薬が安価ではないことや，

効果が目に見えにくいことなど一概に言えない原因があるよ

うですが，生産者から見て必要な情報が少ないという言葉で

整理することができます。

防除暦の作成は，これらの問題を一気に解決に導く手法で

すが，簡単ではないことは周知の事実でしょう。私の担当地

区の防除暦には，極論すれば「必要な防除は躊躇なく行い，

天敵の温存などは二の次」という一見矛盾することが示され

ています。このことは，抵抗感のある方には許容しがたいも

のでしょうが，天敵利用の経験が比較的長い生産者からは「肩

の荷が下りた」感があると評されることもあります。また，

整枝・施肥管理などとも関連づけて各資材の利用方法を示す

ようにしたことで，生産者には全体の技術の流れが理解でき

るようです。防除暦に代表される天敵利用法で必要なものは

精度とともに「雑」ではない自由度ということでしょうか。

総合防除体系が普及するためには，本年度作が大変重要で

あろうと思っています。難防除害虫に有効な薬剤がいよいよ

少なくなっている現状で，限られた時間でするべきことは山

積みですが，様々な品目で生物農薬の利用が大きく進むとき

が来ているような気がしています。いよいよ普及レベルでの

多産地連携をしていく時期に来ているのかもしれません。

ヨーロッパに侵入したクリタマバチと日本産

チュウゴクオナガコバチによる伝統的生物的防除の試み

守屋成一

（中央農業総合研究センター・総合的害虫管理研究チーム）

2002 年，イタリア北部ピエモンテ州クネオ（フランス国

境まで約 50km）のヨーロッパグリからクリタマバチ虫えい

が発見され，クリ大害虫未分布であった 後のクリ産地，ヨ

ーロッパへクリタマバチがついに侵入した。発見後の広域調

査により，虫えいは州内の 6 地域から新たに発見され，その

分布域はすでに 160Km2 に及んでいた。2005 年までに，イタ

リア中南部のトスカーナ，マルケ，ラツィオ，アブルッツオ，

カンパーニャ各州への分布拡大が確認された。2004 年には，

ピエモンテ州から隣国のスロベニアに 1000 本余りのクリ苗

木が輸出されたが， 2005 年にそのうちの約半数が追跡調査

され，10 本の苗木からクリタマバチが発見され，廃棄され

た。2005 年 7 月にはイタリア・フランス国境付近のフラン

ス側でも発見された。ヨーロッパグリはクリタマバチに対す

る感受性が高いので，クリタマバチの侵入地域ではほとんど

すべてのクリの芽に巨大な虫えいが形成される。このため，

巨木を含む多くのヨーロッパグリが枯死するのではないかと

危惧されている。日本国内でのチュウゴクオナガコバチによ

る伝統的生物的防除の成功により，中国原産種の輸出が困難

であることから，2003 年以降 3 度にわたり，日本産のチュ

ウゴクオナガコバチが現地に導入され，半野外条件下のヨー

ロッパグリ苗木での増殖が試みられた。しかし，虫えい形成

時期と現地でのチュウゴクオナガコバチ羽化時期について，

日本国内で観察されるような同調性が見られないため，次世

代はほとんど得られていない。そこで，2006 年 2 月に 21,945
個の乾固虫えい（チュウゴクオナガコバチが内部で越冬）が

再度導入された。しかし，大量の虫えい輸入によって，虫え

い内部や間隙などで越冬している害虫類や高次寄生蜂の持ち

込みが懸念される。なお，1995 ～ 1996 年にチュウゴクグリ 8
品種がピエモンテ州へ輸入された記録があり，この苗木とと

もにクリタマバチが侵入したと考えられている。EU 内では

クリタマバチがイタリアに定着したため， 2003 年に EPPO
（European and Meditaranean Plant Protection Organization)の Alert
List（植物検疫対象）からはずされ，A2 Action List（EU 域内

に分布する注意すべき有害生物）へ移された。従って，現在

ではクリ苗木の移動規制等，EU 域内で強制力を伴う植物検

疫措置はとられていない模様である。

参考文献

Aebei, A. et al. (2006)Parasitoid recruitment to the globally invasive
chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus. In Galling Arthorpods and
their associates Ecology and evolution(Ozaki, K. et al. eds) . Springer,
Tokyo, Japan, pp.103-121.

大分県のイネクロカメムシは？

小野元治（大分県農林水産研究センター安全農業研究所）

本誌№ 15 で，滋賀県の小嶋さんのイネクロカメムシに関

する記事を読ませていただき，日頃感じたところと併せて，

大分県の状況を報告させていただきます。私の研究所内の予

察田では，南向き斜面に陽当たりの良い竹林があるためか，

毎年クロカメが発生します。20 年以上前から確認されてお

り，もちろん無農薬栽培なのでクロカメには非常に快適な生

息環境です（時々畦畔沿いで薬剤試験を実施するので劣悪に

なりますが）。ここでは，既に明らかにされたクロカメ特有

の発生生態を確認することができます。畦畔付近から水田に

侵入し，徐々に奥に移動します。畦畔沿いで集中加害された

株は枯死することがあります。畦付近の株に集中し，特に置

き苗に集まります。置き苗に 100 頭もの成虫が生息している

状況は，他のカメムシ類のように集合フェロモン？が分泌さ

れているように見えます。フェロモン剤が開発されれば防除

に使えそうです。被害は畦畔際に限られ発生予察には支障が

少ないため，防除せずに放っておきますが，定期調査時には

黒い成虫や淡褐色の丸い幼虫が頻繁に確認されます。クロカ

メの多発状況や被害を観察されたい方は，当研究所の予察田



を見に来てください。

大分県でも，近年他県同様にクロカメの発生地域は増加し

ているようで，成虫の発生盛期である 7 月中旬頃に農家から

の問い合わせが増えてきた感があります。減農薬栽培の増加

や温暖化が増加原因と思いますが，幸い広域で被害が発生し

た例は確認されていません。大分県の平坦地では田植えが６

月中旬以降と遅いので，成虫の侵入する 7 月まで育苗箱施薬

の効果が十分持続できるためだと思われます。育苗箱施薬の

試験結果では，フィプロニルの効果が も高く，ベンフラカ

ルブ，クロチアニジン，ジノテフランでも十分な防除効果が

得られました（注意！これらの薬剤は水稲には登録があって

もクロカメには登録がなりません）。広域で被害が発生しな

い理由は，ウンカ・ヨコバイやイネミズソウムシ等の水稲初

期害虫防除の育苗箱施薬により併殺されているからでしょ

う。多発圃場が場内にあるため，クロカメは格好の研究材料

ですが，主要害虫ではないので他調査の間隙を縫って，未知

の部分を少しずつ調査したいと考えています。

この原稿を作成している 6 月上旬現在，果樹カメムシの発

生量が非常に多い様です。今年も，カメムシ年になるのでし

ょうか？

キンウワバ対策委員会（仮称）からのお知らせ

野村昌史（千葉大学園芸学部）

八瀬順也（兵庫県立農林水産技術総合センター）

2000 年頃に明らかとなったイラクサギンウワバの各地ほ

場での発生により，ほ場での幼虫の分布調査を行うとともに，

性フェロモントラップによる成虫の誘引調査も行う必要があ

ると考えられました。サンケイ化学の永田健二氏のご尽力に

より農業環境技術研究所の杉江 元博士が快く合成性フェロ

モンルアーを作成してくださり，現在は各地でトラップ調査

が行われています。

この各地で誘引試験等を行ってくださっている方々を中心

に「キンウワバ対策委員会」もしくは「キンウワバ友の会」

という怪しいのか怪しくないのか，堅気なのか堅気でないの

か・・・一見よく分からない集団が一方的に結成され，この

怪しげな組織名で学会発表や雑誌の記事を執筆するというき

わめて不可解な活動を行っています。性フェロモントラップ

を仕掛けている方々は自動的にメンバーになっております

し，この他にも我々の関係者はいつの間にかメンバーになっ

ていたりすることから苦情などが殺到する可能性も指摘され

ておりましたが，幸い，これまでのところは何もないようで

すので，今後もメンバーの方は活動よろしくお願いいたしま

す。

また，イラクサギンウワバに限らず，タマナギンウワバや

キクキンウワバといった蔬菜害虫になっているキンウワバ類

の性フェロモンルアーも杉江博士に作成していただいてお

り，これらの試験も行っています．データは折に触れて公開

予定ですが，要望があればお答えいたします。次回の研究会

大会では各地の各種データも発表していく予定です。

また，キンウワバ対策委員会の活動に興味がある方には性

フェロモントラップによる誘引試験やほ場調査などといった

各種特典を用意しておりますので，我々代表まで気楽にご連

絡いただければと思います。

後に，代表者の一人野村は，ほ場で発生しているキンウ

ワバ類の種や属レベルの同定も行いますから，幼虫を（可能

ならば生きたまま）送っていただければ対応いたします。

ゴミムシ類調査を始めた私とその周辺の人々

増田俊雄（宮城県農業・園芸総合研究所）

昨年度から，露地アブラナ科野菜畑及びその周辺部のゴミ

ムシ類調査を始めた。昆虫病原糸状菌の標的外昆虫類に対す

る影響を見るためで，その代表としてゴミムシ類を選択した

のである。もちろん，土着天敵としてのゴミムシ類の有効利

用も視野に入れての話だ。調査を始めてまもなく，つくばで

の会議で，ゴミムシをやっていらっしゃる野菜茶業研究所の

Ｋ野さんとお目にかかり，「ゴミムシって面白いですよね，

美麗種も多いし・・・。」などとと盛り上がり，かなりやる

気になった。

ゴミムシ類の採集は，徘徊性昆虫類採集の常道であるピッ

トフォールトラップを用い，昨年は何の疑いもなくトラップ

内に乳酸飲料（カルピス）を入れた。ところが，本年 2 月に

開催された北日本病害虫研究発表会で，やはりゴミムシ類の

仕事を精力的に行っていらっしゃる東北農業研究センター畑

地利用部のＹ下さんから，「トラップに餌を入れると特定の

種が集まる可能性等があるので，餌は入れない方がよろし

い。」とのご指摘があった。愕然とした。学生のときに，昆

虫採集好きの後輩から（たぶんオサムシトラップだったと思

うが），「餌はカルピス！」と刷り込まれていたらしい。こ

のことを東北農業研究センターのＳ原さんに話したら，「僕

は，すしのこが良いと聞いている。」とのこと，オサトラと

Ｓ原さんはさすがに奥が深いと感心した。そんなわけで今年

は，餌なしのピットフォールトラップで調査を行っている。

カルピスを入れなくても大丈夫かいな？と少し疑っていた

が，今のところ昨年並みに採集されている状況である。

後にピットフォールトラップに入った変わり種を紹介す

る。当研究所虫害担当のＭ田君は，現在おもに施設害虫の天

敵利用の仕事をしているが，学生時代は理学部で干潟のカニ

を研究していた変わり種である。といってもＭ田君が落とし

穴に落ちたわけではない。なんとピットフォールトラップに

サワガニが入ったのである。研究所の敷地内にサワガニがい

るらしいことはＭ田君から聞いていたが，まさかアブラナ科

野菜圃場内で取れるとは思ってもいなかった。なぜ圃場内を

ウロウロしていたのかは分からないが，今そのサワガニはＭ

田君の実験台の上で元気に暮らしている。

イラガの幼虫を素手でつぶす！！

井村岳男（奈良県病害虫防除所）

かれこれ 10 年近く前のこと，私が農業大学校で果樹栽培



を教えていた時の話です。天気の良い秋のある日，圃場管理

を担当して頂いている技能員さんとカキを収穫していまし

た。作業しながらの雑談で，「イラガを見つけたら，その日

は作業で畑に入るのが怖くなる。」というような話をしてい

ると，その技能員さんは，「なんや井村君，イラムシ（イラ

ガの幼虫のこと）なんか怖いんか。ワシなんか素手でつぶし

たるぞ。」と言って，葉裏にびっしりついたイラガの若齢幼

虫集団を，目の前でブチュブチュっとつぶしてしまったので

す。

その技能員さんは，手の皮が人一倍厚い訳でもなければ，

イラガの毒に耐性を持っておられる訳でもありません。「あ

いつらは，こっちがビビってると，ナメられて刺されるんや。

『お前なんか怖ないわ』って睨みつけてビビらしたら，手で

つぶしても刺されへんのや」などと嬉しそうに解説してくだ

さるのですが，じっくり話を聞くと，どうやらコツがあるよ

うです。その技能員さんの話では，イラガのおしりにある 2
本の角（毒棘）がピンと立ってる時に触ると刺されるが，し

ばらくじっと睨んでいると，イラガは「ビビって」おしりの

角をユラユラと振り始める。その時に一気につぶすと刺され

ないそうである。昔の果樹の技能員さんは皆この程度のこと

は出来たとのこと。

イラガ幼虫のこのような習性が，専門家の間でどの程度知

られているのかは面倒臭いので調べていませんが，イラガ幼

虫を狙う捕食者などがこのような習性を利用していたりした

ら，研究テーマとしては結構面白いかも知れません。とりあ

えず，夏の昆虫学会あたりで，「イラガ幼虫の捕殺技術」な

どと題して実演したら，興味本位の客で満員になることは間

違いないと思います。とはいうものの，私自身はまだ，自分

で試してみたことはありません。実は私はイモムシ・ケムシ

が大の苦手なのです。仕事でハスモンヨトウやオオタバコガ

の幼虫を掴むのさえ，冷や汗が出てくるというのに，イラガ

をつぶすなどという大それたことはとてもとても…。誰か物

好きな方がおられたら，試して見てください。

虫を飼う

新美信哉（三共アグロ㈱）

「虫を飼う」というと，普通どんなことを想像されるので

しょう？ 古くは秋の夜長にその音色を楽しむために飼った

鈴虫のような家庭的なものや，絹を取るためにお蚕様を育て，

その桑を食むさわさわという五月雨のような音を聞きながら

眠ったなんて生活に密着した飼育もありました。男の子だっ

たら夏休みに，真っ黒になって捕まえたカブトムシやクワガ

タムシにスイカやキュウリをあげて飼育したりというのが一

般的でしょうか？ また，アゲハチョウなど卵や幼虫を捕ま

えてきて，葉っぱを取り替えて蛹にし，わくわくしながら羽

化を待った，なんて記憶のある方もいらっしゃると思います。

どちらにせよ， 近はあまり虫と触れ合う機会はなく，虫と

いえば蚊やハエ，ゴキブリといった不快害虫を連想される方

が多いのかもしれません。

わたしは大学の研究室でのカイコの研究を皮切りに，農薬会

社への就職後も研究所に勤務し，それこそ大量の虫の飼育に

毎日明け暮れたものでした。今懐かしく思い出すのは，毎年

の新人研修で虫の飼育を体験させたときの新人たちの反応で

す。もちろん農薬会社の新人といってもいろいろな方がいま

すので，虫を触ったことがないなんて新人もいますし，もち

ろん女性もいます。毎年何人かが研修に来て，飼育実習（要

するにえさ換えと容器の掃除）をさせるわけですが，やっぱ

り特有の臭気とグロテスク（？）な外見にたじろぐ新人がほ

とんどでした。ゴキブリの容器掃除では，普通のマスクどこ

ろか有毒物除去用の防毒マスクを持参した新人もいておどろ

きました。またゴキブリは平気なのになぜか芋虫は絶対だ

め！といい続けている新人もいました。これを読んでおられ

る方は，おおむね虫に親近感を感じていらっしゃる方が多い

と思いますが，はじめて虫を飼われた時はどんなことを感じ

られたのでしょうか？ 虫嫌いの女性に，ハダニの産卵を顕

微鏡で見せたことがあります。リアルなハダニのアップにも

っと虫嫌いになるかと思いきや，「あんな大きな卵を産むん

だ。がんばっていきんでいる姿がかわいいー」だって。

やっぱり，これからの子供たちにはもっともっと虫に触れて，

虫を知る機会を持ってほしいと思いますね。
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研究会の今後に期待する

上遠野富士夫（千葉県農業総合研究センター）

農林害虫防除研究会が設立して早 11 年目になる。多くの

学会や研究会の会員数が年々減少する中，本会の会員数は，

平成７年の設立当初は 100 人ほどであったものから毎年増加

し続け，平成 18 年現在 440 人である。本会は，大学や公

的試験研究機関の研究者だけでなく，農薬メーカーや JA 全

農などの民間企業や，行政，農業改良普及センター，病害虫

防除所の方々，生産者など，農業の生産現場に直接携わる人

も参集範囲に入れて，現場で問題になっている害虫やその防

除法について，情報交換することを目的にしている。試験研

究で開発された成果は， 終的には現場に普及することを目

指しているが，その成果を速やかに普及するためには研究段

階からの関係機関との密接な連携と情報交換が重要である。

これまでの本会の研究発表の内容をみると，基礎研究から応

用研究まで実に幅広い分野に及んでいる。また，大会時に開

催されるシンポジウムでは，その年々で話題になっている新

害虫や難防除害虫について取り上げられており，大会を盛り

上げる大きな要素になっている。昨年開催された千葉大会で

は， 近関東にも急速に拡大したトマト黄化葉巻病の媒介昆

虫であるタバココナジラミのバイオタイプ Q を中心テーマ

に掲げ，全国から 300 人もの参加者があり，熱心な情報交換

が繰り広げられた。

日本農業は，平成 13 年 9 月に千葉県で発覚した BSE 問題

に端を発し，平成 14 年 8 月には無登録農薬使用が発覚する

など，食の安全性を揺るがす事態が次々と引き起こされ，消

費者からは安全性のみならず安心な農産物の提供を求める声

が高くなっている。このため，農林水産省は生産者から消費

者に軸足をシフトさせた施策へと方向転換することにし，平

成 15 年 3 月には違反者への罰則規定も盛り込んだ新農薬取

締法が施行になった。また，平成 18 年 5 月には，すべての

作物で農薬残留基準値が設けられるというポジティブリスト

制が施行され，農薬飛散防止対策も求められている。一方，

大型船舶やジャンボ機などの輸送手段によるグローバリゼー



ションが進み，大量の農産物が毎日輸入されている。それに

付随して新たな害虫や難防除の病害虫も輸入農産物に紛れ込

んで日本への侵入機会を伺っている。これに対して，植物検

疫所では全職員上げて侵入阻止に鋭意努力しているが，この

ような厳密な体制であっても，日本に侵入する病害虫は後を

絶たず，生産農家はそのたびに対策に苦慮している。このた

め，生産農家の研究機関に対する期待はますます大きくなっ

ている。これらの問題を早急に解決していくためには，研究

機関による技術開発はもちろんのこと，研究，普及，行政，

生産現場が一体となって連携・協力していくことが重要であ

る。

本会は研究，普及，行政，生産者など多方面にわたる多く

の会員から構成されていることから，会員の発表を通じて現

場で何が問題になっているかをいち早く知ることができると

ともに，研究会を通じて実用的な技術開発が比較的効率よく

進められるものと思われる。消費者は良質で安価，安全で安

心な農産物を求めている。本会が生産者のみならず，消費者

のためにも役立つ研究会として益々の発展していくことを期

待したい。

ニュース

農林害虫防除研究会の名簿システムを作った時のこと

田中 寛（大阪府立食とみどりの総合技術センター）

廣森さんとはじめて会ったのは 11 年前，1995 年 5 月下旬

の芝草学会春季大会の時である。まだ，大学院生であったが，

学会の受付に詰め，いろいろな雑務を取り仕切っていた。「今

からそれでは末が恐ろしいねぇ（笑）」と彼に言った覚えが

ある。

私自身は 1998 年の茨城大会から農林害虫防除研究会に参

加するようになったが，ここでも彼が事務･会計を切り盛り

していた。もちろん，彼が応動昆（日本応用動物昆虫学会）

などでも盛んに発表しているのを知っている。私自身もワー

カホリックの面があり，言えた義理でもないが，「おいおい，

あんまり仕事をやりすぎると身体をこわすぞぉ」と彼に言っ

た。

2000 ～ 2001 年の 2 年間，ニュースレターの編集担当を仰

せつかり，また， 2001 年に大阪大会を開催した。農林害虫

防除研究会は中規模学会クラスの会員数があり，初回のニュ

ースレター発送時にその手間に閉口したので，廣森さんと相

談して，大会準備も兼ねて Ms-Access で名簿システムを作る

ことにした。

後任に引き継ぐことを（自分自身が後々に別件で使うこと

も）想定し，複雑な機能は一切使わないことにして，彼が管

理していた Ms-Excel の名簿を送信してもらい，Access に変換

し，会費納入，ニュースレター執筆，大会参加（講演･懇親

会の有無等）等々の項目にチェックを入れることにより，各

会員別に会費納入状況を記したニュースレター発送用宛名ラ

ベルを印刷できるようにし，執筆勧誘の際の殺し文句（一度

も投稿されていないので，ぜひ！）にも利用し，大会の名簿

･名札等もそのまま使える形で印刷できるようにした。･･･複

雑な機能を使わなかったのは正解である。今年も含めてその

後何回もこのシステムを使っているが，そのたびに（単純明

快簡便なのにもかかわらず，2 年も経つと）使い方を思い出

すのに時間がかかる。･･･使いたい方にはいつでも差し上げ

ます。

なにせ二人とも Ms-Access を使うのははじめてである。し

かも，バックアップを取る際に「同期＝シンクロのクセ」が

あることを知らなかった。Access 自身の「コピー」機能を使

うと，コピーファイルがうまく作動してくれない。異なるフ

ォルダの間で「移動＋ CTL キー（コピー）」をすればいいこ

とがわかるまでにずいぶんと試行錯誤に時間を費やした。

ある晩のこと。11 時頃に彼にメールとファイルを送った。

ちょっと片付けものをして，帰ろうと思って 終のメールチ

ェックをしたところ，返事が来ていた。《なるほど，そうす

ればいいのか。じゃあ，もうちょっとやってしまうか》と思

って，1 時間くらいかけて手直しして送ったら，またすぐに

返事が来た。《おいおい･･･》と思いながら，もう一度手直

しして送ったら，また来た。私が手直ししている間，彼はほ

かの仕事をやっているのだ。《しもたぁ！こいつは不眠動物

か？エラいヤツと付きおうてしもたぁ！》。「いつまでやる

つもりや？これでおしまい！もう帰る！」というメッセージ

を付けてファイルを送った時には 3 時を過ぎていた。

今年 3 月の応動昆の大会で，廣森さんは世話人として，長

らく途絶えていた昆虫病理小集会を持った。この小集会は好

きで何度か参加し，発表したこともある。異変は感じなかっ

た。6 月の農林害虫防除研究会の大会でも（鈍感なのかもし

れないが）異変は感じなかった。9 月に突然の訃報が来た。

今でも本当かなと思ってしまう。人の 30 年分の仕事を彼は

10 年そこそこでやってしまったのかもしれない。でも，そ

ちらで再会した時，「寝かせてくれない」というのだけは勘

弁してほしい。

コナガ及びアブラナ科野菜害虫の管理に関する

第 5 回国際ワークショップに参加して

宮田 正 (名古屋大学名誉教授)

標記国際ワークショップが中国・北京市内の北京友好ホテ

ルを会場に，2006 年 10 月 24 日～ 27 日の会期で開催された。

今回の開催は，台中（1985，1990 年），クアラルンプール(1996
年)，メルボルン(2001 年)に続いての開催で，114 名の参加

のもと 43 題の口頭発表と 34 題のポスター発表があった。ワ

ークショップは過去のワークショップ同様 1 会場で開催さ

れ，（1）Biology, ecology and behavior of insect pests of crucifer,（ 2）
Host plant resistance, habitat manipulation and Insect-plant interactions,
（3）Insect-plant interactions in the crucifer crop systems and biological
control, （4） Insecticides and insecticide resistance, Bt resistance and
IPM の４つのセッションから構成された。1985 年の第 1 回ワ

ークショップと今回の講演内容を比較してみると，生態学分

野は 8 ％から 22 ％(20 ％*)に，性フェロモン分野は 8 ％から

7 ％に，微生物防除分野は 13 ％から 7 ％(6 ％)に，生物防除

分野は 21 ％から 16 ％(24 ％)に，化学防除分野は 6 ％から 11
％(14 ％)に，殺虫剤抵抗性分野は 23 ％から 18 ％(16 ％)に，

IPM 分野は 23 ％から 11 ％(9 ％）に変化し，生態学分野の増

加が突出していた。多くの発表のうち，筆者の記憶に残った

発表のいくつかを以下に記す。前回のメルボルンでのワーク

ショップで，コナガがエンドウに寄生することが報告され，

参加者に大きな衝撃を与えたが，今回のワークショップでは

生態学的及び遺伝学的な研究報告がなされた。コナガの殺虫

剤抵抗性研究に加え，コナガの寄生天敵であるコナガサムラ



イコマユバチの殺虫剤抵抗性に関する研究が報告された。殺

虫剤抵抗性コナガの生態特性について，殺虫剤抵抗性系統で

は高温及び低温でよりコストが高いことが示された。また，

今回のワークショップには朝鮮民主主義人民共和国から 2 名

の参加があり，土着天敵と Bt 剤を利用した害虫管理につい

てオーストラリアの共同研究者が発表を行った。

全ての発表が終了した 3 日目の夕方，次回のワークショッ

プ開催についての話し合いが持たれ，4 年あるいは 5 年後に

東南アジアでの開催を目指すことになった。ただ，今回のワ

ークショップへの参加者を見てみると，東南アジア諸国，開

催国中国を除いた東アジア諸国からの参加者が極端に少なか

ったことである。日本からの参加者は筆者を含め 4 名であっ

た。この原因についてはいろいろあると考えられるが， 大

の原因は参加費が 400 米ドルとこの規模の国際会議としては

かなりの高額であること，途上国からの参加者への旅費援助

がなかったことによるのではないかと考えられ，次回ワーク

ショップ開催に当たっての留意点となった。

ワークショップは 3 日半の予定が 3 日間で終了し， 終日

は北京市内の中国農業科学院野菜・花卉研究所への半日ツア

ーが急遽企画された。研究所は北京市内の中心部に位置する

ものの，花卉市場や中国の伝統的ビニールハウス群が敷地の

一角に広がり，圧巻であった。見学の後，ワークショップ会

場近くのレストランで昼食を取り，次回ワークショップでの

再開を約束し，散会した。 *：カッコ内の数値はポスター

発表を含めたもの。

虫の絵のお皿

堤 隆文（福岡県農業総合試験場）

私は趣味で古陶磁などをイジっている。と言っても，地方

官吏の小遣い程度では買える物も自ずと限定されるので普段

使う食器や酒器を中心に楽しんでいる。それでも，モノが良

ければ多少のキズを繕った跡などは気にしせず，むしろ，そ

れを景色として愛でるくらいの余裕が必要である。骨董業界

ではこのような人たちを，多少の哀れみを込めて「貧数寄（び

んすき）」と呼んでいる。さて，貧数寄の私が好きな焼き物

の中に「古染付（こそめつけ）」と呼ばれるグループがある。

本来は 17 世紀前半（江戸初期）に日本から中国の景徳鎮に

注文して焼かせた，白磁に呉須（藍色の染料）で絵を描いた

（これを中国では青花，日本では染め付け，欧米では Blue and
White と呼ぶ）茶道具群のことだが，広義には明末～清初に

中国の民窯で焼かれた染め付けの器を指す（明，清時代は官

（宮廷）用の陶磁器を焼く官窯と民間用を焼く民窯を厳密に

区別していた）。この古染付にはしばしば昆虫の絵が描かれ

ている。それも結構リアルに。なかでも一番数が多いのはバ

ッタ（トノサマバッタ？）で，「芙蓉手（ふようで）」と呼

ばれる皿の見込み（中央部）に石の上にとまったバッタが書

かれていることがある（鳥や宝物の場合も多いが）。いつか

見たバッタは図鑑の挿絵のように正確に描かれ，ヒョッとし

たら属までくらい推定できたかもしれないほどであった。中

国では古代からトビバッタによる災害がたびたび発生してい

るが，それでもバッタは吉祥アイテムなのであろう。芙蓉手

の皿は日本でも生産され，江戸時代を通じて有田や王地で大

量に焼かれている。しかし，日本の芙蓉手はコピーのためか，

これがバッタ？という絵か多い。これがホントのバッタモノ

・・・・ナンチャッテ！。次いで多いのが蝶の絵である。も

っとも，蝶の場合はバッタのように主役を張ることは少なく，

花の脇役の場合が多い。しかし，例外的には写真のような皿

もある。この皿は，厳密に言えば古染付に続く「祥瑞手（し

ょんずいで）」に近いものであろうが，どちらにしても，清

初 こ ろ の 民 窯

の あ ま り 上 手

で は な い 五 寸

皿 で あ る 。 ま

ん 中 の 蝶 は タ

テ ハ で あ ろ う

か ， 後 翅 の 模

様 が ヒ ョ ウ モ

ン チ ョ ウ の よ

う に 見 え る 。

周 り を 取 り 囲

む 虫 は 蜂 で あ

ろう。数年前，マニアックな思いが生じて買ってはみたもの

の，周りの捻り模様と相まって結構怪しい雰囲気もするので，

この皿に盛る料理のイメージは未だに湧いてこず，未使用の

ままである。蝶マニアの人いかが？

オレゴン州立大学 P.C.Jepson 教授の来日について

根本 久（埼玉県農林総合研究センター園芸研究所）

IPM 及び生態毒性学の世界的権威として知られる米国オレ

ゴン州立大学総合的植物保護センター所長ポール・C・ジェ

プソン教授が，8 月 6 日に神戸で開催された国際純正応用化

学連合(IUPAC)神戸大会参加のため来日された。私はこの国

際会議の"IPM & Resistance Management" のオーガナイザーを仰

せつかったものの，うまく講演者を集めることが出来なかっ

た。私の他に，イギリスとアメリカの大学教授２人がオーガ

ナイザーでいたが，そちらも同様な状態であった。講演者の

候補になりそうな人の大部分は，農薬のリスクを減らそうと

している人で， IUPAC に喜んできていただける状態ではなか

った。国内の講演者と世界植物保護連盟からの推薦者は決ま

っていたものの，その他の海外の講演者については見込みが

たたなかった。その時に思いついたのジェプソン教授であっ

た。

教授は，1995 年にマレーシアの研修施設で開催された，FAO
と IIBC 合同による「生態毒性国際トレーニング」のスタッ

フの一人であり，当時イギリス・サザンプトン大学の教授で，

私とはその時に合ったのが 初であった。10 年前からアメ

リカ・オレゴン大学に移っていた教授に連絡を取り， IUPAC
に参加していただくようお願いしたところ，条件付きで了解

を取り付けることが出来た。条件とは，日本の研究者と交流

の機会を設けることであった。来日の際には，東京農大，中

央農研，農環研，埼玉県の有機農法圃場を訪問し交流するこ

とが出来た。その中で，天敵の定着・増殖を促進する「昆虫

増殖圃」の概念は日本では聞いたことがなく，新鮮であった。

ジ ェ プ ソ ン 教 授 の 講 演 が 決 ま っ て か ら は ， イ ギ リ ス

Rothamsted 研究所・無脊椎動物生態学部長 I. Denholm 博士や

Both 大 学 の R. ffrench-Constant 教 授 と い っ た Resistance
Management のそうそうたるメンバーを加えることができた。

今回の教授の来日の際には中央農研 宮井 俊一博士，農環研



平井一男博士並びに東京農大・生物的防除部会の桝井昭夫，

平岡行夫の両氏を始め多くの方々に大変お世話になった。心

から感謝申し上げる。

「虫に警戒されたか！？」

藤原 亮介（大阪府中部農と緑の総合事務所）

この業界に入って半年，突然降って沸いたように防虫ネッ

トを利用したえんどうのナモグリバエ防除試験をすることに

なりました。様々な人の助けを借りながらどうにかこうにか

試験をやり遂げ，勢いで今年の研究大会で発表までしてしま

いました。これまで学会の個別報告の経験はあったので，せ

いぜい 50 人ぐらいの前で話すかと思いきや，会場は 300 人

以上。まさに今流行りの「予想外」でした。右も左もわから

ない私が突然参加したんですが，他県からナモグリバエの報

告もあり，懇親会も含めて，普段聞けないような話も多く，

非常によい経験になりました。

さて本題のナモグリバエですが，これまた昨冬は「予想外」

の寒波で大阪でも何度となく積雪がありました。肝心の虫の

発生も鈍く， 終的には防虫ネットを被覆していない対照区

でも被害が少ないという，農家は喜び，普及員は頭を抱える

結果となりました。しかしながら，市内の他の地区を回って

いると，見事に被害が出ており，妙に心が騒いできました。

虫に嫌われても農家に嫌われるなとどこかで聞きましたが，

私も虫に嫌われたんでしょうか。おそらく，私ではなく，試

験場のＴさんのおかげだと思うんですが（笑）。

それともう一つ。28 年間生きてきて「雨男」と言われた

ことはないんですが，どうも枚方市との相性が悪いのか，行

くと 2 回に 1 回ぐらいは雨に降られます。農業関係のイベン

トへも参加していましたが，農政課の職員からはすっかり「雨

男藤原」が定着してしまいました。ナモグリバエの調査でも

3，4 回は雨の中カッパを着てしてた記憶があります。冬の

雨は体にしみ入りますから精神的に強くなった気がします。

ともあれ，今年は暖冬の予報。虫が大発生してもらっては

困るんですが，去年と違う結果が出るのではと期待に胸をふ

くらませ，ネットを留める竹串を調達しに走りたいと思いま

す。雨男の面目躍如もできればいいんですが・・・。

あなた好みの色に染めてみませんか！？

高岡誠一（福井県農業試験場）

先日，試験圃場にネキリトンを撒きながら，『昔のネキリ

トンの粒って赤色だったよなぁ～』と，ひとり言。 またあ

る日，ハスモンヨトウのフェロモントラップを設置していて，

『日植防のファネルトラップは屋根が緑色でロートが黄色で

バケツは白色なのに，なぜ，武田式ファネルトラップは屋根

もロートも緑色なのだろう？』とつぶやく。そういえば，数

年前の農林害虫防除研究会で，白，黄，緑？のストライプ入

りのトラップは誘殺数が多いと発表されていたのを思い出

す。真夜中に活動するのにどうやって色の違いを感じている

のだろう？なんて，色への興味が強まる中，その日は突然に。

昆虫飼育室で累代飼育昆虫の作業をしていた時，同じ部屋

の片隅で，キクの耐虫性遺伝子を研究している女史が，試験

に供試するオオタバコガの世話を。産卵場所用にと飼育ケー

スの中にクッキングペーパーを吊るし，成虫を放飼。それを

見てビビッと。『なぜ，市販の白いクッキングペーパーをそ

のまま使っているの？』『オオタバコガって，自然界では葉

や 茎 な ど 緑 色 の 部 分 に 産 卵 す る 機 会 が 多 い ん じ ゃ な い

の！？』ということで，早速，クッキングペーパーを衣類用

の染料で緑色に染め，オオタバコガの飼育ケースの中へ。数

日後，女史が部屋に走り込んで来て，「高岡さん！ 緑色の

クッキングペーパーの方がすごく産卵数が多いですよ！ 飼

育ケースの内壁に産みつけられた卵もほとんどないです

し！」。「それなら，次の世代で比較調査をしよう」という

ことで，目下，調査中ですが，全産卵数の 70 ％以上は緑色

の方に産み付けられています。 「クッキングペーパーを緑

色に染めたのは，大成功だね！」。すると笑いながら女史が

「緑色に染めるのを発案した高岡さんは，ビール一杯で赤く

染まりますけどね！」。 う～ん，たしかに！

病害虫関係の研究者，技術者への期待が増している

松井正春（三重県津市）

今年の春に農環研を定年退職してから，やや遠目に病害虫

防除の問題を考えるようになった。 近の食品の安全・安心

と環境保全のための施策展開には，目を見張るものがある。

戦後の長い病害虫対策の歴史の中でも，このような急激な変

容はなかったのではないか。これまでの生産第 1 の考え方か

ら，消費者第 1 に切り替えられたためであろう。消費者の健

康志向や好みに合わせた農産物の供給に如何に迅速に対応し

ていくかが，経済がグローバル化した中で，輸入農産物に打

ち勝っていくための重要な戦略となっている。農薬使用が厳

格化し，残留が厳しくチェックされるようになって，外国産

の農産物や養殖水産物の中から残留基準値を超えるものが多

数検出され，それら産物の輸入量が減少している。私達の食

べている外国産食品にそんなに農薬残留があったのかと改め

て驚いてしまう。

振り返って，国内農業の病害虫防除において，農薬の使用

基準（使用回数，使用時期など）内で病害虫をきちんと防除

していくために，その技術的な裏づけや普及が今ほど大事に

なっている時はない。これからの病害虫防除の研究と普及に

託された課題と期待はますます大きくなっている。また，

近では，地産地消ということで，農薬使用を減らし，農家の

顔の見える農産物，そして，農村の環境保全に役立つ，ある

いは環境負荷の少ない農業から生み出される農産物が求めら

れており，ここでも病害虫防除や農業環境の研究者，技術者

の役割が一層大きくなっていると思う。

私ごとだが，一線を退いて三重県津市に住み，紀伊半島の

自然や文化を探索し楽しんでいる。これらも含めて，この 9
月にホームページを開設した（http://www.zc.ztv.ne.jp/kiikankyo/
index.html）。害虫や農薬の問題，環境保全など農家の役に立

ちそうな情報を掲載しようという当初の目的からやや逸れた

記事もあるが，害虫防除以外の様々な情報も提供しながら，

紀伊半島地域の人達等が，楽しみながら役立てられるものに

できればと考えている。

ハッカハムシとヤサイゾウムシ，そして生物多様性研究

平井一男（農業環境技術研究所）

近，研究推進に関連して「研究成果の社会化」というこ



とをよく耳にする。また消費者団体の皆様からは消費者が必

要としていることをあらかじめ把握して研究目標を立てよう

とのご意見や JA 代表者からは IPM と言っているがなかなか

浸透しないが何か工夫されたらどうかという提言がある

（ IPM 論議は別の機会に）。さらに研究プロジェクト立案で

は政策ニーズのないものは，科研費に応募したらどうかと言

われる。

農業環境技術研究所もそれに違わず，国 /地方公共団体，

市民 /住民 /生産者，研究機関，大学との連携が必要とし，特

に生産現地に近い人々や NPO 法人と意見交換を行う機会を

設けている。過日全国の農業女性の集会「田舎のヒロイン」

から約 30 名が出席され意見交換や研究説明を行った。畜産

物廃棄，水質汚染の問題から，カドミ問題，GMO，病害虫

などについて話し合った。多くの時間を費やした GMO につ

いては，BSE 問題が発生した時に牛が羊の肉骨粉を食べてい

ることを初めて知った。GMO についても何か知らされてな

いことがあるのではないかという疑心が生じて信用できない

と言う。研究者からは，生産者のなまの声を聞いて即答でき

ないこともあるが，毎年の推進会議より多様な情報が入って

役に立つとの声があった。頷ける意見である。

害虫関係ではリンゴ栽培者から 近初秋にリンゴやサクラ

に多発するケムシ（モンクロシャチホコ Phalera flavescens ）

の大発生の原因，また西日本でハーブを大規模栽培している

専業農家からハッカハムシ Chrysolina exanthematica とヤサイ

ゾウムシ Listroderes obliquus の防除法や土着天敵・微生物を

増やすバイオコントロールについて聞かれた。見たこともな

かったハッカハムシの対策については掬い取りや侵入防止し

か思いつかないと申し訳を言って，後日成虫と幼虫の実物を

送っていただき一時飼育した。バジルなどシソ科に被害が多

いとのことである。ヤサイゾウムシについてはこの数年ハク

サイや，チンゲンサイ，コマツナに多発し承知していたので，

施設では侵入しないようにトレンチを設けると効果的との報

告があるが，露地野菜では防除はなかなか難しいと話す。た

とえば，9 月中旬に播種したコマツナではほかの害虫防除用

に播種時粒剤処理しても，成虫が歩いて侵入してくる 10 月

以降には効かない。虫除けネットを張るのもペイするか大ご

とである。発生数を調査すると雑木林に囲まれ湿地気味の畑

に多く，日当たりが良く乾燥気味の広い畑では発生していな

かったことから，日当たりが良く乾燥気味の広大な畑で，し

かも越冬成虫が潜伏している雑木林の近くではない野菜畑で

は発生を回避できそうである。但しカブラハバチやヨトウム

シの防除には対策が必要と補足した。

農林害虫関連情報として 近生物多様性の 2010 年目標に

ついて聞くことがある。つまり生物多様性条約第 6 回締約国

会議(2002)で採択された 2010 年目標「生物多様性の損失速

度を顕著に減少させること」について，第 8 回締約国会議

(2006)では「締約国が国や地域レベルでの目標とそれに関連

する指標を開発し生物多様性国家戦略などに組み入れること

を促すこと」が決議されている。農林水産業においても生物

多様性を持続的に利用していくために，農林水産業と生物多

様性との関係を定量化する指標の研究・開発を進めること，

具体的には多様性と生産性との共存方策の研究や，農耕地周

辺に保護地域（範囲）を指定する研究などが必要になるので

はと関係者と話している。
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巻頭言

新殺虫剤の発明で日本企業は頑張っている

丸山 宗之（バイエルクロップサイエンス(株)）

巻頭言を書けとのことであるが，私には自らの体験を紹介

するぐらいしかないので，思うことを書かせていただくこと

にする。私は，旧特農(現バイエルクロップサイエンス株式

会社) 入社以来 26 年，その大半を主に殺虫剤開発に携わっ

てきたが，直近の 5 年間は殺虫剤研究で過ごす機会を与えら

れた。短い時間であったが，そこで見たこと，感じたことを

書いてみよう。

意気込んで研究分野に入ってはみたが，新規殺虫剤を見

つけ出すことは容易ではなかった。嘗て新規剤にめぐり合え

る確率は数万化合物に 1 個とかいった話を聞いたことがあ

る。 現在は各企業とも自社合成化合物のみならず様々の化

合物を外部から収集しリード探索を行っているので，そうい

った化合物まで含めると新規化合物を開発できる確率は以前

とは比較にならないほど低いはずだ。 そうした高い研究・

開発コストに見合う新剤とは既存剤との交差抵抗性のリスク

が無く，且つ高い市場性がなくてはならない。つまり，鱗翅

目剤，半翅目剤，願わくはその両方をカバーし，且つ散布で

も土壌処理・種子処理でも効くといった研究者にとって夢の

ような薬剤なのだ。 IPM に有効な選択性の高い剤とかいった

ターゲットはそこには全く存在していない。

さて，世界企業のバイエル研究所の 先端の技術を多少垣

間見た。あらゆる新技術と研究戦略で新剤発見に取り組んで

いたが，これは他のグローバルカンパニーの状況もきっと同

様なものなのだろう。しかしながら，こうしたグローバルカ

ンパニーの高度の技術力，情報量の割には新規殺虫剤を見出

す頻度は決して高くないと感じているのは私だけだろうか。

それに比べ，近年上市されたピリダリル，フロニカアミド，

そしてフルベンジアミドなどに代表される日本企業の活躍が

目立つように思う。何故なのだろう？これら化合物の合成者

がただ優秀であったのか，それ以外の要因があるか？ 生物

屋としては，合成者への生物結果のフィードバックの迅速さ

とか，中毒症状の詳細な説明だとか，大きな組織では真似の

出来ない側面がそれらの成功を支えた，と強調したいところ

だが実は良くはわからない。

また，別の側面もあるかもしれない。世界的な企業は市場

性の小さそうな化合物は開発したがらないが日本企業は果敢

に挑戦してくる。自ずと新剤の開発される機会が多くなるし，

このこと自体が研究者の大きな励みになるとか。ちなみに，

日本で も市場の大きな作物は水稲であるが，その専用剤(イ

モチ剤，水稲除草剤など)の新規原体開発が弊社では困難に

なって来ている。研究者のモーティベーションにつながって

いるとは思えない。こういった環境の中，日本企業はグロー

バルカンパニーとは違った彼ら独自の価値観と戦略で今後と

も新規薬剤を果敢に出していくのだろう。

さて，今回の日本農薬のフルベンジアミド発見とその後の

ことについて。フルベンジアミドは，その作用機作が「リア

ノジン受容体」という新規の作用機作であること，基礎活性

が非常に高いこと，そしてその構成単位であるペンタフルオ

ロイソプロピル基のユニークさもあり，まさしく殺虫剤の大



発見だと思う。本化合物に刺激され DuPont 社のリナキシピ

ルが発明され，｢リアノジン受容体｣をターゲットする殺虫剤

は今後ネオニコチノイド剤に次ぐブロックバスターとなって

いくのだろう。しかし，これに留まらずさらに複数の日本の

研究者達は独創的発想で新たな化合物を見出している。これ

ら新規化合物群は，フルベンジアミドの展開から発したにも

かかわらず明らかに異なる作用機作を示し，スペクトラムも

幅広くなっていることである。同じパテントバスティングで

も彼らは一味違う内容になっていて大変興味深いし，日本企

業の能力，発想の素晴らしさを感じずにはおられない。これ

らの剤が全てのハードルを乗り越え近い将来，開発へと向か

うのか？ それともこのままで終るのか？ ここ 1 ～ 2 年で

分かるだろう。大変興味深い。

(2007 年 7 月 5 日受領)

ニュース

独断と偏見の IPM 経済学論

古橋 嘉一（シンジェンタジャパン（株））

平成 17 年度の農薬要覧によれば，生物農薬（殺虫剤）関

係の出荷額は BT 剤を含め約 18 億 3 千万円であった。その

内，BT 剤が 10 億 8 千万円で，その他の生物農薬（殺虫剤）

は 7 億 5 千万円である。その他の生物農薬で も単剤として

出荷額の多かったのはチリカブリダニで 1 億 4 千万円であっ

た。

天敵や IPM に関係する研究者が地方試験場の各県に 2 名

いるとすると，47 都道府県で 47 × 2 ＝ 97 名，独立行政法人

や大学民間の研究機関にもそれらに関係している研究者は存

在しているので，合計では 150 名位存在することになる。研

究所における研究者にかかわる経費は 1 名あたり人件費まで

を含めると，約 2 千万円とされており，150 名の研究者に関

わる研究経費の総額は年間約 30 億円と推定される。化学農

薬に代わる防除資材としての生物農薬の研究は IPM が提唱

された 1960 年代から始まっており，これまで約 40 年間にわ

たって続けられたことになり，上記の仮説に従えば，これま

での研究投資総額は約 1,200 億円と推定される。1,200 億円の

投資で年間販売額，約 18 億円の製品が開発され，今後もそ

の製品の開発と維持に毎年 30 億円の研究投資が必要な製品

が他の業種ではどのように評価されるのか興味深い。 IPM の

目標が現在使われている化学農薬に代わって生物農薬（殺虫

剤）を主な防除資材として位置づけ，目標とするならば，農

家にとってはせめて BT 剤なみの使いやすさと防除効果の普

遍化が必要であろう。

病害虫防除が IPM に向かって進められている現在， IPM
の技術が農家にとって現在の防除技術より，よりハッピーな

技術であることを願いたい。

（2006 年 12 月 20 日受領）

フールプルーフでない生物防除

和田哲夫（アリスタライフサイエンス(株)）

かってアメリカで時計やラジオなどで誰でも使いやすい，

壊しにくい製品をフールプルーフ（ fool proof）という言葉で

表現していたことがあった。さしずめ現代の携帯電話，デジ

カメなどはフールプルーフ付きではないようである。 近で

は「馬鹿でもわかるワード，ウィンドウズ」などという本も

売られているようであるが，結構ウィンドウズやエクセルの

機能はとても馬鹿では使いきれないというのは衆目の一致す

るところであり，誰もがその意味では痴呆化しつつあるよう

である。翻って生物防除はフールプルーフ付きかと問われれ

ば，まったくその保障はついていないのである。化学農薬の

ほうがまだ保証付きであるとはいえ，生物農薬の使い方の難

しさは製品としての欠陥とさえいえるのではないかと自問し

たくなるほどである。

しかしながら近年，ネット，循環扇，粘着板などの IPM
としての導入が始まったことより以前よりは，保障度がアッ

プしているように思われる。また天敵昆虫もそれこそクラシ

カルなものから，よりモダンな天敵種に変貌しつつあること

も一因かもしれない。

天敵昆虫を初期に導入していたころ，ネットも粘着版も使

わずに試験したり，指導していたことの徒手空拳ぶりには汗

顔の至るところといったら言い過ぎであろうか。

（2007 年 1 月 15 日受領）

この一年 - 生産現場から -
石川敏夫（JA 足利イチゴ部会）

イチゴ生産者として昨日の異常気象には本当に苦労させら

れている。

今年は今までになく暑い，寒いと毎年のように仲間と話し

ながら 10 年以上経過してしまっている。昨年の 5 月頃のこ

と。イチゴの親株の手入れにいった母が，葉の上に無数の甲

虫がいることに気づき悲鳴をあげた。観察すると，ランナー

に食害痕がみられた。水田転作の母株床なので，排水のため

に明渠を掘っていたが，水分のあるところに多発し，周辺の

株に多発生していた。普及員に調べてもらうとカミナリハム

シとのこと。メソミル等で退治できたが，初めてみる害虫だ

った。次は仮植苗を置いた夏の畑でのこと。となりは無断転

用で残土を覆土した田なのだが，そこからヤスデが異常繁殖

し，イチゴ苗を食害されはすまいかと冷や冷やの毎日だった。

湿度が多い物の陰などに群生していた。

イチゴの売上げが 90 ％の農業経営だが，夏は水稲を作っ

ている。減反で 2ha たらずの作付けだが，近年の高温障害で

乳白米が多発するため，窒素成分の少ない化成肥料に変えた。

ところが昨年は近年にない冷夏となり，麦作地帯で 6 月下旬

と遅い田植えのため，初期分けつが足りず，登熟不足で大幅

な減収となってしまった。紋枯病がでる地帯なのに，イモチ

病がでた。夏は涼やかだったが，秋になって今度はなかなか

冷えてこない。作物は栄養生長のままで，生殖生長に切り変

わらず，イチゴの実がなってくれない。短日夜冷処理するこ

とで花芽はつくれたが，ポリネーターのミツバチ導入までに

見なれない食害痕と葉まき症状に気ずいた。ヨトウムシとは

ちがうのはわかったが，また調べてもらうとクロモンキノメ

イガとのこと。昔の害虫がでてきている，と同定してくれた

県職員が述べたとか。 そしてこの春。あたたかさの中，残

留したハダニの増殖スピードも早いのだが，スス病も出はじ

めたコナジラミにモスピラン，バリアーﾄﾞ等のクロロニコチ

ル系がまったくきかない。バイオタイプ Q らしい。ミツバ

チがいるので薬剤の選定に頭を悩ませている。この夏は暑い

と予報がでているが，強風によってハウスに被害がでたりと，



次から次と対応に追われている毎日だ。暖冬で乾燥気味なの

だが，水不足と，熱帯低気圧などの集中豪雨が交互にくるよ

うで，現業労働者としては苦労が続く毎日だ。

（2007 年 3 月 18 日受領）

茶園のカブリダニ今昔

浜村徹三（東海物産 技術顧問）

静岡の茶園でのカンザワハダニとケナガカブリダニの研

究から離れて 20 年以上経ってしまった。再就職してから，

現場を回ることも多くなり，三重県の茶園を定期的に巡回調

査する機会にも恵まれた。昔は（1990 年代）慣行防除茶園

のカブリダニと言えばケナガカブリダニだけで，種類を気に

する必要は全く無かった。全国の茶園から集めたサンプルで

も，ほとんどがケナガカブリダニで，無防除園でニセラーゴ

カブリダニ，キイカブリダニが認められる程度であった。当

時，頻繁に散布されていた有機リン剤やカーバメート系の薬

剤にケナガが抵抗性になったために，ケナガだけが発生可能

で，カンザワハダニの防除に有効に働いていた（浜村，1995）。
近，三重の茶園でビーティングすると，慣行防除園で

もケナガの他にニセラーゴ，コウズケ，キイカブリダニなど

が多数捕れる。そんな話を静岡茶試の小澤さんにしたら，「静

岡でも同感です」とのことであった。合成ピレスロイド剤，

有機リン剤，カーバメート系殺虫剤があまり使われなくなり，

ハマキムシやアザミウマの防除にネオニコチノイド剤やＩＧ

Ｒ剤，ＢＴ剤など，比較的天敵に影響の少ない薬剤が使用さ

れるようになったためと思われる。これらのカブリダニたち

は殺虫剤の圧力の強い時代は，どこかに潜んでいて，圧力が

弱くなると，たちまち侵出してくるようで，自然の復元力に

は驚かされる。

それにしても，これから茶園で害虫と天敵などの研究を

しようとする人にとっては，カブリダニの種類が多くなって

大変だなと同情している。しかしながら，これらのカブリダ

ニは生態的な研究も不十分で，研究素材として，生物的防除

資材として，貴重なものであり，今後の研究の進展を期待し

ている。

ニセラーゴやコウズケを実体顕微鏡で覗くと，ケナガの

動きよりかなりスピーディで，ハダニを捕えるために必要な

スピードをはるかに超えている。アザミウマなどの動きに適

応しているのかも知れない。

（2007 年 5 月 20 日受領）

マンション中庭の IPM
岩谷 宏司（千葉県 JICA -SV の会）

大手都市銀行のテニスコート跡地，約 10,000 ㎡の敷地にク

スノキ，ケヤキ，サクラなど推定樹齢 30 年の既存樹木を残

しながら建てられた緑豊な中庭付きのマンションは「 2000
年低層マンション千葉県№ 1」に選ばれている。しかし約

1,000 ㎡の緑地の栽植密度は標準の 3 ～ 4 倍にもなっていて

樹木にとっての環境は決して良好とは云えないようだ。正面

玄関，車の出入り口，東西２ヶ所の通用門は何れも北を向き

ケヤキ並木に開口している。

風通しの悪い場所ではマテバシイ，アラカシに日本産カイ

ガラムシの 大種オオワラジカイガラムシがビッシリと寄

生，スス病が出て下葉は薄黒く汚れていた。’06.VIII/29 発生

を も恐れていたチャドクガ，その雄成虫が玄関の自動扉に

止まっているのを見つけ捕殺した。雌雄揃って中庭に侵入・

交尾・産卵する確率は極めて低いと思われホッとしている。

ヒロヘリアオイラガ第一世代幼虫の発生は’06.VII/12 イタ

ヤカエデに，VIII/2 ヤマボウシ，サクラに，第二世代成虫の

羽化は VIII/23，第二世代幼虫の発生は IX/20 アラカシ，X/4
イタヤカエデと続いた。Ⅹ /18 にはアラカシで昆虫病原性糸

状菌およびウイルスに感染していると思われる個体を含めて

終齢幼虫を観察している（写真）。イラガを退治したゴム手

袋でヤブ蚊を振り払いヒドイ目にあった。南方系の侵入害虫

ヒロヘリアオイラガによるカブレはチャドクガのそれに似

て，肌についた毒毛を摺りこむことで発症するようだ。飛び

上がるような痛さの在来のイラガとは違うことを，この歳に

なって初めて体験した。

VII/19 ネムノキの新芽を加害していたナメクジを 9 匹捕

殺，枝枯れまで起こしていた樹勢はその後新葉の展開ととも

に順調に快復している。これ以降，XI/15 までの累計は 82 匹

となった。雨の日には，朝帰りの現行犯を捕まえるささやか

な楽しみを味わうことが出来た。

X/4 エゴノキの一本が突然枯れた。株元の周囲が食害され，

おがくず状の食い滓が溜まっていることからコウモリガの幼

虫による被害ではないかと思われる。1 年目の幼虫のホスト

植物としてはコムラサキシキブを疑っている。

閉鎖系の環境に適応した害虫たち，中庭の生物相には造園

業者が実施してきた 6 月下旬～ 7 月上旬，8 月下旬～ 9 月上

旬の年 2 回のトリクロルホン 50%乳剤 1000 倍液全面散布の

影響が出ていると思われる，いやそうに違いない。四方を建

物に囲まれている中庭はカイガラムシや飛翔能力の低い蛾に

とって外から侵入しにくい環境と云えるものの，ひとたび発

生すると絶好の繁殖場所となってしまうかも知れない。昨年，

延べ 200 時間の手間ヒマをかけて節約できたのは薬剤散布１

回の費用の 4 万円ポッキリ。しかも，「これまではこんなに

害虫は発生していなかった，殺虫剤散布を中止したから増え

ているのでは？」との素朴な質問に答えられない。キンモク

セイハダニを駆除するための雨中の散水，ガーデニングを気

楽に楽しむつもりで参加してくれたご婦人たちには荷が重過

ぎたかも知れない。’07.V/12 今年も香り高いエゴノキの花で

は愛くるしいクマバチの乱舞が始まったが，スズメバチと間

違えて殺虫エアゾールを散布するようなマネだけは止めて欲

しい。

（2007 年 5 月 31 日受領）

写真2 昆虫病原糸状菌（左）とウ

イルス（右）に感染したと思われ

るヒロヘリアオイラガ幼虫

写真1 ヒロヘリアオイラガ終齢

幼虫



アルメリアで見たこと

秋吉信行（石原産業株式会社 開発部）

この 5 月にスペイン南東沿岸部の施設栽培を見学し，現

地の指導者から当地の IPM について話を聞く機会があった。

当社が理研と共同で取り組んでいる”散布型コナジラミ忌避

剤”の開発のためである。2 日間でムルシア，アルメリアの 2
箇所をみることができた。それぞれ 8,000ha，30,000ha の施設

栽培（スペインの施設面積は約 64,000ha）があり，トマト，

ピーマンなどの生産物の多くは欧州北部へ輸出される。この

辺りの気候は乾燥少雨で，日本とは圃場の周辺環境は全く異

なるが，近年，天敵利用を中心とした IPM が急速に拡大し

ているので紹介したい。

アルメリアでは，2005 年には 300ha が生物防除中心の IPM
で栽培された。2006 年には 600ha に倍増し，今年秋からの作

付けでは，6000ha(地域の 20 ％)近くまで拡大させるという。

ムルシアでは既に 25 ～ 30 ％の地域で IPM が導入されてい

る。急速な進展の理由は３つある。①北部欧州の大手スーパ

ーが，化学農薬無残留の野菜を強く求めている，②欧州農薬

登録の見直しによって使用可能な農薬が少なくなった，③特

にコナジラミの抵抗性のため化学防除中心の体系が機能しな

い，ことである。ではここの IPM は成功しているかという

と，まだ問題が多い。我々は何軒かのハウスを回ったが，冬

春トマトの終わりの時期とはいえ，コナジラミは多発生で，

非常に多くの株が黄化葉巻病に感染していた。「これでいい

の？」「まぁもうすぐ終わりだから・・」，防除体系はまだ

完全に確立していないのであった。コスト面の問題もある。

天敵の導入には州政府の補助がある。アルメリアでは天敵導

入コストの半額が補助されるという。予算の上限が普及面積

拡大の上限になりそうであるが，大規模普及により，天敵の

生産コストが下がり，安く入手できることを想定しているの

かもしれない。ここでは，農家 23,000 人に対し，公的機関，

民間，天敵・農薬メーカーも含めて何らかの形で技術指導に

携わるものが 500 人いるそうである。頻繁に圃場を巡回し防

除指導する必要があり，このような普及コストも無視できな

い。

それでも施設野菜について言えば，もはや化学防除中心の

体系に戻ることは無い，というのが現地での一致した見方で

あった。私自身もそう感じた。 IPM で生産した野菜を望む消

費者がいる以上は，流れは止まらないであろう。しかし生物

農薬は万能ではなく，これと組み合わせて使える剤，我々が

取り組んでいるような，食品や食品添加物由来の剤であれば，

利用価値は高いと思った。 IPM の流れは日本でも同じような

方向に進むかもしれない。その時に備えて， IPM に組み込む

ことの出来る剤の品揃えを充実させておかなければならない

と改めて思った。

（2007 年 6 月 8 日受領）

タバコカスミカメは害虫？それとも天敵？

中石一英・広瀬拓也（高知県農業技術センター）

タバコカスミカメ Nesidiocoris teuis は体長 3 ～ 3.5 ㎜，翅に

特徴的な斑紋を有するカスミカメで，本州，四国，九州，南

西諸島など日本国内に広く分布している。

このタバコカスミカメ，農林有害動物・昆虫名鑑にはトマ

ト，ウリ類，タバコ，ゴマ，キリ類の害虫として記載されて

いる。実際にトマトを加害すると，茎や葉柄の周囲を丸く取

り巻くようなリング状の傷をつくり，その傷の部分が折れや

すくなる被害を出すから立派な害虫である。

しかし，本種はコナジラミ類の天敵でもある。その捕食量

はすさまじいもので，タバココナジラミ 4 齢幼虫（蛹）を 1
日当たり， 大で雌は 36.3 頭，雄は 30.0 頭も捕食する大食

漢である。また，当センターにおいて，促成ナスと促成ピー

マンで放飼試験を行ったところ，ナスにおいては本種の加害

により葉に小さな穴を開ける被害が見られたが，タバココナ

ジラミの発生を十分に抑制し，安定した防除効果が得られ，

タバココナジラミの捕食性天敵として非常に有望であること

が判明した。実際，欧州では，タバコカスミカメの近縁種で

ある Dicyphus hesperus が Koppert 社より商品名 DICYBUG で販

売され，コナジラミ類防除に利用されている。そうしたこと

から，現場からタバココナジラミ対策として，本種を利用し

たいとの声が上がってきた。

そこで，本種を特定農薬として利用することができればと

考え，農水省に問い合わせたところ，「特定農薬の定義は，

農取法第 2 条第 1 項の“その原材料に照らし農作物等，人畜

及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなも

のとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬”で，い

くら土着天敵であるとしても，作物に被害を出すものは特定

農薬とは認められない。また，農薬登録されていないので，

防除目的で使用する場合は無登録農薬となる。」との答えが

返ってきた。つまり，土着のタバコカスミカメを防除目的で

利用した場合，農取法違反となるとのこと。確かに法律に依

ればそのような解釈となることは理解できるが，釈然としな

い。

カスミカメ類の中には，植物を加害もするが捕食活動も行

う種が多いと考えられ，捕食性天敵としてカスミカメ類の探

索が進んでいけば，今回のタバコカスミカメのような事例が

出てくるのではないだろうか。せっかくいい天敵が見つかっ

ても利用できないのであれば宝の持ち腐れかと考えると残念

でならない。何とか利用できる方法はないだろうか・・・・。

（2007 年 6 月 11 日受領）

栽培者と病害虫の視点から

横内京子（山梨県病害虫防除所）

私は採用から 3 年間，普及指導員として勤務し，昨年病

害虫防除所に異動しました。

病害虫については，発生状況が収量や品質に大きく影響し，

農家からの問い合わせも多いため，普及現場でも頻繁に接し

ていました。

普及指導員の時は，栽培者の視点から病害虫について考

え，農家がいかに速やかに問題となっている病害虫を防除で

きるかということが 優先であり，薬剤散布などの防除対策

を指導することが中心でした。防除がうまくいけば，それで

解決することが多かったため，正直なところ病害虫自体に興

味がわくということは少なかったように思います。重要なこ

とと認識しつつも，“栽培”という広い中における一要素と

いう意識がありました。

防除所に異動したとき，病害虫の専門ではあるものの，

病害虫を防除するという目的は同じなので，それほど意識は

変わらないと思っていました。しかし，仕事をするうちに，



自分でも面白いなと感じたのは，目的は同じでも，これまで

とは逆に病害虫の視点から全体の栽培を見るようになったこ

とです。病害虫の生態にどのように栽培が重なり影響を及ぼ

すのか，病害虫の発生に何が適していたのかといったことも

考えるようになりました。

また，ほ場に行った際に，病害虫に自然と目が向くとと

もに，害虫だけでなく，天敵などの存在にも気づけるように

なり，対象病害虫だけしか見なかったこれまでとは違い，そ

の意味では広い視野を手に入れることができました。

栽培を行ううえで病害虫は切り離せないものであり，重要

な課題ですが，栽培者と病害虫の両方の視点から栽培全体を

見られるようになったことは，今後の仕事に生かせる大きな

収穫であると感じています。

病害虫の世界には，まだ片足を踏み入れた程度ですが，興

味を引かれることが多く，面白さが徐々に分かってきたよう

に思います。諸先輩方のご指導をいただきながら，さらに知

識や経験を深めていきたいと思います。

（2007 年 6 月 14 日受領）

海外での採集にはカウンターパートが必需！

後藤哲雄（茨城大学農学部）

巷では，いつの間にか「アジサイハダニ」と呼び慣わされ

ているという噂を耳にした Tetranychus hydrangeae Pritchard and
Baker を求めて，2005 年 8 月に採集記録のあるタイに出かけ

ました。残念ながら，採集地とされた場所はすでに高層ビル

ディングになってしまっていました。仕方なく現地の研究者

の案内を請うて何カ所も探しましたが，結局見つかりません

でした。この例は，相手が研究者であるため，さして疲れる

ことなく，一定の成果を挙げられる採集旅行です。そして，

そういう採集の仕方に慣れきっていた自分にハタと気づかさ

れる出来事が発生しました。

横浜植物防疫所の真﨑 誠さん(現 那覇植物防疫事務所)か

ら，「アジサイナミハダニ」(せめてこの和名にして欲しい)

の情報を頂き，2007 年 4 月 4 日～ 11 日，メキシコ・ソノラ

州エルモシージョのカボチャ畑に採集に出かけてきました。

当初，現地協力者が得られず，多くの日本国内の研究者や

JICA 関係者にご迷惑をおかけしました。 終的には，旧知

であったヌエボ・レオン州立大学の研究者が， INIFAP(日本

の農業試験場に相当？)に勤務する人を紹介してくれました。

現地農家に詳しく，求めるカボチャ畑に案内してくれて，都

合 5 日間をガイドしてくれるとのこと。これに勢いづいて，

勇んで出かけたのですが，現地空港に着くなり，大波乱(詳

細は割愛)。結局，彼には 2 日間お付き合いいただき，目的

のハダニを採集できました(パチパチ！) が，これにも後日

談が・・・。しかし，5 日間の予定であったのに，残りは「多

忙」の一言で放任されてしまいました。丁度イースター休暇

中で銀行も官公庁もすべて閉まっている上，州都なのにひど

く小さい町で３日間もボケーと過ごす羽目になりました。英

語が全く通じないので，地図に出ていないところにはタクシ

ーで行くこともできない，観光施設もない，おまけに採集三

昧を疑わず観光の下調べもしていなかったので，お手上げで

す。カウンターパートがいることの有り難さを身に染みて知

った次第です。それにしても，何もしないでただただ 3 日間

も過ごすのは，私には向いていないことがよく分かりました。

（2007 年 6 月 15 日受領）

中国の農業と洞窟生物

曽根信三郎（バイエルクロップサイエンス(株)）

2004 年 10 月 1 日から 2 週間、貴州省と広西チワン族自治

区の洞窟、2006 年 5 月 31 日から 2 週間、四川省北部の洞窟

に生息する生物の調査を中国科学院との共同で行う機会を得

ました。中国の四川、貴州、雲南、湖南、湖北の各省や広西

チワン族民族自治区の地質は石灰岩であり、約 30 万個の洞

窟が知られています。また、その規模は非常に大きく、直径

300 ｍを越すドリーネや 10km を越す大洞窟も数多く存在し

ます。

中国の洞窟に生息している生物は、日本の洞窟に生息して

いる洞窟生物に比べ特殊化しており、眼の退化はもとより、

脚が長くなったりしていま

す。日本では発見されていない白いカマドウマやムカデも中

国の洞窟で発見されています。私が研究しているチビゴミム

シ類については、胸部が非常に長くなった、世界で も特殊

化していると思われるキリンメクラゴミムシが採集･記載さ

れています(写真 1)。このように特殊化した洞窟生物が発見

･採集される中国の洞窟ですが、その個体数は非常に少なく、

日本の洞窟では普通に多く見られるトビムシ類ですら、その

個体数は非常に少ない状況でした。

この理由を考えると、中国での農業の状況と関係あるよう

に思われてなりません。四川省は劉備玄徳、諸葛亮孔明が活

躍した蜀の国で、中原と呼ばれる農業生産が安定した地域で

す。そのために、急峻な山地を除き、平地では水田を、傾斜

地では野菜、山の上部ではトウモロコシが栽培されています

(写真 2)。そのために、ほとんど森林と言われるものはなく、

その畑の中に洞窟が開口している状況です。そのため、洞窟

に流入する落ち葉などの有機物は少なく、また、洞窟は乾燥

した状況になっています。日本の洞窟のほとんどは、森林の

中に開口しており、湿潤で有機物の流入も多い状況です。こ

の違いが洞窟生物相の豊かさに繋がっているのでしょう。

近年、中国でも植林を進めて、少しずつですが緑が増えて

きている状況ですが、森林面積が多い日本に比べるとあまり

に貧弱なものです。日本の自然の豊かさを改めて感じる調査

でした。我々も日本の自然の豊かさを生かした農業を守って

いかなくてはいけないのではないでしょうか?
（2007 年 6 月 27 日受領）

植物活力液（偽装農薬）再流行の危険性

本山直樹（千葉大・院・生態制御化学）

当生態制御化学研究室では 1994 年 3 月の日本農薬学会大

会で，当時全国の有機農業生産者や無農薬管理のゴルフ場な



どで人気のあった天然・植物抽出液「夢草」の有効成分は天

然物ではなく，混入された合成ピレスロイド剤のシペルメト

リンであるという報告をした１）。それに先立つ 1989 年，神

戸大学の松中昭一教授のグループは，1984~1988 年の無農薬

栽培と称する野菜（きゅうり，トマト）と通常栽培野菜の残

留農薬（有機リン剤）を比較し，検出率においても検出され

た濃度においても有意な差がないという驚くべき報告をして

いた２）。これらの事実は，有機農業ブームに便乗して無農薬

栽培と称しながら，実は農家が隠れて農薬散布をしていたか，

農薬の代わりに使った非農薬資材に農薬が混入されていた

か，あるいは流通業者が嘘の表示をしていたかのいずれかが

行われていたことを示唆した。その後検査対象として取り上

げたその他の同様の資材についても，効果のあったものには

例外なく合成化学農薬が混入されていることが明らかにな

り，殺虫剤だけでなく，殺菌剤のトリアジメホン３）や除草剤

のオキサジアゾン４）までもが検出された。当時農薬管理行政

を担っていた植物防疫課は， 1995 年に不正の証拠が固まっ

た 3 社 1 団体に対して農薬取締法違反である旨の口頭指導を

行い５），これらの団体は詐欺行為の中止に追い込まれたかに

見えた。しかし，本年 3 月に開催されたある県の病害虫成績

検討会の後の懇親会で，農薬分析担当者が県認定のエコ農産

物と通常農産物の間で残留農薬に有意な差がないと洩らして

いた。どこの県でもエコ認定を受けるには，化学肥料と化学

農薬による環境負荷を低減するために，各々の使用量を慣行

の 50 ％以下に削減している筈なのに。松中教授らが暴露し

た 1980 年代後半の偽装有機農業横行時代からすでに 20 年も

経過し，有機農産物認証制度も導入されているのに，何故今

でも似たような状況が続いているのか。このところ農業関係

の雑誌やインターネットの情報を見ると，さもありなんと思

われる植物活力液の類の宣伝が溢れていて，再び大流行の様

相を呈している。

“自生植物からつくられた農植物保護液（又は特殊肥料）

アグリクール：人と環境にやさしい”とラベルに謳った資材

はその中の一つだが，当研究室で分析したところ有効成分と

して殺虫剤アバメクチンが検出された６ ,７）。アバメクチンは

合成化学農薬ではないが，外国では農薬登録のあるれっきと

した抗生物質殺虫剤（放線菌から単離された殺虫性マクロラ

イド）である。ラットに対する LD50 は 10mg/kg という毒物

相当の物質であり，魚毒性も C 類で強い。筆者らの発表に

対して，製造元は代理人の弁護士を通して抗議の通知書を送

りつけてきた。そこには，ある分析会社の定量下限値 0.01ppm
で 447 項目の対象農薬（アバメクチンを含む）が検出されず

という分析結果証明書が添付してあった。アバメクチン混入

の事実は，当研究室以外の複数の分析機関でも確認済みなの

でもちろん間違いはない。筆者らは全国各地の現場からロッ

ト番号の異なるアグリクールを多数集めて，その中の 6 サン

プルについて分析に供したが，全てから約 1600ppm と推定さ

れるアバメクチンを検出した。わが国ではトップクラスの種

苗会社までもがこのような資材の販売に手を染め，偽装農薬

の信用付与に一役買っていたが，ちゃんとした計量証明事業

所（濃度）として厚生労働省から認可を受けている分析会社

が発行した農薬検出されずという証明書を信用して，判断を

誤ったものと推察される。何故定量下限値 0.01ppm で検出さ

れなかったのかは不明だが，この会社の一斉分析技術の精度

に問題があったのか，あるいは製造元が有効成分を抜いたア

グリクールを分析用サンプルとして提供したかのどちらかし

かない。ちなみに，10 数年前の「夢草」の場合は，農薬検

査所の立ち入り検査に対して製造元はシペルメトリンを抜い

た「新夢草」を提供し，自ら確信犯であることを証明すると

いう墓穴を掘った。 2003 年に施行された改正農薬取締法に

よって，無登録農薬の輸入，製造，販売，使用は厳しく禁止

された筈なのに，アグリクールをはじめとして何故類似の資

材の宣伝が再び隆盛を誇っているのか。つい先日，有機農業

推進法８）が議員立法で通ったというニュースが報道された

が，このような資材がビジネスチャンス到来とばかりに大手

を振って登場してこないか心配である。

マイナー作物の農薬登録拡大やポジティブリスト制度導

入をきっかけに農薬分析需要が急増し，分析技術の精度に問

題がある分析機関が乱立して過当競争が起こっていることが

分析の質の低下に結びついているとの指摘もある。非農薬と

称する防除資材の安全性の根拠が，往々にして経費が安いと

いう理由でそういう機関の証明書を利用して成り立っている

という点も問題である。筆者らの調査では，アグリクールは

いくつかの有機認証団体によって有機農業で使用してよい資

材としての認証も受けており，あちこちのお茶やイチゴや花

卉栽培や，街路樹の害虫防除でも使用されている。アグリク

ールが認証を受けていた県やアグリクールを使用していた産

地を挙げれば風評被害が起こる可能性があるので，ここでは

言わない。いくら栽培履歴に農薬散布として記帳しなくて済

む（非農薬ということになっているので）から便利だとは言

え，登録農薬のようなきちんとした使用基準もないのだから，

混入されているのは毒物相当の殺虫剤だという点から生産者

の健康にとって危険であり，消費者の信頼を裏切る行為であ

り，魚毒性 C 類という点からは使い方によっては環境にと

っても危険である。何よりも，登録農薬を適正に使用してい

る正当派農業に対する侮辱であり，まともな農薬の製造・流

通ビジネスを行っている企業に対しても不公平・不公正な許

しがたい詐欺行為である。ちょうど今，北海道の食品加工卸

会社が牛肉 100 ％ミンチとして納品し，生協ブランドの「牛

肉コロッケ」として全国的に販売されていたものに実は豚肉

が混じったひき肉が使われていたという事件が発覚してマス

コミを賑わしているが，不正競争防止法違反（虚偽表示）の

疑いで捜査に乗り出す方針を固めたとのこと８） 。偽装コ

ロッケの場合は，すでに 1 年以上も前に地方農政事務所に情

報提供があったにもかかわらず，対応をしなかったというこ

とで行政の不作為が責められている。偽装農薬を現行の農薬

取締法で取り締ることが法的解釈上微妙で難しいのだとした

ら，明らかに虚偽表示をしているのだから，不正競争禁止法

ででも取り締るべきである。あるいは，取り締まりができる

ように農薬取締法を再改正すべきであろう。しかも，あやし

げな漢方植物源農薬やアバメクチンを含む無登録農薬はイン

ターネットを通して中国から 500 キロ単位で直輸入する仕組

みまで存在している９）。このような資材を野放しにしておく

ことは，食の安全，国民の健康が脅かされるだけでなく，法

律が機能していないということで農薬管理行政自体が国民の

信頼を失うということになりかねない。農家がこのような資

材の誘惑に負けることを防ぐために，栽培履歴に登録農薬の

使用記録だけでなく，植物活力液とか農植物保護液とか土壌

改良剤とか特殊肥料とか称する非農薬資材の使用記録も全て

記帳させるというのもすぐできる改善策のひとつである。偽



装農薬の製造元に対しては，農薬管理行政を一手に担ってい

るアメリカの環境保護局（EPA）のように業者が製造・販売

している資材について虚偽の報告をしたり，マイナス面の情

報を認識しながら隠していた場合には認識した時点に遡って

巨額の罰金を課すという制度も参考になる。行政の早急な対

応を期待する。

1）本山直樹・呉 鴻圭・駒形 修・T.Mahmood（1996）有

機農業用資材として用いられるいわゆる天然・植物抽出

液「夢草」に含まれる殺虫活性成分．農薬誌 21:73-79．
2）松中昭一・大江亜矢子・久下美由紀・奥村美幸・山岡

達矢（1989）無農薬栽培と称する野菜の農薬残留．日本

農薬学会第 14 回大会講演要旨集 110．
3）山口 勇（1996）植物（漢方）農薬の是非．農薬誌 21:269．
4）駒形 修・本山直樹（1999）有機農業用資材「健草源

・地」の除草活性と有効成分．千葉大園学報 53:15-18．
5）産経新聞夕刊 1995 年 9 月 30 日．

6）本山直樹（2007）農薬に関する 近の話題から．平成 19
年度全国農薬協同組合ブロック会議講演要旨 2.16（名

古屋） , 2.21（仙台）．

7）橋爪直樹・木村真理子・本山直樹（2007）農植物保護

液「アグリクール」の殺虫活性と有効成分の検討．日本

農薬学会第 32 回大会講演要旨集 124．
8）法律第百十二号「有機農業の推進に関する法律」（2006

年 12 月 8 日成立，12 月 15 日施行）．

9）朝日新聞 2007 年 6 月 23 日．

10）http://japan.alibaba.com/manufacture/5091235.html
（2007 年 6 月 27 日受領）

研究者の技術に対する倫理観

古橋 嘉一（静岡市）

近、洋菓子メーカー不二家の賞味期限のごまかしやミー

トホープ社の食肉偽装、マンションの耐震偽装、原子力発電

所の事故隠蔽、コムスンの介護料不正請求など、いわゆるご

まかしが相次いで起こり、大きな社会問題となっている。こ

れを農薬に例えると、防除効果の「ない」薬剤を「有る」と

言って販売しているようなものであろうか？上記の会社のあ

る会社では、あまりの不正を見かねて会社を辞めていった社

員もあったようである。しかし、会社からの賃金に家族の生

活の糧を頼っている社員にとって会社の不正行為は見てみぬ

ふりをするのが自分の身を守る唯一の手段かもしれない。そ

して、不正が正されないまま事故が起こったり、消費者が中

毒を起こしたりして不正が発覚し、問題化することになる。

農薬についても同じようなことがいえよう。農家が農薬を

買うのは作物を加害する病害虫の防除であり、農家は目的と

する病害虫を防除するために農薬を買うのである。農薬会社

は農薬を売る場合、その農薬が目的とする病害虫に対し「防

除効果がある」といって売っているはずである。従って、会

社内で色々な試験を行なって「防除効果が無い」ことを確認

した場合は実用化をすすめるべきではなく、また、試験場や

防除所などが試験を行なって我が県では効かないと結論付

け、防除基準に掲載できない農薬を積極的に売り込むような

ことは慎むべきである。農家が「防除効果のない」農薬を散

布しても何ら得られる利益は無いのに、それを売った農薬会

社がその効かない農薬を売ったことによって利益を得たとす

ればその得られた利益は農家にとっては損害となっているか

らである。登録を取得した農薬であっても、その効果の特徴

から、産地によって採否が分かれることはよくあるが、登録

時のデータだけで十分カバーしきれない部分が出てくること

もあり、農薬会社は産地の事情をよく理解して対応すること

が望まれる。万一、登録後に効果が出ない場合が増えてきた

なら、適用害虫から外すようにするべきであろう。（竹内薫

著 「９９％は仮説である」を読むと良く理解できる）。

今、企業に問われているのは「適法」だけではなくて「適

正」かどうかが問われている時代であり、CSR（企業の社会

責任）をどの会社も重んじているのはそのような社会要請が

あるからである。農薬会社も当然例外ではあるまい。技術者

（研究者）の倫理観としてデータの捏造や改ざん、隠蔽、論

文の盗用などは恥ずべき行為とされる。農薬についても「防

除効果がない」のに「ある」と「うそ」をつくのはデータの

捏造と何ら変わらないものであり、それがまかり通るように

なったら植物防疫の研究は不要となり、研究者・技術者の倫

理観として、とうてい、受け入れられるものではなく、それ

を使う現場の農家は何を信じたらよいか迷うことになろう。

この種の話はいわゆる農薬的な効果をうたう資材でよく聞く

が、一流の農薬会社には無縁の話であってほしい。しかし、

続々と続く会社の不正行為は上記の会社のように、左前にな

った会社が利益優先のためには「うそをつくこと」が会社に

とって必要悪となっているように思ってしまう。

農薬会社のホームページをのぞくと、みな、CSR(企業の

社会的責任)、やコンプライアンスを遵守することがうたっ

てあり、ユメユメ「防除効果のない農薬」を「効く」と「ウ

ソ」を言って農家に売るような農薬会社はないものと信じた

い。

（2007 年 7 月 8 日受領）

大会講演プログラム

第1回大会

開催日 ：1996 年 6 月 21 ～ 22 日

開催場所：三重県阿児町賢島

シンポジウム 1「農林害虫防除における諸問題」

1.水稲害虫防除における諸問題

城所隆（宮城農業セ）

2.野菜害虫防除における諸問題（露地）

上和田秀美（鹿児島農試）

3.野菜害虫防除における諸問題（施設）

高井幹夫（高知農技セ）

4.花弁害虫防除に関する諸問題

矢野貞彦（和歌山農試）

5.りんご害虫防除に関する諸問題

関田徳雄（青森県りんご試）

6.森林の穿孔性害虫防除についての諸問題

柴田叡弌（名大農）

7.害虫防除剤開発における生物場面での諸問題

今埜隆道（日本農薬）

特別講演



1.「農業の国際化に対応出来る害虫防除のあり方」

斎藤哲夫（名古屋大名誉教授）

シンポジウム 2「マイナー作物の農薬登録に関する諸問題」

1.マイナー作物の農薬登録の現状

林直人（日植防）

2.県の試験場の立場から

中込暉雄（愛知農総試）

3.追加発言：企業の立場から

第2回静岡大会

開催日 ：1997 年 6 月 26 ～ 27 日

開催場所：静岡県浜名郡舞阪町浜名荘

参加者：110 名

シンポジウム：「難防除害虫対策の現状と今後の方向」

1.チャにおける害虫防除の変遷と今後の方向

久保田 栄（静岡県茶試）

2.ナシにおける害虫防除の変遷と今後の方向

伊沢宏毅（鳥取県園試 ,）
3.浜松市の花きにおける害虫防除の実態

石塚 健（静岡 JA トピア）

4.施設作物におけるミカンキイロアザミウマの防除対策

片山晴善（静岡県防除所）

「抵抗性害虫問題」

1.水稲害虫の薬剤抵抗性

遠藤正造（農環研）

2.殺ダニ剤の現状と新剤の特徴

（ヤシマ化学，アグロカ・ネショウ，日本曹達）

一般講演

1.害虫防除における BT 剤の残効性と UV 安定性について

浅野昌司（クボタ）

2.長野県における天敵を用いた夏秋栽培ミニトマトのオンシ

ツコナジラミ防除

豊嶋吾郎（長野県野菜花き試験場）

3.栽培現場における防除効率低下要因とその対策

井上雅央（奈良県果樹振興センター）

4.東京湾ゴミ処分場第夢の島のイエバエにおけるピレスロイ

ド抵抗性遺伝子 kdr の頻度

西川和彦・正野俊夫（筑波大学）

第3回茨城大会

開催日 ：1998 年 7 月 2 日～ 3 日

開催場所：茨城県ひたちなか市ホテルクリスタルパレス

参加者 ：約 270 名

シンポジウム：

1.土壌害虫、コガネムシの生態と対策

藤家梓（千葉農試）

2.トマト黄化えそウイルスとアザミウマ伝搬機構

津田新哉（茨城農総セ）

3.ミカンキイロアザミウマの発生生態と防除対策

森下正彦（和歌山農林水総研）

4.オオタバコガの発生と卵寄生蜂による防除

上和田秀美（鹿児島農試・大隅）

5.斑点米カメムシの研究と対策

八谷和彦（北海道中央農試）

特別講演：

1.「わが国の天敵農薬の利用に向けての取り組みと国際情勢」

松本信弘（農薬検査所）

2.「天敵と化学農薬との調和」

①生物的防除体系 BIO-PLUS システムについて

平岡行夫（トーメン）

②害虫管理における天敵と化学農薬の調和

根本 久（埼玉園試）

③施設栽培果菜類における IPM への取り組み

松永良夫（トモノアグリカ）

一般講演：

1.害虫掃除機「No 薬君 1 号」によるコナガ成虫の防除効果

田中寛・高浦祐司・村井邦彦・柴尾学（大阪府農林技術セ

ンター）

2.キャベツ害虫の防除と BT 剤利用について

浅野昌司（クボタ）

3.アブラバチによるイチゴのワタアブラムシ防除

山下賢一（兵庫県病害虫防除所）

4.アザミウマ類の飼育法

村井保（岡山大学生物資源研究所）

5.ナスの据置栽培における IPM の試み

永井一哉・飛川光治・平松高明（岡山県農試）

6.おとり作物と誘引剤を併用したレンコン圃場におけるマメ

コガネ成虫の防除

藪哲男（石川県総農試）

7.ニカメイガの防除判定と水稲の移植時期

神田 徹（埼玉県農試）

8.東南アジアのスクミリンゴガイ

守屋成一（農環研）

9.新殺虫剤スピノエース顆粒水和剤の特徴と難防除害虫に対

する効果

中村元太（ダウ・ケミカル）

10.ルフェヌロン（マッチ乳剤）のミカンキイロアザミウマ

に対する効果並びに天敵に対する影響

ニロ欣也・橋野洋二（ノバルテイスアグロ）・森本輝一（ト

モノアグリカ）

11.イミダクロプリド：昆虫レベルの“Mode of Action”
岩谷宏司・丸山宗之・大津悠一・江尻勝也（バイエルアグ

ロケム）

12.インドキサカルブ MP（ルネードフロアブル）の作用特性

について

鶴渕祐治（デュポン）

第4回長野大会

開催日 ：1999 年 7 月 1 日（木）～ 2 日（金）

開催場所：長野県松本市中央公民館

参加者 ：約 220 名

シンポジウム：「特異発生害虫オオタバコガを巡る諸問題」

1.全国的にみたオオタバコガの 近の発生様相

浜村徹三(農水省野菜・茶試）

2.関東地方（千葉県）におけるオオタバコガの生態と防除の



考え方

清水善一（千葉農試）

3.鹿児島県におけるオオタバコガの発生生態～特にオクラ栽

培地帯における発生生態を中心として～

上和田秀美（鹿児島農試）

4.長野県におけるオオタバコガの発生相と防除～レタスを中

心にして～

小林荘一（長野県野菜花き試）

5.オオタバコガ防除薬剤開発の現状

林直人（（社）日本植物防疫協会）

一般講演：

1.オオタバコガの飼育法および卵接種試験法について

西森俊英、新川一也、鎌野茂之、小林政信（全農営農・技

術センター）

2.露地トマトにおけるオオタバコガの産卵消長及び寄生虫数

の推移

阿久津四良（神奈川県病害虫防除所）

3.露地キクにおけるウスモンミドリメクラガメの発生

安田慶次（沖縄農試）

4.クモヘリカメムシの防除時期と防除薬剤の検討

横須賀知之、上田康郎（茨城農総センター農業研究所）

5.ホウレンソウケナガコナダニの被害と防除の難しさ

春日高志、天野洋（千葉大園芸学部）

6.キャベツにおける食葉性害虫被害の許容水準の検討につい

て

岡留和伸（京都農総研）

7.カンザワハダニの変異：生殖和合性と寄主範囲

後藤哲雄（茨城大農学部）

8.天敵 IPM データベース（天敵カルテ）構想

田中寛（大阪農技センター）

9.一部地域で発見されたエトキサゾール低感受性ナミハダニ

について

小林政信、鎌野重之、西森俊英（全農営農・技術センター）

10.テブフェジド水和剤のチャハマキに対する効果の年次推

移

小杉由起夫（静岡茶試）

10.ハスモンヨトウ幼虫の殺虫剤抵抗性要因の検討

遠藤正造、大津和久（農水省農環研）

11.ケイ酸資材の処理による水稲の病害虫防除

江村薫、加藤徹、植竹恒夫（埼玉農試）

12.新規 BT 剤「レピターム 8 フロアブル」の特徴について

丸山威、姫島正樹（クボタ）、山本敦司（日本曹達）

特別講演「今問題の花き害虫」

1.キクにおけるアザミウマ類の発生予察

千脇健司（岡山農総センター農業試験場）

2.花き類でのナミハダニの防除～奈良県でのキクのハダニ

防除の取り組み～

國本佳典（奈良県病害虫防除所）

第5回宮城大会

開催日 ：2000 年 6 月 29 日～ 30 日

開催場所：宮城県仙台市戦災復興記念館

参加者 ：約 230 名

1.秋田県における斑点米カメムシ類の発生

新山徳光（秋田農試）

2.斑点米カメムシの多発事例（富山県の場合）

松崎卓志（富山農技セ農業試験場）

3.水田生態系管理と害虫防除

江村 薫（埼玉農林総研セ）

4.水田に棲む生き物たちの食物連鎖を活かした減農薬害虫制

御の試み

小山 淳（宮城古川農試）

5.荒川提外地におけるアカヒゲホソミドリメクラガメの発生

消長

植竹恒夫・江村 薫（埼玉農林総研セ）

6.平成 11 年度に県北部で発生した黒点米類似症状について

桑澤久仁厚（長野農事試）

7.昆虫成長阻害剤（ IGR 剤）のチャバネアオカメムシに対す

る産卵抑制効果

佐藤晶彦・廣森創・廿日出正美（静岡大農）

8.長野県東信地域におけるコナガの BT 剤感受性（1999 年）

丸山威・関昭広・岩佐智子・*豊嶋悟郎・*小林荘一（株式

会社クボタ・*長野野菜花き試）

9.農政態系自然生態系に生息する Panonychus 属ハダニの薬剤

感受性の比較

北嶋康樹・足立 礎・*後藤哲雄（果樹試・*茨城大農）

10.暖冬少雨・夏高温少雨で多発するカメムシ，そして並冬

・夏高温多雨で発生するカメムシ

平井一男（農業生物資源研）

11.水稲育苗箱処理剤のクモ類に対する影響程度と主要害虫

への効果

小林茂之・西森俊英・小林政信（JA 全農）

12.長期残効性箱施用剤を利用した水稲の害虫防除

上野清・早坂剛・*阿部雄幸（山形農試庄内・*山形防除所）

13.カンザワハダニとニセカンザワハダニの関係

後藤哲雄（茨城大農）

14.ゲッキツ群落におけるカンキツグリーニング病を媒介す

るミカンキジラミの空間分布

安田慶次・大石 馨・豊里哲也・谷口晶弘・河村 太・*
原口 大（沖縄農試，*沖縄防除所）

15.薬剤の連続散布による非標的生物への影響評価 ナシの

総合的害虫管理（ IPM）組み込み薬剤の選定

根元久（埼玉農林総研園芸支所）

16.天敵カルテ構想 -1 年後の進行状況 -
田中 寛（大阪農林技セ）

17.被覆資材と天敵によるナスのミカンキイロアザミウマの

防除

柴尾 学・田中 寛（大阪農林技セ）

18.ハモグリミドリヒメコバチの大量増殖システムとトマト

圃場における防除効果

大石馨・安田慶次・新垣則雄（沖縄農試）

19.ミカンキイロアザミウマを巡る諸問題 -生態と防除等 -
片山晴喜（静岡農試）

20.アザミウマ類によるトマト黄化えそウイルスの伝搬特性

と変異性

桜井民人（東北農試）



第６回大阪大会

開催日 ：2001 年 6 月 27 日～ 28 日

開催場所：大阪府大阪市新大阪シティプラザ

参加者 ：284 名

シンポジウム：「農林害虫の IPM（総合的管理）における連

携－普及から基盤まで」

1.モモの複合交信攪乱剤の広域的利用と地域との連携

荒川昭弘（福島果樹試）

2.ナスのマルハナバチと天敵の導入にあたっての連携

岡林俊宏（高知安芸普及セ）

3.植物防疫事業の返遷とこれから

大岡高行（農林水産省植物防疫課）

4.植物保護薬品（植物薬）研究開発の方向性―その理想と現

実、連携の難しさ

二口欣也（ノバルティスアグロ（株）） ‥

5.Ａグループにおける安全な農産物づくりの取組み

近藤俊夫（ JA 全農肥料農薬部）

6.21 世紀における農薬の役割と問題点

本山直樹（千葉大園芸）

一般講演

1.カンシャクシコメツキ類捕獲のためのトラップの種類と設

置高さの検討

河村太・新垣則雄・岸田光史（沖縄農試）

2.トマトハモグリバエの発育に及ぼす温度・奇主植物の影響

徳丸晋（京都府防除所）

3.遺伝子から見たハモグリバエ類

三浦一芸・大田泉・大泰司誠（近中農研セ）

4.イネシンガレセンチュウに対する物理的防除法の検討

横須賀知之・市毛一永*（茨城農総セ、茨城農業大学校*）
5.キク害虫の簡易被覆栽培による防除

安田慶次・谷口晶弘・大石毅（沖縄農試）

6.ミカンキロアザミウマに対する各種薬剤の殺虫効果

宮田将秀・増田俊雄（宮城県農業・園芸総研）

7.ミカンハダニに成長阻害を誘発するナシ由来成分

後藤哲雄・池嶋知美・高原英成・永田 徹（茨城大農）

8.デンプンを有効成分とした農薬の開発

佐藤英嗣・本藤 勝・尾井睦夫・田中信隆・廣田清恵

（（株）アグロス）

9.エクジステロイド活性物質に応答する in vitro 系の開発とク

ロマフェノジドの評価

桝井昭夫・戸谷哲也・三宅孝明・遠藤康之*深澤弘志*・藤

原晴彦**（日本化薬（株）精密化学品開発研究所・東京大

大学院薬学系研究所*・東京大大学院新領域創成科学研究

科**）
10.複数野菜害虫を対象にしたフェロモン防除

根本久・郡克*・宣間晶弘*（埼玉農林総研・本庄普及セ*）
11.天敵利用を前提としたイチゴの害虫防除

増田俊雄・宮田将秀（宮城県農業園芸総研）

12.施設キュウリにおける総合的害虫管理

高橋尚之・広瀬拓也・高井幹夫（高知農技セ）

13.イチゴ農家における天敵生物導入の実際(2)
石川敏男（JA 足利イチゴ部会）

14.Bt 遺伝子組み換え作物をめぐって

大竹昭郎（滋賀県草津市）

15.ベトナム植防関係者 98 名への 20 の質問

岩谷宏司（日本バイエルアグロケム OB）

第７回熊本大会

開催日 ：2002 年 6 月 26 日（水）～ 27 日（木）

開催場所：熊本県熊本市メルパルクホール

参加者 ：255 名

シンポジウム：病害虫総合的管理体系（ IPM）における普及

現場の現状と問題点

1.トマトにおける総合管理体系導入の現状

末永善久（熊本県農政部）

2.熊本県で問題となっている害虫

小牧孝一（熊本県農政部）

3.イチゴにおける総合管理体系の現状と問題点

(1)研究所の視点から 嶽本弘之（福岡農総試）

4.イチゴにおける総合管理体系の現状と問題点

(2)農家の視点から 入江則治（福岡県筑後市）

5.カンキツ栽培における病害虫総合管理体系の問題点

田代暢哉（佐賀果試）

一般講演

1.天敵カルテ周辺コンテンツ

田中 寛 他（大阪食みセ）

2.天敵製剤タイリクを用いた施設ピーマン農家でのアザミウ

マ類の防除

島 克弥（アリスタライフサイエンス㈱）

3.ナス・ピーマンにおけるタイリクヒメハナカメムシの利用

岡林俊宏（高知安芸農改）

4.ミニトマト栽培における環境保全型防除技術の導入事例

船越雄二（大分東国東農振）

5.卵寄生蜂を利用したウンカ・ヨコバイ類の生物的防除の可

能性

三浦一芸（ 近中四農研）

6.イネシンガレセンチュウ被害類似葉先枯症状について

矢ヶ崎健治，江村 薫（埼玉農総研）

7.滋賀県における斑点米カメムシ類に対する防除対策の考え

方

湯浅和宏他（滋賀農総セ）

8.トマトハモグリバエの殺虫剤感受性

徳丸 晋 他（京都防除所）

9.各種殺虫剤に対するミカンキイロアザミウマの感受性特性

宮田将秀，増田俊雄（宮城農園研）

10.ネギアザミウマの大量飼育法および各種薬剤の効果

西森俊英（全農営農対策部）

11.殺虫剤を混用したホルモン処理によるトマトのミカンキ

イロアザミウマ防除

井村岳男（奈良農技セ）

12.新規殺虫剤ピリダリルに関する研究

齋藤 茂 他（住友化学㈱）

13.省力的な害虫防除ツールとしてのモスピラン粒剤

山本敦司（日本曹達㈱）

14.散布農薬の実用性能を把握するための簡便な方法

岸田 博（シンク・ケミカル㈱）



15.ハウス開口部のネット被覆によるナデシコ類のハスモン

ヨトウの防除

柴尾学，田中寛（大阪食みセ)

16.ハスモンヨトウの近年の発生変化の解析

江村 薫 他（埼玉農総研）

17.ムシダスを利用した誘殺パターンの解析

上和田和美（鹿児島県鹿児島農改）

18.ムシダスの通信システムと今後の利用

木村浩治（鹿児島防除所）

第9回高知大会

開催日 ：2004 年６月 17 日(木)～ 18 日(金）

開催場所：高知県高知市三翠園

参加者 ：215 名

シンポジウム：「農林害虫における防除対策の現状と課題」

1.近年の害虫防除資材の変遷

森 克彦（日植防高知）

2.水稲害虫における防除対策の現状と課題

鈴木芳人（中央農研セ）

3.露地野菜害虫における防除対策の現状と課題

八瀬順也（兵庫農総セ）

4.施設野菜における防除対策の現状と課題

高井幹夫（高知農技セ）

5.天敵を活用した施設ブドウのハダニ類防除

佐野敏広（岡山農総セ）

6.愛媛県におけるカンキツ主要害虫の防除対策の現状と課題

金崎秀司（愛媛果試）

7.近年問題となっている森林害虫の動向

佐藤重穂（森林総研四国）

一般講演：

1.奈良県のキクにおけるオオタバコガ防除対策の現状と問題

点

井村岳男（奈良農技セ）

2.「虫の眼」と「光の色」との関係

岡村雅広（松下電工）

3.ナスの無加温ハウスでのタイリクヒメハナカメムシの利用

岡林俊宏（高知県農林水産部）

4.タイリクヒメハナカメムシの産卵部位と定着に及ぼす整枝

摘葉の影響

島 克弥（アリスタ）

5.昆虫病原性糸状菌 Beauveria amorpha を用いたナガチャコガ

ネ幼虫防除

柳沼 大・廣森 創・廿日出正美(静岡大学農学部）

6.天敵糸状菌製剤によるカミキリムシ防除

樋口俊男（日東電工）

7.モモの害虫防除への昆虫病原性線虫製剤の利用方法

荒川昭弘（福島果試）

8.ナモグリバエの殺虫剤感受性

山下孝司・徳丸 晋（京都防除所・京都農総研）

9.ネギハモグリバエの殺虫剤感受性

徳丸 晋（京都農総研）

10.新侵入害虫アワダチソウグンバイのキクにおける発生消

長と薬剤殺虫効果

柴尾 学・粕谷幸夫・中上章子・辻野 護・田中 寛（大阪

食みセほか）

11.アザミウマ類及びオンシツコナジラミなどに対する各種

粒剤の効果

宮田将秀・増田俊雄（宮城農業・園芸総合研）

12.周年ハクサイ栽培における害虫の諸相と防除対策

木村貴好（茨城白菜栽培組合）

13.ホウレンソウケナガコナダニ防除のポイント

春日志高（野茶研）

14.ナスコナカイガラムシの生活史

中平賢吾・荒川 良（高知大学農学部）

15.アカスジカスミカメが嗜好するイネ科雑草

重久眞至・穂積直史（滋賀農総セ）

第10回石川大会

開催日 ：2005 年６月 23 日(木)～ 24 日(金）

開催場所：石川県金沢市都ホテル

参加者 ：170 名

シンポジウム：「カメムシ類の発生及び防除の現状・問題点」

1.カメムシ類の発生および防除の現状・問題点－アカヒゲホ

ソミドリカスミカメ－

上野 清（山形県病害虫防除所）

2.茨城県におけるクモヘリカメムシの発生生態と防除対策

横須賀知之（茨城県農業総合センター農業研究所）

3.アカスジカスミカメの発生および防除の現状・問題点～生

態と畦畔管理技術を中心として～

重久眞至（滋賀県農業技術振興センター）

4.カメムシ類の発生及び防除の現状・問題点－リンゴのクサ

ギカメムシ－

舟山 健（秋田県果樹試験場）

5.カメムシ類の発生及び防除の現状・問題点－チャバネアオ

カメムシを中心として－

堤 隆文（福岡県農業総合試験場）

一般講演：

1.ソルゴ囲い込み栽培による露地栽培ナスの害虫管理

梅澤 類・田中 寛（泉州農の普及課・大阪食みセ）

2.花たたき法によるナスのアザミウマ類とヒメハナカメムシ

類の捕獲効率

柴尾 学・長町知美・辻野 護・田中 寛（大阪食みセ大

阪防除所）

3.埼玉県における水稲ＩＰＭ技術構築への取り組み

矢ヶ崎健治（埼玉農研セ）

4.山形県における斑点米カメムシ防除用粒剤の施用時期

滝田雅美（山形農総研）

5.新規殺虫剤エチプロールの生物活性について

曽根信三郎・江本 暁・丸山宗之（バイエル(株)）

6.アジュバントの加用がトマトハモグリバエの殺虫効果にお

よぼす影響

井村岳男（奈良農技セ）

7.トマト葉の食害痕によるハモグリバエ類の簡易同定

徳丸 晋（京都農総研）

8.エンドウを加害するナモグリバエの寄生蜂

山口卓宏・獄崎 研・野島秀伸・小西和彦（中央農研セ・



鹿児島農試・鹿児島農改・北海道農研セ）

9.防虫ネット栽培における寄生蜂を利用したトマトハモグリ

バエ防除の問題点

佐々木正剛・中村 淳（福島農試）

10.周年ハクサイ栽培における害虫・天敵の現状と業態に求

められる IPM
木村貴好（(有)茨城白菜栽培組合）

11.有機質資材がホウレンソウケナガコナダニの発生に及ぼ

す影響

松村美小夜・春日志高（奈良農技セ・野茶研）

12.クワシロカイガラムシ用農薬散布器具の散布特性と防除

効果

片井祐介・小澤朗人（静岡茶試）

13.BT 剤のハスモンヨトウ防除効果に及ぼす植物要因の検討

浅野昌司・長岡広行・和田 豊・宮本和久（茨城県牛久市

・日植防研・生物研），

14.黄色灯防除 10 年目のチャレンジ

岡村雅広（(株)松下電工）

15.白ねぎ栽培における黄色灯を利用した夜蛾類の防除技術

の実証

秋田稔隆・鹿島和之（ねぎっ娘クラブ・西高地方振興局）

第11回千葉大会

開催日 ：2006 年 6 月 22 日（木）～ 23 日（金）

開催場所：千葉県千葉市千葉大学西千葉キャンパスけやき会

館

参加者 ：286 名

シンポジウム：「コナジラミ類による被害の拡大と防除対策」

1.タバココナジラミの発生状況と今後の課題

本多健一郎（（独）野菜茶業研究所）

2.コナジラミ類が媒介するウイルス病の種類と特徴及びタバ

ココナジラミバイオタイプＱの簡易同定法

上田重文（（独）九州沖縄農業研究センター）

3.コナジラミ類の薬剤感受性について

小林政信（全農営農・技術センター）

4.熊本県におけるトマト黄化葉巻病及びコナジラミ類の発生

と防除対策

行徳 裕（熊本県農業研究センター生産環境研究所）

5.高知県におけるトマト黄化葉巻病及びコナジラミ類の発生

と防除対策

広瀬拓也（高知県農業技術センター）

6.静岡県におけるトマト黄化葉巻病及びコナジラミ類の発生

と防除対策

杉山恵太郎（静岡県農業試験場）

7.千葉県におけるトマト黄化葉巻病及びコナジラミ類の発生

と防除対策

大井田寛（千葉県農業総合研究センター）

一般講演：

1.天敵カルテ 7 年目の総括と今後

田中 寛（大阪食みセ） ,
2.土着天敵を温存した有機 JAS 規格に合うナス害虫防除体系

の確立＝ JAS 防除体系と慣行減農薬防除園との比較

根本 久（埼玉農総研・園）

3.昆虫病原糸状菌を利用したマツノマダラカミキリ成虫駆除

法の確立樋口俊男（日東電工㈱)

4.鳥取県のネギにおけるネギアザミウマに対する薬剤感受性

と防除効果

佐古 勇（鳥取西部総合事務所農林局）

5.ジノテフラン顆粒水溶剤の潅注処理によるネギハモグリバ

エ防除について

内藤 遵（アグロカネショウ㈱）

6.育苗施設における黄色粘着テープを用いたナモグリバエの

防除

栗原 潤（長野県野花試・佐久）

7.春採り実エンドウにおけるナモグリバエの発生状況と薬剤

の効果

藤原亮介（大阪府中部農と緑の総合事務所）

8.アルファルファタコゾウムシ導入寄生蜂の植物選好性：カ

ラスノエンドウ花外蜜腺の重要性について

上野高敏（九大生防研）

9.アズキにおけるノメイガ類の発生消長と数種殺虫剤の防除

効果

徳丸 晋（京都府農業総合研究所）

10.チャノコカクモンハマキの脱皮ホルモン系ＩＧＲ剤（脱

皮促進剤）に対する薬剤抵抗性

小澤朗人（静岡茶試）

11.神奈川県内におけるタバココナジラミの発生状況

大矢武志（神奈川農技セ）

12.新規化合物スピロメシフェンのコナジラミ防除への展開

中倉紀彦（バイエル（株））

13.新規コナジラミ類忌避剤 IKR-001 の開発について

秋吉信行（石原産業）

14.トマト黄化葉巻病の総合防除

高橋尚之（高知農技セ)

15.小ギク露地圃場での簡易ネット被覆によるオオタバコガ

の防除と経営評価

国本佳範（奈良農総セ）

16.キクの害虫に対する生育期株元処理剤の効果～普及にむ

けて～

大場圭介（宮城県石巻農業普及セ）

17.ハイマダラノメイガの発生予察における合成性誘引剤の

利用

八瀬順也（兵庫農技総セ）

18.クモヘリカメムシ雌成虫の産卵休止と開始に及ぼす温

度，日長および餌の影響

三浦一芸（近中四農研センター)

19.アカスジカスミカメの休眠覚醒に関する研究

重久眞至（滋賀県農業技術振興センター）

20.アカヒゲホソミドリカスミカメの発育と産卵に及ぼす餌

および温度の影響

木村勇司（青森農林総研セ）

21.モクセイマルハダニのナシ園への侵入の可能性とミカン

ハダニとの交尾干渉

北嶋康樹（茨城大農）

22.アジュバントの加用がハダニ類の防除効果におよぼす影

響

井村岳男（奈良農総セ）
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著者索引 News Letter No.1～ No.19

著者名 表題 号数 ページ

秋吉信行 アルメニアでみたこと ・・・ № 19 P 6

阿久津四良 トマトにおけるオオタバコガの発生と防除 ・・・ № 1 P 4

阿久津四良 韓国におけるフェロモントラップの利用 ・・・ № 4 P 10

阿久津四良 オオタバコガ個体群における微胞子虫病の発生について ・・・ № 6 P 2

阿久津四良 現場は宝の山だ ・・・ № 16 P 1

浅野昌司 ＢＴ剤の殺虫効果は作物の種類によってかわるか？ ・・・ № 2 P 9

浅野昌司 ＢＴ剤の殺虫活性と幼虫齢期の関係についての一考察 ・・・ № 15 P 7

足立年一 ハスモンヨトウの多発性と薬剤感受性 ・・・ № 4 P 16

綾部慈子 複雑な形をしたマメハモグリバエ潜孔の意味 ・・・ № 7 P 3

池田二三高 第２回農林害虫防除研究会 静岡大会の報告 ・・・ № 1 P 8

池山雅也 いわゆる環境ホルモンと農薬について ・・・ № 1 P 5

諫山真二 農業生産を自動車業界と比較してみたら・・・ ・・・ № 9 P 8

伊澤宏毅 交信攪乱剤を利用したナシ減農薬栽培の取り組み ・・・ № 3 P 10

石井俊彦 天敵の飼育について ・・・ № 6 P 4

石井俊彦 日本バイオロジカルコントロール協議会について ・・・ № 7 P 3

石川敏男 イチゴにコブノメイガ？ ・・・ № 5 P 3

石川敏男 害虫の発生拡大要因とは？ ・・・ № 7 P 2

石川敏男 この一年 生産の現場から ・・・ № 19 P 3

石川由紀子 イネカメムシをご存じですか ・・・ № 4 P 14

石黒清秀 トマトサビダニの新規発生とニカメイガ多発生の衰退の話 ・・・ № 3 P 3

題

石塚 仁 ＮＥＴ上で試験成績の検索を ・・・ № 7 P 4

磯部宏治 近の試験場事情（私見） ・・・ № 6 P 7

市毛和幸 有機農法というけれど ・・・ № 6 P 2

市毛和幸 スーパーバーグ ・・・ № 8 P 15

市田忠夫 津軽地方で確認されたアカズジメクラガメとマキ ・・・ № 3 P 2

バメクラガメ

市田忠夫 アカヒゲホソミドリカスミカメ第２世代減少の謎 ・・・ № 8 P 7

伊地知美奈子 斑点米カメムシに”ダントツ”に効くくすり ・・・ № 11 P 6

伊藤清光 虫の同定依頼で思うこと ・・・ № 2 P 2

伊藤清光 「分布を拡大する北海道のオオモンシロチョウ」 ・・・ № 4 P 3

糸山淳 昨年も多かったホウレンソウのコナダニ被害 ・・・ № 14 P 2

井上雅央 「果樹害虫被害の園間差と樹形改善」 ・・・ № 1 P 5

今井克樹 近いようで遠かった？雨のＢｒｉｇｈｔｏｎ ・・・ № 10 P 6

今埜隆道 本当は難しい「温故知新」 ・・・ № 4 P 10

井村岳男 奈良県における昨夏～秋の害虫発生の特徴 ・・・ № 14 P 6

井村岳雄 カメムシタケ採集記 ・・・ № 15 P 3

井村岳雄 イラガの幼虫を素手でつぶす！！ ・・・ № 17 P 6

伊村務 ほ場生態系について ・・・ № 4 P 19

岩崎暁生 網走管内のワタアブラムシに生じた合成ピレスロイド剤感 ・・・ № 4 P 2

受性の低下

岩崎暁生 求む、ハモグリバエ ・・・ № 4 P 3

岩谷宏司 べトナムの農薬リスク管理ーその２－ ・・・ № 7 P 6

岩谷宏司 ”YES, -MAY BE ,- I DON'T KNOW”の私たち日本人 ・・・ № 1 P 4

岩谷宏司 ヴェトナム雑感 /農薬のリスク管理 ・・・ № 4 P 8

岩谷宏司 タイの農薬リスク管理／おかめ八目 ・・・ № 16 P 3

岩谷宏司 マンション中庭のIPM ・・・ № 19 P 5

岩野秀俊 オオタバコガ個体群における微胞子虫病の発生について ・・・ № 6 P 2

上田康郎 水田における病害虫防除の課題 ・・・ № 2 P 3

上野清 コブノメイガのフェロモントラップに期待 ・・・ № 4 P 4

上野高敏 害虫抵抗性遺伝子組み替え作業の安全性 ・・・ № 3 P 11

上野高敏 わがままな母親を持った寄生バチの奮闘記 ・・・ № 8 P 3

上野高敏 害虫と益虫を見せること ・・・ № 13 P 7

上野高敏 複雑な形をしたマメハモグリバエ潜孔の意味 ・・・ № 7 P 3

浮城昇 天敵農薬・オリスターＡの発売 ・・・ № 7 P 9
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内田一秀 オオタバコガ防除の難しさ ・・・ № 14 P 5

江村薫 「ホタル・カブトエビ・ホウネンエビ・の棲める水域のデ ・・・ № 2 P 9

ザイン」中間報告

江村薫 県の蝶・ミドリシジミと」農村整備計画 ・・・ № 4 P 6

江村薫 農林害虫防除における農薬の適正な評価を ・・・ № 9 P 1

江村薫 農林害虫防除の今後 ・・・ № 14 P 1

遠藤正造 アブラムシの有機リン剤抵抗性 ・・・ № 3 P 7

大井田寛 生物農薬としての「オオメカメムシ」の実用化にむけて ・・・ № 15 P 4

大久保宣雄 今思うこと ・・・ № 5 P 9

大久保宣雄 ニシキキンカメムシその後 ・・・ № 15 P 2

大沢守一 イネクロカメムシは？ ・・・ № 11 P 4

大政義久 イチジクヒトリモドキの発生及び被害の初確認 ・・・ № 5 P 8

大泰司誠 ペルーのハモグリバエ ・・・ № 12 P 6

太田泉 ユニバーサルデザイン ・・・ № 12 P 4

大竹昭郎 害虫とはいいにくいアブラムシのことであるが。。。 ・・・ № 4 P 15

大谷一哉 トマト黄化葉巻病の発生、温暖化と害虫の発生 ・・・ № 4 P 14

大谷一哉 近の茶害虫での心配事 ・・・ № 7 P 5

太田光昭 地域によるコナジラミ類の優占種の違い ・・・ № 5 P 7

大津悠一 飼育昆虫の情報を公開、交換しませんか ・・・ № 3 P 4

大津悠一 実験温室の害虫防除 ・・・ № 6 P 5

岡田忠虎 インドネシアの登録農薬事情ほか ・・・ № 4 P 17

岡留和伸 「浸漬」をなんと読んでいますか？「しんせき」「しん ・・・ № 9 P 3

し」・・・

岡留和伸 伏見トウガラシの生物的防除 ・・・ № 4 P 16

岡林俊宏 成功なの？失敗なの？ ・・・ № 8 P 6

岡村雅広 黄色い光に魅せられて（１） ・・・ № 8 P 13

小澤郎人 マメハモグリバエ防除試験の苦労 ・・・ № 3 P 8

小田九二夫 シジミの名産地 ・・・ № 15 P 11

小野元治 大分県のイネクロカメムシは？ ・・・ № 17 P 4

小山田浩一 ちょっとええ話 ・・・ № 8 P 17

甲斐伸一郎 ネギハモグリバエ防除に救いの手を！！ ・・・ № 5 P 10

春日志高 ケナガコナダニ属のダニによるホウレンソウ加害の現状と ・・・ № 5 P 8

防除の方向性

片山晴喜 わかりやすい技術の開発＝物創り ・・・ № 7 P 10

兼平修 現状報告 ・・・ № 8 P 14

上遠野富士夫 研究の今後に期待する ・・・ № 18 P 1

上和田秀美 鹿児島県の生物的防除に対する現場の要望と対応 ・・・ № 2 P 7

上和田秀美 ムシダス（自動計数機能付き昆虫誘殺装置）の開発とその ・・・ № 4 P 19

利用

河合 章 「・」が取れ、組織は大幅に変わりました ・・・ № 7 P 9

河合昌三 東京農業大学生物的防除研究会の紹介 ・・・ № 6 P 14

川嶋浩三 安全・安心・安定・安眠 ・・・ № 11 P 2

河野義明 われわれの役割 ・・・ № 11 P 1

北嶋康樹 ハクサイダニの被害と農家の目 ・・・ № 8 P 2

北島義訓 ダイズの青立ち症状ってフタスジヒメハムシが犯人なの？ ・・・ № 9 P 8

北村登史雄 ミカンキイロアザミウマ被害発現ーイチゴのおける品種間 ・・・ № 3 P 12

差ー

城所隆 水稲 後の難防除害虫？ー東北地方の斑点米多発に思うー ・・・ № 4 P 5

木野田みはる クモとカスミソウ ・・・ № 16 P 7

金潤偵 韓国におけるフェロモントラップの利用 ・・・ № 4 P 10

木村貴好 ハクサイ栽培畑の巡回を通して ・・・ № 13 P 8

行徳裕 カンキツ「不知火」におけるカンザワハダニの被害 ・・・ № 3 P 12

行徳裕 ついにトマト黄化葉巻病の発生が・・・ ・・・ № 5 P 12

草野憲二 真っ昼間のオオタバコガ成虫 ・ ・ ・ № 8 № P 5

葛西真治 はじめまして ・・・ 6 P 12

工藤宇 本当に大切なこと ・・・ № 12 P 6

國友義博 有機栽培から学ぶこと ・・・ № 15 P 9

国本佳範 FST（ファーマーサポートチーム）の活動から感じたこと ・・・ № 4 P 15
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栗原浩 デジカメ考 ・・・ № 11 P 5

黒木修一 生物農薬の普及と防除歴 ・・・ № 17 P 2

桑澤久仁厚 原因不明の黒点米（くさび症状）の発生 ・・・ № 4 P 11

柑本俊樹 大きな足跡のお話 ・・・ № 10 P 9

合田健二 環境にやさしい水稲病害虫防除 ・・・ № 2 P 3

駒形修 木酢液・竹酢液は特定農薬（特定防除資材）にふさわしい ・・・ № 13 P 2

か

小嶋俊彦 ネギハモグリバエは重要害虫か？ ・・・ № 11 P 3

小嶋俊彦 斑点米をつくらない斑点米カメムシ？ ・・・ № 15 P 5

小杉由紀夫 チャにおけるカンザワハダニ大発生の要因 ・・・ № 4 P 13

小谷野伸二 近ごろ思うこと ・・・ № 11 P 5

児玉洋 虫捕りと農薬 ・・・ № 15 P 9

後藤哲雄 カンザワハザニの種内変異 ・・・ № 2 P 4

後藤哲雄 ハダニの和名が大幅に改訂されます ・・・ № 13 P 8

後藤哲雄 海外での採集にはカウンターパートが必需！ ・・・ № 19 P 8

小林茂之 IPM体系の確立は簡単じゃない ・・・ № 7 P 8

小林政信 正確な情報提供の難しさ ・・・ № 4 P 11

小林政信 異物混入 ・・・ № 13 P 9

近藤章 病害虫専門技術員となって ・・・ № 9 P 4

坂井道彦 多面的な論議を ・・・ № 3 P 1

坂井道彦 「安全性問題」を考える ・・・ № 6 P 1

桜井民人 トマト黄化えそウイルスを伝搬するアザミウマの簡易診断 ・・・ № 3 P 2

櫻井民人 パラグアイにおけるトマト黄化えそウイルス媒介アザミウ ・・・ № 5 P 5

マ種の特定

櫻井民人 植物病原体媒介性昆虫研究の発展を願う ・・・ № 6 P 4

櫻井民人 簡易RIPA法によるアザミウマからのウイルス検出 ・・・ № 10 P 5

櫻井民人 こんなにいるのか！！ ・・・ № 14 P 7

佐藤仁彦 農家子弟は何を考えているか ・・・ № 3 P 4

佐藤仁彦 明治末期の防除状況 ・・・ № 8 P 1

佐藤徳和 微生物農薬「プリファード水和剤」の紹介 ・・・ № 6 P 13

里見純 粒剤の水面施用による斑点米カメムシの防除 ・・・ № 9 P 2

里見綽生 一般委託試験成績検討会について ・・・ № 2 P 7

澤田正明 観光農業や景観形成など害虫防除とは関係ない話 ・・・ № 3 P 5

塩崎尚美 ダイズのハスモンヨトウ防除に向けて ・・・ № 6 P 8

柴尾学 マイナー害虫の逆襲？ ・・・ № 10 P 7

渋谷俊一 普及現場から見た生物的防除の普及 ・・・ № 3 P 3

新藤潤一 ツマグロオオカスミカメ採集記 ・・・ № 15 P 7

末永博 生物的防除研究における土着天敵と周辺植物環境の重要性 ・・・ № 6 P 10

末永博 アリも歴とした生物的防除資材 ・・・ № 7 P 2

鈴木賢 春先のツヤアオカメムシは柑橘類では文旦を好む？ ・・・ № 13 P 6

鈴木敏男 今年はコナガの当たり年？？ ・・・ № 3 P 2

諏訪順子 アシナガコガネの大量捕獲 ・・・ № 9 P 3

関田徳雄 交信撹乱の評価をめぐって ・・・ № 1 P 4

千本木市夫 ニカメイガとオオタボコガとハスモンヨトウの３話題 ・・・ № 4 P 6

千本木市夫 トマト黄化えそ病とサビダニ ・・・ № 10 P 8

千本木市夫 ちょっと気になる農薬の話 ・・・ № 15 P 8

早田栄一郎 ビワの花咲く頃に、ビワを食べに来る昆虫 ・・・ № 16 P 8

曽根信三郎 中国の農業と洞窟生物 № 19 P 9

高井幹夫 ミカンキイロアザミウマの分布拡大に伴いTSWVが問題 ・・・ № 2 P 6

高岡誠一 水稲育苗期は虫屋さんは暇なはずなのに ・・・ № 5 P 2

高岡誠一 あなたの好みの色に染めてみませんか！？ ・・・ № 18 P 6

高木豊 集まれナメクジ ・・・ № 4 P 18

高橋 亮 深謝、お陰様で創刊45周年！ ・・・ № 8 P 2

高橋浩久 研究所と営業で違うこと、同じこと ・・・ № 10 P 5

滝田雅美 正しい虫屋の作り方 ・・・ № 9 P 2

滝本雅章 施設園芸の病害虫発生予察はいかに ・・・ № 8 P 16

滝本雅章 昨年多かった害虫 ・・・ № 14 P 5

武 智広 仕事について ・・・ № 8 P 16
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竹内博昭 ツマグロヨコバイのタマゴバチの見分け方 ・・・ № 4 P 7

武田光能 一般公開とクワシロカイガラムシ ・・・ № 4 P 13

田中篤 シバを加害するナガチャコガネの防除 ・・・ № 5 P 11

田中和夫 野菜の栽培研究者から見た害虫管理 ・・・ № 8 P 12

田中尚智 農家さんと微小害虫との戦い ・・・ № 6 P 8

田中寛 天敵の普及にあたっての天敵取扱業者の重要性 ・・・ № 2 P 6

田中寛 「せんせい」と「技術論」 ・・・ № 8 P 19

田中寛 「林」 ・・・ № 16 P 6

田中寛 農林害虫防除研究会の名簿システムを作ったときのこと ・・・ № 18 P 2

田辺博司 「大命題！」 ・・・ № 11 P 2

堤隆文 古典文学に出てくるカメムシ ・・・ № 9 P 5

堤隆文 カメが、カメが、カメが・・・ ・・・ № 14 P 7

堤隆文 虫の絵のお皿 ・・・ № 18 P 4

積木久明 低温と氷核を併用した害虫防除とその問題点 ・・・ № 7 P 7

鶴淵裕治 農薬研究と「脳」薬研究 ・・・ № 8 P 12

寺本健 水稲ウンカ類における長期残効性薬剤について ・・・ № 3 P 13

豊嶋悟郎 長野県におけるオオタバコガの被害と対策 ・・・ № 3 P 6

永井一哉 岡山県におけるImpatiens necrotic spot tospovirusの発 ・・・ № 4 P 17

生

中石一英 アリモドキゾウムシの根絶で痛感！ ・・・ № 7 P 12

中石一英 タバコカスミカメは害虫？それとも天敵？ ・・・ № 19 P 7

中込暉雄 メキシコ合衆国野菜生産改善プロジェクトに参加して ・・・ № 8 P 7

永田徹 育苗箱施薬用浸透性殺虫剤に対するユマグロヨコバイの薬 ・・・ № 16 P 2

剤抵抗性

中野 潔 北限地域のサトクダマキモドキ大発生 ・・・ № 7 P 12

中野昭雄 アブラナ科軟弱野菜の害虫対策に取り組んでいます ・・・ № 9 P 4

中野潔 プラタナスグンバイの侵入確認と「心配事」 ・・・ № 16 P 3

中村元太 これも異常気象？！ ・・・ № 5 P 10

中村元太 宅地開発とカメムシの大発生 ・・・ № 15 P 6

中村淳 福島県におけるハスモンヨトウの発生拡大 ・・・ № 6 P 9

中村知史 散布しないコナジラミ類防除剤 ・・・ № 3 P 9

中村吉秀 近問題になっている害虫・ミカンサビダニ ・・・ № 9 P 5

那須義次 研究している虫の名前はだいじょうぶ？－小蛾類の超簡易 ・・・ № 14 P 7

展翅法と同定依頼ー

奈良井祐隆 無農薬野菜の栽培で問題になっている害虫 ・・・ № 11 P 3

新美信哉 虫を飼う ・・・ № 17 P 7

新山徳光 秋田県の斑点米の発生状況について ・・・ № 4 P 4

二口欣也 Food Chain（農場から食卓）の立場から一石 ・・・ № 13 P 1

西松哲義 小学３年生／虫の研究 ・・・ № 9 P 6

沼沢健一 東京における実証展示試験の意義 ・・・ № 7 P 8

根本久 埼玉県の「有機100倍運動」について ・・・ № 3 P 3

根本久 オレゴン州立大学P.C.Jepson教授の来日について ・・・ № 18 P 5

野田聡 冷夏と猛暑で様変わりした病害虫 ・・・ № 14 P 5

野村昌史 イラクサギンウワバの分布拡大やキンウワバの話題 ・・・ № 12 P 8

野村昌史 キンウワバ対策委員会（仮称）からのお知らせ ・・・ № 17 P 5

廿日出正美 海面活性剤によるミカンキロアザミウマの防除法の検討 ・・・ № 3 P 7

廿日出正美 害虫の適応力 ・・・ № 12 P 1

浜弘司 ２１世紀における化学的害虫防除の課題 ・・・ № 1 P 6

浜弘司 総合化へのみち ・・・ № 4 P 1

浜村徹三 委託試験の地域検討会について ・・・ № 3 P 8

浜村徹三 ＩＰＭの推進に英知の結集を ・・・ № 7 P 1

浜村徹三 農薬が変わったことをもっとアピールしよう ・・・ № 12 P 9

浜村徹三 茶園のカブリダニ今昔 ・・・ № 19 P 4

林直人 土着天敵利用技術研修会満員御礼 ・・・ № 5 P 6

林英明 身近に感じる地球温暖化？ ・・・ № 10 P 4

春山裕史 職業体験学習（その１） ・・・ № 13 P 10

平井一男 IPM、環境保全型害虫防除、減農薬栽培、有機栽培など ・・・ № 1 P 7

平井一男 IPM普及度調査法How to measure IPM progrum作成の必要 ・・・ № 2 P 8
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性について

平井一男 各国のＩＰＭの定義を読んで！ ・・・ № 3 P 14

平井一男 中国における水稲IPMの主要技術と研究方向 ・・・ № 4 P 20

平井一男 イネが牛のえさに：農家複雑 ・・・ № 7 P 5

平井一男 ヴェトナムの8月の水田生物相について ・・・ № 8 P 8

平井一男 エコロジーとエコノミー ・・・ № 9 P 9

平井一男 イネタテハマキを探索して ・・・ № 12 P 2

平井一男 埼玉～つくばの害虫発生状況：2004年度 ・・・ № 14 P 3

平井一男 オーストラリア稲作の害虫・天敵相スケッチ ・・・ № 15 P 10

平井一男 花粉症緩和米の生産影響評価とカメムシ ・・・ № 16 P 9

平井一男 休耕田を発生予察と囮り防除に利用しよう ・・・ № 17 P 1

平井一男 ハッカハムシとヤサイゾウムシ、そして生物多様性研究 ・・・ № 18 P 7

平岡行雄 FQPA/Minor Cropの講演を聴いて ・・・ № 1 P 6

平野忠美 キャベツ害虫の 近の動向 ・・・ № 6 P 9

広瀬拓也 室戸市のアリモドキゾウムシ根絶 ・・・ № 3 P 11

広瀬拓也 タバコカスミカメは害虫？それとも天敵？ ・・・ № 19 P 7

廣森創 総合防除における微生物防除資材の役割 ・・・ № 4 P 12

廣森創 天敵防除に関する概念 ・・・ № 6 P 3

布川美紀 三浦半島で話題の害虫、ネギアザミウマ ・・・ № 5 P 5

福原敏彦 オオタバコガ個体群における微胞子虫病の発生について ・・・ № 6 P 2

藤家 梓 ゴルフ場、芝草害虫、そしてＩＰＭ ・・・ № 7 P 10

藤沢巧 カナダの環境保全型農業実態視察 ・・・ № 2 P 3

藤沢巧 作物を栽培するということ ・・・ № 10 P 9

藤本博明 ＩＰＭにおける化学農薬の課題 ・・・ № 5 P 6

藤原亮介 虫に警戒されたか！？ ・・・ № 18 P 5

二井清友 近年兵庫でハイマダラノメイガ多発傾向 ・・・ № 3 P 9

二口欣也 ＩＰＭ適合・新規アブラムシ・コナジラミ剤ピメトロジン ・・・ № 3 P 6

(チェスR）の紹介

二口欣也 ２１世紀は”植物保護薬品”という発想で ・・・ № 6 P 6

船戸弘 局所的に多発生したイナズマヨコバイなぜ？ ・・・ № 16 P 8

古橋嘉一 現場における研究ニーズと農林害虫防除研究会 ・・・ № 2 P 1

古橋嘉一 たかが防除されど防除 ・・・ № 5 P 1

古橋嘉一 「せんせい」と「技術論」 ・・・ № 8 P 19

古橋嘉一 独断と偏見のIPM経済論 ・・・ № 19 P 2

古橋嘉一 研究者の技術に対する倫理観 ・・・ № 19 P 12

方継朝 中国における水稲IPMの主要技術と研究方向 ・・・ № 4 P 20

保積直史 滋賀県で増加しているイネカメムシについて ・・・ № 15 P 6

本田健一郎 近の転作ダイズ圃場におけるジャガイモヒゲナガアブラ ・・・ № 9 P 7

ムシの多発現象について考える

本田善之 カメムシと貧乏試験グッズ ・・・ № 15 P 4

本藤勝 樹上のゴミムシ ・・・ № 6 P 7

本間健平 チャノコカクモンハマキの学名が決まりました ・・・ № 2 P 4

桝井昭夫 厳しかった98年と新たな決意 ・・・ № 2 P 8

増田俊雄 宮城県における新規発生害虫 ・・・ № 14 P 2

増田俊雄 ナナホシキンカメムシの背中 ・・・ № 15 P 2

増田俊雄 ゴミムシ類調査を始めた私とその周辺 ・・・ № 17 P 6

松井正春 害虫防除と生態系リスク管理 ・・・ № 2 P 10

松井正春 独立行政法人・農業環境技術研究所における昆虫研究の方 ・・・ № 6 P 5

向

松井正春 病害虫関係の研究者、技術者への期待が増している ・・・ № 18 P 7

松浦博一 発光ダイオードを利用した害虫の被害防止技術 ・・・ № 1 P 3

松ヶ谷裕二 今年の茶園クロシロカイガラ発生時期が変？ ・・・ № 8 P 18

松本英治 マイナー害虫たち ・・・ № 10 P 4

松本信弘 インゲンテントウのお世話 ・・・ № 6 P 10

松本学 広がる総合防除を応援します ・・・ № 5 P 9

松本義明 合わせて２行のコドリンガ問答 ・・・ № 3 P 5

丸山宗之 新殺虫剤の発明で日本企業は頑張っている ・・・ № 19 P 1

三宅敏郎 テンサイに寄生するマメクロアブラムシ ・・・ № 4 P 7
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宮田将秀 行き当たりばったりの天敵展示 ・・・ № 6 P 12

宮田正 農林害虫防除研究会ニュースレターの創刊に寄せて ・・・ № 1 P 1

宮田正 食の安全と安心 ・・・ № 15 P 1

宮田正 第５回アジア・太平洋昆虫学会議に参加して ・・・ № 16 P 10

宮田正 コナガ及びアブラナ科野菜害虫の管理に関する第５回ワー ・・・ № 18 P 3

クショップに参加して

村井保 アザミウマの多様性に関する共同研究の立ち上げ ・・・ № 8 P 9

村井保 ミカンキイロアザミウマとトマト黄化えそ病 ・・・ № 1 P 3

村岡裕一 害虫多発年と次年度試験結果との関係 ・・・ № 10 P 6

村上芳照 Grapholita dipmorphaの和名。｢スモモヒメシンクイ」か ・・・ № 16 P 4

「スモモヒメシンクイガ」

望月文昭 ナシヒメシンクイの飼育 ・・・ № 8 P 14

望月文昭 Grapholita dipmorphaの和名。｢スモモヒメシンクイ」か ・・・ № 16 P 4

「スモモヒメシンクイガ」

本山直樹 正統派農薬の復権 ・・・ № 10 P 1

本山直樹 木酢液・竹酢液は特定農薬（特定防除資材）にふさわしい ・・・ № 13 P 2

か

本山直樹 植物活力剤（偽装農薬）再流行の危険性 ・・・ № 19 P 10

森下正彦 カキノヒメヨコバイの発生 ・・・ № 2 P 6

森下正彦 ネギアザミウマによるカキの被害 ・・・ № 5 P 11

森下正彦 植物防除推進事業検討会のあり方 ・・・ № 8 P 5

森下正彦 近年の異常気象と落葉果樹病害虫」の発生パターンの変化 ・・・ № 14 P 6

森下正彦 果樹カメムシ類の餌となるスギ・ヒノキ球果着生産の隔年 ・・・ № 16 P 5

結果を引き起こす気象要因

森田孝延 虫屋の中に病理屋が一人 ・・・ № 12 P 4

守谷茂雄 殺虫スペクトル ・・・ № 12 P 3

守屋成一 ヨーロッパに侵入したクリタマバチと日本産チュウゴクオ ・・・ № 17 P 3

ナガコバチによる伝統的生物防除の試み

八尾充睦 暑い夏、熱は取れたと、カメを見ず、穫れや穫れやと、水 ・・・ № 4 P 12

がめ覗く

八瀬純也 続・ハスモンヨトウ明石海峡を渡 ・・・ № 12 P 5

八瀬順也 キンウワバ対策委員会（仮称）からのお知らせ ・・・ № 17 P 5

安田慶次 甲子園の土と植物」検疫 ・・・ № 3 P 13

八谷和彦 北海道の環境保全型農業 ・・・ № 1 P 2

矢野栄二 天敵農薬の環境影響評価について ・・・ № 4 P 8

藪哲男 農薬の散布量について ・・・ № 3 P 7

山口力雄 自覚と無自覚 ・・・ № 12 P 7

山下賢一 近年兵庫でハイマダラノメイガ多発傾向 ・・・ № 3 P 9

山田偉雄 岐阜県における研究機関の再編整備の現状 ・・・ № 1 P 5

山中聡 虫屋と微生物屋 ・・・ № 9 P 10

山本出 特定農薬（特定防除資材） ・・・ № 13 P 5

山本敦司 ぶっちゃけた話 ・・・ № 7 P 11

山本敦司 ハダニ防除の勉強会・イン・マレーシア ・・・ № 8 P 11

湯浅和宏 ムシできません ・・・ № 5 P 4

横内京子 栽培者と病害虫の視点から ・・・ № 19 P 7

横須賀知之 カメムシ騒動 ・・・ № 5 P 4

横須賀知之 日度って？ -Lost Ｄａｙ- ・・・ № 13 P 10

横須賀知之 ツバメでイネツトムシを防除？ ・・・ № 14 P 4

吉沢栄治 長野県でもトビイロウンカの坪枯れ発生 ・・・ № 2 P 5

和気坂成一 くるくるまわる・へんなもの ・・・ № 3 P 10

和田哲夫 生物的防除の維持 ・・・ № 4 P 9

和田哲夫 フールプールでない生物防除 ・・・ № 19 P 3

農林害虫防除研究会 News Letter No.20 (2008年 1 月) Newsl．AIPM－ Jpn No.20（Jan. 2008）



136

＊＊＊＊＊ ニュースレター No.20（2008年 1月発行）目次 ＊＊＊＊＊

＜巻頭言＞

農業に有用な生物多様性の持続的活用に向けて 平井一男 ･･････ 1

＜企画記事＞

農林害虫防除研究会 10年余の歩みと今後の展望 宮田 正・古橋嘉一 ･･････ 3

農林害虫研究会の今後に期待する 石川敏男 ･･････ 6

ニュースレターに特集記事を 櫻井民人 ･･････ 7

＜ニュース＞

生物防除面積が拡大するスペインと日本の現状 和田哲夫 ･･････ 7

第 16回国際植物保護学会に参加して 宮田 正 ･･････ 9

大分県におけるキマダラカメムシの発生概要 玉嶋勝範 ･･････ 9

平成 18年 4月スタート，鹿児島県農業開発総合センターのご紹介 井上栄明 ･･････ 10

第 13回農林害虫防除研究大会（福岡大会）のご案内 ･･････ 11

第 12回農林害虫防除研究大会（福島大会）報告 ･･････ 11

研究会への入会方法 ･･････ 13

会費納入のお願い ･･････ 13

第 29回常任幹事会議事録 ･･････ 13

第 30回常任幹事会議事録 ･･････ 15

農林害虫防除研究会会則 ･･････ 16

農林害虫防除研究会役員名簿 ･･････ 18

農林害虫防除研究都道府県幹事名簿 ･･････ 18

ニュースレターの原稿募集 ･･････ 19

編集後記 ･･････ 19

＜ニュースレター 20 号記念企画＞

News Letter No.1～ No.19 ･･････ 20

研究大会の講演 第 1回～第 12回 ･･････ 124

著者索引 ･･････ 130

目次 ･･････ 136

農林害虫防除研究会 News Letter No.20 (2008年 1 月) Newsl．AIPM－ Jpn No.20（Jan. 2008）


	No.20原稿.pdf
	No.20特集
	No.20索引
	No.20目次

