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巻頭言
研究は執念でするもの
後藤 哲雄
（茨城大学農学部）
「執念」というと何か重たい感じを受けますが，やっぱり重たいものです。私を含めた最近の
若い人達には執念をもつ人とそうでない人がいて，それが極端に二極化しているように思われま
す。当然，前者はばりばりと各種の仕事をこなし，後者は何となく過ごしている，ということに
なります。例えが適当かどうか分かりませんが，研究者は研究資金を取るために「役所」に出向
くことがあります。普段はいたってラフな格好をしている人でも，この時ばかりはそれなりの格
好をしていくのが普通かと思いきや，「普段のラフ」な格好で出かける人がいます。これは研究
資金を稼ごうという「執念の違い」を反映しているのではないか，と思われます。欧米の真似事
ではなく，形にこだわらず，気軽に議論できる雰囲気作りとしてのラフな格好は結構なことです
が，「紳士・淑女の身だしなみ」として TPO をわきまえたいものです。
閑話休題。私の専門にはいつの頃からか，植物に寄生するダニの分類が加わりました。一言で
分類というのは簡単ですが，分類学の伝統がない研究室で始めるには，実はその体制作りに膨大
な時間と資金が必要なのです。これまでに記載されているハダニ類は約 1,300 種，主にハダニの
天敵とされているカブリダニ類は約 2,100 種ですが，これらを記載したすべての論文を持ってい
ないと分類ができないのです（ハダニは何とか克服しましたが，カブリダニへの道は険しいで
す）。日本産の種について種名を決める（同定する）には，全部の論文を持っている必要はなく，
分類学者が作った検索表があれば，ことは足ります。時にはそのダイジェスト版でよいことすら
あるらしい。しかし，標本に基づいて正しく種を決めて，未記録のものは記載するという分類学
上の行為をする場合には，どうしても 1758 年以降の記載論文をすべて集めておく必要がありま
す。この他に，後日再記載されたものも大切な文献となります。古い記載論文では，線画がなか
ったり，記述が不十分であったりするものがあるからです。例えば，チャやコーヒーなどの世界
的な害虫であるマンゴーツメハダニ Oligonychus coffeae (Nietner)は 1861 年に記載されていま
すが，その記述はわずか 15 行（164 字）で，かつ線画は一つもありません。この記載論文によ

1

農林害虫防 除研 究会 News Letter No.24 (2010 年 2 月)

Newsl．AIPM − Jpn No.24（ Feb. 2010）

ってマンゴーツメハダニを同定することは，少なくとも私にはできませんので，後人の記載を参
照することになります。加えてこの記載論文は幻の論文で，1990 年以降，機会あるごとに探し
てきたものですが，オランダでも，フランスでも，ブラジルでも所蔵者が見つからなかったので
す。しかし，つい最近 Google book の一つとして pdf 化されているのを偶然に発見しました。
20 年間探し続けた甲斐がありました。
研究材料として是が非でも必要な稀少種の採集も同じことで，「絶対にいるはずだ」という信
念と「絶対に取ってやる」という執念がないと，経験上殆ど採集できません。必然的に，key と
なる種の採集には自らが出向くことになります。その一つが，長年，研究者の間で意見が分かれ
ていた「アジサイナミハダニ Tetranychus hydrangeae Pritchard et Baker」と「カンザワハダ
ニ Tetranychus kanzawai Kishida」の問題です。アジサイナミハダニがカンザワハダニのシノ
ニムであるとする意見が大勢を占めている中で，私は江原昭三先生（鳥取大学名誉教授，故人）
がアジサイナミハダニをタイで記録していましたので，その存在を疑うことはありませんでした。
しかし，江原先生の論文を頼りに幾度もタイに出かけましたが，どうしても採集できませんでし
た。数年前，横浜植物防疫所の真﨑 誠さんがメキシコから日本に輸入したカボチャに寄生して
いるアジサイナミハダニを発見しました。この情報に基づいて，現地研究者と調整した後，メキ
シコに出かけて採集を試みました。イースター休暇の真っ只中であったため，予定通りには調査
が進まず，またたった 2 個体群しか取れなかったのですが，そのうちの一つが求めているアジ
サイナミハダニでした。一方，依然としてタイからは採集できなかったので，メキシコから採っ
て き た ア ジ サ イ ナ ミ ハ ダ ニ の 標 本 を 作 っ て ， こ れ を タ イ の 農 業 研 究 所 （ Department of
Agriculture, DOA）の研究者に預けておいたところ，これまで私が出かけていなかった山間地
帯からそれらしいものが取れたという連絡が入りましたので，今年の夏にタイに出かけてきまし
た。バンコクから車で 3 時間ほど走って到着した山あいの村で案内されたのは，石がごろごろ
あるキャッサバ畑でした。そこで取れたのはカンザワハダニでした。しかし，すぐ隣のチリペッ
パーの畑では見事にアジサイナミハダニを採集することができました。しかも帰路にたまたま立
ち寄ったキャッサバ畑からも本種を採集できました。3 日間という短期間の滞在でしたが，実に
充実した調査旅行でした。タイの研究者は私が出かけて行くたびに「アジサイナミハダニはタイ
にはいない。全部カンザワハダニだ」と言っていたのですが，これは形態をよく観察せずに，
「カンザワハダニ」と決めつけていたことが原因でした。本種の発見にメキシコの標本が大いに
役立ったとのことでした。このようにタイからも採集できたことで，いよいよアジサイナミハダ
ニとカンザワハダニの関係に決着を付けるときが来たことになりますが，ここまで辿り着くのに
10 有余年の時が流れています。
ある大学の先生が，「研究は執念でするもの」と述べていましたが，新しい発見や予想さえし
なかった成果を得る，あるいは信念を実現するには，少々重たくても「執念」が必要であること
を私にとって身近な事象を例にして述べさせていただきました。本研究会は，現場との関係を大
切にする会ですから，「執念」を必要としないはずはなく，特に最前線にいる方々にはこのこと
が強く求められていると思います。そのような方々の活動に少しでもお役に立てるような会の運
営に心がけて，また同定依頼に応じて参りたいと思います。これからもよろしくお願い致します。
（2009 年 11 日 5 受領）

2

農林害虫防 除研 究会 News Letter No.24 (2010 年 2 月)

Newsl．AIPM − Jpn No.24（ Feb. 2010）

ニュース
研究者ノ心得、「風姿花伝」ヲ読ミマセウ
堤

隆文

（福岡県農業総合試験場）
今朝もそそくさと現地調査に行く研究員を見送りながら考えた。やたらと口を挟むと角が立つ，
うかつに手を出せば流される，管理，管理も窮屈だ。兎角，中間管理職はやりにくい。ここまで
考えた時，机の上の電話が鳴った。嗚呼・・・，また企画の鬼山から呼び出しだ。
現場を離れて早や 3 年。「つひにゆく道とはかねてききしかど昨日今日とは思はざりしを」と，
心の中で呟いた日から幾星霜。あ〜，今では立派な電話番。昔のカメよ今何処。
研究者の諸君，ゆめゆめご油断めされるな，「明日は我が身」ですぞ。そこで，この様な事態
に至っても慌てないために，是非とも一読を勧めたい本が「風姿花伝」です。
「初心忘るべからず」。
誰でも知っている格言ですが，この言葉の出典が風姿花伝です。この本は今から約 600 年前
の室町時代に能楽を創成した世阿弥が書いたもので，明治時代までは一子相伝の書として能楽の
家元にのみ伝えられ，その存在自体がトップシークレットでした。
私が初めてこの本を読んだのは 40 歳になる少し前で，まさに「目から鱗」でした。特に，
「年来稽古条々」の段にある「四十過ぎれば能は下る」と言う言葉には強いショックを受けまし
た。世阿弥は「三十四，五歳頃が能の最盛期で，この頃に能の極意をつかみ自分のものにして，
天下に名人と認知されないかぎり，絶対に優れた能役者にはなれない。」，「能が上達するのはこ
の頃までで，この時期に名声を得なかった者は，四〇歳過ぎれば能が衰えていくばかりであ
る。」と，しつこく言っています。「能」を「研究」に置き換えれば，まさに的を射ていると思
いませんか。また，この段には年齢，経験の各段階においてやるべきこと，初心者への指導方法
からベテランの身の処し方まで，極めて具体的に書かれており，幅広い年齢層で役に立ちます。
この本が書かれた真の目的は，世阿弥が厳しい能楽の世界で勝ち抜くための秘訣を子孫に残す
ためです。だから，門外不出，一子相伝だったのです。さらに恐ろしいことに，本の最後の部分
には，「たとえ，一子であっても器量がない者には伝えるな。その時は他の器量のある者に伝え
て跡を継がせよ」と書いています。何と厳しいことでしょう。
本の内容を一言でいえば「プレゼンテーション論」です（本当は芸術論ですけど）。今でこそ，
お能は「難解な藝術」の代表のように思われていますが，当時の能楽は，トピックな話題や誰で
も知っている物語を芝居仕立てで見せる，今の「朝のワイドショー」的な見せ物だったのです。
当時は，世阿弥の率いる一座の他に多くの能楽座があり，生き残りをかけた競争の時代であり，
観客を自分の座に呼び込むため，各座長は面白く見せる演出に鎬を削ったのです。そこで，室町
時代のみのもんた？である世阿弥は「競争を勝ち抜くためのノウハウ」を書き残したのです。そ
のため，内容は極めて具体的で，かつ，示唆にも富んでいて，非常に参考になります。「幽玄」，
「物真似」，「秘すれば花」，これらの言葉は全てここから出ています。
それで，具体的内容はどうだって？

それこそ「秘すれば花」！

自分で読んでみて下さい。
（2009 年 11 月 27 日受領）
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農作物の害虫対策と鳥獣害対策
奈良井 祐隆
（島根県農業技術センター）
2007 年夏から井上雅央さん（元奈良県果樹振興センター所長，現在は（独）農研機構

近畿

中国四国農業研究センター鳥獣害研究チーム長）の誘いで実用技術開発事業「営農管理的アプロ
ーチによる鳥獣害防止技術の開発」に参加しています。具体的には野生鳥獣類（草食）の冬季の
死亡率に関係する青草量を低減させる方法を開発するため，果樹園（カキ園等）で草刈りの時期，
回数を変え，1 〜 2 月に単位面積当たりの青草（獣類の餌）の種類，量を明らかにしています。
私は今まで害虫としての動物しか扱っていなかったので植物にはかなり手こずりました（学生時
代は蔬菜花卉研究室に所属していたので，植物には馴染みがありますが，厳密な分類はよく判り
ません）。ま，それは勉強だと思い，努力しました。結果，出したデータには自信（？）があり
ます。今回はこの仕事に取り組んでいる中で感じた，似て異なる（？）害虫対策と鳥獣害対策に
ついて書いてみます。
最初に鳥獣害対策と聞いたときには害虫との大きさの違いを考えました。鳥獣類をネズミより
大きい動物と考えると農業では日本においてはイノシシやクマぐらいまでが，国外ではゾウ，漁
業ではシャチ（鯨類）も該当するでしょう。重さでいったなら mg の世界からトンの世界へ行く
わけです。ちょっと荷は重いけど，折角の話です。こちらで出来ることがあれば，20 年以上前，
害虫防除の世界に入った時にハダニのおもしろい話を聞かせてもらった井上さんと一緒に仕事が
出来ればいいなと思い，事業を受けました。話が脱線気味なので，元に戻します。病害虫対策の
場合，作物に何らかの被害が出ているのなら，原因を明らかにし，対策を講じます。原因が判ら
ないことも多いですが，虫が原因となったなら，その密度を減らし，作物と虫を分離する方向に
対策を講ずれば解決するはずです。鳥獣害対策も個体の大きさは違っても基本的には同じと思い
ます。密度を減らす方法としては銃や罠，今回の事業のような餌量の削減などがあります。作物
と鳥獣類を分離する方法としては対象となる種により効果も様々ですが，柵や覆い（今回の事業
でも取り上げられています），爆音機を含めた脅し（案山子等）があります。病害虫対策との違
いは，研究の場面でいえば，僕がこの 3 年足らずの間に出会った人や会合等での話，単行本，
文献等で感じたのは，応用研究に携わっている人と基礎研究に携わっている人の防除対策に対す
る認識のずれでした。特に防除対策は誰（何）のために行っているのか，その対策の実効性，効
果はどの程度あるのかという認識のずれを感じました。病害虫対策の場合，農業現場で問題が発
生した時に最初に対策を講ずるのは農家です。農家から相談を受けるのはその農家の周りの病害
虫に詳しい人や JA や市町村の担当者，都道府県の農業普及員，試験研究機関の担当者でしょう。
そこでは現在までの知見に基づき，対策が立てられます。対策がうまくいかなかったり，うまく
いっても問題が残った場合には国研や大学に問題点等が相談され，それが現場にフィードバック
されたり，新たな研究シーズになったりもするでしょう。鳥獣害対策の場合，この現場との繋が
り（フィードバック）が特に基礎研究に携わっている人に弱いのではないかと感じました。うま
く回っていれば，少なくとも，国会で獣害対策に自衛隊を活用するような議論（2007 年）は起
きなかったのではないかと思います。現在，鳥獣害対策は単なる防除対策から，地域起こし（地
域団結）のツールになっています。これは井上さんたちの活動の賜です。今年の夏に NHK の
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「難問解決！ご近所の底力」にとりあげられたので，放送を見られた方も多いと思います。今後，
どのような展開になっていくのか予想がつきません。今回の事業が終わると僕自身は鳥獣害から
は離れますが，農産物の生産を阻害する要因としては病害虫と同じなので，今後もこの観点から
関わってゆくと思います。終わりに参考文献とするには斜め読みなので恥ずかしいのですが，い
くつかの文献を挙げておきます。
ここ 3 年程で，奈良井が集めた（だけ？の）鳥獣関係の文献
江口祐輔（2003）イノシシから田畑を守る−おもしろ生態とかしこい防ぎ方−．農山漁村文
化協会，東京．149PP．
平田剛士（2007）なぜイノシシは増え，コウノトリは減ったのか．平凡社，東京．197PP．
井上雅央（2002）山の畑をサルから守る-おもしろ生態とかしこい防ぎ方-．農山漁村文化協会，
東京．117PP．
井上雅央（2008）これならできる獣害対策．農山漁村文化協会，東京．181PP．
井上雅央・金森弘樹（2006）山と田畑をシカから守る −おもしろ生態とかしこい防ぎ方−．
農山漁村文化協会，東京．134PP．
本川雅治

編（2008）日本の哺乳類学 1 小型哺乳類．東京大学出版会，東京．311PP．

米田一彦（1998）生かして防ぐクマの害．農山漁村文化協会，東京．192PP．
室山泰之（2003）里のサルとつきあうには−野生動物の被害管理．京都大学学術出版会，京
都．245PP．
齊藤隆（2002）森のねずみの生態学−個体数変動の謎を探る．京都大学学術出版会，京都．
256PP．
杉田昭栄（2004）カラス−おもしろ生態とかしこい防ぎ方−．農山漁村文化協会，東京．
154PP．
高槻成紀・山極寿一

編（2008）日本の哺乳類学 2 中大型哺乳類・霊長類．東京大学出版会，

東京．472PP．
竹内正彦（2007）イチゴ露地ほ場におけるアナグマの食害防護．応動昆 51: 187-196．
（2009 年 12 月 8 日受領）

珍しい害虫？
中西 秀明
（バイエルクロップサイエンス(株)

結城中央研究所）

マツノマダラカミキリは松枯れの原因となるセンチュウを媒介する害虫として有名ですが，皆
さんは生きているこの虫をご覧になったことはお有りでしょうか？

私は趣味でカミキリを採集

していますが，この虫を採集したことがありません。生息密度が低い訳ではなく，活動の中心が
夜なので人目に付きにくいためだと思われます。
一方で，昼間に活動し，目立つ容姿なのに珍しいカミキリがいます。オオトラカミキリという
スズメバチに擬態した体長 3cm 程度のトラカミキリの仲間です。幼虫がモミなどの針葉樹の生
木に穿孔するため，害虫としても知られていますが，愛好家にとっては憧れの 1 種です。日本
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産カミキリ大図鑑（講談社 1984 年）には，「実に見事なトラカミキリであり・・・・・，成虫
は極めて得がたく，日本を代表する珍品の 1 つである。」と記されています。「見事な」とは，
図鑑にこんな主観的な表現を使っていいのかと思いますが，それが許されてしまうほどの虫だと
私も納得しています。生態についてはかなり判明していて，関東の低山なら，9 月上中旬の暑い
日の日中にモミの幹を見て回れば，産卵している個体を観察することが可能です。簡単そうです
が，実際にやってみるとなかなか理論どおりには観察できません。暑い中，汗まみれで消耗し，
体力を必要とする上に，蚊の襲来にも悩まされます。何より 1 頭も採れないことの方が多いの
です。また 9 月の週末で気温が高い晴天という好条件に恵まれることは多くはありません（な
ぜか子供の運動会の日に好条件になるような気がします）。トライしていますが，一昨年（2008
年）も昨年（2009 年）もお目にかかることが出来ず，現在 2 連敗中です。今年（2010 年）は是
非この珍しい害虫と再会し，写真とネットに収めたいと思っています。
（2009 年 12 月 1 日受領）

ミナミアオカメムシ、兵庫でも発生確認
二井 清友
（兵庫県淡路農業技術センター）
ここ数年，ミナミアオカメムシの温暖化による分布の拡大が話題になっており，2002 年から
2009 年 11 月末までにミナミアオカメムシの特殊報は 9 県から発表されています。兵庫県でも
今年の 8 月に淡路島，10 月には東播磨地域においてそれぞれ水稲で発生を確認し，10 月末に特
殊報を発表しました。特殊報を出していなくても，発生を確認している県も多いことから，ミナ
ミアオカメムシの分布は西日本を中心にかなり広がっていると考えられます。
私が勤務する淡路島については，過去の報告などにも発生経緯やアオクサカメムシとの発生比
率などの情報が記載されてはいましたが，ここ数年は，ほ場での発生は確認されていませんでし
た。1973 年に水稲ほ場で初確認し，その翌年には感受性の検定を行っていることから，当時は
かなりの密度で発生していたようです。その後も，地元の昆虫愛好家の採集記録や撮影記録には
本種が継続して現れていることから，大発生して大きな被害を及ぼすこともなく，細々とただの
虫として暮らしていたと思われます。
私は学生時代に当時京大におられた中筋先生の集中講義で，ミナミアオカメムシの研究に関す
るいろいろな話（寄生蜂やその他いろいろ・・・）を聴講しました。あの頃から今年の 8 月ま
で，実際にこの虫に出会うまでに，四半世紀近くの年月が経ちました。来年以降，淡路島でこの
虫がどんな発生をするのか，害虫となるのか，今までのようにただの虫であり続けるのか，非常
に興味深いところです。
（2009 年 12 月 15 日受領）

カメムシは衛生害虫？
小野 元治
（大分県農林水産研究センター安全農業研究所）
大分県では県民向けイベントとして，毎年 10 月第 3 土日曜日に別府市で農林水産祭を開催し
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ています。研究機関はタイムリーな研究内容の展示等を行っているのですが，毎年何をするか悩
まされています。近年ミナミアオカメムシの分布域が拡大し，2007 年から大豆被害が発生して
いることから，2008 年は K さんの発案でミナミアオカメムシの研究紹介として大型模型やパネ
ルの展示，2009 年はＯ長の独断で地球温暖化により北上したカメムシ類の標本やパネルの展示
を行いました。展示だけでは面白みに欠けるので，カメムシレースを企画し関係者からは大いに
期待されていたのですが，諸事情によりボツになってしまいました。いよいよ展示物の作成にな
り，K さんはチャッチャと数時間で模型（看板？）を，T さんの標本は T さん曰くほぼ臨時職
員の手によるものですが地道に作成し，いずれも名作が完成しました。対して私の模型は次の手
順で 7 日間も苦労して作成した割には・・・カメムシとはわかるが・・・。
①本体は，発砲スチロールで大まかに作成し，紙粘土で表面を覆う。
②手足と触角は，針金や割り箸を骨組みにして紙粘土で覆う。
③表面をスプレー式塗料で着色する。腹は白色，触角の一部は赤，複眼は黒。
④本体に手足と触角をはめ込み完成。（展示で，すぐに手足触角がもげちゃいました。）
当日は即売される生産物目的の家族連れで賑わいます。来場者たちは，我々のブースに買物の
合間を見て立ち寄るのですが，まず第一声が「クッセー」または「クッサー」です。私を含めた
対応者は，ミナミアオカメムシは「臭わない」農業害虫であることを切々と説明しますが，一般
的にカメムシ類は衛生害虫なんだと認識させられました。

（2009 年 12 月 4 日受領）
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侵入生物ナミテントウの防除の研究について
平井 一男
（（社）農林水産技術情報協会）
往年のグミを食べたいと思い 3 年前にダイオウグミを鉢植えした。初年，2 年目は早春からア
ブラムシが多発し葉上に甘露が目立ち，やがてナミテントウが発生した。しかし実は一向になら
ない。樹勢もよくない。今年（2009 年）は鉢から取り出し地面に植え直し，ついでにナミテン
トウも 4 月から数え多発していることを確認した。6 月以降成虫は皆無になった。5 月以降周辺
のポテトやイチゴ，野菜，キクなどで若干見られた。夏は植物が繁茂し気にならなかったが，秋
（11-12 月）には近くの公園のバラの葉にアブラムシとともに成幼虫が見られた。
今夏，生物多様性保全のための環境スチュワードシップに関する情報収集のためイギリスを訪
問した。その一つオックスフォード郡にある生態学センター（CEH）では環境スチュワードシ
ップの有効性の研究と対象生物の全国モニタリングを行っている。関連として近年ナミテントウ
は世界的に Invasive Alien species（日本では特定外来生物と訳されている）とされ，イギリス
ではナミテントウが土着のナナホシテントウなどを捕食するイントラギルドで困っていて，防除
の研究を行っているとの情報を得た。CEH の研究担当者 H. Roy 博士（単行本 From Biological
Control to Invasion, Springer (2008)の筆頭著者）にお会いし，ボーベリア，捕食性昆虫，寄生
蜂，細菌を用いた防除の研究の結果，いずれの天敵生物も効果がない（Roy et al., 2009），天敵
は一緒に入ってこなかったのではないかと聞いた。
ヨーロッパに新たに発生したナミテントウについて別の見解を持っている人もいる。10 月に
北京で開催されたアジア太平洋昆虫学会議で，チェコでは 1990 年代以降小麦畑では窒素肥料を

図１．ナミテントウ：越冬世代から第 1 世代の発生消長模式図（埼玉）
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節減しアブラムシが減っている。その影響でナナホシテントウは，ナミテントウがチェコに現れ
る以前に減少していたので，ナミテントウは土着テントウの減少に関係しないだろう（Honek
and Martinkova, 2009）との発表があった。
所変われば品変わるというか，筆者はこれまでナミテントウは有用生物の代表格にあり，防除
対象の昆虫とは思っても見なかった。
さて，冒頭グミにナミテントウが集まることを述べた。ほかに越冬世代成虫を集めるのに良い
樹種はないかと春先に予備調査したので紹介しよう。①埼玉の畑に数年前に植えた樹高 2 ｍ以
下の樹種 26 種を対象に，どの木に越冬世代のナミテントウが多く出現するかを観察した。する
と，②ダイオウグミのほかムクゲ，ビワ，サンショウにナミテントウが発生していた。③グミで
は 4 月 9 日に 1 本（500 葉）当たり成虫 12 個体（交尾 3 対），1 卵塊（12 卵粒）， 最多は 5 月
5 日の 100 葉当たり 10 個体。のち減少し 5 月 24 日は新世代 1 蛹，5 月 31 日は新世代 1 成虫，
6 〜 10 月は発見できなかった。木全体のアブラムシ幼虫を捕食してしまうと別の植物に移動し
た。一部幼虫には共食いが見られた（図 1）。④成虫の斑紋については埼玉では 4 月 18 日の 55
個体調査で黒地赤玉 2 個が 87%で最多（図 1），チェコでは赤地黒小点 16 個が 85%と最多であ
った。⑤被食アブラムシは外見からダイオウグミはバラミドリアブラムシ，ムクゲはワタアブラ
ムシに酷似していた。
（2009 年 12 月 7 日受領）

茨城県のピーマンにおける天敵利用の普及
鹿島 哲郎
（茨城県農業総合センター園芸研究所）
22 年前の衝撃
私がまだ学生だった 22 〜 23 年前，現地ピーマン圃場で行われたタバコガの合成性フェロモ
ン剤による交信撹乱試験をお手伝いする機会があった。難防除害虫に対して卓効を示すいわゆる
新系統殺虫剤が，まだなかった時代である。ピーマンでは，タバコガ，アブラムシ類，アザミウ
マ類，ハダニ類が難防除害虫として名を連ね，その防除に使われた成分数は現在の比ではなかっ
た。生産現場を知らなかった当時，ピーマンの防除状況を目の当たりにした私は，殺虫剤の使用
量の多さに非常に大きなショックを受けた。その後，1995 年に，チリカブリダニが日本で初め
て天敵として農薬登録されたが，その時は，ピーマンで天敵が普及するとは夢にも考えられなか
った。
ピーマンにおける天敵利用の奮闘
さて，茨城県神栖市にある JA しおさい青果物生産部会（部会員数 217 名）では，天敵を利用
して殺虫剤の使用量を大幅に削減したピーマン栽培を，約 10 年前から行っている。また，養液
土耕の導入により，化学肥料の投入量も削減している。その結果，品質向上に加えこれらの付加
価値によって高価格で取引されるとともに，大幅な労力削減をも実現するなど，様々な経営メリ
ットを生み出している。昨年からは GAP にも取り組み，生産体制および生産物の信頼性を更に
高めようとしている。
本部会が天敵導入に向けた取り組みを始めたのは，タイリクヒメハナカメムシ（以下，タイリ
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ク）が農薬登録された 2001 年からであった。当時，アザミウマ類の防除に苦慮していた部会に，
鉾田地域農業改良普及センター（現在は鹿行農林事務所経営・普及部門，以下，鉾田農改）の普
及員がタイリクの話を持ちかけた。他産地との差別化を強く意識していた本部会は，天敵利用へ
高い関心を示した。しかし，部会としては，217 部会員の経営に影響するため，「誰もが失敗せ
ずにできる」確信が得られない限り安易に導入するわけにはいかなかった。そこで生産者，鉾田
農改，JA，住友化学（天敵供給メーカー）が一丸となって現地実証試験を繰り返し，タイリク
利用のノウハウを蓄積していった。年 2 作型で 3 〜 4 年間の実証試験の末，ようやくタイリク
の導入に至った。200 名規模の部会員全員が天敵を導入している例は，おそらく他にないのでは
ないだろうか。しかし，ここに至るまでには，217 名という大人数をまとめる部会の強い求心力
や，係わったメンバーの天敵にかける情熱など，技術以外の要因の果たした役割が大きかった。
タイリクの利用が軌道に乗って間もなく，タバココナジラミバイオタイプ Q の発生により天
敵主体の防除体系が揺らぎそうになった。部会は，当時タバココナジラミの有力天敵とされてい
たサバクツヤコバチの導入を試みるが，失敗例が多く，部会員から不満の声も聞かれるようにな
った。そこで，2006 年から園芸研究所が課題化し，鉾田農改，JA と共にサバクツヤコバチの定
着を妨げる要因の解明や，利用技術確立のための現地試験を行ってきた。現在は，その後新規登
録されたスワルスキーカブリダニが導入され，現地においても高い防除効果と高い成功率が実証
されて，天敵主体の防除体系が維持されている。
組織力の重要性
これまでの４年間，私はひたすら現地調査を行い，試験と現地のギャップを埋めるよう，天敵
利用の現地適応性について考えてきた。結果的にサバクツヤコバチは採用されなかったが，実証
試験の過程で生産者のための技術とは何かを知らされ，それはスワルスキーカブリダニ普及の際
に大いに役立った。
今回のタバココナジラミ対策に関しては，部会に対して十分な成果を提供できたと考えている。
しかし，ここで思うことがある。私は，この 4 年間部会の天敵利用にどっぷりと係わってきた
が，もし 2001 年当時，鉾田農改の担当者が私だったらどうなっていただろうか。当時の私は，
ピーマンで天敵が普及することは考えられないと思っていた。従って，そもそも部会にタイリク
の話は持ちかけなかったのではないだろうか。当時私が担当していたら，今の部会の姿はなかっ
たかも知れないのである。
その時々の状況や巡り合わせに対応し，地域農業を牽引する優れたリーダーと組織，および的
確にサポートする技術者の重要性を，あらためて知らされる思いである。
（2009 年 12 月 24 日受領）

地域にいる虫を知ってもらうために・・・・
福本 匡志
（長野県病害虫防除所）
IPM や環境にやさしい農業が進められている昨今，普及現場や防除所を渡り歩いた自分です
が，農家や一般の方に地域にいる虫たち（害虫・天敵・ただの虫）のことを知ってもらうために
やるべきことを考えるようになりました。
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幸いにして，長野県内にも小規模ながら田ん
ぼの生き物や虫を調べて活動する農業者中心の
勉強会があり，そのお手伝いをさせていただい
ています。会では，自分たちの水田にどんな生
き物たちが暮らしているか知りたいという，農
家の素直な思いから始まりましたが，普段から
意識して「虫を見る眼」を持ち，その見方がわ
かると，これまで眼に入らなかった虫が見える
ようになるとのこと。また，粘着トラップで捕
らえられたホソハネコバチやタマゴコバチなど
様々な種類の小型の寄生蜂類を顕微鏡で見せる
と，眼に見えない微小昆虫の世界に驚いた様子
で，虫に対する考え方も変わってくるようです
（コバチ類などの寄生蜂については，水田環境
の指標になるものが探せればと考えています
が，御教示いただける方がいらっしゃったら，
お願いしたいです・・・）。
ただ，多くの農家は，多忙を極め，害虫以外
の虫までに関心を持ってもらうのはなかなか難しいところで，せめて一般の方々にも田んぼや畑
を含め，自分たちの住む地域にどんな虫がいて，虫たちを基にしてどんな自然環境・生態系があ
るのかを知ってもらう必要性を感じたりもします。
こんな思いもあってか，私を含め長野県内の昆虫同好者で信州版の昆虫図鑑「見つけよう信州
の昆虫たち・身近な自然の昆虫図鑑」を地元の信濃毎日新聞社から出版しました。これまで，九
州・沖縄地方の昆虫を主とした「昆虫の図鑑・採集と標本の作り方」や「札幌の昆虫」など地方
に特化した魅力的な昆虫図鑑が発刊されていますが，本書の執筆作成にあたってはこれらの本の
触発を受けました。本書は子供向けではありますが，掲載種 1400 種程度で，生態写真を多く使
用，珍品度と県内の分布域などを掲載し，大人でもそこそこ楽しめるものになろうかと思います。
詳細は Web 検索で参照いただければ幸いですが，地域の虫を知るきっかけになれば嬉しい限り
です。末筆ながら，本会の平井一男さん，上野高敏さんには，天敵昆虫などの分類・同定でお世
話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。
（2009 年 12 月 4 日受領）

殺虫剤の水稲育苗箱処理の今後
吉島 利則
（富山県農林水産総合技術センター）
水稲における粒剤の育苗箱処理は極めて省力的な防除技術であり，長期持続型や播種時処理な
どの新農薬の開発とあいまって，広く普及してきました。このため，本県ではイネドロオイムシ
やイネミズゾウムシなどの初期害虫はほとんど見られなくなり，ニカメイチュウやツマグロヨコ
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バイ，ウンカ類の発生も問題にならなくなるなど，育苗箱処理剤は害虫防除に大きな役割を果た
してきました。
一方，米価の低迷や生産資材費の高騰など稲作経営を巡る環境が厳しさを増す中で，コスト低
減が重要な課題となっています。病害虫の分野では，病害虫の発生にかかわらず予防的かつ画一
的に薬剤防除が行われ，過剰防除や農薬費が高いといった課題があり，発生予察に基づいた適正
な薬剤防除が求められています。
そこで，本県では今年度から，育苗箱処理における殺虫剤要否の判断基準を明らかにすること
を目的に，現地試験を開始しました。具体的には，殺虫剤を育苗箱処理しない約 4ha の連続し
た水田を試験区として害虫の発生状況を調査するもので，試験区は 3 年間固定し，同一ほ場で
調査を行うこととしています。
初年目は，イネミズゾウムシ第 1 世代成虫の発生がわずかにみられ，8 月下旬以降にツマグロ
ヨコバイの発生が多くなるという結果でした。この傾向が来年以降どのように推移するのか興味
深いところであり，現地の生産者に迷惑がかからないよう注意しながら調査を進めていきたいと
（2009 年 12 月 4 日受領）

考えています。

徳島県のハウスカンキツに発生したスグリゾウムシの被害と薬剤感受性
兼田 武典・中西 友章
（徳島県立農林水産総合技術支援センター果樹研究所）
スグリゾウムシ（Callirhopalus

bifasciatus Roelofs）をご存じでしょうか。かわいらしい

名前ですが，成虫は植物体の葉を食べ，100 種以上の植物に被害を及ぼす広食性の甲虫です。
1960 年代に北海道のリンゴで突発的な大被害や 2005 年に福岡のツツジで被害（佐藤 2005）の
報告がありますが，カンキツ栽培の現場では時折見られる程度です。
しかし，2009 年 5 月末頃，徳島県小松島市のハウススダチ（以下 K 園）および阿南市のハウ
ス不知火園（以下 A 園）においてスグリゾウムシの特徴的な食害痕である葉の周縁部を鋸歯状
に食害される被害（図 1）報告が寄せられ，被害状況と薬剤感受性を調べました。
１．被害状況
被害報告のあった 2 園のうち K
園では平均被害葉率が約 5 割と，
かなりの被害がみられ，A 園では
約 2 割と大きな被害はありません
でした。両園とも程度差はあるも
のの，被害は園全体に認められま
した。
このことから，スグリゾウムシ
は移動能力に乏しいため，園内で
繁殖したものと思われました。
当初は野外の雑木や雑草に寄生
していた個体が，何かの理由でハ
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ウス内に潜り込んだのでしょうが，成虫発生時期と有効な薬剤での防除タイミングがあわなかっ
たことから，密度を徐々に増加させたものと思われます。
２．薬剤感受性試験
被害の大きかった園で採集した個体で，スダチ栽培でよく使用されている薬剤を中心にして虫
体直接散布法により薬剤感受性を調べました。
有機リン系の DMTP 剤は最もよく効き，散布 1 日後で全個体が死亡しました。次いで，ピレ
スロイド系のフェンプロパトリンは 95%の死虫率を示し，クロルフェナピルは 80%でした。他
の剤としてトルフェンピラド，アセタミプリド，イミダクロプリド，チアメトキサム，スピノサ
ド，アラニカルブ，ペルメトリンも試しましたが，効果は認められるもののその程度は低くなり
ました。
３．おわりに
このままスグリゾウムシが増え続ければ，成虫による葉の食害だけでなく，幼虫による根の加
害により樹体の失調は避けられないと思われます。そのため，発生タイミングを見極め，有効薬
剤を用いた防除が必要であると思われます。
４．引用文献
佐藤公大（2005）今月の農業

vol.49(7). p62-67

（2009 年 12 月 17 日受領）

チーム「マイクロバイオ」
田辺 博司
（(株)エス・ディー・エス

バイオテック

営業推進室）

最近の農業ブーム，皆さんはどのように見ていらっしゃるでしょうか？
もの珍しさだけの一過性の流行にすぎない？
延長？

生産の厳しさを忘れた，危機感にかける趣味の

いやいや，国内自給率向上の根幹を担う重要なムーブメント・・e.t.c.

害虫防除に携わる我々にも少なからず関わりがありそうな気もしています。
ブームの牽引役であるテレビ番組や雑誌をめくると，作物栽培の技術情報がかなりわかりやす
く，詳述されていることが少なくありません。
なかでも，土作りや野菜の生育に土壌微生物が深く関わっていることは，国民的な農業のすそ
野の広がりとともに，一般的な知識としてかなり浸透してきているように感じます。いい野菜，
作物を得るために，土の中の微生物を上手に活用する，というのはもはや就農者の必須イメージ。
有効な栄養源を野菜に供給するために土壌中の微生物生態系を整える作業は基本，ということは
ウィークエンドガーデナーにさえ認知されつつあります。
さて，この市民権を得つつある，野菜を育てる土壌中の

チームマイクロバイオ

に，新たな

レギュラーメンバーとして天敵微生物も加入させることはできないものでしょうか。天敵微生物
がレギュラーメンバーに入っていれば，野菜の生育だけでなく，病害虫が発生しにくい環境にな
る，というイメージが農業ブームとともに広められれば，今まで以上に現場に密着した微生物的
防除技術普及の一助となるのでは？
まずは，自宅の庭が実証圃となりつつある今日このごろ。
（2009 年 12 月 11 日受領）
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第 15 回農林害虫防除研究大会（埼玉大会）のご案内
第 15 回農林害虫防除研究会（埼玉大会）は，下記のとおり 2010 年 7 月 14 日から 15 日の期
間中に開催することになりましたので，ご案内いたします。なお，詳細なご案内は今後農林害虫
防除研究会ホームページ（http://agroipm.ac.affrc.go.jp/narc.html）への掲載を予定してお
りますので，そちらもご覧ください。
＜大会の概要＞
（１）日程：平成 22 年 7 月 14 日（水）午後 1 時〜 7 月 15 日（木）午後 3 時頃
（２）大会会場：熊谷市立文化センター文化会館
熊谷市桜木町 2 丁目 33 番地 2，TEL：048-525-4553
（３）懇親会（情報交換会）会場：マロウドイン熊谷
熊谷市銀座 1-64，TEL：048-525-7611
ホームページ：http://www.marroad.jp/kumagaya/
＜お問い合わせ＞
埼玉大会事務局
埼玉県農林総合研究センター
〒 346-0037

病害虫防除技術担当

野田

聡

埼玉県久喜市六万部 91（園芸研究所内）

TEL: 0480-21-1114

FAX: 0480-21-1117 E-mail: noda.satoshi@pref.saitama.lg.jp

第 14 回農林害虫防除研究大会（京都大会）報告
第 14 回農林害虫防除研究会は，2009 年 7 月 15 日から 16 日の 2 日間，京都市の京都テルサ
で開催された。本大会には北は北海道から南は沖縄県までの全国各地から，生産者，独法，大学，
都道府県，農協，メーカー等の関係者 260 名が参加された。大会は，桑澤副会長の挨拶に始ま
り（後藤会長からは大会 2 日目に挨拶をいただいた），開催県を代表して京都府農林水産技術セ
ンター長の祝辞をいただいた。
大会初日のシンポジウムは 2 部構成とし，第 1 部では「新たな発生予察に向けて〜近年話題
の害虫を中心に〜」のテーマで，近年全国的に発生が多い斑点米カメムシ類や葉菜類を加害する
ハイマダラノメイガの性フェロモンを用いた発生予察技術と最近明らかになったナモグリバエの
長距離移動について話題提供していただいた。第 2 部では，「京都府で問題になっている農林害
虫と現場における防除取組事例」のテーマで，現在，京都府で問題となっているダイズ子実汚斑
病とマツ材線虫病に関する研究成果について報告していただいた。また，現場からの話題提供と
して，ブランド京野菜の万願寺とうがらしにおける天敵を使った防除事例とチャのミカントゲコ
ナジラミの防除事例について普及指導員と生産者の方々に熱く語っていただいた。また，大会初
日と 2 日目には，一般講演がおこなわれ，合計 33 課題の様々な分野にわたる最新の研究発表が
おこなわれた。
今大会では新しい試みとして，企業からの製品等の展示をおこない（1 社当たり 1.8m の机と
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パネルスペース），大会冊子への企業広告を掲載した。展示には合計 6 社 1 研究グループ，広告
には合計 12 社が参画された。展示は休憩時間等を利用して大会会場前のロビーでおこない大変
盛り上がった。展示および広告にご協力いただいたメーカー各社には深く感謝したい。
ホテルグランヴィア京都でおこわなれた情報交換会には合計 170 名が参加され，大会スタッ
フ（1 名を除いて全て素人！）による創作狂言「虫退治」の上演や，京都らしい舞妓・芸妓さん
の登場等で大盛況であった。また，今大会は，開催地が京都府ということもあり，大会日程を日
本三大祭りの一つであり京都三大祭りの一つでもある祇園祭の宵山期間に合わせておこなった。
その甲斐もあり（？），鉾町関係の方々（鶏鉾および蟷螂山）から厄除け粽と特製手ぬぐい等の
提供があった。また，大会記念として西陣織金襴を使ったネックストラップを作成し，大会参加
者へ配布した。さらに，休憩時間を利用して日本茶インストラクターの方々に「水出し玉露」を
出していただいて宇治茶発祥の地らしい雰囲気を味わっていただいた。
最後になるが，今大会を運営するにあたって，シンポジウムの座長を引き受けてくださった近
畿中国四国農業研究センターの菊地淳志室長および京都府立大学農学研究科の吉安裕教授，美味
しい宇治茶を提供していただいた日本茶インストラクターの方々，大会記念ネックストラップを
作成していただいた M-HERO さん，厄除け粽などを提供していただいた鉾町関係者の方々に深
く感謝申し上げる。また，大会スタッフとしてお手伝いいただいた近畿中国四国農業研究センタ
ーの安部順一郎さん，（株）住化テクノサービスの巽えり子さんおよび京都府立大学農学部の学
生諸君にも感謝申し上げる。
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大会の反省と問題点
１．事務局体制について
○

人事異動により，事務局員（特に事務局長が異動）の異動があったが，既に案内文書等に
より連絡先等がアナウンスされていたため，本庁，普及センター，研究所の 3 公所の分散
事務局にならざるを得ない状況になった。

○

事前準備は，主として 5 名が（本庁 1 名，普及センター 1 名，研究所 3 名）庁内メール
と庁内共用フォルダを活用して，ファックス，メール，電話等による大会参加者の受付，参
加費等の会計管理，講演要旨の作成，大会会場等との打ち合わせの業務を行った。

○

事務局の分散は，異動等でやむを得ない状況も考えられる。このような状況では，本府が
実施したように，勤務地毎に役割分担を明確にし，完結するような体制が，円滑的な事務進
行をする上で重要と感じた。

２．大会について
○

今大会では，情報交換会を含め 1 日目に大きなイベントが全て終了し，2 日目は淡々と一
般講演のみになってしまった。もう少し 2 日目のメリハリつけるためにも，パネルセッシ
ョン等の工夫があっても良かったかもしれない。

○

企業展示だけでなく，会場ロビーを利用して，研究グループの発表の場として試みるのも
面白いかもしれない。

○

林業サイドへの呼びかけをおこなってみたが，結果的に参加者はなかった模様である（事
務局への林業関係者からの問い合わせは数件有り）。普段から林業サイドへの各都道府県を
中心にした地道な呼びかけが必要かもしれない。

○

今大会から，2 日目の夕刻まで一般講演をおこなったが講演時間をさらに短くしない限り，
33 〜 35 課題の発表が限界である。ポスター発表枠を作るなどの検討も必要。

大会協力機関（アルファベット順）：アグリセクト株式会社，バイエルクロップサイエンス株式
会社，祇園祭り宵山会議，HOGA，ホテルグランヴィア京都，出光興産株式会社，京都府
立大学，京都テルサ，マクテシム・アガン・ジャパン株式会社，M-HERO，三井化学アグ
ロ株式会社，日本茶インストラクターの方々，日本農薬株式会社，日本曹達株式会社，大塚
化学株式会社，パナソニック電工株式会社，住化テクノサービス株式会社，住友化学園芸株
式会社，住友化学株式会社，社団法人京のふるさと産品協会，社団法人京都市観光協会，社
団法人農山漁村文化協会，財団法人鶏鉾保存会 （鶏鉾会），財団法人蟷螂山保存会
第 14 回農林害虫防除研究会会計報告
収入
分類
補助金
参加費

企業協賛
その他
合計

単価(円）
200,000
200,000
2,000
3,000
8,000
440,000
90

数量
1
1
159
66
134
1
1

小計（円）
200,000
200,000
318,000
198,000
1,072,000
440,000
90
2,428,090
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農林害虫防除研究会
日本植物防疫協会
会員参加費
非会員
懇親会参加費
利子
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支出
分類
通信費

大会費用

大会会場費
事務費

記念品
懇親会
事務局経費

単価（円）
90
80
80
90
5,000
8,000
10,000
20,000
210
497,005
420
6,500
105
1,110
7.35
400
420,000
420
1,231,860
420
2,010
300

数量

合計

（第 14 回京都大会事務局

65
647
19
4
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1,200
300
1
2
1
1
1
1
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小計（円）
5,850
51,760
1,520
360
5,000
24,000
30,000
20,000
210
497,005
420
6,500
105
1,110
8,820
120,000
420,000
840
1,231,860
420
2,010
300
2,428,090

説明
大会案内
シンポジウム依頼
シンポジウム講師旅費
受付アルバイト
茶接待（アルバイト）
お茶代
（振り込み費用）
京都テルサ
（振り込み費用）
会長印
事務局長印
大会名札用紙
大会小封筒
印刷代＋大会大封筒
ネックストラップ
（振り込み費用）
京都グランビア
（振り込み費用）
移動費
駐車場代金

京都府農林水産部

研究普及ブランド課

德丸

晋）

お知らせ
農薬生物活性研究会第 27 回シンポジウムの開催について
日本農薬学会の学術小集会のひとつである農薬生物活性研究会は，生物部門の 3 分野である
応用動物昆虫学，植物病理学および雑草学をベースに農薬を取り扱うユニークな研究会で，「農
薬の生物領域における役割を研究討議する」ことを目的としております。その活動の一環として，
毎年，農薬の生物活性を対象とした最新の話題についてシンポジウムを開催し，情報を提供させ
ていただいております。本年も以下の通り，第 27 回シンポジウムを開催いたしますので，多数
の皆様にご参加いただけますようお願い申し上げます。
１．日

時：平成 22 年 4 月 23 日（金）10：30 〜 16：00

２．会

場：東京農業大学校友会館グリーンアカデミー 3F 大会議室
東京都世田谷区桜丘 3-9-31
（小田急線経堂駅または千歳船橋駅から徒歩 15 分）

３．参加料：一般：3,000 円，学生：1,000 円（講演要旨代含む）
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４．プログラム
午前の部
●松村

誠（明治製菓株式会社）

「新規殺菌剤テブフロキン（商品名：トライ）の開発と作用特性について」
●本田

卓（日産化学工業株式会社）

「アミスルブロムの土壌殺菌剤としての開発と生物活性」
●貴田健一（クミアイ化学工業株式会社）
「ピリベンカルブの開発と生物活性（仮題）」
午後の部
●島

克弥（デュポン株式会社）

「新規殺虫剤クロラントラニリプロールの特徴と新防除技術（仮題）」
●山下伸夫（東北農業研究センター）
「アザディラクチンを主成分とするニーム資材の生物活性（仮題）」
●大野

哲（日本曹達株式会社）

「新規芝用除草剤フルポキサムの生物活性（仮題）」
●武田

誠（日本カーバイド工業株式会社）

「生育調節剤シアナミドの生物活性（仮題）」
以上のプログラムは 2010 年 1 月時点のものですので，若干変更になる可能性もございます。
このようなプログラムの変更，正式な演題，連絡先等については，ウェブサイト
（http://wwwsoc.nii.ac.jp/pssj2/committee/kassei/kassei27.html）
を通じてご案内させていただく予定です。
なお，事前の申し込みは不要ですので，参加をご希望される方は，当日直接会場へおいでいた
だきますようお願い申し上げます。
（JA 全農

営農・技術センター農薬研究室

西森俊英）

第 34 回常任幹事会議事録（概要）
日

時：2009 年 12 月 18 日（金）

13：00 〜 14：15

場

所：ホテルラングウッド（東京都

日暮里）

参加者：井村，北嶋，行徳，桑澤，後藤，柴尾，髙篠，豊嶋，西松，西森，春山，林，平井，
古橋，本多，根本（代理：野田／埼玉大会事務局），増井，松淵，丸山，宮井，村井，
和田，本山，徳丸／京都大会事務局，東浦／山口大会事務局，西野／次期 NL 担当（オ
ブザーザー），山本（敬称略）
欠席者：阿久津，江村，上遠野，西東，藤本，増田，宮田，（敬称略）
１．開会挨拶
２．報告
（１）前回（第 33 回）常任幹事会議事録の承認

18

農林害虫防 除研 究会 News Letter No.24 (2010 年 2 月)

Newsl．AIPM − Jpn No.24（ Feb. 2010）

（２）事務報告
① 会員動向
平成 21 年 3 月 31 日現在：
平成 21 年度

443 名

新規入会 58 名，退会 16 名

平成 21 年 11 月 30 日現在：

485 名 → 会員数増加傾向。

② 研究会役員，都道府県幹事（今期 2008.1.1 〜 2009.12.31）
③ 平成 21 年度事業報告（概要）
常任幹事会（第 33，34 回），京都大会，総会，ニュースレター（No.23，24），ホ
ームページ更新
④ 平成 21 年度予算執行状況報告
（収入）合計 2,007,539 円

平成 21 年 4 月 1 日〜 11 月 30 日現在（概要）

（支出）合計 265,972 円，（残高）1,741,567 円

（３）役員会報告
（４）平成 21 年京都大会報告（14 ページ 大会報告参照）
・260 名参加。シンポジウム 2 部構成で 7 題。一般講演は，2 日目午後まで 33 題。
・会場ロビーでの企業展示と講演要旨集への企業広告の掲載を新しい試みとして実施し好評。
一部の研究プロジェクトにブース提供も行い，研究交流の場として好評。
・決算は¥2,428,290 で，余剰金残すことなく消化できた。
（５）ニュースレター関連
・ニュースレター No.24 編集経過報告。2 月上旬発行予定。
・発刊経費実績

No.23：156,492 円（20 頁，530 部）。

（６）ホームページ関連
・更新事項トピック：ニュースレター最新号までの追加掲載済。名誉会員の掲載。
・要望事項①

入会申込書の掲載。

−現在は電話連絡・大会開催時口頭で入会対応している。会員増加の手段として有効で
あるため，「入会申込書」をホームページ上に記載することが承認された。
・要望事項②

大会講演要旨の掲載。

−情報の入手の簡便性から講演要旨を希望する意見がある一方，会費納入している会員
メリットを生かすためタイムラグを求めることや，技術上の諸問題も存在する意見も
ある。
−役員会での討議事項として保留し，次期常任幹事会で改めて議題とする。
３.議事
（１）平成 22 年度事業計画案および予算案
以下の 2 点につき承認。
① 平成 22 年度事業計画
平成 22 年 6 月
7月
12 月
平成 23 年 1 月

第 35 回常任幹事会，第 15 回大会，総会（埼玉県）
News Letter No.25 発行
第 36 回常任幹事会（東京都）
News Letter No.26 発行
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② 平成 22 年予算案
収入の部
科

目

金

会費収入

額
485,000

会員 485 名分

2,000

講演要旨販売

雑収入
前年度繰越金

1,741,567

合

2,228,567

計

摘

要

支出の部
科

目

金

額

摘

要

編集・印刷費

400,000

ニュースレター印刷費

大会関係費

200,000

2011 年度大会運営補助

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

1,498,567

合

2,228,567

計

通信費等

・質問１：繰越金が減少する予算であるが将来的に大丈夫か？
−剰余金減少のための諸対策の効果が出ているためである。
・質問２：編集・印刷費が多すぎるのでは？
− 4 〜 5 年はこの予算で様子見することになっているためである。
・質問３：繰越金が多いのは会計上問題視される場合があるのでは？
− 1 年間の実収支分＋α程度の繰越金（60 〜 70 万円程度）は必要と考えられる。実収
支金額分以外の金額に対しては，特別会計枠を設定し，各種研究会事業に支出するこ
とも考えられる。大会への日植防共催金をいただかない方策もある。予算案の今後の
考え方は役員会でも討議し，次回の常任幹事会の議題とする。
（２）次期役員
後藤会長より説明。現役員の推薦方式により次期候補者を推薦。任期 2 年。以下の候補
者で承認された。
会長：行徳 裕
副会長：山本敦司（兼事務長補佐，留任），林 直人
事務長：北嶋康樹（留任）
会計監査：西東 力（留任）, 木下正次
ニュースレター編集担当：西野 実, 西松哲義（留任）
情報担当：本多健一郎（留任）
常任幹事（変更者のみ）：松淵定之→中野勇樹
（３）第 15 回農林害虫防除研究会埼玉大会（平成 22 年）の開催準備概況
野田 大会事務局長（埼玉農総研）より説明
日程：平成 22 年 7 月中旬（2 日間），

場所：熊谷市立文化センター文化会館

大会概要，予算案，シンポジウム案：「日本における天敵利用の過去・現在・未来」
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（４）会員名簿公開の件
前回の常任幹事会での提案を受け，役員会により以下の具体的な公開案を検討し，今回承
認された。
公開案：都道府県別に氏名のみを公開し，所属は記載しない。別冊とし，ニュースレタ
ーとは合本にしない。また，より詳細な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。次号のニュースレター発行時から作成す
る。
（５）名誉会員の推挙
以下の 2 名が承認された。次回の年次総会で推挙式を実施する。
・廿日出正美 氏
・坂井道彦 氏
（６）第 16 回農林害虫防除研究会（平成 23 年）大会候補地
山口県にて開催予定。詳細は未定。
（７）その他

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

2名

３．常任幹事
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４．事務長

1名
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８．情報担当
第９条

47 名

６．会計監査
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2 名

７．ニュースレター編集担当

1 名

1名

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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研究会への入会方法
入会希望者は下記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。
事務局：北嶋康樹
茨城大学農学部応用動物昆虫学研究室
〒 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

会費納入のお願い
2010 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。
2011 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。

農林害虫防除研究会名誉会員名簿
正野俊夫

農林害虫防除研究会役員名簿（2010 〜 2011 年）
会

長：行徳

裕

副 会 長：山本敦司（兼事務長補佐），林
常任幹事：阿久津四良，井村岳男，江村

直人
薫，上遠野富士夫，後藤哲雄，西東

豊嶋悟郎，中野勇樹，西松哲義，西森俊英，根本

力，柴尾

久，春山裕史，

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，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，木下正次

ニュースレター編集担当：西野 実，西松哲義
情報担当：本多健一郎
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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

新潟

中野

福井

高岡誠一

亨

東京

小谷野伸二

神奈川

富山

吉島利則

石川

薮

山梨

村上芳照

長野

栗原

潤

岐阜

市橋秀幸

静岡

土井

誠

愛知

滝本雅章

三重

西野 実

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

哲男

晋

潔

寛

健

※表中の太字ゴシック体は 2009 年 9 月以降に交代した県幹事。

ニュースレターバックナンバーのホームページ公開について
2009 年 12 月より当会ホームページ（http://agroipm.ac.affrc.go.jp/narc.html）におきまして，
ニュースレターのバックナンバーを公開しております。
公開に際しては，常任幹事会と総会での承認を経ておりますが，万一不都合のある方は事務局
までご連絡下さい。
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ニュースレター№ 25 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：西野

実

三重県農業研究所
〒 515-2316

循環機能開発研究課

三重県松阪市嬉野川北町 530

Tel: 0598-42-6360 Fax: 0598-42-1644
E-mail: nishim30@pref.mie.jp

編集後記
申し訳ありません・・・・。今号も皆様のお手元に届けるのが遅くなってしまいました。私の
担当した号はことごとく発行を遅れさせてしまって，申し開きの余地もありません。執筆者をは
じめ，会員の皆様方にご迷惑をお掛けしましたこと，心よりお詫び申し上げます。
ところで，実は最近悲しいことがありました。愛玩用として飼育していたゲンゴロウ

Cybister japonicus の最後の 1 頭が死んでしまったんです。この個体は飼い始めてから 2 年くら
い経っていたので，寿命だったのかなと思っています。ゲンゴロウは，私の職場である東北農業
研究センター（岩手県盛岡市）内の水を入れた休作水田と，近隣のゴルフ練習場での灯火採集で
たまたま捕まえたものでした。私は埼玉県鶴ヶ島市出身（当時は鶴ヶ島町）なのですが，私の育
った頃はまだまだのどかではあったものの，大型のゲンゴロウは採集したことがなかったので，
捕まえたときはちょっと感動しました。また，灯火採集のとき，雨上がりの芝生の上にいた個体
を手で掴んだ瞬間，背面に白い粘液のようなものがビシッと分泌されたのにはびっくりしました。
そして，最初はそんなに長く飼うつもりもなく，何となく飼い始めました。でも，飼ってみる
と，とても可愛いんです。スイスイと泳ぐ姿が優雅で，見ていると心が癒されます。餌として与
えた煮干しを囓っているところを見るのも好きです。子供の頃からクワガタやカブトムシを何度
も飼っています。しかし，最初はちゃんと世話をするのですが，あいつらは夜行性で昼間はマッ
トに潜ってしまっていることが多いために可愛がりにくく，そのうち世話を怠って死なせてしま
うことも多かったです。でも，ゲンゴロウは水槽に目をやるといつもそこにいるので，愛でやす
いところが良いんです。水がすぐに汚くなるので，頻繁に水槽を掃除してやらなければならない
ところはちょっと大変なのですが・・・。水槽では他にもシマゲンゴロウやマルガタゲンゴロウ
などの小型のゲンゴロウやガムシ，マツモムシ，コオイムシなども飼育していましたが，私の好
みとしてはやっぱりゲンゴロウが一番でした。また，捕まえる機会があると良いんですが・・・。
次号より三重県の西野さんが編集担当となります。今後とも NL をよろしくお願いいたします。
（編集担当
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ニュースレター No.24（2010 年 2 月発行）目次
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