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巻頭言
最前線とIF
後藤

哲雄

（茨城大学農学部）
最近10年ほどの間に多くの研究者，特にPDクラスの若手研究者の口をついて出る言葉に，IF
（impact factor）がある。この現象は日本や欧米ばかりでなく，中東や東南アジアの研究者の
間にも蔓延している。質の高い論文（= IFの高い雑誌に載る論文）を書くことは学問の発展に寄
与すると同時に，若手にとってはよりよい研究ポストを得ることに繋がるであろうから，このこ
とは喜ばしいには違いない。事実，海外における研究費の審査書類には，（正しいIFの使い方か
どうかは別にして）論文の末尾にIF値が，しかもゴチック体で，載っているものも珍しくなく
なってきている。
私がIFを強く意識したのは，1996年に出会った『科学を計る－ガーフィールドとインパクト
・ファクター』（窪田輝蔵，インターメディカル）である。そして昨年（2007年）出版された
『パブリッシュ・オア・ペリッシュ－科学者の発表倫理』（山崎茂明，みすず書房）は，私にIF
を再考する機会を与えてくれた。詳細は他に譲るとして，この中に「IFの上昇を目指しすぎる
と，臨床家（= 最前線の研究者）に役立つ…という基本から離れ，…研究者のための雑誌になっ
てしまう…ことを危惧したのである」（山崎，2007，p.105-106）という記述がある。どうして
この言葉が印象に残ったかと言えば，本会設立の準備が行われていた1990年代前半に，まさに
このことに対する杞憂が設立メンバーの脳裏をよぎっていたからに他ならない。残念ながら，杞
憂ではなくなってしまい，本会は予想をはるかに超える会員数を誇ることになった（最前線の研
究者が求めているものを本会が実現している，と言ったら言い過ぎであろうか）。IPMの推進に
は，どうしても化学農薬への正しい知識とその利用技術を欠くことができないので，最新の農薬
事情に通じていなければならない。また，IPMの主要な技術の一つである天敵の利用に当たっ
ては，論文にはならない些細な「コツ」みたいな技術の集積も重要であることがしばしば指摘さ
れているところである。ところが，最前線の研究者が学会に参加してもそのような情報を得にく
いという現象が起き始めていた。この背景には，農薬が害悪であるとする「食わず嫌い」的な雰
囲気と，「論文にならない内容は取るに足りない」的な考え方が既存学会の中に徐々に広がって
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きていたことが関係していたように思われる。軌を一にして，農業現場の問題を扱った論文が少
しずつ，学会誌から減少していくようにも見えたものである。あまり語られていないが，本会設
立当初はこの現状を憂えて，和文雑誌の創刊も検討されていたのである。しかし，現在の学問状
況がそれを許すことはあり得ない。また，本会とは直接関係しないところでアジアの応用昆虫学
分野を統合するという考え方をもつ研究者もいたようであるが，機を逸したように見える（韓国
応用昆虫学会，台湾昆虫学会，マレーシア植物保護学会が合同して，2008年から韓国応用昆虫
学会誌の一つJournal of Asia-Pacific EntomologyをElsevierから出版している）。
IFは大切であるが，最前線の研究者は眼前の問題を可及的速やかに，かつ的確に解決してい
くことを求められている。そのためには，アカデミック研究者(大学などの研究者)と同等または
それ以上に精緻なデータの集積や解析を要求されている。標本サンプリング法を最も良く理解し，
新しい方法を編み出してきたのは言うまでもなく応用に深く関わる研究者であったし，最前線の
研究者はよく統計的手法を使いこなしていたものである。そのような研究者が取ったデータが埋
もれてしまったり，新規害虫を扱った論文の緒言に学問全体への位置づけを要求されて日の目を
見ないことがあったとしたら，それは大いなる損失である。我々はIFに囚われすぎていないか。
今一度「応用」を考え直す必要がある。今後，食糧自給率の向上を図るため，減反政策によって
放棄された農地の再生による水稲の増産，ムギ類やダイズの自給率向上を図るなど，新たな農業
施策が打ち出されようとしている。しかしそれを受け止める農業現場は，農地の荒廃や限界集落
の増加，猿害や鹿害などによって，かつての生産力を維持しているとはとても言い難い。さらに
農業後継者不足は，いったん失われてしまったシステムを再構築することの難しさを一層際だた
せているように見える。その一方で，少子高齢化は国公私立大学の淘汰や道州制の導入など，最
前線の研究者人口やその予備軍を確実に減少へと導いていくと予想される。このように相反する
流れの中で，日本農業の振興を図らなければならないという難しい局面に立たされている現状を
速やかに改善することは困難であるかも知れない。しかしこのような危機的状況下では，最前線
の研究者間における情報の共有と情報伝達のスムースさが何よりも重要になる。本会の存在理由
こそがそこにあるといえよう。本会会員には，大会への積極的参加と更なる情報の発信をお願い
して，会長就任のご挨拶とさせていただきたい。
（2008年6月11日受領）

ニュース
田舎の田んぼで考えたこと
井村

岳男

（奈良県病害虫防除所）
最近，奈良県の中山間地域ではイネドロオイムシの多発が続いてます。そこで，今年の春から，
現地で殺虫剤試験を行うことになりました。試験地は，谷筋の国道から狭くて急な坂道を登って
いった所にある山間の集落で，農家さんの話では，水がきれいでホタルも住んでいる所です。
田植え後に行った最初の調査では，田んぼの水の中を，たくさんのシマゲンゴロウ？やハイイ
ロゲンゴロウ，タイコウチなどが泳いでいて，「これは久しぶりに自然の豊かな所に来たもの
だ」と，少しはしゃいでしまいました。肝心のドロオイムシは成虫飛来量が半端ではなく多かっ
たので，これは追加防除が必要かも知れないという事になりました。そこで，少し気が引けたの
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ですが，一部の田に合ピレ系の粒剤を処理してもらいました。翌週の調査では，ドロオイムシは
減ったのですが，案の定，ゲンゴロウもタイコウチも死に絶えてしまい，その後調査を重ねてい
ても，これらの虫が田に戻ってくることはありません。田の中には大量のオタマジャクシが泳ぎ
回り，ちょくちょくヒルも目につきます。
農家は生活を守るために農業を行っているのであり，環境や生き物を守ることも大切ではある
が，そのために農家の収益を犠牲にすべきではない，という理屈は，私自身も良く使用していま
す。しかし，ホタルが飛ぶような集落の環境を誇りに感じている農家の顔を思い浮かべながら，
殺虫剤処理前後で余りにも変わり果ててしまった田んぼの生物相を見ていると，果たしてこれが
農家の求める「対策」なのだろうか？という，漠然とした疑問が沸いてきました。私は，ゲンゴ
ロウやタイコウチが田んぼの捕食者として害虫の密度抑制にどの程度貢献しているかは知りませ
ん。あるいは，大型捕食性昆虫がいなくなって，オタマジャクシ（カエル）が増えた方が，田ん
ぼの害虫防除には効果的なのかも知れません。しかし，殺虫剤処理後に，余りにも貧弱になって
しまった田んぼの生物相を見ていると，こういう事を繰り返していると，殺虫剤の使用量ばかり
が増えて行くのではないか？という気もしてきます。
害虫が出たらとりあえず殺虫剤，というのは指導者にとっても農家にとっても分かりやすい対
策なのですが，果たして，それが農家の求めるものなのか？何か，その土地の「自然」が持つ潜
在能力を最大限に発揮するようなやり方を模索すべきなのではないか？というようなことを，最
近，田舎の田んぼを眺めながら考えています。行政の指導に見切りを付けて？独力で有機栽培を
志している，頑固な変わり者扱いされているような農家の気持ちが少し分かるような気がします。
（2008年6月30日受領）

冬期にジャンボタニシの卵塊が見つかる
榎本

拓司

（兵庫県立農林水産技術総合センター）
平成20年３月，兵庫県加西市の水田域から離れた山中のひとつのため池周辺でジャンボタニ
シの死骸が多数発見され，さらに，池周囲の木の枝にはピンク色の卵塊が散見された。数年前か
ら加西市の平坦地域の水田においてスクミリンゴガイが生息し，水稲に被害をもたらしていたが，
山中のため池で発見されたのは初めてであり，冬期に卵塊が発見されたのも初めてである。
これは，前年秋の高温による産卵期間の延長が原因か，または，スクミリンゴガイではなく低
温性のラプラタリンゴガイである可能性も考えられる。20年３月～４月に口蓋を閉じた貝を採
取して常温に放置したが，腹足や触角を出して活動することはなく，すでに死亡しており，また，
卵塊を採取し，恒温器内でふ化を試みたが，ふ化しなかった。
現地では，ため池受益水田での被害を懸念し，卵塊を駆除するとともに，取水口に金網を設置
して受益水田への侵入を防止する対策を講じている。本年は受益水田への配水の予定はなく，現
在のところ水田への貝の侵入も確認されていないが，ため池では母貝の生息が確認され，その防
除対策が急がれる。また，スクミリンゴガイかラプラタリンゴガイかの確認も急がれるところで
ある。
（2008年6月19日受領）
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香川県でのハネナガイナゴの多発要因
楠

幹生

（香川県農業試験場）
香川県では，数年前からハネナガイナゴが多発生しています。全国的にはほとんどの地域でコ
バネイナゴが発生しているのに，「なぜハネナガイナゴか？」については解らないのですが，本
県でのハネナガイナゴの多発要因について考察したので紹介します。
一般的には，河川や池などの湿地帯のイネ科雑草でほそぼそと生き残っていた個体群が次第に
増殖し，再び水田に侵入してきたと考えられます。その要因として，「休耕田や耕作放棄地が増
えていることや農薬のドリフト問題等による出穂期防除の実施率が低下しているからだ！」と，
漠然とした答えを出しがちです。これらの生息環境要因も重要ではあるのですが，よくよく調べ
てみると，水田で使用される薬剤の種類・効力（防除圧の強さ）や薬剤の感受性低下が大きく関
与していることが解りました。
まず，ハネナガイナゴに対する各種薬剤の殺虫効果について紹介します。最初に，箱粒剤の効
果についてですが，プリンス含有粒剤が100日以上の非常に長い残効性を有しているのに対して，
スタークル，ダントツ含有粒剤が4週間程度，アドマイヤーやアドマイヤー＋スピノ含有粒剤は
2週間程度の残効性しかありませんでした。本県では早期水稲の移植４週間位は，ハネナガイナ
ゴの若齢幼虫期にあたり，畦畔のイネ科雑草を食害してすごしているため，水稲を食害するよう
になる中齢幼虫期にはプリンス含有粒剤以外はほとんど効果がないことです。そこで，本県の防
除暦を紐解くと，長期残効性の育苗箱施用剤であるアドマイヤーとプリンス箱粒剤が脚光を浴び
て発売された頃，香川県は溜め池が全国一多い県であるため，水生動物の毒性からプリンス箱粒
剤が敬遠されてアドマイヤー箱粒剤の勝利となりました。イナゴに対して残効性の長いプリンス
箱粒剤が長年採用されず，これがイナゴには幸いしたと考えられます。
次に，液剤散布剤の効果についてですが，スミチオン，マラソン，バイジット，ディプテレッ
クス乳剤などの有機リン系，スタークル水溶剤，ダントツフロアブルなどのネオニコチノイド系
やキラップフロアブルの効果が高く，効果の低かったものはパダンＳＧ水溶剤やバッサ乳剤でし
た。これらの結果から，本田散布剤として効果のある薬剤が多いように見えますが，高い効果を
示す薬剤の多くが，過去には使われていたが十数年前からほとんど使われなくなったもの（有機
リン剤）や最近登録になったばかりでほとんど使用されていないもの（ネオニコチノイド系剤，
キラップ剤）が多いことです。
さらに，驚くべきことにトレボン剤の殺虫効果は，中齢幼虫では高かったのですが，老齢幼虫
になると効果が劣り，成虫ではほとんど殺虫効果を示さなかったことです。本県では，２０年前
頃から出穂期防除にカスラブバリダトレボン粉剤，続いてホクセット粉剤とトレボンを含有する
薬剤の使用が続いています。ハネナガイナゴはこの間にトレボン剤に対して徐々に耐性をつけ，
出穂期防除が行われる時期には老齢幼虫～成虫になっており，トレボン剤が散布されても生き残
っていったと考えられます。このようなハネナガイナゴの運と努力が，イネという無尽蔵の食料
を確保し，本県での大発生を生んだと考えられます。
イナゴには過去にも同様のことが全国的にありました。1950年半ば頃から水田で恒常的に多
発生していたイナゴが水田からほぼ完全に姿を消してしまいました。これについては，残効性が
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長い塩素系をはじめとする殺虫剤の使用が原因とされています。また，1980年頃から東北地方
を中心にコバネイナゴの被害が復活しましたが，これについても当時多く使用されていた有機リ
ン系殺虫剤などに対する感受性の低下が原因の一つと考えられています。このように，人間によ
って管理される水田では，殺虫剤の種類，防除方法や時期などが変わると，発生する害虫や密度
が大きく変動するということです。
香川県では今年から本試験結果を踏まえ，多発地域にはプリンス剤を含む箱施用剤を採用しま
した。残念ながら，数年後にはハネナガイナゴの姿が見られなくなると思えば寂しい限りです。
（2008年6月30日受領）

技術士受験のお誘い
市橋

秀幸

（技術士・農業部門・植物保護）
技術士という資格をご存じですか？科学技術の応用場面での最も権威ある国家資格で，現在，
21の技術部門があります。ただし，弁護士，弁理士のように業務独占ではなく，名称独占の国
家資格です。技術士の農業部門には，7つの専門科目があり，その中に2004年に新設された「植
物保護」が含まれます。科学技術立国をめざすために，技術士の数を増やす動きの中で，植物保
護関連5学会では，農業・植物保護の技術士100名誕生を目標にして積極的な取り組みを展開し
ています。技術士試験には，第一次試験と第二次試験（筆記試験・口頭試験）があります。現場
での高度な実務経験に基づく試験ですから，皆さんは実績十分だと思います。応用面の試験であ
り，学術論文とは異なる観点で小論文を書くこと，農業部門では，「食料・農業・農村基本計
画」に関する論文を書くことなどが注意点です。主に工学・土木関係の受験参考書が出ています
から，参考になります。基本的なことは，農業部門でも共通です。毎年，数名の方が新たに植物
保護で技術士を取られています。害虫関係の皆さんも，「技術士・農業部門・植物保護」を取り
ませんか？新技術士の方々とともに，植物保護の仕事をしていければ，と願っております。
（2008年6月30日受領）

兵庫県南部のクモヘリカメムシは年間3回発生！
山下

賢一

（兵庫県立農林水産技術総合センター）
クモヘリカメムシの兵庫県における年間発生回数は普通2回と考えられていた。近年，地球温
暖化の影響を受け，毎年のように夏以降高温化傾向が続いている。クモヘリカメムシの発育変数
を利用して兵庫県における年間発生回数を再度考えた。
発生時期シミュレーションと野外放飼実験：AMeDAS福崎のデータをもとにクモヘリカメム
シの温度のみの発育変数（2005，yamashitaら）から，各世代の発生時期予測を行った。その
結果，2003年は2回の発生であるが，2004年から2007年の4カ年は3回発生であった。2007年8
月下旬から水田内にネットケージを設置し，その中に成虫を放飼して次世代成虫の発生状況を調
査したところ，３回目の成虫の発生を確認した。
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今後への影響：平年の年間発生回数が2回と思われていたクモヘリカメムシは兵庫県南部地域
においては3回発生する年が普通になっている。発生回数が増えた場合，成虫寿命の長いクモヘ
リカメムシは野外において累積で生息数が多くなる。また，9月以降も高温が続く年であれば，
斑点米の被害は成熟期の遅い品種（ヒノヒカリ，山田錦）にも広がっていくと考えられる。
（2008年6月17日受領）
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黒いオオメカメムシ
小山田

浩一

（栃木県農業試験場）
昨年の5月末に栃木農試内の雑草地からオオメカメムシを採集して，飼育を始めたのですが，
次世代の成虫に何やら黒い変なのが紛れ込んでいるのに気づきました。そいつを取り出してみる
と，形はオオメカメムシのようですが，全身真っ黒（まるでゴキ○リ）。オオメカメムシの成虫
といえば，オレンジと黒のツートンと思いこんでいたので，びっくり。親には黒い個体なんてい
なかったのに，次世代の約500頭のうちの4頭（♀2頭，♂2頭）がまっくろ。千葉農総研の大井
田さんにも見てもらったところ，オオメカメムシのようだけど，黒いのは見たことがないとのこ
と。ノーマル個体と黒個体をペアにすると，次世代にはわずかに黒個体が出ました。黒個体同士
をペアにすると次世代は，すべて黒個体のようです。わずかにとれた黒個体だけで累代をしてい
たのですが，不慮の事故があり，残念ながら，現在♂1頭となってしまいました。今年新しく，
採集してきたオオメカメムシと飼育して次世代に期待というところです。
（2008年7月1日受領）

写真 黒いオオメカメムシ

キバラヘリカメムシ
林

直人

（（社）日本植物防疫協会）
このたび，私が撮影したキバラヘリカメムシ(Plinachtus bicoloripes)が本会のHPのＴＯＰに
掲載されるとともに，このNews Letterに投稿した際の景品(?)として配布されるクオカードに採
用されました。光栄の至りです。でも，本種が属するヘリカメムシ科には稲の大害虫ホソハリカ
メムシや近年本土上陸で新たなミカン害虫として注目されるミナミトゲヘリカメムシなどがいま
すが，本種は「害虫」というにはちと弱い存在です。一応林業関係ではツリバナの害虫として記
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載があるようですが，強いて言えば庭木としても栽培されるニシキギやマユミに時として大発生
し，見方によれば毒々しく，いじめれば異臭を放つ不快害虫と言えないことはないかもしれませ
ん。まあそのあたりは大らかな本会役員の方々は，細かいことは言わず「きれいで虫らしい虫な
ので採用！」ということになったと推測しております。毒性の高いニシキギ科を好むのできっと
食べると余程まずいのでしょう。幼虫は派手な黄色をしていますが葉の表にぎっしり密集して寄
生しています。成虫も背面はやや地味ですが，腹部は黄色，足は褐色と白のツートン，若い個体
は根元が真っ赤だったりして，やはりよく見るとかなり派手です。北海道から奄美まで分布し珍
しい種ではありませんが，食草が限られるので出会うチャンスは多くありません。でもいるとこ
ろには山ほど・・・，あなたも探してみてください。
今回からこのNewsLetterもカラー写真が掲載できるようになりました。宣伝のためキバラ君
をご紹介します。
（2008年6月30日受領）

写真の説明
上段左 ５齢：５齢幼虫が一番目立つ
上段右

成虫：今回クオカード採用の成虫

中

羽化：羽化直後はさらに派手

段

下段右

集団：堂々と葉の上に各ステージ
が密集

下段左

卵

：卵はさすがに葉裏に。一番
地味！
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フタオビコヤガの複雑な発生生態と試験研究！？
衞藤友紀
（佐賀県農業技術防除センター）
この話については，福岡大会でお聞きになった方もいらっしゃると思います。水稲害虫である
フタオビコヤガの発生生態については古くから知見はあるものの，本種は様々な要因が絡まり合
って複雑な生活を営んでいるとされています。私も過去３年間つきあってきましたが，それを実
感しているところです。2006年は１株に７頭もの幼虫が水稲に寄生したため，無防除区では見
るも無惨な姿になってしまった反面，これを契機に翌年は色々と試験が出来ると思いきや・・・
約１頭/株の少発生で，委託試験は辛うじてクリアーできたところです。このまま発生が激減し
て，昔のようにマイナー街道に突き進むのか？

予算課題（20年度～）は大丈夫だろうか？

と不安が募る一方でした。
ところが，そんな心配の前に４月の人事異動で，担当者である私自身が転勤してしまいました。
フタオビと同様に人間世界も色々な事情が絡まって，うまくいかないものだと痛感したところで
した。このようなことは，多々あるものと聞いてはいましたが，実際当事者になると辛いもんで
す。しかし，現在は異動ショックも癒え，また上司・同僚にも恵まれたおかげで，いじけること
もなく，本業（果樹・茶の予察，防除指導）と副業（フタオビコヤガ）をこなしているところで
す。九州で「フタオビコヤガ」の研究に取り組んでいる方は，少ないようなので，これを機会に
全国の皆さんと情報交換が出来れば幸いです。もちろん！

本業の果樹・茶の情報についてもよ

ろしくお願いします。
etou-tomoki@pref.saga.lg.jp
（2008年7月4日受領）

写真家・海野和男さんとチョウを撮影
上野

清

（山形農業総合研究センター農業生産技術試験場庄内支場）
ゴールデンウィーク中の5月4・5日に山形県鮭川村で開催されたチョウ類保全シンポジウムに
参加してきました。ここはギフチョウとヒメギフチョウ混棲地ということで有名らしく全国各地
から100人以上が参加していましたが，あまりチョウに詳しくない私は昆虫写真家・海野和男さ
んと一緒にチョウを撮れるということで，ミーハー気分で出かけてきました。普段は害虫や害虫
に加害された農作物の撮影が中心ですが，今回は出会った昆虫や花など何でも撮影。海野さんは
大変気さくな方で，昆虫写真撮影のポイントなどていねいに解説してくれました。野外での活動
終了後には海野氏の講演があり，そのなかでもチョウが乱舞する映像は感動的でした。昨年の1
1月にペルーへ行き，偶然出会ったチョウの道を5時間10km以上もチョウに導かれるようにして
歩いた映像をみると自分もその道を歩きたくなりました。
（海野和男先生の昆虫教室http://streaming.tepco.co.jp/kids/insect/49/49bb.html）
（2008年6月30日受領）
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新規殺ダニ剤ダニサラバ®フロアブルのご紹介
笹間

康弘

（大塚化学株式会社）

昨年11月に新発売致しました新規殺ダニ剤ダニサラバ®フロアブル，おかげさまでイチゴなど
では既にご好評をいただいておりますが，果樹などでの本格的な当用期を前に，改めて本剤の特
長をご紹介させていただきます。
ダニサラバフロアブルは，大塚化学が見いだしました新規化合物シフルメトフェンを有効成分
としており，Tetranychus属やPanonychus属をはじめとするハダニ類に高い活性と優れた残効
性を有します。卵から成虫まで，すべての発育ステージに効果があり，特に幼虫に対して高い効
果を示します。その一方で，人や哺乳動物，魚に対する安全性はもちろんのこと，カブリダニ類
や各種寄生蜂といった天敵類，ミツバチ，マルハナバチ，マメコバチといった有用生物に対する
影響も小さく，ダニサラバ散布前後の併用も可能となっております。特に，ミヤコカブリダニや
チリカブリダニとの併用時，放飼前のハダニ密度の適正化，放飼後のハダニ密度上昇の抑制，双
方に効果があり，少ない散布回数で長期にわたりハダニを抑制できることが，イチゴを用いた試
験でわかってきております。
本剤は，チャでは収穫7日前まで，その他の適用作物については収穫前日まで使用可能です。
天敵類に対する安全性と相まって，使用時期を選ばない，使いやすい剤に仕上がったと自負して
おります。なお，使用回数は2回以内となっておりますが，1回は，突然の降雨による散布中断
等に備えた予備とお考えいただき，薬剤抵抗性防止の観点からも，できるだけ1作期1回の散布
をお願い致します。
（2008年6月9日受領）

お知らせ
第18回天敵利用研究会（鹿児島大会）の日程と開催場所について
このことについて下記のとおり手配いたしております。全国の皆様の多数のご参加お待ち申し
上げます。
記
１．日時

平成20年11月25日（火）13:00～11月26日（水）12:00

２．会場

城山観光ホテル
〒890-8586

http://www.shiroyama-g.co.jp/index.html

鹿児島県鹿児島市新照院町41番1号

TEL 099-224-2211(代表)

FAX 099-224-2222

ホテルの予約センター直通 099-224-2200
※航空券とのホテルパック枠をご用意いただいているので，ご利用予定の方は「第18回
天敵利用研究会（鹿児島大会）での利用」としてホテルに直接ご照会ください。
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３．連絡先
天敵利用研究会鹿児島大会事務局
鹿児島県農業開発総合センター

担当

井上栄明

生産環境部

病理昆虫研究室

電話：099-245-1155，FAX：099-245-1148
電子メール

h-inoue@kiad.pref.kagoshima.jp

会費納入のお願い
2008年度会費の納入をお願いします。2008年度会費を納入されていない方には振り込み用紙
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。
2008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。
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事務局住所の変更
事務局長の交代に伴い，事務局の所在地も下記に変更となりました。
北嶋康樹

茨城大学農学部環境動物昆虫学研究室

〒300-0393 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1
TEL: 029-888-8559

FAX: 029-888-8560

E-mail: ykitashi@mx.ibaraki.ac.jp

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。

第31回常任幹事会議事録（概要）
日時：

2008年6月26日（木）

11：30～12：30

場所：

都久志会館（福岡市中央区）

参加者：阿久津，井村，北嶋，行徳，桑澤，後藤，西東，高篠，豊嶋，西松，西森，根本，春山，
林，平井，藤本，古橋，本多，増井，松淵，丸山，宮田，和田，堤／福岡大会事務局，
徳丸／京都大会事務局，山本（敬称略）
１．報告
（１）第30回常任幹事会議事録の承認
（２）事務長の交代
増井氏の就任期間満了に伴い，北嶋氏が新事務長として後藤会長より指名され承諾された。
本会の所在地も平成20年4月1日以降，静岡県農林技術研究所より茨城大学農学部応用動物
昆虫学研究室に変更となった。
（３）事務報告
・会員動向
420名

平成19年年3月31日現在：
平成19年度

新入会員24名，退会者12名

平成20年3月31日現在：

432名

・平成19年度事業報告
・平成19年度決算報告（概要）と会計監査報告
（収入）合計2,632,157円

（支出）合計2,632,157円，内繰越金1,988,633円

（４）ニュースレター関連
・ニュースレターおよび大会講演要旨の製本化
・ニュースレターNo.21編集状況
２．議事
（１）平成20年度予算および事業の進捗状況について
①平成20年度事業計画
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役員会，第31回常任幹事会，第13回大会，通常総会（福岡県）
News Letter No.21発行
役員会，第32回常任幹事会（東京）
News Letter No.22発行

②2008年予算案（概要）
（収入）合計2,422,633円
会費収入

432,000円

（会員432名分）

2,000円

（講演要旨販売）

雑収入
前年度繰越金

1,988,633円

（支出）合計2,422,633円
編集・印刷費

570,000円

（News Letter，クオカード）

大会関係費

200,000円

（京都大会運営補助）

会議費

100,000円

（常任幹事会，交通費一部負担）

事務費

30,000円

予備費

1,522,633円

（通信費）

（２）第13回農林害虫防除研究会福岡大会（平成20年）の運営概況
（３）会則変更
①役員内規に関して
‐役員の必要経費は常任幹事に関する規定を準用する。
‐役員構成員は，会長，副会長，事務長，ニュースレター担当，情報担当とする。また，
役員会は会長が必要と認めた者を含め開催できる。
‐平成20年3月1日より
②名誉会員の設置および推挙状に関して
‐他学会の慣例に準じて，本内規は非公開とする。
‐年会費・大会参加費の免除と会員同等の待遇（大会での発表可，総会参加可，ニュース
レターへの寄稿・受領）
‐名誉会員の推挙にあたっては，「常任幹事と地方幹事が推挙理由を文書で役員会に提出
する」
‐平成20年6月26日より
③非会員の大会シンポジウム講演者に関して
‐前回の常任幹事会において，非会員の大会シンポジウム講演者に対する旅費・原稿準備
料提供に関して，支出規定があった方が実施しやすいという意見があり，これを踏まえ
て規定を作成した。
‐大会費より支出（旅費，原稿準備料）
（４）研究会余剰金を適切なレベルに管理する方策の進捗状況
①ニュースレター
‐内容充実：髙篠ニュースレター担当より報告。カラー化による業者見積り実施中。
‐投稿者へのクオカード提供：山本副会長より報告。作成済。実物を回覧。
②ホームページの充実化
‐本多情報担当より報告。
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‐管理運営の外部委託につき業者見積りの結果，新規作成費およびメンテナンス費がかか
りすぎると試算された。
‐当面，本多担当中心に内容の充実化を実施する。
③大会運営費
‐山本副会長より報告。
‐今後の大会運営費について，余剰金が発生しないように予算計画とその実行を大会事務
局に依頼する（本年の福岡大会以降）。
（５）都道府県幹事の業務について
①都道府県幹事への業務依頼文書をメールにて発信
‐後藤会長より（平成20年5月1日付）
‐県幹事業務：１）入会促進，２）会員異動等の情報提供，３）ニュースレターの投稿促
進（県内会員への呼びかけ）
②ニュースレターNo.21の原稿依頼をメールにて発信
‐髙篠担当より（平成20年5月1日付，再募集6月6日付）
‐都道府県幹事の４地区グループ化による投稿促進の実施。
（６）第14回農林害虫防除研究会京都大会（平成21年）について
‐徳丸 大会事務長（京都府農業総合研究所環境部）より説明。
‐大会準備委員会が発足済。シンポジウム内容未定。林業関係者の発表も可能。
‐開催場所選定済，要予約。開催候補時期として7月上旬も検討中。

農林害虫防除研究会会則
（名称）
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

第１条

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，名誉会員とする。

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。名誉会員
は本邦農林害虫防除の発展に多大な功績があり，常任幹事会によって推挙された個人と
する。

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。
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（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

５．都道府県幹事
８．情報担当

47名

2名

３．常任幹事

６．会計監査

2名

25名前後

４．事務長

1名

７．ニュースレター編集担当

1名

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。
４．この会則の一部改正は平成20年6月26日から実施する。

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。
※下線部分は改正点
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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：山本敦司，桑澤久仁厚
常任幹事：阿久津四良，井村岳男，江村
田中

薫，上遠野富士夫，行徳

寛，豊嶋悟郎，西松哲義，西森俊英，根本

裕，河野義明，西東

久，春山裕史，林

力，

直人，

平井一男，藤本博明，古橋嘉一，本多健一郎，増井伸一，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：北嶋康樹
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：髙篠賢二，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

岩崎暁生

青森

川嶋浩三

岩手

藤沢

巧

宮城

増田俊雄

秋田

菊池英樹

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

藍澤

埼玉

根本

久

千葉

上遠野富士夫

大矢武志

山梨

村上芳照

東京

亨

小谷野伸二

長野

栗原

石川

薮

神奈川

潤

新潟

中野

潔

富山

吉島利則

哲男

福井

高岡誠一

岐阜

市橋秀幸

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

大阪

柴尾

兵庫

山下賢一

奈良

井村岳男

和歌山

鳥取

伊澤宏毅

島根

奈良井祐隆

岡山

近藤

広島

栗久宏昭

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

熊本

行徳

裕

大分

小野元治

宮崎

黒木修一

井上栄明

沖縄

谷口昌弘

鹿児島

※表中の太字ゴシック体は4月に交代した県幹事。
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晋

学

森下正彦
章

健
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ニュースレター№22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。カラーの写真や図表も掲載
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：髙篠賢二
東北農業研究センター

寒冷地温暖化研究チーム

〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4
Tel & Fax: 019-643-3466
E-mail: takashino_k@affrc.go.jp

編集後記
今号（No.21）より2年間，ニュースレターの編集を担当することになりました，東北農業研
究センターの髙篠です。もともと微力ではありますが精一杯努力してまいりますので，何卒ご協
力のほどよろしくお願いいたします。・・・と書いてみたものの，ニュースレターの編集は慣れ
ない作業が多く，いろいろな場面で四苦八苦しております。段取りが悪くてNo.21の発行をだい
ぶ遅れさせてしまいました。全て私の不徳の致すところです。次号は予定通りに発行できるよう
に心を入れかえて編集作業にあたるつもりです。
すでにお気づきのことと思いますが，今号より写真等をカラーで掲載できるようになりました。
今号には，とても色鮮やかなキバラヘリカメムシの写真や，カラーであるからこそ説得力のある
「黒い」オオメカメムシの写真などを掲載できて，カラー化第1号のニュースレターとしては良
いものを載せられたのではないかと満足しております。自慢の写真をお持ちの方は，是非その写
真を添えて投稿して下さい。写真を自慢したいという理由からでの投稿でもかまいません。また，
ニュースレターNo.20以降に執筆していただいた方にはNo.20特別号発行記念で作成したクオカ
ードの配布も始まりました。皆さまからの投稿をお待ちしております。
編集担当
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