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巻頭言
試験研究成果を「現場」の病害虫防除の普及技術に貢献させる面白さ
山本 敦司
（日本曹達株式会社 小田原研究所）
日本の食卓を彩る農産物はマイナー作物も含め多種多様であり，またその品質も高く，食を楽
しむ我々にとっては，まさに楽しみなのです。また，花きや街路樹などの彩りやグリーンは，文
化を支えるとともに我々に癒しを与えてくれます。これは，農産物を栽培し生産されている農家
の皆さんや，緑化に携わる方々の日常の努力と熱意の賜物です。その素晴しさは是非「現場」で
実感されたいと思いますし，現場に赴かなくとも，「食彩の王国」，「産地発！たべもの一直線」，
「にっぽん菜発見，そうだ，自然に帰ろう」，「趣味の園芸」などのテレビ番組でもわかり易く
紹介されています。そして，経験豊富な農家さんや緑化関係者の皆さんの栽培技術力・生産技術
力は，いつでも私達に感動を与えてくれます。
さて，「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
ての議論をストレートにやろう！」というのが，農林害虫防除研究会の設立当初からの目的・精
神です。即ち，「現場」を意識し「現場」に貢献できる防除技術の情報交換や活動の連携を深め
ようということだと思います。
筆者は農薬メーカーに勤務しておりますので，その社会的責任はより安全性が高くコストパフ
ォーマンス（費用対効果）も良い防除資材（農薬など）を研究開発することにあります。のみな
らず，「現場」のユーザーである農家さんや，防除資材を普及する技術指導的な方々や営業マン
に対して，適切で安全な使用技術を提供する（普及する）ことも大切な責任だと日頃より考えて
います。
農薬メーカーの試験研究成果は，防除資材の性能（作用特性など）や安全性を的確に説明する
ことはできます。しかし，残念ながらメーカーのみの努力で，それを栽培「現場」まで細やかに
普及するには至りません。それは，南北に長い国土を持つ日本では，異なる気象条件や環境条件
のもと多種多様な作物が栽培されているからだと思います。当然，栽培技術の考え方や病害虫の
発生パターンも都道府県ごとに異なっています。例えば，青森県と長野県は両県ともいわゆる
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「りんご県」ですが，防除の考え方が微妙に異なります。同じ「かんきつ県」でありながら，愛
媛県の一部では防除の効率性のためスプリンクラーによる農薬散布がされますが，かんきつ以外
の果樹も多い和歌山県ではこの技術は用いられておりません。山梨県と岡山県では，もも防除暦
の主対象となる害虫種が違いますし，同様に，長野県のレタスと兵庫県のレタスでも気候の違い
により主対象の害虫が異なっています。このように，地域により必要とされる防除資材の種類や
使用方法が違うのは当然のことなのです。
このように諸条件が異なる中で，防除資材の評価を適切に実施するのには，都道府県の試験研
究機関の研究と，都道府県の専門技術員・普及員や地域ＪＡ営農指導員の現地実証試験に負うと
ころが多いと思います。例えば，長野県農業試験場のホームページにアクセスすると，「新しく
普及に移す農業技術」として，県内の試験研究成果を他都道府県の試験も参考にして，わかりや
すく紹介しています。また，青森県のりんご防除暦の作成にあたっては，県内の試験研究だけで
なく防除資材の登録認可状況やコストも考慮し，毎年見直しが行われています。その経緯は県内
向けの普及技術雑誌で詳しく説明されています。このような都道府県の取り組み事例は，枚挙に
いとまがありません。
筆者は仕事柄，日本全国のさまざまな作物の地区防除暦を楽しく拝見させていただいています。
この地区防除暦は，同じ作物でも都道府県ごとに，また同じ県内でも地区毎に異なっています。
一つとして同じものは無く，良い農産物を生産しようという，防除暦を作成された方々の思いや
意欲が伺い取れます。この作成のためには，防除資材の技術情報（メーカー作成）も参考に，地
域密着型の試験研究や実証試験がまず実施されるものと考えられます。さらにコストパフォーマ
ンスも考慮した防除体系が組み立てられ，それが地区防除暦に記載されています。即ち，地区防
除暦は，当該地域の栽培技術および防除技術の総結集とも考えられます。それだけでなく，防除
資材のコスト（例えば，農薬の散布濃度）も明確に記載されており，農家さんの農業経営にも貢
献しているとも考えられます。
昨年の農林害虫防除研究会大会（福岡大会）では，経験豊かないちご農家さんから，防除技術
確立への取り組み事例が紹介されました。また，一昨年の福島大会では，きゅうりの新しい栽培
技術を農家さんへ普及させるのに精力的な活動をされた県普及員の方からのご発表がありました。
さらに本ニュースレター（No.19）にも，山梨県の普及指導員をご経験された研究員の方の防除
指導経験談（苦労話？）の投稿もありました。いずれも，農林害虫防除研究会が目指す「現場発
信のストレートな議論」であり，聴衆や読者に感動を与えていたと思います。これらは，試験研
究成果を作り出す者と受け取る者とが同じ土俵に乗ったベストプラクティスです。
病害虫防除は，農家さんのより良い栽培をサポートする技術の一つです。「試験研究成果を現
場の病害虫防除の普及技術に貢献させる面白さ」の行き着く先は，農家さんの豊かな笑顔ではな
いでしょうか。
（2009年月6日16受領）
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ニュース
ミツバチの入手が困難になっている問題について
根本

久

（埼玉県農林総合研究センター 水田農業研究所）
昨年来，作物の受粉に使用するミツバチの入手が困難になっている。イチゴの受粉のために養
蜂業者から一群を借りたところ，「寄生ダニの影響で，次回以降の注文に応えるのは難しい。」
との注意書きが添えられていた。そうこうする内に，NHK（クローズアップ現代）やその他の
報道機関でも取り上げるようになった。欧米ではCCD（Colony Collapse Disorder：蜂群崩壊症
候群（ほうぐんほうかいしょうこうぐん））として，数年来問題になっているものである。本年
１月には，R. Jacobson の"Fruitless Fall"の邦訳「ハチはなぜ大量死したのか」（中里京子 訳：
文藝春秋）が発売された。CCDの原因としては，①栄養不足や栄養失調，②殺虫剤，③抗生物
質とダニ駆除剤，④病原菌と免疫機能不全，⑤気候の変化，⑥携帯電話から放射される電磁波，
などなど……多数あり，なんとも藪の中である。アメリカ農商務省は問題解決のため４億円強の
研究予算を計上したという。日本の場合は，上記CCDに加え，女王蜂不足が問題をさらに複雑
にしている。すなわち，日本では，ミツバチの群を分けて使うため，分けた群に供給する女王蜂
が必要であるが，外国からの女王蜂の輸入が停止されている。それまでは，ハワイやオーストラ
リアから輸入していたものが，それらの地域にミツバチヘギイタダニやノゼマ病が発生してしま
ったため，家畜伝染病予防法の規定で輸入ができなくなってしまった。日本での「寄生ダニの影
響」というのは，こちらも入っている。お隣の中国からミツバチの女王蜂を密輸して摘発される
業者やミツバチ泥棒まであらわれる騒ぎである。この問題，応用動物昆虫学者，ミツバチ研究者，
ダニ類研究者，昆虫病理学者，防除薬剤研究者，生態毒性研究者にかかわる大きなテーマである。
解決できればその効果は世界中に波及する。かつて，フランスのパスツールが，カイコの微粒子
病の病原と対策を発見し，狂犬病の弱毒ウイルスを用いたワクチンを開発たように！
（2009年6月26日受領）

日本とアメリカの研究体制の違い
安達

鉄矢

（大阪府環境農林水産総合研究所）
私は4月から大阪府で任期付研究員をしています。ニュースレターに書くネタを色々と考えま
したが，まだ大阪での仕事経験は浅いことから，一昨年，アリゾナ大学へ短期留学した時に感じ
た日本とアメリカの研究体制の違いを紹介させていただきます。
さて，アリゾナ大学のあるアリゾナ州はアメリカの南西部に位置し，グランドキャニオンや大
リーグのキャンプ地で有名な所です。滞在していた半年間で雨が降ったのがたった3日という雨
嫌いな人には恵まれた場所です。洗濯して外に干したら数時間で乾いてしまうほど乾燥していま
すが，不思議なことに現地の人は乾燥機を使用していました。町を歩けばサボテンが至る所に生
えており，まさに西部劇の舞台のような雰囲気です。とは言っても拳銃を持ち歩いている人など
皆無ですので安心です。
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アリゾナ大学は昆虫を研究する大学としては非常に規模が大きく，50人程度の先生で昆虫学
部が構成されています。先生が1人1つの研究室を持ち，遺伝子組換え作物の研究を始め，様々
な研究を行っています。先生の下にはポスドク，大学院生，テクニシャンとアルバイトが働いて
います。アルバイトをするのは主に大学4年生です。日本とは異なり，彼らには卒業研究が無い
ため，就職や進学先を探しながら様々な研究室でアルバイトをして過ごすことが多いようです。
この研究体制の下で，先生がアイデアを出して研究費を稼ぎ，ポスドクと大学院生が自分のアイ
デアを加え，テクニシャンとアルバイトが言われた通りに実験をし，得られたデータを先生，ポ
スドクと大学院生が解析して論文を書くという仕組みが出来上がっています。日本ではテクニシ
ャンの地位はあまり高くありませんが，アメリカでは重要な立場にあり，「有能なテクニシャン
がいると研究室がうまく廻る」と言われています。毎年のように論文が有名な雑誌に掲載される
理由の1つには，このような研究体制が確立されていることにあると考えられます。
さらに大学全体としても合理主義を貫いています。例えば高額なDNA解析装置を大学全体で
管理しており，解析に必要な少額の費用を払えば，数日後にはデータを送ってくれるようになっ
ています。よって高価な備品を買うことができないような小さな研究室でも実験が可能です。日
本では研究者同士のしがらみから良い機器があっても宝の持ち腐れになることもあるようですの
で，高額な備品は研究機関が管理し，共同で使えるようにするのがいいのではないかと感じまし
た。
また，昆虫学部では毎週有名な研究者を呼んでセミナーを開いており，活発な議論がなされて
います。眠らないようにセミナーの15分前からコーヒーやコーラなどのカフェインの入った飲
み物とクッキーがいただける

コーヒーブレイク

が開かれています。私はこれにつられて様々

なセミナーに参加していました。こういう場で他研究機関の研究者とのコラボレーションが出来
ていくようです。研究室に閉じこもるのではなく，外に出て優秀な研究者の話を聞き，知恵を出
し合って研究を進めていく，これがこれからの日本の研究者としての1つのあり方なのかなと感
じました。その意味で農林害虫防除研究大会は良い場所だと思います。
最後に話は変わりますが，私が現在行っている「飛ばないナミテントウ」の研究について紹介
させていただきます。「飛ばないナミテントウ」は近中四農研センターの世古智一さんが作出し
たアブラムシに対する有望な生物的防除素材です。NHKや新聞でも紹介されましたので，ご存
じの方も多いかもしれません。大阪府ではこのテントウを用いて，コマツナやミズナといったマ
イナー作物を対象にどのような条件で放飼するのが良いのか明らかにしています。これまでのと
ころ非常に有用であるというデータが得られており，近い将来の農薬登録が期待されます。登録
されたあかつきには皆様ご購入のほどよろしくお願い致します。
（2009年6月22日受領）

第１級の害虫

クロマダラソテツシジミ
谷口

昌弘

（沖縄県農林水産部営農支援課）
「ソテツシジミ」といえば，愛好家の中では「幻の蝶」といわれ，私にとっても，いつかは巡
り会いたいというのが夢であった。その夢が，2007年8月，現実のものになった。住まいのある
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沖縄県浦添市のある施設に植えられているソテツの株上にアマミウラナミシジミのようなシジミ
チョウが飛び回ってるのが目にとまった。「もしや」と思い葉上に止まった可憐な蝶に目をこら
した。「アマミウラナミに似ているが模様が少し違う」「ルリウラナミにしてはあのメタリック
な輝きがない」何だったっけ？と，忘れかけた記憶の糸をたぐり，該当する種類を頭の中で探っ
ている。よく見るとソテツの芯の部分に卵らしきものも見える。「もしや，憧れのソテツシジ
ミ！」すぐさま，車においている愛用のデジカメで10カットほど撮りまくり，早速家に帰りイ
ンターネットで調べると，まさに
ミ

ソテツシジミ

であった（正確には，クロマダラソテツシジ

Chilades pandava Horsfieldであった）。久しく忘れていた，蝶屋としての血が騒いだ。そ

れから，地域のソテツや，病害虫調査等で県内を回るときに，ソテツをみるとあちこちでシジミ
チョウが株の周りを飛び回っている。
北部に出かけた折，名護の道の駅に新芽が出ているソテツがあり，見ると成虫が産卵している
ばかりか，新芽には無数の卵と各ステージの幼虫が見られた。勿論，持ち帰り「完品」の標本を
得るために飼育することにした。30㎝ぐらいに伸びた新芽を5本ほど持ち帰った，が，2〜3日後
にはおびただしい幼虫が容器内を這い回り，たちまちえさ不足になった。そこで，近くのソテツ
を見て回ったが，以外にも新芽のあるソテツはなかなか無い。何とか新芽の出ている株を探し当
て餌用に分けてもらったが，そこにもたくさんの幼虫や卵がついている。こんなことを3回ほど
繰り返したが，エンドレスである。採る新芽，採る新芽に幼虫やら卵やらがついているのである。
きりがない。ついに，虫屋としては心苦しいのだが，全部を蛹にすることはあきらめ，蛹化した
分だけ回収することにした，のだが，な，な，なんと，餌不足を来した幼虫が，先に蛹化した蛹
や前蛹，はたまた，脱皮前の静止幼虫に，あたかもソテツの新芽に喰いいるように喰いいってい
る！「これって，共食いだよなぁ」とつぶやきつつ，飼育容器の中を見ると，食われた蛹などの
体液で容器内は凄惨を極め，なにやら悪臭まで漂う状態であった。何とか難を逃れた蛹を回収し
たが，その数約300頭（言い訳ではないが「乱獲」したわけではありません）。この状況でもこ
んなに蛹になったのか･･････。
長々と書いてきたが，ここから本題。
県内に自生・植栽されているソテツは，琉球王朝時代（1441年）救荒作物として，中国から
導入されたようである。沖縄では，通常年1回新葉を出すが，植栽用に管理され全葉摘葉された
場合などはその都度新葉を展開させる。また，必ずしも一斉に新葉を出すのではなく個体によっ
てもばらつきがある。
クロマダラソテツシジミは，最近では，八重山諸島や宮古諸島で2006年頃より発生が見られ
ていたようで，沖縄本島でも2007年には，ほぼ全域で発生確認され2009年まで県下各地で発生
が続いている。当初は，珍しい迷蝶としてマスコミ等で取り上げられたが，昨年あたりから徐々
に論調は「珍蝶」から「害虫」へと変化したように，各地の道路や公園の植栽で大被害を出し，
一部市町村では議会でも取り上げられ，病害虫関係者のみならず土木関係者や一般民からも問い
合わせが相次いだ。現在のところ，本種が原因で枯死した事例は聞いていないが，本島北部の名
護市街地に入る手前，国道58号線の中央分離帯のソテツなどは，数十本が延々数キロにわたり
植栽されていたのだが，新葉がすべて食害され，ボロボロで見るも無惨な姿になっていた。
本種は，好適な餌である新葉のない時は，ソテツの幹頭部の雄花，雌花，葉の原器等の可食部
を食害し世代を維持しつつ，新葉などが豊富になる時期に爆発的に増えるようである。まさに，
MacArthurとWilsonが提唱したr-戦略の手本ともいうべき虫である。久々に，学生時代に学ん
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だ生態学の一部に触れた思いとともに，憧れの蝶が大害虫であったという超現実を突きつけられ
た次第である。
（2009年6月26 日受領）

北上する虫たち
行徳

裕

（熊本県農業研究センター生産環境研究所）
思いがけないところで，思いがけない虫に出会いびっくりすることがある。写真のタテハモド
キもそうだった。現地のメロンハウスを出たとき，このチョウがふらふらと目の前を通過したの
だ。温暖化で分布が広がっているとは聞いていたが，まさかこの場所で・・・であった。ちなみ
にこの写真は日本一のスイカの産地（なにげに宣伝）植木町で撮影したが，この場所の年最低気
温は−5℃まで冷え込む。温暖化の影響か，はたまた人が運んだのか。秋の暖かい光を浴びなが
ら，刈り取りが終わった水田を飛ぶタテハモドキは，周辺の景色から浮いた存在だった。
温暖化の影響で北上している虫として，ミナミアオカメムシが注目されている。先輩達による
と20年ほど前までは「珍品で天草まで採集にいった。」ということだが，今では熊本県内のどこ
ででも見られる普通種に成り下がり，さらに島根，愛知，静岡方面へと北上を続けている。ミナ
ミアオカメムシは，斑点米酸性能力が高い種類の一つであり，本種が新たな地域に乱入すること
で斑点米カメ業界の勢力図は変わりつつある。
同じようなことが果樹カ
メ業界でも起こりつつある
ようだ。こちらの業界はチ
ャバネアオカメムシが最大
手でその占有率が極めて高
く，寒冷地を拠点にするに
クサギカメムシと宮剤県と
鹿児島県を拠点にする暖地
系の弱小ツヤアオカメムシ
という構図が長年続いてき
た。しかし，九州ではこの
数年，ツヤアオカメムシが
チャバネアオカメムシの牙
城を切り崩し，勢力を伸ば
している。特に，熊本県で
は県下全域に拠点を築き，

タテハモドキ

占有率をのばしているらしい。これも温暖化の影響か？最大手のチャバネアオカメムシについて
は生態や防除について膨大なデータが備蓄されている。しかし，ツヤアオカメムシについては越
冬場所すら不明で，予察にも対策にも困っている・・・。おっと，これは美味しいテーマになり
そうだ。
（2009年6月19日受領）
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生き物を野外に放すと・・・
中野

潔

（新潟県幹事）
トキの野生復帰と称して，昨年秋に佐渡に10羽が放鳥されその後の動向に注目が集まってい
る。これは学術的実験として行われ，マスコミにも好意的にとらえられている。
一方ペットとして飼っていたカミツキガメやワニ，外国産のクワガタやカブトムシを，もう飼
えないからからと言って放したとして，しばしばニュースで問題になっいる。単に危険だという
だけでなく生態系に悪影響を及ぼすということが一般に周知されつつある。
過去に日本ではカイガラムシ，クリタマバチに対する天敵の導入，西洋ミツバチ等有用昆虫が
放虫されてきた。これらは農業生産上の有効手段として，人間や生態系に影響が少ないものとし
て国が許可して放虫されたものである。しかしかつて放されたマングース，アメリカザリガニ，
スクミリンゴガイは現在，有用どころか害を及ぼしている。たとえ現在「有用」とされる種であ
っても，その放飼には十分な注意が必要である。
さらに，ブラックバス，ホタルは近年それを放すことに否定的な考えが広まっいる。一方ホソ
オチョウ，アカホシゴマダラなどの外国
産や稀種チョウ類等を自分の楽しみのた
めに放すことがマニアの間で行われ，日
本のチョウ相が変わりつつある。新潟県
では本来ごく一部にしか分布していなか
ったと考えられるチョウセンアカシジミ
という珍蝶があちこちの里山で採れるよ
うになってしまった。現在マスコミには
特に取り上げられていないが，これらも
近い将来，否定的な考えが大勢を占める
ことになりそうである。それどころか，
かつてその地域に分布していた種の復活
を期すためオオルリシジミなど累代飼育
していた個体を放すことについても(ト

チョウセンアカシジミ(新潟市秋葉区)

キもこのケース)，その是非が日本鱗翅
学会で議論されている。
さて，現在，私は県園芸研究センターで害虫を担当しているが，害虫の防除等各種試験のため
に飼育虫を放虫することが少なからずある。果樹カメムシの網掛け試験のように果樹の枝に着い
ている果実に捕虫網をかけその中に放し，薬剤効果をみる場合はすべて虫を回収するので問題は
ほとんどないが，果樹の枝に毛虫類を放虫したり，野菜の露地圃場にネキリムシ類を放虫する場
合，大部分は回収不可能である。これらは現在は「農業生産技術確立のため」社会的に許容され
ていると考えられるが，将来にわたってこの「許容」が続くとは限らない。この問題に対し私た
ちができることは，①放虫する虫はできるだけ近い場所で採集する。またはそれを累代飼育して
用いる。②試験終了後直ちに殺虫効果の高い薬剤を散布し供試虫の死滅に努める。③その地域で
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毎年発生はみられるものの，越冬または越夏が困難という種を用い，翌年の発生源になることを
未然に防ぐ。の3点くらいだろうか。新潟県では③の例としてはタマナヤガ，アワヨトウ，セジ
ロウンカ，コブノメイガなどがある。社会的に非難される前に，心がけておきたいと思っている。
（2009年6月16日受領）

人事異動後1年間経過して
藤沢

巧

（岩手県農業研究センター県北農業研究所）
私事ですが，平成20年4月の人事異動により，12年間勤務した北上市にある農業研究センター
本部を離れ，青森県と接している軽米町にある県北農業研究所に勤務し始めて1年が経過しまし
た。本部在勤時は果樹・野菜を中心に園芸作物害虫の担当でしたが，対象作物や診断依頼は多種
多様でしたし，副担当が不在の体制と私の能力では限界があったので「やれることのみやる」と
割り切りました。そのため，実需
者である生産者や，関係各機関，
メーカーの方々にもご迷惑をおか
けしましたことを，この場をお借
りしてお詫び申し上げます。
ここ県北農業研究所は「県北・
沿岸地域の農業振興」を大命題
に，現在は水稲・雑穀・ほうれん
そう・アスパラガス・レタス・り
んどう・小ぎく等を対象とした課
題に取り組んでいます。私の担当
課題は，施設栽培ほうれんそうの
栽培技術開発や病害虫対策です。
非常に大きなウエイトを占めてい
た果樹害虫業務は県北研にはない

タマナギンウワバ

ので，その時間をこれまで担当外

幼虫によるほうれ

であった栽培法の検討，肥料試

んそうの食害と葉

験，病害調査の時間に当てていま

裏の幼虫

す。
でも，圃場に出るとやはり真っ
先に目がとまるのは害虫です。タ
マナギンウワバがレタスやほうれんそうを食害している様子や，アカザモグリハナバエやタイワ
．
ンヒゲナガアブラムシは，北上時代には見ることができなかったので一喜一遊しています。まだ
まだ，知らないことが多いなあと実感していますので，関係各位にはご指導・ご鞭撻を今後とも
よろしくお願い申し上げます。
（2009年6月30日受領）
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異常気象の影響？
菰田

充陽

（日産化学工業（株）生物科学研究所）
思えば2004年から，目に見えて変化したように思います。その年は，日本列島に台風が10回
も上陸した記録的な年でした。私の勤める研究所は埼玉県にあり，毎年研究所周辺で農薬の評価
を行う圃場試験を行っています。2004年も野菜を色々と作付けしていましたが，台風に乗って
移動してきたのか，特にハスモンヨトウの発生が多く見られました。その後，このときの世代が
定着したようで，翌年以降も秋になると多く発生するようになりました。それまではこの地域で
はハスモンヨトウの発生は多くなく，圃場試験での調査は困難でしたが，最近では毎年圃場試験
が可能になっています。農家の方には迷惑な話ですが。ちなみに，このハスモンヨトウは有機リ
ン系，合成ピレスロイド系殺虫剤に抵抗性を示し，さらに比較的新しい薬剤の一部に対しても感
受性が低くなっています。
2005年にはアブラムシが関東地方で大発生し，農作物だけでなく公園や街路樹でも目立った
ため，新聞やテレビで報道されていました。私たちの圃場でも例年をはるかに上回る発生で，野
菜のモモアカアブラムシ，ワタアブラムシ，ヒゲナガアブラムシはもちろん，りんご，なし，も
もなどの果樹でも多発生しました。これは暖冬と少雨が原因と言われており，いつかまた大発生
の年がくるかもしれません。
2008年はゲリラ雷雨と呼ばれる集中豪雨が全国的に発生しました。このまま日本は亜熱帯〜
熱帯化してしまうのでしょうか？このような異常気象の影響による害虫の発生数増加，分布拡大
が想像され，大変心配です。
そして今年も春夏作のシーズンが訪れました。害虫発生状況に充分注意していますが，早速変
わったことがありました。例年は秋に見られるヨトウガの発生が，5月に見られました。この時
期はタマナギンウワバがよく見られるのですが，腹脚が4対であることや局所的に多数いること
から間違いなくヨトウガです。
これは埼玉県のごく一部の例ではありますが，他の地域でも少なからず害虫発生状況の変化が
起きているのではないでしょうか。この変化が一時的なものであるのか，それとも害虫防除体系
を変えるような大きなものなのか，殺虫剤研究に携わる一研究者として今後も注意していきたい
と思います。
（2009年6月16日受領）

植物防疫行政機関一体となった消費者への積極的な情報提供が必要！
岡崎

一博

（福島県農業総合センター）
2009年4月，国内で初めて，モモなどの果樹に重大な被害を与えるプラムポックスウイルス
（PPV）の発生が確認され，マスコミにも取り上げられた。本ウイルスはアブラムシ類が媒介
・伝搬させることから，全国的な実態調査が行われている。果樹王国の我が福島にとって，県内
で発生が認められれば，大きな問題となりかねない。近年，こうした害虫によって媒介されるウ
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イルス病の発生が相次いでおり，その対策が急務となっていることは言うまでもない。
2008年4〜5月には，県内でのトマトの黄化葉巻病（TYLCV，2007年11月に初確認）の発生
を封じ込めるため，県民に対する広報活動を実施した。その内容は，県内のトマト主産地に本病
がまん延すれば，甚大な被害になること，早期発見・早期防除に努め，媒介昆虫のタバココナジ
ラミを地域ぐるみで防除することの重要性を周知した。
背景には，ガーデニングブーム，趣味の園芸により野菜や果物を無農薬で栽培される県民が多
くなっており，地域全体の問題として捉える必要があった。
生産現場では，生産過程のあらゆるリスクを想定，その対策を準備し，万一に備えている。イ
ンフルエンザの対策を例にとれば理解いただけるものと思うが，手洗い，うがい，マスク，ワク
チン接種などの予防対策，必要に応じた薬の投与，時には入院も必要で，正しい情報による適切
な対応策が広く周知されている。農業生産も同様で，安全な農産物の安定生産には，病害虫の発
生拡大を防ぐためのリスク管理が行われており，住民への広報もその一つである。
これまでの地域住民への広報の中には，果樹に発生する赤星病対策として，中間寄主となるビ
ャクシン類を庭先に植えないよう周知した経緯があるが，こうしたことも世代が変われば忘れ去
られてしまう。今に始まったことではないが，農業と消費者との関係が希薄になってきているの
は事実であり，あらためて注意を喚起しているところである。
幸い，農業を通した環境教育が見直されつつあり，たんぼの学校など，農業の体験学習が各地
で企画されている。消費者に対して，生産現場の取り組み，植物防疫に係る様々な施策・研究等
を正しく伝え続けていくことが大切で，その活動がまだまだ不足しているのではないかと感じて
いる。
（2009年6月8日受領）

ミツバチ不足
小出

哲哉

（愛知県農業総合試験場）
昨年秋からミツバチ不足が話題になっている。マスコミにも大きく取り上げられ，周知のとお
りであるが，愛知県においても今春，イチゴ，ナス，ナシで不足し，マルハナバチや人工授粉で
対応したところもみられた。愛知農総試ではイチゴ，ナシの交配にミツバチを利用しており，イ
チゴではハチの入手が思うようにならず奇形果が多発した。
小生，セイヨウミツバチとニホンミツバチを長年飼育しているが，ハチを飼育しているとハチ
の能力や生態に驚かされることが多い。例えばセイヨウミツバチのハチミツを搾る際には，分離
機から流れ出るハチミツを見るといつもセイヨウミツバチの採蜜能力の高さに感心させられる。
一方，受粉能力もたいしたもので，イチゴの受粉は人が代替できる仕業ではない。ミツバチは
交配適期の花をきちんと見つけ，その花の雄しべと雌しべに体全体を押し付けながら花の上をく
るくると2，3回まわり，次の花へと飛んでいく。これによってハチは花粉を採集でき，イチゴ
は全ての雌しべが受粉し，形の整った果実となる。人がボンテンなどで撫でたくらいでは奇形果
となってしまうし，全ての花をやり切れるものではない。
最近の授粉用に使われるミツバチは使い捨ての巣箱が多くなり，便利で使いやすい反面，使い
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捨て感覚となってしまい，使用者のミツバチに対する関心，愛情，感謝の念が薄れてきたと思わ
れる。今回の騒ぎでミツバチのありがたさを痛感した人たちも多かったであろう。
ミツバチの利用者ができる対策は，購入もしくは借りたハチを永く使い続けることである。そ
のためには，ミツバチの生態を理解し，それに基づいた延命措置を行うことであるが，最も重要
なことはミツバチに対する愛情と関心を持ってよく見ることである。そうすれば，給餌を忘れた
り，農薬散布によるハチ減りも無くなるであろう。ミツバチにも愛情を注いで上手に永く使って
いただくことを望むばかりである。
（2009年6月15日受領）

昆虫の和名表記に漢字の活用を！
平林

正光

（山梨県病害虫防除所）
モモの主産地を抱える山梨県の病害虫防除所では，各種チョウ目害虫を対象としたフェロモン
トラップ調査を実施しています。この中でモモノゴマダラノメイガについては，モモだけでなく
ブドウについても近年重要害虫になりつつあるということから，山梨県でも今年度より試験的に
ブドウ園へも設置してその発生消長の把握を始めたところです。
さて先日，このモモノゴマダラノメイガについて調べていたところ，ノメイガ亜科の昆虫であ
ることを知り少々驚きました。ベテランの方には笑われると思いますが，「ノメイガ」の「ノ」
を格助詞と勘違いしていたためです。漢字による表記を調べたところ「桃（の）胡麻斑野螟蛾」
となり，モモに主に被害を与え，胡麻斑模様で，野に生息し，植物のずいを食害する蛾であるこ
とが容易に想像できます。昆虫の和名はその生態や形態に由来したものであることが多いようで
すが，カタカナ表記のものしか目にできなかったため，このような誤解をしてしまったようです。
一般的な場面において，漢字という意味を表すことのできる文字を使った表記がより増えれば，
昆虫の和名から生態や形態などの特徴を容易に推察，理解できるようになると思います。今後は
図鑑やインターネットなどにおいて，漢字併記がもっと増えることを期待します。
（2009年6月10日受領）

駆け出しダニ屋の右往左往
東浦

祥光

（山口県農林総合技術センター）
私は試験場に来てからダニを扱うようになった新米ダニ屋です。土着のカブリダニなどを調査
しておりますと，正体を知るためにスライドグラスに封入しないことには話が始まりません。私
はガムクロラール系封入剤を使っていますが，水溶性があり誠に使いやすい反面，乾きやすくス
ライドグラスの周辺をシール（周封）しないと，標本が損なわれる欠点があります。証拠標本の
重要性を鑑みるに，周封剤の優劣は誠に大切です。普通はマニキュアを使うようですが，すぐに
ひび割れるようです。しばらくはそれで我慢していたのですが，近年，線虫の資料で知った「ソ
ーンのセメント」を使っています。樹脂系の剤で，なかなか強靱で良い感じです。ただ，日本で
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は富士平工業への注文製作しかない珍品です。届いた時には粘度が高すぎたのでメーカーに問い
合わせたのですが言われた希釈剤が手許になく，途方に暮れているうちに「酢酸エチルで薄め
る」と記してある資料を見つけ，やっと良い状態で使えるようになりました。ダニ研究者の世界
には多種多様な「文字化されないノウハウ」があるのでしょうが，初学者となるとこういう試行
錯誤は仕方ないのかもしれません。ある意味気軽にできる「プチ未知への挑戦」なのかなと思っ
ています。
（2009年6月23日受領）

ミカンバエを食べてみた
大森 康弘
（日本曹達株式会社

大阪支店）

農薬会社に入社して5年がたちました。研究所に2年勤務し，現在は国内営業3年目です。この
短い営業経験の中で最近経験した印象深い害虫の話を紹介させていただきます。
通常の農薬営業の業務としては，日々担当県内の試験場や普及所はもちろん，農協や一軒一軒
の農家を巡回し，展示圃試験・現地試験等を行いながら自社剤の普及・啓蒙を行いながら売上を
作っていきます。その中で現地試験等を通じ，仲良くなった農協指導員や農家の方々とお酒を飲
む機会も多々あります。それらの飲み会の席でたまに出る（出す？）話題のひとつが「害虫を食
べられないだろうか？」という話です。昆虫食は海外はもちろん，日本の一部でも文化として存
在するし，効率のよい動物性蛋白源であったりします。否定的な意見も山のように出ますが，酔
いが進むと，とりあえず害虫を焼酎に漬け込んで飲んでみよう，などと議論が白熱（？）するこ
ともたまにあります。大抵の場合は翌日にすっかり忘れていますが。
私が大学時代に研究材料のシロイチモジヨトウを飼育していた時，ふとテレビ番組の中の「海
外ではスズメガなどの幼虫を揚げて食べる文化があり，エビのような味がする」という話を思い
出し，夜中に研究室で酒のツマミにヨトウの蛹を揚げて食べたことがあります。結果は若干臭い
が気になるもなかなかの味。臭いの原因は人工飼料にあると考え，ネギとキャベツで育てたヨト
ウを再び食べたところ，臭みもなくなりました。その時，植物を食べている虫は美味しく食べら
れるのではないか？という仮説を立てたのですが，大学を卒業し，就職して仕事をする中で虫を
食べようとする機会もなく，その仮説を実証することもなく過ごしてきました。
ところが昨年，突然虫を食べる機会が巡ってきました。近年の重要害虫であるミカンバエの薬
剤試験に立ち会った際，おもむろに先輩から「ミカンバエの幼虫を食べてみろ」と言われ，大学
時代のヨトウの記憶が鮮明に蘇りました。ミカンの果実を食べている幼虫だから美味しいかもし
れないと思い，ミカンの実の中にいる幼虫をつまみだし口の中に入れ噛んでみました。しかし，
ウジ状のものを口に入れて噛むという行為に対して本能的な拒否反応が働き，味を感じることな
く吐き捨ててしまいました。虫を食べるという行為にある程度の免疫があると思っていた自分で
すが，残念ながらミカンバエを味わうという行為は出来ませんでした。題名と結果に差異がある
ことをお詫びしつつ，最後にミカンバエの防除法の確立に向けた取り組みを行っている各県の先
生がたのご活躍と成果に期待して，この話を終らせて頂きます。
（2009年6月26日受領）

12

農林害虫防 除研究 会News Letter No.23 (2009年9月)

Newsl． AIPM−Jpn No.23（ Sep. 2009）

お知らせ
第19回天敵利用研究会（千葉大会）開催のお知らせ
「天敵利用研究会」は，生産者，JA 職員，都道府県職員，独立行政法人職員，大学，関連企
業・団体などの関係者が参加し，生物的防除やIPMに関する国内外の研究と技術に関する情報
や意見の交換を行い，農林業の発展に寄与することを目的としております。
この度第19回大会を下記のとおり開催します。つきましては，関係各位の多数のご参加を賜
りたく，ご案内申し上げます。
１．日時 平成21年11月19日（木）13:00〜20日（金）12:30
２．会場 京成ホテルミラマーレ ６階 ローズルーム
〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15−１
TEL 043-222-2111（代表）
ウェブサイト：http://www.miramare.co.jp/
３．シンポジウムおよび総合討論
テーマ：「露地作物における天敵の保護利用とそのための植生管理」
座長：大野和朗（宮崎大学）
演者：平井一男（（社）農林水産技術情報協会）
「海外における植生管理と天敵保護の事例」
國友義博・赤池一彦（山梨県総合農業技術センター）
「山梨県の有機栽培圃場における間作・混作とその普及」
豊嶋悟郎（長野県野菜花き試験場）
「複合交信攪乱剤を用いたキャベツ圃場における土着天敵保護とその問題点」
豊島真吾（（独）農研機構 果樹研究所）
「果樹栽培における植生管理と土着天敵の保護」
http://wiki.tenteki.org/

の「天敵利用研究

会／第19回」の項をご参照のうえ，千葉県農林総合研究センター・大井田

寛（千葉大会事務

参加および一般講演をご希望の方は，天敵Wiki

担当）（h.ooid@graduate.chiba-u.jp）宛てにお申し込みください。

会費納入のお願い
2009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。
2010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，−は未加入年度を表しています。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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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33回常任幹事会議事録（概要）
日

時：

2009年7月15日（水）

場

所：

京都テルサ（京都市）

11：00〜12：00

参加者：井村，江村，北嶋，行徳，桑澤，柴尾，高篠，豊嶋，西松，西森（代理・阿部），春山，
林，藤本，古橋，本多，根本，増井，松淵，丸山，宮井，宮田，和田，徳丸／京都大会
事務局，山本（敬称略）
欠席者：阿久津，上遠野，後藤，西東，平井，増田，村井，本山（敬称略）
１．開会挨拶
２．報告
（１）前回（第32回）常任幹事会議事録の承認
（２）事務報告
会員動向
平成20年3月31日現在：
平成20年度

432名

新規入会18名，退会7名

平成21年3月31日現在：

443名

研究会役員，都道府県幹事（今期2008.1.1〜2009.12.31）
常任幹事

河野義明：退任（ご逝去のため）
柴尾

都道府県幹事

学：新任，

田中

寛：退任

静岡県：久保田栄

→

土井

誠

大阪府：柴尾

学

→

田中

寛

岡山県：近藤

章

→

佐野敏弘

平成20年度事業報告
平成20年度予算決算報告

平成20年4月1日〜平成21年3月31日（概要）

（収入）合計2,574,980円

（支出）合計2,574,980円，内次年度繰越金1,750,379円

（３）役員会報告
（４）ニュースレター，およびホームページ関連
・ ニュースレターNo.23編集経過報告，発刊経費
‐ ニュースレターNo.23

8月上旬発行予定。

‐ 発刊経費実績
No.21：124,380円（18頁，470部），

No.22：119,349円（22頁，470部）

・ ニュースレターおよび大会講演要旨の製本化
‐ 各2部作成できた。研究会事務局にて保管した。見本各1部を回覧。
・ ニュースレターのホームページ上での公開
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３．議事
（１）平成21年度事業および予算実行状況
・ 北嶋事務長による報告：

以下の2点につき承認。

平成21年度事業計画
平成21年7月
8月
12月
平成22年1月

第33回常任幹事会，第14回大会，通常総会（京都府）
News Letter No.23発行
第34回常任幹事会（東京都）
News Letter No.24発行

平成21年予算案
収入の部
科

目

金

会費収入

額
443,000

雑収入

2,000

前年度繰越金

1,750,379

合

2,195,379

計

摘

要

会員443名分
講演要旨販売

支出の部
科

目

編集・印刷費

金

額
400,000

摘

要

ニュースレター印刷費

大会関係費

200,000

2010年度埼玉大会運営費

会議費

100,000

常任幹事会費用・交通費一部負担

事務費

30,000

予備費

1,465,379

合

2,195,379

計

通信費等

（２）第14回農林害虫防除研究会京都大会（平成21年）の運営概況
・ 徳丸 大会事務長（京都農総研）による説明
（３）名誉会員の推挙
推挙
‐ 「正野俊夫氏」の推挙式を本日の年次総会で実施する。
名誉会員推挙の選定にあたって
‐ 名誉会員推挙内規に則り，会員各位からの情報提供の結果，研究会事務局で
「会長，副会長，NL担当，情報担当，事務長経験者及び常任幹事，県幹事の在
職期間一覧」を作成することができた。なお，個人情報保護の観点から，取り扱
いには十分な注意を払っていただきたい。名誉会員推挙は，推挙時に会員である
ことが条件になるので，この点に関する事前の配慮や注意もお願いしたい。
（４）都道府県幹事への業務依頼の進捗状況
（５）第15回農林害虫防除研究会埼玉大会（平成22年）について
・ 根元 久 氏より報告。
・ 平成22年6〜7月に埼玉県熊谷市にて開催予定。
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（６）その他
新型インフルエンザ対策
‐

大会事前に大会参加予定者に対し，注意喚起のメールを配信した。また，大会
会場の京都テルサにも注意喚起の掲示を行うとともに，消毒液の設置を行った。

会員名簿の公開
‐

会員同士の研究会所属状況を確認し，必要あれば連絡ができる環境が欲しい旨
の要望が提案された（4名）。否定的意見は無し。

‐

公開案（緊急役員会による提案）：都道府県別に氏名のみを公開し所属は記載
しない。別冊（例，Ａ3版の2折）とし，ニュースレターには合わせない。個別
の情報を求める場合には研究会事務局に問い合わせ，本人の了解が得られた場合
にのみ公開できるものとする。この留意点は公開名簿にも記載する。

‐

公開案をメール会議（常任幹事会）にて諮り賛成多数の場合には，次次号のニ
ュースレター発行時から作成する。

ニュースレター記事のホームページ上での公開
‐

ニュースレター記事の公開は，年内を目処に公開準備をしている。

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。
（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

47名

2名

３．常任幹事

６．会計監査
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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
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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。
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農林害虫防除研究会役員名簿（2009〜2010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

薫，上遠野富士夫，行徳

豊嶋悟郎，西松哲義，西森俊英，根本

裕，西東

久，春山裕史，林

力，柴尾

学，

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

静岡

土井

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

誠

愛知

滝本雅章

三重

大谷一哉

滋賀

小嶋俊彦

京都

徳丸

大阪

田中

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

佐野敏広

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

晋

※表中の太字ゴシック体は2009年1月以降に交代した県幹事。
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ニュースレター№24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
〒020-0198

寒冷地温暖化研究チーム

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
申し訳ありません・・・・。8月の発行を目指していたのですが，結局発行が9月にずれ込ん
でしまいました。すべて私の不徳の致すところですので，今号の執筆者ならびに会員の皆様には
心よりお詫び申し上げます。
7月 に 開 催 さ れ た 第 14回 農
林害虫防除研究大会（京都大
会）では，京都という土地の
魅力か，祇園祭と重なった日
程のためか，はたまた徳丸さ
んを始めとする大会事務局の
熱意の賜か，多くの参加者が
集まったために，多数の新規
入会者もありました。大変喜
ばしいことではありますが，
ニュースレターの印刷部数も
増え，私の作業量も・・・。
写真は祇園祭の山鉾の一つ
蟷螂山です。京都大会参加者にはご覧になられた方も多かったのではないかと思いますが，この
カマキリはカラクリ仕掛けで鎌を振り上げたり，頭部が動いたり，翅を広げたりするようにでき
ています。そして，その動きは本物のカマキリの動きを巧みに再現しており，なかなか秀逸なも
のでした。当会の会員は仕事で昆虫との関わりが深い人が多く，また，もともと昆虫好きだった
ために関連する仕事に就いた人もたくさんいるのではないかと思います。伝統ある祇園祭で異彩
を放つカマキリに親近感を感じた方も多かったのではないでしょうか。
（編集担当
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