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 巻頭言   
 

今こそ相互理解の努力を！ 

 
林 直人 

（日本植物防疫協会） 

 

以前は各地の農業関係の試験場には就職以来ン十年虫害研究一筋という侍がたくさんおられ，ま

た農薬会社の開発担当も同様にその道一筋の方がおられ，日植防の成績検討会では丁々発止のやり

とりが見られ色々な情報交換がおこなわれていました。しかし近年多くの組織で人事交流の名の下

に短期間でどんどん担当が替わっていく現象がよくみうけられます。もちろん考えが凝り固まって

しまい周りを見なくなってしまうと，その部署のみならず県民・会社全体の損失を招く可能性は高

くなるのである程度の人事交流は必要な面はもちろんあると思います。それでも数名いる担当の一

部ずつ変えていくのであれば引き継ぎが行われ大きな支障は起きにくくなりますが， 近では人員

削減で中継ぎをする担当もなく人が変わっていくこともしばしばです。 

 こうなると，当然ご当人は一所懸命情報を収集してきちんと仕事をこなそうと頑張っておられる

のですが，なかなか自信が持てず声も小さくなりがちです。我々の仕事は日本の食料生産を円滑に

推進していくことを 終目的として，色々な立場の人たちが相互作用をしあいながらすすめている

のだと思いますが，昨今ではその相互作用が潤滑におこなえない場面があるように思えます。 

 こんななかで来年度からは作物残留のGLP化が全面実施となります。これまでは収益の関係か

ら農薬会社がなかなか手が出せないマイナー作物や準メジャー作物に関して，場合によって都道府

県試験場等がデータを作成・提供して登録推進するということが行われてきました。今回の措置に

際してもマイナー作物に関してGLP化は義務づけられないので，従前の取り組みは可能なのです

が，マイナー作物のカテゴリーには入らないものの農薬の使用量は少なく農薬会社もあまり手を出

しにくい準メジャー作物等の作物残留試験に関しては，現状都道府県の試験場ではほとんど実施で

きないGLP試験が必要となることから推進が非常に困難になってくると思われます。もちろん農
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薬会社も，従来から，そうしていただいたように利益に直接繋がり難くとも協力いただける部分は

あると思われますが，この不況下会社の維持のため経費をぎりぎりまで節減しなくてはならないな

か，今後は本当に推進しなくてはならないかどうかということがより厳しく問われるようになると

思います。都道府県から要望を上げる際は現場とよく協議を行い，農薬会社も薬剤の背景を十分説

明し，リーズナブルに有効な登録を増やしていけるようコミュニケーションを十分取ってお互いの

理解のもと課題を推進していただかなくてはならないと思います。背景には沢山の要望があるなか

今できること・すべきことを十分意思疎通しておかないと，徒労を積み重ねてしまう結果となって

しまいます。 

 日本植物防疫協会でも今年から農林水産省を通じて都道府県からマイナー作物以外の重要な登

録要望を挙げていただき，一括したリストとして皆さんにご呈示し推進の難しい重要課題について

は一部支援を実施するよう考えております。今回からの事業なので我々としてもどういう課題が挙

がってきて農薬会社さんがどういう対応をしていただけるのか暗中模索の状態ですが，皆さんに是

非有効活用していただきたいと考えております。 

 資金的にも人的にも厳しい時代であるからこそ相互理解のための情報交換は重要度を増してい

ると言えると思います。本農林害虫防除研究会は設立目的の中に「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」とあるように，まさに今皆さんが直面している課題のため

のツールであります。積極的なご参加をお願い致します。      （2010年12月10日受領） 

 
 

 ニュース  

農作地で活躍する天敵 

ウヅキコモリグモとキクヅキコモリグモの名前の由来 

 
飯田 博之 

（野菜茶業研究所） 

 
ウヅキコモリグモは日本全国に分布するクモで，主に畑地や裸地に棲息し，網を張らずに地表

を徘徊，あるいは待ち伏せして獲物を捕らえる。本種の名を漢字で書くと「卯月子守蜘蛛」とな

る。「卯月」とは旧暦の 4 月を指す。では，どうして「子守」？ 

コモリグモ科には沢山の種類のクモが含まれる。これら全ての種類において，母グモは産卵し

た卵塊を糸で包んで「卵嚢」と呼ばれるものを作り，卵嚢から子グモが出るようになるまでこれ

を腹部に付着させて生活する。卵嚢から出た子グモは，ほとんどの種類において母グモの腹部に

登り，一定期間，集団で過ごす。このような性質から「子守蜘蛛」と呼ばれるようになった。よ

って，ウヅキコモリグモとは「春のコモリグモ」ということになる。しかし実際には，例えば三

重県平野部では成体は早春から晩秋まで，幼体は年中確認できる。ではどうして「卯月」なのか？ 
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本種では，春に現れる成体は夏や秋の成体より大型である。したがって，これまで攪乱されて

いなかった畑地が，春になって耕されるとこれら大型の個体がワサワサと現れて目に付くように

なることから，「卯月」と本種を結びつけたのだと推測される。 

一方，水田には「キクヅキコモリグモ」というコモリグモが棲息している。こちらは「菊月子

守蜘蛛」と漢字で表すことができる。つまり「菊月（旧暦 9 月）のコモリグモ」ということにな

る。実際には年中さまざまな齢期の個体が観察できるのだが，稲作シーズンには本種は水田の稲

に紛れているが，秋になって稲が刈られると，これまで目立たなかった個体があちこちで目に付

くようになる。そのため，「菊月」の名が付いたのだと考えられる。 

ウヅキコモリグモにしろ，キクヅキコモリグモにしろ，日本の農業現場における季節感をうまく

取り入れた，ある意味‘風流な’和名である。           （2010 年 11 月 15 日受領） 

 

 

セイボウの産卵行動 
 

柏田雄三 

（埼玉県春日部市在住） 
 

 2010年8月11日の朝に庭のアメリカザイフリボク（ジューンベリー）に寄生したイラガ幼虫の写

真を撮っていたところ，目の前を青い色が過ぎりました。何だろうと思って見たところセイボウ。

その後，繭に止まって産卵と思しき行動を取り始めたのでその過程を連続して写真撮影しました。

種類はイラガセイボウ（イラガイツツバセイボウ）でしょう。 

その行動は次のようなものでした。 

①繭の頂部を齧って穴を開ける（写真1） ②方向転換して穴から産卵管を挿し込む（写真2） ③

一旦繭から離れる（写真3） ④穴の状態か？産卵の状態？を確認する（写真4） ⑤再度後ろ向き

になって産卵管を挿し込む（写真5） ⑥繭から離れやがて飛び去る 

穴を開け始めた時間はわかりませんが，写真を撮り始めたのは9時44分，終わったのが10時07分で

した。 

ネットで調べると成虫が産卵管で繭に穴を開けて産卵するとの記載もありますが，私の観察では

齧って穴を開けていました。あるいは繭が十分硬化していない状態では産卵管を繭に直接挿入する

のでしょうか。繭には6時間後はまだ小さな穴が開いたままでしたが（写真6），翌日にはかなりふ

さがっていました。4日後にはさらに痕が小さくなったようにも見えました（写真7）。 

石井象二郎博士は，イラガは蛹化の過程でまだ粗い状態の網の中にいる幼虫が肛門から白い粘液，

口から褐色の液を出し，幼虫の動きによって塗り具合に変異が生じて繭の模様に特有の濃淡の変異

が生じると推定しました。この研究は｢イラガのマユのなぞ｣（偕成社）に詳しく書かれています。

私は穴がふさがる過程を観察していませんが，穴の状態からイラガの幼虫が内部から補修したもの
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ではなく，セイボウの成虫が戻ってきて外から塞いだものと考えています。 

 セイボウの写真はネット上でたくさん掲載されています。しかし，産卵行動中の写真は珍しいよ

うです。        

  

                          （2010年11月9日受領） 

写真 1 写真 2

写真 3 写真 4 

写真 5 写真 6

写真 7 
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水稲農家の防除意識について 

 
田中 公浩 

(大信産業株式会社) 

 
昨年，広島県においてはコブノメイガとセジロウンカの注意報が発令されました。昨年に限っ

たことではありませんが，近年注意報が出てもなかなか防除がなされません。「注意報が出たのを

知らないのでは？」とか「米が安いから？」とか色々推測はしてみるものの解決できず，直接農

家に聞いてみようということでアンケートを実施しました。 

防除実態は，広島県の基本体系である「田植時＋穂ばらみ期＋穂ぞろい期」で防除している人

は約半分くらいしかいませんでした。「田植時のみ」「田植時＋本田 1 回」という人が増えつつあ

るのではないかと思います。 

注意報が出されたのを知らない人が 33%，知っていた人は 67%ですが，その内の 3 分の 1 は知

っていても防除をしいません。9 月頃コブノメイガの被害で真っ白になった田んぼがあちこちで

目にしたのもうなずけます。 

 防除しなかった理由としては，「高齢のため散布できない」「収量，品質にはこだわらない」「米

が安いので経費をかけられない」などがあげられ，防除意欲の低下があらわになりました。 
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情報入手経路は JA が圧倒的に多く，販売所の店頭や新聞からの情報が入手しやすいようです。

35%の人が注意報について知らないということは，店頭での情報提供が徹底されていないことが

考えられます。また，JA の支所統廃合によって 寄の支所が遠くなり，情報を耳にする機会も減

少しているのではないでしょうか。店頭での情報伝達の強化と，店頭に来ない人への情報伝達手

段の見直しが必要です。 

 広島県の販売農家の平均年齢は 70.5 歳で，全国で も高くなっています。また，70 歳以上が約

60%を占めており，5 年後を考えるとゾッとします。近年では，高齢化対策として集落型農業法

人の設立や企業の農業参入が推進され，農地の集約することで維持していこうという動きが強ま

っていますが，追いつかないのが現状です。 

この度のアンケート結果や農家の現状をふまえ，適切な時期に適切な防除がなされるよう呼び

掛けていきたい。（アンケート：平成 22 年 10 月実施 広島県内 89 農家 平均作付 1.5ha） 

      （2010年12月10日受領） 
 

 

ここにいた！ハスモンヨトウの幼虫 
 

小倉愉利子 

（群馬県農業技術センター） 

 

2010 年は群馬県も記録的な猛暑でした。 高気温が全国トップの常連に名を連ね，知名度上昇

中の館林市をはじめ，県内各地でうだるような暑さが続きました。猛暑年はハスモンヨトウが大

発生する可能性が高いので，発生動向を注意深く見ていました。 

 ところが，フェロモントラップ調査の数値は平年より遙かに多いのに，肝心の農作物の被害が

なかなか確認できません。例年ならダイズやサトイモが真っ先に被害を受けることが多いので，

ダイズやサトイモの葉を見てみるのですが，産卵跡やふ化跡らしき痕跡があるだけで，生きてい

る幼虫はほとんど見あたりません。 
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 多分，群馬県の暑さに加え，雨がなく砂漠のように乾燥した空気の前には，ハスモンヨトウの

成虫が大挙して飛来してきても，幼虫は生育しにくいのだろうと少し安心していました。 

 ところが，９月に入って間もなく，県ＯＢの方から「キャベツ苗や，蒔いたばかりのソバにハ

スモンヨトウが大発生している」との情報を頂き，慌ててキャベツ畑やソバ畑やを調べると，い

るではありませんか。彼らはカラカラに乾いたダイズやサトイモの葉ではなく，定植間もないみ

ずみずしいキャベツや，出芽したばかりの柔らかいソバをせっせと食べて，大きくなっていたの

でした。 

 今回のことから，ハスモンヨトウのような広食性の害虫の場合は，決まった作物を毎年調査す

ることも年次変動を把握する上で大切ですが，気候等の条件によっては，むしろ他の作物に多く寄

生している場合もあり，様々な作物について幅広く調査する必要があると改めて確認しました。 

 （2010年12月6日受領） 

 

 

 

ミナミアオカメムシ発見 

 
新谷 誠敏 

（ＪＡ京都中央） 
 
 平成 22 年 9 月 27 日，毎年恒例の水稲の適期刈取調

査と採種圃場の審査会が開催され，参加。調査，審査

会は無事終了しました。 

当日，農家から別途適期刈取の調査を依頼されてお

り，依頼圃場に到着し，足を一歩踏み入れた時の事で

す。「あっ！これ！例のカメムシでは！？」びっくりで

す。 

当日，何圃場も巡回したのに偶然です。ミナミアオカメムシらしき幼虫を発見したのです。 

複雑な気持ちで，とりあえず補獲しました。 

事務所へ戻り，京都乙訓農業改良普及センターへ連絡し，京都府病害虫防除所へ確認いただき

たい旨，お願いしました。 

捕獲した幼虫は 3 日ほど飼育しましたが，成虫に変化せず死亡してしまいました。 

「やはりリベンジしかない。」何度も圃場に出向くが成虫を発見できず。幼虫発見から 9 日後，

ようやく成虫を発見し，腹部背面を確認したところ緑色。やはり！。同時に府防除所からも普及

センターを通じてミナミアオカメムシ確認の連絡をいただきました。 

歴史に残る秋の出来事となりました。 
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長くなりますが，それだけで終わらず，11 月 6 日の出来事ですが，我家のミニミニ家庭菜園で

生き物大好きの次男がアブラハヤの餌を捕獲中にアオクサカメムシをこれまた偶然発見。しかも

人参の葉にいるところで補獲。次男は，目的のアオムシでなく不満そうでした。緑色カメムシ類

が我家の家庭菜園まで。 

今回，判明した点があります。ミナミアオカメムシはカメムシ特有の激臭は少ないのに対して

アオクサカメムシは激臭を発しました。クサギカメムシほどひどくは無いですが。 

私自身，緑色カメムシの実物を見ることが初めてだった，この秋ですが，ミナミアオカメムシ

はノーマークでした。 

9 月初旬に某農薬メーカーさんからの情報提供でミナミアオカメムシの猛威を知りました。偶

然ばかりが重なり合い，これはカメムシからのメッセージなのでしょうか？ 

情報の大切さと人とのつながり，日々関心を持って仕事をする大切さが実感できました。 

今後も生産農家の皆様のために日々勉強をさせていただきます。                    

（2010年11月18日受領） 

 

 

 

 

スクミリンゴガイに対するコオイムシの捕食能力について 

 

野村 拓志 

（法政大学生命科学部植物医科学専修） 

 
 スクミリンゴガイ（通称，ジャンボタニシ）は中腹足目リンゴガイ科に属する南米原産の淡

水巻貝である．1981 年に台湾から食用として導入されたが，販路が開けず，放棄されたものが，

野生化した．本貝は，出芽直後の稚苗を食い荒らすことから，湛水直播栽培普及の大きな障害に

なっている．日本以外では，台湾や東南アジアなどのアジア地域における水稲および水田作物の

もっとも重要な害虫として知られている．このように，人間の経済活動および在来の生態系に，

大きな悪影響を与えていることから，IUCN（国際自然保護連合）により，「世界の侵略的外来

種ワースト 100」に選定されている． 

現在，本貝については多くの生態的知見をもとに，各種防除法が考案されている．しかし，本

貝の稚貝は物理的防除や化学的防除の効果が低いとされるため，稚貝を対象とした有効な密度低

減策はとられていない．特に，孵化直後の稚貝については，拡散・侵入の防止や捕殺が極めて困

難なことから，防除法について，さらなる工夫が必要である．その一環として，稚貝を捕食する

土着天敵を活用した生物的防除が考えられる．しかし，わが国では，ヘイケボタル幼虫・ゲンゴ
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ロウ幼虫・ヤゴ類を除き，本貝を捕食する有用昆虫はほとんど知られていない（近藤・田中，1989;

九州農業試験場，1998；鈴木ら，1999）． 

コオイムシ Appasus japonicus は，各地の平野部における水田や池沼などに棲息している水生

昆虫である．そして，モノアラガイなどの巻貝類を好んで捕食することで知られている（岡田，

1993）．さらに，水田環境に適応し，増殖率が高いことや，スクミリンゴガイと生活環が同調し，

水中だけで一生を完結できる特徴があることから，本貝に対する有効な天敵となりうる可能性が

考えられる．しかし，本種の天敵としての役割に関する報告はない．そこで，本報では，各若虫

期および成虫の捕食した数や殻高を計測することで，本種の生物的防除資材としての可能性につ

いて検討した結果を述べる． 

コオイムシ若虫を，孵化後数日の稚貝のみを餌として，28℃の恒温条件下で飼育した．なお，

餌となる稚貝は，初齢・2 齢は 10 匹，3 齢以降では 20 匹の密度になるように給餌し，24 時間ご

とに捕食した数および脱皮の有無を確認した．個体別に調査した結果をまとめたところ，若虫 1

頭の 1 日当たり捕食稚貝数は，初齢若虫 2.4 頭，2 齢 3.7 頭，3 齢 5.6 頭, 4 齢 8.4 頭,5 齢 11.2 頭

であった．さらに，本種 16 頭による各齢期の合計捕食稚貝数は，初齢若虫 231 頭，2 齢 324 頭，

3 齢 507 頭, 4 齢 1194 頭,5 齢 2199 頭となり，成虫に達するまでに総計 4455 頭を捕食した．つま

り，各齢期における 1 頭当たりの捕食稚貝数は，初齢若虫 5.8 日間で 14.4 頭，2 齢 5.4 日間で 20.3

頭，3 齢 5.6 日間で 31.7 頭, 4 齢 8.9 日間で 74.6 頭,5 齢 12.3 日間で 137.4 頭である．このことか

ら，本種は 1 頭の若虫が成虫になるまでに孵化後数日の稚貝を平均 278.4 頭捕食することが確認

された．これは，本貝の概ね 1 卵塊分（和田，1997）に相当する捕食数である．この観察結果を，

本貝を捕食する昆虫類として詳細な報告がなされているウスバキトンボのヤゴやホタルの幼虫と

比較すると，コオイムシ若虫は，天敵として非常に高い捕食能力を備えているといえる． 

コオイムシ成虫について，羽化後 7 日間にわたって同条件下で飼育し，成虫 16 頭を個体別に調

査した結果をまとめたところ，総計 1555 頭の稚貝を捕食した．平均すると，成虫 1 頭の 1 日当

たり捕食稚貝数は 13.9 頭と算出された．それから 8 日以降，殻高 2-15mm の本貝のみを餌とし

て用いたところ，性成熟し，産卵・増殖することが確認された．さらに，成虫は，孵化直後の稚

貝（殻高 2mm 程度）から，ほぼ成貝のサイズである殻高 20mm 程度の貝を捕食することも確認

した．つまり，物理的防除が困難である孵化直後の稚貝から，越冬時に生存率の高いとされる

20mm 前後の成貝まで捕食できたコオイムシ成虫は，天敵として有効性が非常に高いといえる． 

以上のことから，コオイムシの若虫および成虫は，野外における水田や用排水路において，有

用な土着天敵としての役割を果たすことが期待される． 

末筆ながら，本報作成にあたり，多くのご助言ご指導をいただいた農林水産技術情報協会の平

井一男博士に厚く御礼申し上げる． 
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スクミリンゴガイを抱え込み捕食するコオイムシの初齢若虫（左，中）と成虫（右） 

 

（2010年12月6日受領） 

 

所変われば... 

 

岸本 英成 

（果樹研究所カンキツ研究口之津拠点） 
 
 ハダニの天敵は様々な種が知られていますが，その中の一つに Stethorus 属テントウムシとい

う 1.5mm ぐらいのゴマ粒のような甲虫がいます。日本ではキアシクロヒメテントウがこの仲間で

す。近年脚光を浴びているカブリダニと比べて，ハダニの捕食量は 10〜20 倍と莫大ですが，な

にぶんハダニが大発生しないと現れてくれないので，目にする場面は限られ，天敵利用の面でも

使い勝手が悪いといいますか，メインにはなりにくいという評価を受けている種です。160km/h

の球は投げるけどノーコンのピッチャー，もしくはホームランか三振かというバッターという感

じで，魅力的ではあるけれども信頼性はちょっと...というところでしょうか。 

 昨年，果樹の土着天敵の有効利用手法の修得云々...の名目で，米国ワシントン州立大学の隔地

研究施設に滞在しました。当地では Stethorus 属テントウムシがメインの天敵の 1 つとのことで

したが，日本でのイメージを引きずっていた私は少し半信半疑の気持ちも持ちつつ野外実験・調

査をはじめました。ところが，実際に密度データがとれるほど豊富に生息しており，さらに 9 月

になると主戦場のブドウ園で大発生がはじまりました。どうやら近くのホップ園がもともと発生

源で，刈り取りに伴って移動してきたらしいのですが，なにぶん 1 枚数 ha の畑が延々と続く環

境だけあって，その数も桁違いで，10 分間の見取り調査で多い場合は 700 個体以上。ただただカ

ウンターを機械的に押し続ける状態でした。写真で雰囲気だけでも味わっていただければと思い

ます。（ただし，予定していた野外実験の一つがこのビッグウェーブに飲み込まれてしまったこと

は，そっと心の奥にしまっておきたい。）現地の方によるともちろん毎年こんな感じというわけで

はないらしいのですが，ツボにはまったときの米国らしいスケールの大きさにただただ驚くばか
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りでした。この個体群が翌年どう

なっていくかは興味津々でしたが，

なにぶん期限付きの滞在なので後

ろ髪を引かれる思いで帰国しまし

た(泣)。 

 今後，この経験をどのように国

内の土着天敵利用に活かしていく

かは，まだまだ知恵を絞らないと

いけないところですが，普段論文

を読んでいるだけでは見えてこな

い現象がたくさんあり，まさに「百

聞は一見に如かず」を実感した一

年でした。   

                                                      

（2010年12月8日受領） 

 

大分県農業祭で大人気の実体顕微鏡と 

ゆるキャラ「カブちゃん」！ 

 
岡﨑 真一郎 

（大分県農林水産研究指導センター農業研究部病害虫チーム） 

 
 大分県では毎年10月に別府市で農業祭が開催される。昭和52年から開始され，生産者と消費者

のふれあいを通じ，県民の農業・農村に対する理解を深めることを主旨としており，大分県での一

大イベントとななっている。今年は平成22年10月23,24日に開催され，来場者数も延べ3万人と県

内外から多くの方々に足を運んで頂いた。さて，大分県農林水産研究指導センターでは研究部ごと

にブースを設置しており，病害虫チームではスワルスキーカブリダニをテーマに取り上げた。実際

には，夏秋ピーマン産地で導入し減農薬栽培に取り組んだ事例のパネル展示，実体顕微鏡を用いて

対象害虫となるタバココナジラミ，アザミウマ類そして今回の主役となるスワルスキーカブリダニ

を見るコーナーを設けた。ゆるキャラ「スワルスキーのカブちゃん」がお出迎えし，2日目の24日

はあいにくの雨となったが，延べ400名程度の来場があった。なかでも園児，小学生には実体顕微

鏡に人気が集まった。スワルスキーカブリダニが手に取るように大きく見え，精密機械のように動

くたびに歓声が上がっていた。顕微鏡観察後は「なりきりパネル」で記念撮影コーナーを設け，良

い思い出となったであろう。中には2日間とも顕微鏡を見に来た子供もおり，将来昆虫学者を志す

ブドウ園に大発生したStethorus punctum picipes 成虫（赤○内の黒い点）
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輩が一人でも増えれば幸いである。 

 

左：熱心に観察する小学生（筆者の次男）に説明する病害虫チーム和田研究員 
中：スワルスキーカブリダニになりきって記念撮影（モデルは筆者の四男） 
右：ゆるキャラ「スワルスキーのカブちゃん」（作者は元小学校教師の出田香） 

（2010年12月3日受領） 

 

クコドロオイムシ（＝トホシクビホソハムシ）の 

腹背部蠕動運動について 

 
平井一男 

（埼玉県上尾市） 
 
この秋（2010 年 10 月），イネドロオイムシが背中に糞を乗せる行動の動画を撮りたいとの注文

が某 TV 局から寄せられた。糞を背負っている幼虫はおなじみであるが，背負う行動は見たこと

はない，そもそも今の時期に幼虫はいないと回答，クコドロオイムシならば 10 月にナス科クコの

葉を摂食中なので撮れるかもしれないと補足した。クコは野生化しているので湿地気味の土手や

公園で探せば発見できると言ったが，実際に撮影したか否かはまだ聞いていない。 

さて，数年前知人がクコの盆栽を恵贈してくれるというので，クコといえば，はるか昔聞いた，

煎じて飲むクコ茶や果実を漬け込むクコ酒の話を思い出し，ありがたく譲り受けた。水やりが大

変なので鉢から取り出し裏庭の日陰に仮植した。 近 50 ㎝ほどになったが，毎年葉がぼろぼろに

食われ困っていた。よく見ると，葉にこげ茶色の液状物を背負った幼虫が発生していた。葉に触

れると液状物で手が汚れる。先ほどの TV 局の問い合わせを機会に調べたところ，世間ではクコ

ハムシやクソムシといわれ時々多発するとあるが， 新の農林害虫名鑑にも掲載されていない。

「ハムシの生活」（小林，2000）には成幼虫の写真入りで記載されている。しかし幼虫が糞を押

し出しどのように背に乗せるかは記述されていない。中国の昆虫名録では河南省にいると記録さ

れ，漢名は枸杞負泥虫，まさにクコドロオイムシである。 

クコドロオイムシは本州以南の全国，朝鮮半島，中国大陸，シベリアなどに分布するという。
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成虫は越冬後 4 月に出現し食草のクコの葉に産卵する。１雌の産卵数は約 50 卵の記録がある（小

林，2000）。裏庭で 10 月上旬に観察したところ，幼虫が多く成虫も少し見られた。 

幼虫が糞を背負う行動を観察したところ，先ず幼虫は肛門から半透明の液状物を出し，体全体

をみずみずしく覆う。その中に 0.5～1 ㎜の線状の糞をだし，その下の腹背部を凹ませ，液状物の

中に沈める。さらに背腹部を上げたり下げたり，蠕動（うごめき運動）させながら，その糞を背

の前方に移動させ，背負う格好になる（写真）。幼虫は成熟（脱皮）するにつれ，背中の糞を，時々

葉面に落としている。幼虫は糞を背負っているのでイネドロオイムシやムギドロオイムシのよう

にクコドロオイムシと呼べよう。幼虫は成熟すると土の中で蛹化するという。観察では 10 月上旬

に成虫が現れ，11 月には交尾対も見られた。成虫は体長約 5.5 ㎜，上翅は赤茶色で，10～11 月中

旬に 73 匹調査した結果，無紋の個体が多く 74%，黒紋 10 個を有する個体は 26%であった。トホ

シの和名は 10 個ある紋により付いたと思われる（写真）。1 齢幼虫は体長約 1 ㎜，成熟幼虫は約

7 ㎜になる。防除薬剤は登録されていない。多発地ではクコ株を網（寒冷紗）で覆ったり，株数

が少ない場合は幼虫を捕殺することもできる。 

このトホシクビボソハムシ，成虫に有紋と無紋の多型がなぜあるのか，性と無紋・有紋との関

係，周囲にクコがない所にどのようにして発生するようになったのか，イネドロオイムシも同じ

ように腹背部を蠕動させ背中に糞を乗せるのか，など知りたいことは多い。 

 

名称：トホシクビボソハムシ，鞘翅目ハムシ科，学名：Lema decempunctata  

英名：Chinese desert-thorn leaf beetle 漢名：枸杞負泥虫，クコドロオイムシ 

クコに寄生するトホシクビボソハムシの幼虫（左）と成虫（無紋）の交尾対（中），有紋個体（右） 

 

                                 （2010年11月23日受領） 
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技術士第一次試験奮戦記 
 

三宅 律幸 

（愛知県農業総合試験場） 

 
 五十の手習いで，技術士第一次試験を初めて受験しました（実際は 53 歳ですが<(_ _)>）。なに

せ初体験，久しぶりにマークシートを塗りつぶして老眼ゆえにちゃんと塗れているかどうか心配。

さて，私の経験を皆様にお伝えして，何かの手助けになればと筆をとりました。 

 受験申込受付期間は，平成 22 年 6 月 15 日(火) ～ 7 月 2 日(金)でした。お申し込みは，お早め

に。試験は，平成 22 年 10 月 11 日（月）に名城大学で受験しました。受験手数料は 1,1000 円。

試験科目は，共通科目（理科系統大学出身者は免除），適正科目（15 問出題で 8 問以上正解必要

（1 問 1 点で得点が 50%以上）），専門科目（35 問出題で 25 問選択解答し，10 問以上正解必要（1

問 2 点で得点が 40％以上）），基礎科目（5 つの問題群（1 問題群 5 問出題）から 3 問ずつ 15 問

解答し，6 問以上正解必要（1 問 1 点で得点が 40%以上，ただし専門科目と基礎科目の合計得点

が 50%以上で 33 点以上必要）です。 

 適正科目は，技術士法第四章（技術士等の義務）の規定の遵守に関する適性を問われます。専

門科目は，農業（畜産，農芸化学，農業土木，農業及び蚕糸，農村地域計画，農村環境，植物保

護）の基礎知識及び専門知識から出題されます。基礎科目は，科学技術全般にわたる基礎知識を

問われます。特に基礎科目は，本当に解答できるかどうか参考書を読んで困ってしまいました。

出題内容は，４年制大学の自然科学系学部の専門教育程度で，次の問題群から，(1) 設計・計画

に関するもの〔 設計理論，システム設計等 〕，(2) 情報・論理に関するもの〔 アルゴリズム，

情報ネットワーク等 〕，(3) 解析に関するもの〔 力学，電磁気学等 〕，(4) 材料・化学・バイオ

に関するもの〔 材料特性，バイオテクノロジー等 〕，(5) 技術連関〔 環境，エネルギー，品質

管理，技術史等 〕が出題されます。 

 さて，私の受験勉強法ですが，適正科目では，ご紹介する参考書には深読みしすぎや倫理にか

んする考え方が偏っている人でなければ 8 問は楽に正解できますと書かれていたため，この参考

書の過去問を解いてみただけでした。実際に試験場で問題を見てみると解答が一つに絞れず，自

信を持ってマーク出来ない問題があり，この科目で不合格になるのではないかと思ったくらいで

した。専門科目は，白書を一読して 近の施策等を理解することと，農業部門の参考書の演習問

題を解いてみました。あまり勉強に時間をかけませんでしたが，試験問題も難しいと感じず，す

らすら解けました。基礎科目は，参考書によれば出題範囲は広いが，頻出分野 9 種類に絞り込ん

で基礎理論を理解し，過去問題・練習問題を解くことがポイントと説明してあり，参考書を読ん

で掲載問題を解いてみました。参考書お勧めの分野からの出題もありましたが，解析では逆行列

と微分の問題がでて冷や汗がたらり。ただし，あきらめずによく眺めたら案外簡単でした。記号
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や数字の羅列に驚かされずに， 初から解答をあきらめないようにして下さい。 

 合格発表は，平成 22 年 12 月 22 日(水)の予定で官報に公告され，文部科学省と（社）日本技術

士会のホームページに掲載されます。また，受験者には合否を問わず成績は郵便で通知されます。

しかし，試験の正答は試験 1 週間後には，（社）日本技術士会のホームページに掲載され，自己採

点が可能です（つまり早々と合否が分かってしまいます。）。 

 さて，ニュースレターに，この奮戦記が掲載される頃には合否が明らかになっていますが，受験

申込等の詳しいことは（社）日本技術士会のホームページhttp://www.engineer.or.jp/ を見て

下さいネ。   

私が購入した参考図書 

書名 

技術士受験を応援する

第一次試験合格法 
基礎科目・適正科目編

2008 年度版 

技術士第一次試験演習問題

全面改訂版 
農業部門Ⅲ 

平成 22 年度食料・

農業・農村白書 

作者 鳥居直也 編著 跡部昌彦・北川正 農林水産省編 

発行社 （株）トリフォリオ （株）新技術開発センター 佐伯印刷（株） 

価格（税込み） 3,000 円 2,000 円 2,000 円

  

                                （2010年11月20 日受領） 

 

スカシバガの台頭 

 

窪田聖一 

（愛媛県病害虫防除所） 

 
近年，様々な果樹でスカシバガ科の害虫が猛威を振るっております。愛媛県においても，以前

は，モモ，ウメ等のバラ科の果樹に対してコスカシバが問題となる程度でしたが， キウイフル

ーツを加害するキクビスカシバ，ブドウを加害するクビアカスカシバ等の被害が 近になって問

題となっております。 

 キクビスカシバは，マタタビ科のミヤママタタビ，サルナシが食餌植物として記録されており，

同じマタタビ科のキウイフルーツが日本に導入されたことにより，分布を拡大したと考えられま

す。本種は，スカシバガ科の昆虫としては珍しく卵で越冬し，４月頃ふ化してまず 1 年生枝に食

入し，その後徐々に太枝に食い入っていきます。食入部位が枝のちょうど中心部であるためか，

食入により枝が枯れることはほとんどありませんが，食入枝は折れやすくなったり，伸長が悪く

なったりして樹勢の低下を招きます。スカシバの仲間は幼虫の飼育が難しいのですが，本種の場



農林害虫防除研究会News Letter No.26 (2011年1月) Newsl．AIPM－Jpn No.26（Jan.2011） 

16 
 

合も切り枝を使って飼育したところ，幼虫ですべて死亡してしまいました。そこで，今度は苗木

に幼虫を接種して袋掛けして飼育したところ，無事成虫を羽化させることができました。 

スカシバの仲間は幼虫が枝幹内部に潜り込むため，幼虫期の防除は難しく，また卵も硬い殻に

覆われているため，薬が効きそうにありません。唯一防除のタイミングとしては，卵のふ化時期

であると考えられます。そこで，ふ化時期に現地圃場で薬剤散布試験を行ったところ，高い効果

をあげることができました。園主さんには，「お蔭様でほとんど被害がなくなり，有難うござい

ました。」と大変感謝していただいたのですが，発生が極端に少なくなったため，生態等の調査

を行うには厳しい状態となり，複雑な心境です。 

ところで，本種は高知県ではレッドデータブックに取り上げられるほどの珍しい種類で，国内の

分布も北海道から九州まで広く分布しているにも関わらず，どこでも個体数は少ないようです。野

生の食餌植物でひっそり？と暮らしていたものが，栽培植物に食性を広げて害虫化するまでの過程

は非常に興味があるところです。その謎に少しでも迫ることができたらと考えております。        

（2010年12月6日受領） 

 

 

 
ドイツのバイオダイナミック農法と害虫防除 

 

仲井まどか 

（東京農工大学） 
 
 私は，昆虫に感染するウイルスなどの天敵微生物の研究をしている。以前，静岡県にある有機

栽培茶の生産者にお会いしたときに「大学の先生がよく来られますが，害虫の先生は害虫だけ。

土の先生は土だけしか見ようとしません。でも，実際に我々は，全部がかかわる農業をしている

のです。どうして大学の先生達は，自分の専門にしか興味がないのですかね。」と言われた。その

通りだと思った。そこで，害虫防除と作物の管理方法や肥培管理等がどのような関係にあるのか，

これまでどんな研究がされているのか調べることにした。また，この話題について農工大の学部

２年生の授業でも取り上げることにした。確かに，害虫防除と栽培体系についての研究例は案外

少なかった。たとえば，有機物のみを使用した有機農業と化学肥料を使った慣行農業において害

虫の発生を比較した研究例がある（Kajimura et al., 1995；Morales et al., 2001など）。また，あ

る総説の著者は，土壌と害虫発生についての関係についてあまり研究されていないことを指摘し

ている（Alteli et al., 2003）。そこで，せっかく農学部で研究しているのであるから是非他の分野

の研究者と連携してこの問題に取り組みたいと考えた。この研究に賛同してくれる共同研究者が

学内で見つかり，今年から土壌や植物生理の研究者と連携を始めた。「何故，有機農業が化学殺虫

剤散布なしにうまくいくのか？」「肥料過多がどのようなしくみで害虫発生をもたらすのか」など



農林害虫防除研究会News Letter No.26 (2011年1月) Newsl．AIPM－Jpn No.26（Jan.2011） 

17 
 

について他の専門分野の研究者と共同で調べてみたいと思っている。 

 このようなわけで，できるだけ生産者とも話をしようと思っていたところ，ちょうどドイツに

あるホーエンハイム大学（Stuttgart）が本学の姉妹校として連携することになり，九州大学と神

戸大学と本学の教育連携プロジェクトに関連して害虫防除を専門とする教授が研究交流に訪れる

といった動きがあった。さらに，私も姉妹校提携に関連して研究交流する機会がありドイツに出

張することになった。ドイツには哲学や教育で有名なルドルフ・シュタイナーが提案したバイオ

ダイナミック農法というものがある。大学訪問の週末を利用して，スイス国境Baselに近いBinzen

にバイオダイナミック農法の生産者を訪ねる機会を得たのでその内容を報告する。 

 

 11月の週末に電車を乗り継いでBinzenに到着した。生産者の名前は，Peter Berg氏。この農場

では，10年程前から日本人の研修生も受け入れている。以前，この農場で研修をした産学官連携

研究員の濱周吾さんに連絡して頂き，さらに現在Peter氏の農場で国家認定農業者になるべく研修

中の細川清香さんに訪問の調整をしていただいた。ここに謝意を表したい。 

 濱研究員によるとPeter氏は強い信念を持って農業を行っているそうだ。バイオダイナミック農

法とは，もともとシュタイナーが提唱した農法であるが，単なる方法というよりはむしろ哲学を

背景とした農業で，Peter氏の農業に対する姿勢は，「行」のようなものだった。詳しくは，シュ

タイナーの著書（2000)を参照してほしい。批判を恐れず要約すると，自然の営みを理解して農業

行うことにより，植物のもつ力を引き出し調和のとれた栽培を行うことができる。もちろん，化

学農薬や化学肥料を使用しない。実際には，プレパラートという調合剤を用い，特別な方法で用

意した水を使用する。また，作物の植え付けや収穫などの作業は，月の暦を見て決める。お会い

する前に濱研究員からPeterさんの講演録をもらい拝読したが「私の野菜を安く買ってもらいたい

とは思いません。私は，自分の野菜にある情報を与えているのです。消費者は，その情報を私や

植物や土から受け取っているのです。」と語っていた。 

 

 私が訪ねた日は，来年の作付け計画会議のあり忙しかったので午前中２時間だけPeter氏と議論

することができた。議論には，以前，Peter氏の農場で研修経験のあるアメリカ帰国子女のTilla

さん（スイス人）が通訳をしてくれた。まず，私が来た理由を説明した。「私は，害虫の天敵の研

究者ですが，農業現場に近い研究はあまりしてなかった。これからは，もっと農業全体を視野に

入れた研究をしたいと思っているのです。」と言ったところ，Peter氏は，家の高い建物に学者が

いて，農夫がドアを叩いている絵をさっと書いて「生産者が，大学に問題を解決してくれ！と言

ってやってきても，研究者は高いところで見下ろしていただけだったからね。」と言った。その後，

私が自分の研究例をいくつか紹介したが，Peter氏の反応はわりあい冷たいものだった。昆虫ウイ

ルスの抵抗性に対する研究をしている，というと「何があなたのゴールなのですか？今見ている
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ものよりももっと上のレベルのものが存在する。霊性（英語ではSpiritと訳されましたがおそらく

ドイツ語でSeele）を無視している。」という。天敵間の相互作用の研究について説明すると「ミ

カドというゲームを知っているか？一つ一つのピースをとって見てもその全体像は何もわからな

いぞ。」（ミカドとは，将棋崩しのような遊び）さらに，「多くの昆虫の大発生がウイルス病などの

発生により終息するのです。このような流行のしくみを調べることにより，天敵を使った害虫防

除に有益な情報が得られると考えている。」と話したところ，「それもやっぱりミカドだ。霊性を

見ていない。害虫が発生する木の状態についても考えていない。」と言うのである。 

 そこで，「もうすこし立場をはっきりさせましょう。私は，研究者。あなたは，生産者。あなた

は，「霊性」という言葉を簡単に使うけど，私は研究者なので，説明不可能な言葉は使えないので

す。」というとPeter氏の態度が少し緩和したようだった。「研究者は，説明しなければならないの

だから。」というとPeter氏は，「何故，説明しようとするのか？そこで本物の野菜が作られれば良

いではないか。私は，現実の世界で農業をやっていて，説明できなくても実際に作物が霊性によ

り作られているのだ。」というので「あなたは，生産者だからトマトを作るかもしれないけれど，

研究者は言葉をつくる仕事なのです。また，人とのコミュニケーションのためにこの仕事をして

いるのです。だから，説明しなければならないのです。」と言った。すると，Peter氏は，さらさ

らとノートに別の絵を描いた。直線上にゴールがあってスタート地点から10％くらいのところを

指して「ゴールを目指して私もがんばっているが，本当の自然のしくみを知るには自分もまだま

だほど遠い。もしかしたら，もっとやるうちに「自分も将来もしかしたら，この方法はダメだ！

これから慣行農法でやろう，と思う時が来るかもしれない。」と言った。そう言われると，少しほ

っとして「あなたが10％なら研究者は5％以下ですよ！言葉という重荷を背負っているのですか

ら。」と言ったのだった。 後に，Peter氏が「研究者も生産者も同じゴールを目指しているけれ

ど，その道筋が違うし言語が違うのだろうね。生産者と研究者が協力することによりゴールが近

づくかもしれないね。」と言った。 

 

そのあと，Peter氏がパワーポイントでバイオダイナミック農法について紹介してくれた。月のサ

イクルと同調した作業を行うこと。土が中心で，ここで生命のシステムが作るという。化学農薬

を全く使わない農業が何故可能なのかというと，二つ理由があって，一つは，害虫の天敵の機能

を使う事。もう一つは，植物自体が強くなり害虫や病気に対して抵抗性になることだと言うこと

だった。 

 

 実際に農場を見せてもらい説明してもらった。 Peter氏は，自分の農場でいろいろな実験もし

ているらしく，根の伸張についての実験を見せてもらった。また，農場内にある教育用の展示圃

場やコンポスト作りなどを実際に見せて貰った。その後，また座って質問を受けてくれることに
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なった。そこで，「いま何が一番問題ですか？」と聞いたところ，「人だね」と言う。また，病気

とか害虫についても問題があるということで，天敵昆虫も使用しているそうだった。 

 

左：水の調整方法を説明する Peter 氏（左は，通訳をしてくれた Tilla さん）。 
右：Peter 氏の農場では日本のミズナも栽培されていました。 
 

 今回，非常に個性的な生産者と議論することができた。単に農業をしているのではなく，哲学

的なものを求めて農業をしている人だった。また，この Peter 氏の作る野菜は非常に美味で身体

によいものらしく，化学肥料も化学農薬も使わずにどうしてそれができるのか，やはり科学的に

明らかにする必要があると思う。生物学の基礎的な情報として，ある生物がどのような特徴をも

っているのか明らかにする，ということが重要である。ただ，生態系の中には，当然，個別の生

き物だけが存在するということはありえない。一方，個々の生物や事象が理解できなければ，生

物が構成する生態系も理解できないだろう。実験で証明する科学の世界にいると，還元主義的に

物事を考えてしまう。Peter 氏との議論は，科学というツールの限界を認識しながら物事を見る

必要があるということを思い出させてくれた。Peter 氏のいう霊性という言葉も，こうして活字

にすると仰々しいが，たとえば心を込めて作物を世話すると作物がよく生育する，という表現を

とると違和感が少ないと思う。植物は「足音を聞きながら育つ」と言う言葉もある。これは，ど

んなことにも言えることであるが，実際に注意深く心をこめて作業することにより，実際に効果

が上がるということはよくあることである。Peter 氏のいう「霊性」や「上のレベル」という言

葉の意味が実際にどういうものを指していたのか，この時は，あまり突き詰めて議論することが

できなかったが，これは自分が研究者としての立場に固執して Peter 氏と議論してしまった為で

あると思う。もしも再度 Peter 氏に会うことがあれば，一個人としてこの点について柔軟な態度

で聞いてみたいと思っている。 

 農業生態系の全体が調和し，病害虫に強い植物を育てることができ，さらに天敵が保護されて

病害虫の発生も緩和することができれば害虫防除が必要なくなるだろう。しかし，調和を理解し
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説明する言葉やツールが整っていないのかもしれない。「木を見て森を見ず」というが，相互作用

という言葉も全体像を説明するにはほど遠い。害虫防除だけを農業の中から切り離して考えられ

ない事は確かな事である。 

 

参考文献 
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第16回農林害虫防除研究会（山口大会）のご案内  

  

第16回農林害虫防除研究会（山口大会）は，下記のとおり2011年6月9日から10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，詳細については，今後，農林害虫防除

研究会HP（ http://agroipm.ac.affrc.go.jp/narc.html ）に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23年6月9日（木）～10日（金） 

（２） 会場：山口県教育会館（シンポジウム・一般公演） 

   山口県山口市大手町2-18 TEL：083-922-5766 

＜お問い合わせ＞ 

 山口大会事務局 
 山口県農林総合技術センター 病害虫管理グループ （担当 本田善之） 

〒753-0214 山口県山口市大内御堀1419 

TEL：083-927-7037   FAX：083-927-0214   

Email：honda.yoshiyuki@pref.yamaguchi.lg.jp（担当 本田善之） 
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第15回農林害虫防除研究会（埼玉大会）報告 

 

第15回農林害虫防除研究会埼玉大会は，2010年7月14日（水）～15日（木）の2日間，埼玉県熊

谷市の熊谷市立文化センター文化会館において開催され，全国各地から183名の参加がありました。

大会は，行徳会長の挨拶に続き，開催県を代表して埼玉県農林総合研究センターの佐竹所長から歓

迎の挨拶をいただきました。 

大会初日のシンポジウムは，「ベダリアテントウ導入100周年を迎えて｣のテーマで3人の方にご

講演をいただきました。九州大学の高木正見先生に｢伝統的生物防除の過去，現在，未来｣，アグロ

カネショウ（株）の古橋嘉一先生に｢ベダリアテントウ導入100周年を顧みて｣，近畿大学の矢野先

生に｢天敵の生物農薬的利用の現状と展望｣についてそれぞれ貴重なお話を伺いました。 

シンポジウムに続いて初日と2日目を通じて26課題の一般講演が行われました。 

1日目の一般講演終了後，同会場にて農林害虫防除研究会総会が開催されました。総会に引き続

きマロウドイン熊谷に会場を移して情報交換会が行われ，131名が参加され和やかな雰囲気の情報

交換が行われました。 

本埼玉大会は，2007年に日本 高気温を記録した熊谷市で開催しました。大会期間は初夏とい

うこともありあまり暑さを実感されなかったと思います。しかし，その後，埼玉県では8月下旬か

ら9月上旬にかけて異常な高温日が

続き，この高温の影響をまともに受

けた県内の水稲は著しい品質低下

（白未熟粒）がもたらされ，さらに

ハスモンヨトウなどチョウ目害虫の

多発生による野菜被害も多々ありま

した。大会事務局を任されたこの夏

はこれらの状況を含めて記憶に留ま

る夏となりました。 

後に多数の皆様のご参加・ご協

力をいただき，埼玉大会が盛会に無

事終わることができましたことを深

く感謝いたします。  

 
（第 15 回埼玉大会事務局 埼玉県農林総合研究センター 野田 聡） 
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 お知らせ  
 

農薬生物活性研究会第 28 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で、本年も以下のとおり、第 28
回シンポジウムを開催いたします。皆様、奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。 
 
１．開催概要 

（１）日  時：平成 23 年 4 月 22 日（金）10：30～16：25 
（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） 

    http://www.nodai.ac.jp/access/map_s.html 
（３）参加料：一般 3,000 円，学生 1,000 円（講演要旨代含む） 
（４）申 込：当日直接会場へお越しください 
 
２．プログラム 

10:00～10:05 開会あいさつ 
10:05～10:40 「新規殺菌剤フルチアニル（商品名：ガッテン）の開発と生物活性」 

木村 幸（大塚アグリテクノ株式会社） 
10:40～11:15 「新規微生物殺菌剤アグロケア水和剤の開発と生物活性」 

前田光紀（日本曹達株式会社） 
11:15～11:35 「フルアジナムによる土壌病害防除」 

杉本光二（石原産業株式会社） 
11:35～12:10 「Soybean White Mold in Brazil and Fluazinam activities（仮題）」 

Hercules Diniz Campos and Luis Henrique Carregal（Rio Verde University） 
12:10～13:10 休憩（昼食） 
13:10～13:45 「新規殺虫剤レピメクチン乳剤（アニキ乳剤）の特徴（仮題）」 

一ノ瀬礼司（三井化学アグロ株式会社） 
13:45～14:20 「新規線虫剤イミシアホスの開発と生物活性（仮題）」 

逸見信弥（アグロカネショウ株式会社） 
14:20～14:55 「新規芝用除草剤“コンクルード顆粒水和剤”の開発と生物活性」 

冨田和之（日本曹達株式会社）  
14:55～15:10 休憩 
15:10～15:45 「新規水田用除草剤フェノキサスルホンの開発と生物活性（仮題）」 

高橋優樹（クミアイ化学工業株式会社） 
15:45～16:20 「新規畑地用除草剤プロスルホカルブの開発と生物活性（仮題）」 

山下 修（シンジェンタジャパン株式会社） 
16:20～16:25 閉会あいさつ 
 
  なお、以上のプログラムは平成 22 年 12 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/kassei28.html）を通じてご案内させていただ

く予定です。 
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） 
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  第36回常任幹事会議事録（概要）  

 

日 時：2010年12月17日（金） 13：30～14：30 

場 所：日本植物防疫協会会議室（東京都北区） 
参加者：上遠野，北嶋，木下，行徳，後藤，田中（代･柴尾），西森，春山，林，平井，古橋，本

多，増田，中野，丸山，宮井，西野，本山，野田／埼玉大会事務局，東浦／山口大会事

務局，山本（敬称略） 
欠席者：阿久津，江村，井村，西東，豊嶋，西松，根本，増井，藤本，宮田，村井， 

和田，（敬称略） 

 

１． 開会挨拶 

２．報告 

（１）前回（第34回）常任幹事会議事録の承認 

（２）事務報告                                                                    

①会員動向 
平成 22 年 3 月 31 日現在： 483 名 
平成 22 年度 新規入会 37 名，退会 19 名 

平成22年11月30日現在： 501名→ 会員数増加傾向 

②平成22年度事業報告（概要） 

常任幹事会（第35，36回），埼玉大会，総会，ニュースレター（No.25，26予定） 

ホームページ更新 

③平成22年度予算執行状況報告 平成22年4月1日～22年11月30日現在（概要） 

（収入）合計1,975,093円 （支出）合計357,271円，（残高）1,617,822円 

（３）役員会報告 

（４）平成22年埼玉大会報告 
・ 183 名参加。シンポジウム「テーマ：ベダリアテントウ導入 100 周年を迎えて」は 3 題。

一般講演は，2 日目午後まで 26 題。 

・ 決算は¥1,564,159，少額の差引き残金¥23,876で収支できた。 

（５）ニュースレター，およびホームページ関連 
・ No.23 11 月発刊済。発刊経費実績：101,560 円（505 部）。 
・ No.24 編集経過報告。1 月下旬発行予定。 

３．議事                                                

（１）平成23年度事業計画案および予算案 

平成21年度事業計画 
 平成 23 年 6 月 第 37 回常任幹事会，第 16 回大会，総会（山口県） 
       7 月 News Letter No.27 発行 
       12 月 第 38 回常任幹事会（東京都） 

平成24年1月 News Letter No.28発行 

平成22年予算案 
収入合計 ¥1,920822（内繰越金･未確定¥1,417,822） 
支出合計 ¥1,920822（内予備費¥1,270,822） 

（２）第16回農林害虫防除研究会山口大会（平成23年）の開催準備概況 
・ 東浦氏（代理・本田 大会事務局長／山口農技セ）より説明 
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・ 日程：平成 23 年 6 月 9 日～10 日（2 日間）， 場所：山口県教育会館 
・ 大会概要，予算案，シンポジウム案：「これからの害虫防除のためのヒント／持続的農業

に向けて」 

（３）名誉会員の推挙    
・ 以下の 1 名が承認された。次回の年次総会で推挙式を実施する。 

池田二三高 氏 

（４）第17回農林害虫防除研究会（平成24年）大会候補地 
・ 新潟県にて開催予定。詳細は未定。 

（５）その他 

 

 

 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 Ma

nagement 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 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
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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。 

 

農林害虫防除研究会名誉会員名簿 

 
正野俊夫，坂井道彦，廿日出正美 

 

 

 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，林 直人 

常任幹事：阿久津四良，井村岳男，江村 薫，上遠野富士夫，後藤哲雄，西東 力，柴尾 学， 

豊嶋悟郎，中野勇樹，西松哲義，西森俊英，根本 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 
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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 

 

 
 農林害虫防除研究会都道府県幹事名簿  
 

都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県 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 小倉愉利子 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 西島裕恵 

石川 薮 哲男 福井 高岡誠一 岐阜 市橋秀幸 

静岡 小杉由紀夫 愛知 三宅律幸 三重 西野 実 

滋賀 小嶋俊彦 京都 徳丸 晋 大阪 田中 寛 

兵庫 山下賢一 奈良 井村岳男 和歌山 井口雅裕 

鳥取 伊澤宏毅 島根 奈良井祐隆 岡山 佐野敏弘 

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 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   

 

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。入会フォームが農

林害虫防除研究会ＨＰ（ http://agroipm.ac.affrc.go.jp/narc.html ）からダウンロードできます。 

 

事務局：北島康樹 
    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  
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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1,0

00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。 

 

 

 ニュースレター№27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 循環機能開発研究課 
     〒515-2316 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  
 
なんとか，ニュースレター№26 を発行することができました。多くの方々に原稿を執筆してい

ただき，ありがとうございました。特に今号では，写真とともに長編原稿もいくつか投稿いただ

きました。読み応えのある誌面になったと思います。感謝感謝です。 

この冬は，寒くて，「暖冬でないときの冬って，こんな感じだったっけ・・・」と当然のことに驚

いています。うっかりすると「この暑さはいつまで続くのだろうか・・・」とげんなりしていた，

あの夏が恋しくなりそうです。今号の埼玉大会報告で野田さんが書かれていますが，昨年は，強烈

な暑さとともに，多くの害虫による被害が発生した年でした。三重県でも，ハスモンヨトウやミナ

ミアオカメムシ，・・・などが多発しました。また，外来昆虫のフェモラータオオモモブトハムシ

ってのが見つかったり（せっかくなので，採集しに行ったり・・・）と，振り返ってみると害虫ま

たは昆虫の話題満載の年でした。今年はどんな年になるのでしょうか？ 

（編集担当 西野 実） 
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＊＊＊＊＊ ニュースレターNo.26（2011年1月発行）目次 ＊＊＊＊＊ 

＜巻頭言＞    

今こそ相互理解の努力を！ 林 直人 ･･･  1 

＜ニュース＞    

農作地で活躍する天敵  
ウヅキコモリグモとキクヅキコモリグモの名前の由来 

 
飯田博之 

 

･･･ 

 

 2 

セイボウの産卵行動 柏田雄三 ･･･  3 

水稲農家の防除意識について 田中公浩 ･･･  5 

ここにいた！ハスモンヨトウの幼虫 小倉愉利子 ･･･  6 

ミナミアオカメムシ発見 新谷誠敏 ･･･  7 

スクミリンゴガイに対する 

           コオイムシの捕食能力について 

 

野村拓志 

 

･･･ 

  

8 

所変われば... 岸本英成 ･･･ 10 

大分県農業祭で大人気の実体顕微鏡と 
             ゆるキャラ「カブちゃん」！ 

 
岡﨑真一郎 

 

･･･ 

 

11 

クコドロオイムシ（＝トホシクビボソハムシ）の 

腹背部蠕動運動について 

 

平井一男 

 

･･･ 

 

12 

技術士第一次試験奮戦記 三宅律幸 ･･･ 14 

スカシバガの台頭 窪田聖一 ･･･ 15 
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＜第 15 回農林害虫防除研究大会（埼玉大会）開催報告＞  ･･･ 21 
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