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 巻頭言   
 

今後求められる害虫防除技術とは何か 

 
本多健一郎 

（農研機構 中央農業総合研究センター病害虫研究領域） 

 

本年４月から農林害虫防除研究会会長を務めさせていただくことになった，中央農業総合研究

センターの本多健一郎です。どうぞよろしくお願いいたします。 

2012 年 12 月に第２次安倍内閣が発足し，農業を取り巻く情勢は大きく変わろうとしています。

2013 年１月に内閣総理大臣を本部長とする「日本経済再生本部」の第 1 回会合が開催され，議論

の取りまとめにおいて，「農業を成長産業にできること」が重要な課題の一つとして挙げられまし

た。同じく 1 月に農林水産大臣を本部長とする「攻めの農林水産業推進本部」が設置され，同年

4 月には「攻めの農林水産業」の具体化の方向が示されました。そこでは生産現場における先進

事例を踏まえ，検討すべき 9 課題が提案されるとともに，その中からさらに 3 つの重点課題を選

び，先進事例の全国展開を目指すこととなりました。現場での「先進事例」として，害虫防除の

分野では高知県の天敵を活用した IPM 技術，アリモドキゾウムシの根絶技術，ミバエの防疫体制

などが紹介されています。 

「攻めの農林水産業」の具体化に向けた 3 つの重点課題は，以下の通りです。 

 

重点課題① 生産現場の強化 

担い手への農地集積／耕作放棄地の発生防止・解消 

重点課題② 需要フロンティアの拡大 

輸出戦略，食文化・食産業のグロ－バル展開 

重点課題③ バリューチェーンの構築等 

異業種との連携，新品種・新技術の開発・普及，知財の活用等 
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重点課題①「生産現場の強化」においては，担い手への農地集積を目指しています。技術的課

題としては土地利用型農業の大規模化と低コスト化が求められています。水稲の栽培形態が直播

重視へ向かう場合，大規模水田では移植栽培の割合が低下すると予想されます。害虫防除技術と

しては，育苗箱施用に代えて種子コーティングや生育期の低コスト防除技術の開発が必要となり

ます。航空散布やラジコンヘリ散布で対応できるかどうかの検討も必要です。防除コストの削減

が強く求められると思われます。 

重点課題②「需要フロンティアの拡大」においては，輸出農産物の販路拡大が求められます。

その際，害虫防除においても輸出相手国の農薬残留検査基準等に対応する必要性があり，環境保

全に配慮した防除技術を確立することが安全性のイメージを高めることになります。 

重点課題③「バリューチェーンの構築等」においては，異業種との連携，新品種・新技術の開

発・普及が求められています。 

ICT 技術を駆使した大規模栽培施設（植物工場）の導入が震災被災地の復興事業で進められて

おり，大規模施設に対応した害虫管理技術が必要となっています。さらに植生管理による土着天

敵の活用技術，誘導抵抗性を利用した害虫防除，異業種との連携（光を利用した防除）など，イ

ノベーションにつながるような技術開発が求められています。 

 

政策的な課題以外に，最近害虫防除研究者が直面している問題点として以下のような課題が挙

げられます。 

（a）アザミウマやコナジラミなどウイルスを媒介する侵入害虫の発生 

（b）害虫の新たな薬剤抵抗性発達 

（c）ウンカなどに対する抵抗性品種の感受性化 

（d）マイナー作物での登録農薬の不足 

侵入害虫の発生に対しては，行政や研究機関の連携による新たなリスク管理体制の構築が必要

です。 

薬剤抵抗性の発達や抵抗性品種の感受性化は，特定の防除手段（農薬や抵抗性品種など）に依

存して害虫に一定方向の強い選択圧を加えた結果発生する場合が多いので，異なる方向の選択圧

を組み合わせて防除する総合的害虫管理（IPM）の取り組みが有効です。 

マイナー作物については，農薬登録拡大に向けた行政と研究機関の連携が引き続き必要ですが，

農薬に依存しない防除技術の導入も重要です。 

農薬を利用した害虫防除は農業生産の低コスト化や軽労化において重要な役割を果たしてきま

したが，過度に依存すると害虫の薬剤抵抗性の発達や周辺環境の生物相への悪影響を引き起こし，

結果的には高コストな害虫防除に陥ってしまう恐れがあります。圃場の環境保全に配慮しつつ，
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農薬以外の防除技術（物理的防除法，生物的防除法）をより利用しやすい形に改善し，各技術を

適切に組み合わせることで，今後とも低コストで安定的な IPM 体系の構築に取り組んで行くべき

だと考えます。                         （2014 年 6 月 20 日受領） 
 
 
 

 ニュース  
 

エノキトガリタマバエの虫えい 

 
柏田雄三 

（埼玉県春日部市） 
 

渡良瀬遊水地は栃木，群馬，埼玉，茨城の 4 県にまたがる広大な遊水地で，治水機能と首都圏

の用水確保の一翼を担っています。 

渡良瀬遊水地は渡良瀬貯水池（谷中湖）とそれを取り巻くヨシ原からなっていて，足尾銅山の

鉱毒で移転を余儀なくされた旧谷中村などの道路の両脇や公園には多くの樹木があります。特に

眼を惹くのは高さが 5～10m にも及ばんとするたくさんの大きなクワの木で，5月から 6月には多

くの熟した実をつけるのです。高く伸びる幹の形が養蚕に使われるクワの株と異なるように見え

るので，通りがかりの地元の人に尋ねたところ，田圃から隣接する思川などに耕土が流出するの

を防ぐために植えられていたのだと教えてくれました。 

 

それと並んで目立つのが中心の貯水池（谷中湖）の周囲にある多くのエノキです。2014年 4月

下旬に訪れた時に，エノキの葉にたくさんのいぼ状の塊が付いているのを見つけました（図 1）。

エノキトガリタマバエ Celticecis japonica による虫えいエノキハトガリタマフシだと思われま

す（同定を行っていませんがエノキハトガリタマフシとして記載します）。 

そこにはエノキを食草とするアカボシゴマダラが飛ん

でいたり，ヒオドシチョウの幼虫がいたりもしましたが，

私はこの虫えいに興味を持ち，翌月には 3 度にわたって

訪れて写真を撮ったり，サンプルを採集して観察したり

しました。 

湯川らによるとエノキハトガリタマフシは 5 月～6 月

に落下し，幼虫は来春まで虫えいの中で過ごすのだそうです。 

 

この虫えいの数は木によって，また部位によっても大きな差があって，ほとんど形成されてい

ないところと，少数形成されているところ，多数の葉に集中的にしかも一枚の葉に 10個以上もま

図 1 エノキハトガリタマフシ 
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とめて形成されているところがあります。田渕らの研究によると虫えいの形成部位は中位葉に集

中する傾向があるそうで，確かに手を伸ばしやすいくらいの高さに多く見られました。1 シュー

トあたりの虫えい数は葉の数には関係がないそうですが，なぜこのように一部の部位に集中する

のでしょうか。寄生蜂の重要度はそれほど高くないものの，落下したゴールの 70%では寄生その

他の要因で中の幼虫が死亡するのだそうです。小魚がまとまって大型の捕食者から身を守るよう

に外敵からの攻撃のリ

スクを減らすための手

立てなのでしょうか。 

虫えいの形成部位は

葉の主脈を中心とする

葉脈上が多いように見

え（図 2），さらには湯川らの記述のとおり直接葉柄や細

い枝に作られているものもありました（図 3）。植物から

の養分を取り込みやすいように維管束近くを狙って産卵

しているのでしょうか。虫えいを割ってみると虫えいと幼

虫の大きさは必ずしも比例せず，虫えいの成長の方が幼虫

の成長より先行しているように見えました（図 4）。 

 

5月中旬の観察ではすでに虫えいの葉からの離脱が始ま

っていて，やや黄色味を帯びていて触れると簡単に落ちる

ものがある一方で，まだ緑色で小さい状態のものも多数あ

ります。簡単に取れた虫えいの底部には離層のような構造

があるように見えます（図 5）。 

離脱した痕は丸く葉の上に残っているのでそこに虫え

いが有ったことが分かるのです（図 6）。まだ緑色をした虫

えいを葉から引きはがそうとすると，葉の組織とともに取

れて来ました。 

 

田渕らの研究では成熟した虫えいはほぼ全てが落下し

たとあります。まだ若く見える状態の虫えいはその後どう

なるのか。夏に渡良瀬遊水地をおとずれて，虫えいが葉上

に残っているのか，残っていればその中の幼虫は生存して

図 2 葉脈上に並んだ虫えい  

図 5 葉から離脱した虫えい底部  

図 4 虫えいの中の幼虫  

図 3 葉脈上・葉柄上の虫えい 

図 6 葉上の虫えい脱落痕 
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いるのかどうかなどを観察してみたいと思っています。 

 

参考文献 

湯川淳一・桝田長編著（1996）「日本原色虫えい図鑑」  全国農村教育協会 

田渕研・天野洋（1998）「エノキに寄生するエノキトガリタマバエの発生消長に関する基礎的

研究」  第 42 回日本応用動物昆虫学会講演要旨 

田渕研・天野洋（1999）「エノキトガリタマバエが形成するゴールは樹上のどこに多く形成さ

れるか」 第 43 回日本応用動物昆虫学会講演要旨 

         （2014 年 5 月 26 日受領） 

 
 
 

 ハマナスに集う訪花昆虫 

 
林 秀樹 

（アース製薬株式会社） 
 
私が余暇で野菜を栽培している菜園（埼玉県）の付近には，ハマナス Rosa rugosa Thunb. が

生育しています。ハマナスと言えば北海道や東北を連想し，なんで埼玉に？と思うかもしれませ

んが，実は青森出身の人が現地で採取したものを植えたところ，すっかり定着してしまったもの

で，この場所が太平洋側の南限になってしまったかもしれません。毎年 5 月から夏にかけてピン

クや白の綺麗な花を咲かせ，菜園を楽しむ人達を和ませています。 

 

図１．ハマナスが咲く風景 

 

図２．白いハマナス 

ある休日の早朝，畑の手入れの仕事を終え，ハマナスが咲いている場所をのぞいたところ，咲

き誇る花の周りに何やらたくさんのムシが集まっているではありませんか。花の蜜や花粉などを

目的に集まる訪花昆虫達です。花の中を覗き込むと，ハチの仲間やアブの仲間がたくさんいます。

彼ら（彼女ら？）は，花の中心にあるメシベを囲う様に密生するオシベにまとわりついているよ

うです。 
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図３．花に集まる様々な訪花昆虫 

 

図４．ハチの仲間 

 

時々，ブーンという大きな羽音をたててキムネクマバチ Xylocopa appendiculata がやってき

ます。彼らは，花に他のハチやアブがいようがいまいがお構いなしで，他の昆虫達を蹴散らして

花の中に入り込み，オシベに顔を埋めるやいなや，蜜を吸うのか“ジュー”というとてつもない

大きな音をたてたかと思うと，すぐさま別の花に向かいます。キムネクマバチほどではないにし

ろ，ミツバチ（セイヨウミツバチかニホンミツバチかは識別できませんでした）も我が物顔で花

を訪れます。ハチやアブ以外にも甲虫類も見ることができ，代表的なのはシロテンハナムグリ

Protaetia orientalis やコアオハナムグリ Gametis jucunda などのハナムグリの仲間です。 

 

 

図５．アブの仲間 

 

 

図６．花を訪れたキムネクマバチ 

 

図７．ミツバチの来訪 

 

図８．顔を埋めるシロテンハナムグリ 
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わりと大きな昆虫に目を奪われていたのですが，花の中を目を凝らして見てみると，何やら小

さくて細長いムシがチョロチョロしています。さては“アザミウマ”か？と思ったところ，案の

定アザミウマでした。花を一輪ちぎって家に持ち帰り，アルコールを入れたシャーレの上で花を

ポンポンと叩き，落ちてきたムシを顕微鏡で観察したところ，アザミウマの成虫や幼虫がたくさ

ん観察されました。 

これらの花に集まる昆虫達は，いったい何処から，何をたよりに，ここまで来たのでしょうか。

異種もしくは同種の昆虫の間では，何か取り決めや餌となる蜜や花粉の割り当てがあるのでしょ

うか。様々な昆虫がいわゆる餌場に集まった光景を見ていると，ついつい擬人化して考えてしま

いがちです。私のようなマンション暮らしでは，近所付き合いや騒音問題など，気を遣ったり，

解決しなければならない問題がいろいろとあり，これらのムシ達にも人間社会と同じように同じ

場所で生活を営むルールがあるのではないかと思いをはせてしまいます。しかし，人間の思い入

れとは関係なく，彼らは単に本能の赴くままに生きているだけなのかもしれません。花を愛でな

がらのちょっとした自然観察も，これでなかなか楽しいものです。  （2014 年 6 月 1 日受領） 

 

 
図９．小さなムシがチョロチョロ 

 

 
図１０．近づいてみるとアザミウマ 

 

 
図１１．たくさんのアザミウマ 

 
図１２．アザミウマ成虫 
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 愛知県農業総合試験場のイノシシ 

 
小出哲哉 

（愛知県農業総合試験場） 
 
愛知県農業総合試験場（以下，農総試）は名古屋の東部，いわゆる東部丘陵と呼ばれる自然豊

かな里山の西端にあります。本館９階から西を見れば名古屋の街が，東を見れば一面の林と山（東

部丘陵）が広がっています。そんな農総試にも近年イノシシが現れるようになりました。平成 20，

21 年度と私が農総試で発生予察事業を担当していたときには全く居ませんでした（掘り起し等の

被害はありませんでした）。そして，平成 22 年鳥獣害担当の普及指導員となって農総試を離れ，

平成 24 年に鳥獣害担当の広域指導員として戻ってきたときにはイノシシの掘り起しや被害が多

発し，果樹園と養牛用のデントコーン畑には牛用の電牧柵ではなく，イノシシ用の電気柵が張り

めぐらされていました。 

農総試のある長久手市周辺のイノシシによる農作物被害額の推移を見てみると瀬戸市では平成

18 年度，長久手市は平成 22 年度から，日進市（長久手市より市街地）は平成 24 年度から被害が

出ています（図１）。被害が拡がっていることは生息域が拡がっていることを意味していると考え

てよいと思います。イノシシは瀬戸市から農総試にやって来て，隣の日進市へと分布を拡げたと

考えられます。 

 

 
図１ 長久手市周辺のイノシシによる農作物被害額の推移 
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 愛知県のイノシシ被害額の推移をみると平成 24 年度は１億３千百万円と平成 19 年度の４倍に

増加しています（図２）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 愛知県におけるイノシシによる農作物被害額の推移 

 

なぜ，イノシシの生息域や農業被害がこんなに拡がっているのでしょうか？この傾向は全国的

なものであり，近畿中国四国農業研究センターの井上雅央氏に言わせれば「餌付けに成功したか

ら」。また，島根県で詳細に調査した宇都宮大学の小寺祐二氏によれば，「もともと繁殖能力の高

いイノシシの生息環境が整ったから。つまり，薪炭林の放棄，耕作放棄地の増加で，エサと隠れ

家が出来たため」。農総試では，裏山からつながる東部丘陵は，コナラ・アベマキ等の堅果類が大

木となり大量のドングリを落としますし，竹藪も増えて，エサが豊富になりました。裏山は農業

公園として整備していましたが，閉鎖され人の出入りが無くなりました。つまり，小寺氏の言う

とおり，「イノシシの好適生息地が増加したから」ということだと思います。 

この増加したイノシシを捕獲するために，誰でも簡単に群れごと捕獲が出来て，安全迅速に駆

除でき，そして美味しい肉が得られる囲い罠「おりべえ」を，農総試と（株）ネットワーク SAKURA，

アイワスチール（株）との共同研究で開発しました。その「おりべえ」を農総試に設置し，平成

25 年 9 月から捕獲を始めて，翌年４月までの８カ月間でイノシシ 12 頭を捕獲しました（図３）。

獲っても獲っても次のイノシシが現れます。現在も「おりべえ」にイノシシが来ています。間も

なく捕獲できると思います。 

イノシシは果樹カメムシに似ています。カメムシもイノシシも山で発生し，山のエサが無くな

ると果樹園や畑にやってきます。防除してもまたやってきます。これを毎年繰り返します。カメ
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ムシ同様，イノシシを駆除し続けるのでしょうか・・・。果樹カメムシは発生予察で飛来時期や

飛来数がある程度予測できます。イノシシにも果樹カメムシのように行動予測が出来て未然に被

害防止できる日がいつかくることを期待しています。        （2014 年 6 月 6 日受領） 

 
図３ 平成 26 年４月８日の夜に農総試で捕獲したイノシシ親子 

  捕獲翌日に水道のホース（左上）から水を飲むほどリラックスしている 

 
 
 

 温湯処理でナガイモ‘ねばりっ娘’をネコブセンチュウから守る！ 

 
大澤貴紀 

（鳥取県園芸試験場） 
 
鳥取県といえば県東部の鳥取砂丘が有名ですが，鳥取県中部の北条砂丘では砂地を利用してナ

ガイモを栽培しています。県内のナガイモはこれまでは在来種だけでしたが，近年，鳥取県園芸

試験場が「ねばっり娘」という在来種よりも粘りの強い新品種のナガイモを育成し，現在では現

場に広く普及しています。しかし，この「ねばりっ娘」の普及に伴ってネコブセンチュウによる

被害が増加し，大きな問題となっています（写真 1）。写真の被害イモは極端な例ですが，イモに

少しでもコブができると商品価値は著しく低下します。 
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在来種はイモを 100～150g 程度に切断した「切りイモ」を定植し，イモ全体に存在する不定芽

から萌芽します。しかし，「ねばりっ娘」は不定芽からは萌芽しないため，ムカゴを 1 年間栽培し

た子イモを定植しなければなりません。このような栽培体系の変化が，ネコブセンチュウ被害の

増加につながっていると考えています。 

ナガイモ栽培では種イモ伝染する病害の対策として，一般に薬剤による種イモ浸漬を行います

が，ネコブセンチュウに寄生された種イモに有効な種イモ消毒剤は開発されていません。そこで，

農薬以外による防除方法として種イモの温湯処理を検討しました（写真 2）。 

従来からナガイモ在来種のネコブセンチュウ対策に温湯処理が有効なことは分かっていました

が，「ねばりっ娘」ではすでに芽が形成された子イモを利用するため高温の影響を受けやすく，ネ

コブセンチュウに対する効果は高かったものの，従来の温度と処理時間では発芽不良が生じてし

まいました。そこで，ネコブセンチュウに対する防除効果が高く，「ねばりっ娘」の発芽や収穫物

に影響を与えない処理温度と処理時間を検討した結果，最適な処理条件がほぼ明らかになりまし

た。試験には水稲の種籾消毒等に用いられる（株）タイガーカワシマの温湯処理機を用いました

が，この方法では処理量が限られてしまうため，普及上問題となっています。その解決策として，

鳥取県は温泉でも有名なので温泉のお湯を利用して大量に温湯処理ができないか検討予定です。 

                              （2014 年 6 月 4 日受領） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       写真 1 ネコブセンチュウによる被害          写真 2 ナガイモの温湯処理 
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 テントウムシの天敵利用について 

 
安藤公則 

（日産化学工業株式会社 生物科学研究所 農薬研究部） 
 
例年，春先から徐々に暖かくなるにつれ，道端の雑草も含め多くの植物にアブラムシが目立つ

ようになる。家のポタジェや庭木にも種々のアブラムシが発生するので，その種の多さと繁殖力

に改めて感嘆しつつ，ついつい見入ってしまう（仕事上，嫌というほど見ているはずなのに，こ

れが生来の性なのか・・・）。アブラムシを観察しているとそれらを捕食するハナアブやクサカゲ

ロウ，テントウムシといった天敵の姿もたいてい見ることが出来る。 

それら天敵の内，テントウムシは大学時代に研究対象として扱っていたこともあり，思い入れ

のある虫の一種である。特に，ナミテントウは研究の合間の格好の息抜きの対象であり（たくさ

ん飼育していたので），掛け合わせて斑紋を楽しんだり，クリオオアブラムシとテントウムシの幼

虫のバトルを観察したり，なかなかテクニシャンな動きをする交尾の様子を眺めたりといろいろ

な思い出が多い。 

テントウムシというと，昨年末の千葉日報に興味がそそられる記事があった。JA 全中が全国の

高校生を対象に募った「農家を笑顔にするアイディア」のコンテストにおいて，千葉県立成田西

陵高校の「テントウムシを活用した害虫駆除研究」が高校日本一に選ばれたというものである。

周辺で簡単に採取できるナミテントウやナナホシテントウの羽に，熱で溶かした樹脂の接着剤を

載せて飛べなくしたというもので，大量生産に紆余曲折があったようだが，技術的には非常にシ

ンプルである。注目すべき点は，その樹脂が剥がせるというところだろう。接着剤をつけられ死

ぬまで飛べないというと，テントウムシが好きな私としては思うところがあるが，剥がせること

で（足かせは付くが）必要な時に手伝ってもらうというニュアンスが読み取れ，抵抗感は軽減す

る。そういった点でも，研究者達の自然に対する配慮が感じられ好ましいと私は思う。 

飛べない（飛ばない）テントウムシといえば，農研機構・近畿中国四国農業研究センターなど

が農薬登録を目指している育種による「飛ばないテントウムシ」が有名であろう。また，名古屋

大学の新見氏らが 2009 年に報じた，RNAi の技術を用い翅を無くした「Flightless ナミテントウ」

というのも思い起こされる。最初にこのレポートを見た時には，とうとう天敵の世界にも遺伝子

組み換えが！と衝撃を受けたのを記憶している。上記したもの以外にもテントウムシの天敵利用

に関連する研究はあり，今後それら研究技術のうちどれが先に実用化されるかは分からないが，

テントウムシが現状よりもさらに扱いやすくかつ効率的に活躍してくれるのであれば，総合的害

虫管理の観点からみても日本国内だけでなく，世界の農業生産に貢献しうるものであろうと期待

している。 
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最後に，テントウムシのみならず昆虫は私たちの生活に今までも多くの恩恵をもたらしてきた。

今後はさらにその貢献の幅が広がるものと予想される。先だって，FAO が世界の食糧難に対する

有効な解決策のひとつとして，昆虫食を挙げている。昆虫食というと，難色を示す方々も多いと

は思うが，日本でも昔から嗜まれ，また現在どの程度はやっているかは定かではないが，昆虫食

女子なるものもいるらしい。まだまだ先の話だと思うが，昆虫食が一般化することによって，昆

虫は世界の救世主になるのかも知れない。            （2014 年 5 月 27 日受領） 

 
 
 

 薬剤感受性考：小型で多発しやすい害虫は薬剤感受性が低下しやすいのか 

 
平井一男 

（埼玉県上尾市在住） 
 
最近，マイナ－作物のモデル防除暦の作成に係わっている。従来型のスプレーカレンダーでは

ない。病害虫・雑草の発生を見ながら，安全・安心で収量は確保しながら環境配慮型で低コスト

の病害虫雑草の防除暦の作成を目指している。作成過程で関連データを探していると，薬剤抵抗

性や感受性低下の情報に遭遇する。昔ながら小型で多発しやすいコナガ，アブラムシ，ハダニ類，

ウンカ類の薬剤感受性低下例が多い。大型昆虫のアオムシ，ヨトウムシ，アワヨトウ，イネアオ

ムシ，カブラハバチ，ウワバ類，カメムシ類などの薬剤感受性低下現象は余り聞かない。さらに

有用生物のミツバチやカイコ，天敵についても感受性低下で薬剤影響が少なくなるという報告例

はない。［あれば苦労しないような気がする］ 

小型昆虫は，散布薬剤の皮膚透過や経口摂取が少なくなりやすく，さらに薬剤作用点の感受性

低下，薬剤解毒性の高揚など，生理的な薬剤抵抗性が発現しやすいのか。あるいは小型昆虫は野

外で個体数が急増しやすく，防除しても個体群全体に薬剤が到達しにくく，感受性低下や抵抗性

が発達しやすいと感じられるのか。 

かつてミカンハダニの薬剤抵抗性機構を研究していた頃に，定期的に薬剤散布していないと抵

抗性個体群が感受性に変質したことを経験したことから，薬剤抵抗性現象の真意をはかりかねた

ことがある。 

具体例をいくつか見てみよう。キャベツは外葉が増え結球し始めると，アオムシ，ヨトウムシ，

カブラハバチ，ウワバの幼虫は葉表に目立ち，コナガは葉裏に多い。 

多くの農薬は株の上方から散布するので，そこにいる昆虫は 10 分も経たないうちに死亡する。

しかし葉裏にいるコナガは生き残り群が多く，薬量‐死虫曲線の図 1‐③のように残留個体群が

目に付く。 
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初夏の水田ではフタオビコヤガが産卵・発生する。近年の暖冬傾向で越冬量は確保され漸増傾

向にある（図２）。この第 1 世代幼虫を退治しないと，盛夏には第 2 世代幼虫が多発し葉を暴食す

る。幸いこの成熟幼虫はイネの葉先に出て摂食するので，ラジコンヘリのように上方からの散布

でも効果は完璧である。カメムシ類も穂先にいる種類は２回の散布で十分な効果が期待できる。 

ところが，飛来性のトビイロウンカは株元に産卵し生息するのでコナガのように散布農薬が到

達しにくい。 

ここでウンカ類の大発生現象と薬剤の効果不足との関連について見ると，2005 年以降日本では

数種の害虫が増加傾向にある（図２）。図３の中国のトビイロウンカの発生面積でも 2005 年以降

増加傾向にある。日本では数年来イミダクロプリドの感受性低下が報じられ，中国でも 2006 年

にはイミダクロプリドの薬剤抵抗性個体群が出て防除不能との報告がある。西日本ではブプロフ

ェジンの感受性低下も報じられている。中国の水稲は８割が直播栽培で，薬剤は開花後のウンカ

類，コブノメイガ，メイチュウ類の防除に使用される。同一系統の薬剤を複数回散布している説

明もない。因みに，2006 年以降，中国で使用されている主な剤はピメトロジン，チアメトキサム，

イミダクロプリド，ブプロフェジン，クロルピリホス，ニテンピラム，DDVP，イソプロカルブ

との報告がある。 

 
 
 

①

②

③

④

多
発
生

死
虫
率

→ 薬量多い
 

図 1. 薬量-死虫曲線，①平年の発生，②多発年，③感受性低下群，④薬剤抵抗性系統の発現 
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さて，農作物には多くの農薬が登録されている。登録に必要な圃場防除効果試験を見ると，散

布後一定期間内に 50％以上の防除効果が必要とされる。しかし多くの薬剤は丁寧に散布すれば

100％の防除効果が得られる。とは言え野外では対象害虫に農薬が到達しなかったり，降雨や直射

日光などの微気象，微生物により有効成分が消失・劣化したりして 90％くらいの効果で終わるこ

とがある。すると残留個体群（図 1 の縦線部分③）が繁殖し，さらに同系統の農薬が繰り返し散

布されると，この曲線は図 1‐④のように薬量が多い方向に移動し，常用濃度や散布量では効か

なくなる。｢この④の個体群を薬剤抵抗性発現系統と言う｣とされている。この系統が発現してい

る地域では，これまでの実用農薬では防除できなくなり，新たな農薬への変更や防除法の大改善
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図２． 日本全国の発生面積 JPP-NET から作図（2000-2013 年） 
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図３． 中国のトビイロの発生面積 （江蘇省植保研提供資料から作図，2000-2013 年） 
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が必要になる。 

これに比べ，薬剤抵抗性系統の発現ではなく，感受性低下系統が出現する例がある。図 1‐③

のように薬剤に強い残留個体群が残るが，同一系統の薬剤を繰り返し散布しなければ繁殖を繰り

返すうちに元の感受性群に戻る例である。 

ところで，害虫の発生量は毎年同じではなく年次変動（図 1 の①～②を繰り返す）がある。飛

来性害虫の多発年は飛来元の基数（域内越冬性害虫では越冬量）が主に気象や食物の好適条件に

恵まれ増加し大発生する（図 1-②）。このような大発生年に初期防除（図 1 を借用すると，①，

②のピーク前半初期）を逸したり，失敗すると，大被害につながる。 

さて，大発生で防除漏れが多く感受性が低下したのか，または対象害虫に遺伝的な薬剤抵抗性

がでたのか，あるいは普通あり得ないことと思うが，薬剤の品質自体が市販開始時に比べ変質し

てきたのかも検討すべき項目と思われる。 

農薬使用者側は薬剤の効果が変動しやすい害虫に対しては，当たり前のことであるが早期発見，

早期防除を基本に，散布薬剤が対象害虫に十分届くように防除すること，さらに，新規薬剤を導

入する場合，導入初期にどの程度の防除効果がほ場であるのかをチェックし，ベースライン（基

本値）を設定しておく，すると数年後の再チェックにより現場で薬剤抵抗性が発現したのか，あ

るいは大発生による防除漏れとその個体群の増加などによる，薬剤感受性低下現象なのかを判定

しやすく適切な対応が可能と思われる。             （2014 年 7 月 7 日受領） 

 
 
 

 その天敵，ほんとうに効いている？〜事例解析とチャンピオンデータの重要性 

 
浦野 知 

（株式会社ペコ IPM パイロット） 
 
天敵を用いた 1 処理区―１対照区の試験結果について，たくさんの報告を調べるうち，1 個 1

個の事例について，天敵の効果を抽出する事例解析法を開発することができました。 

「ペコの ra 法」と呼んでいるもので，気温や害虫の密度の効果を除いた上で，「天敵の密度が

高いほど害虫の瞬間増殖率（ra）が低いかどうか」を精査します。たとえば，カンキツ園のミカ

ンハダニの事例では，4 年間の調査で，自然発生のミヤコカブリダニが害虫の増殖を抑えている

年と，抑えていない年があることが分かりました。「あるある，そんなこと」と思う方も多いので

はないでしょうか。年々の成果をストックして解析する方法では分からないさまざまな考察がで

きました。 

また，キャベツ畑の昆虫類の調査結果について，自然発生のヒラタアブが２区ともにいて，い

かにもアブラムシを抑制していそうに思えても，「ヒラタアブは害虫増殖率を下げるほど効いてい
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ない」ことが分かった事例がありました。「天敵がいた」と「害虫が減った」が，常に因果関係を

構成するわけではないことは重要です。ra法は，複数の天敵の効果を抽出することができるので，

同じ事例で，捕食寄生蜂が害虫の増殖率を下げていることも明らかになりました。このほか，撒

布した市販の天敵についても，効果のあった事例，効果のなかった事例が集まりつつあります。 

チャンピオンデータとは，どうやったのかはわからないが，とにかくすでに他の人がその目標

を達成している状態のことです（畑村洋太郎「失敗学」ナツメ社）。天敵利用に限らず，新しい技

術を導入しようとする生産者は不安です。その不安を除くため，成功事例を単純に確実に説明し

たい。一方，成功事例の通りにやって，必ずしもうまくいかないことも，生産者はよく知ってい

ます。新しい技術を導入し，自分なりのやり方を見つけよう！という意欲・やる気を持ってもら

うには，「成功した人がいる」というチャンピオンデータの提示が大きな普及推進力のひとつにな

るのではないでしょうか。「やる気のでるデータ解析」は，起業以来，当社で目指してきたクレド

です。これからも，事例解析法をどんどん作りたいと，自分もやる気を出しているところです。 

  （2014 年 5 月 29 日受領） 

 
 
 

 現地調査にはトラブルが 

 
岩本哲弥 

（山口県農林総合技術センター） 
 
農業試験場や病害虫防除所での仕事で切り離せないのが，現地調査。現地調査ではいろいろな

ことが起こりますが，今でも忘れられないのが，数年前に日本海に浮かぶある島で行った調査で

す。 

島までは定期フェリーが出ており，朝の便に乗れば昼前に着きます。船酔いの方を気にしてい

ましたが，概ね道半ばというところでエンジン音が聞こえなくなり，船員さんが右往左往。しば

らくして「エンジンが故障中で修理中です」との放送。30 分ほど日本海を漂流(文字通り)した後，

２基あるエンジンの内，１基が応急処置で動くようになり，通常の半分のノロノロ運転ながら昼

過ぎにどうにか島に到着。昼食後，ＪＡで調査ほ場の場所を教えてもらい，軽トラを借りて調査

に出発したところ，急に雨が…。地図を見ながら狭い農道を右往左往，ほ場にやっとたどり着く

と，カッパを着て，虫を探して右往左往。夕方に調査が終わり，ヘトヘトになった頃に雨が上が

り，精神的にもダメージ大。 

軽トラをＪＡに返した後，予約しておいた民宿(本土行きの最終便は午後２時頃発なので日帰り

出来ない)に到着。今日はひどい目にあったと食堂に行くと，(失礼ながら)料金からは想像できな

い高級旅館並みの豪華な夕食が！今日の苦労が報われたと山盛りの海の幸を楽しんで，その日は
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就寝。翌日，やはり豪勢な朝食を頂いた後，昨日の雨が嘘のような快晴の中，残りの調査はあっ

という間に終わり，まだ調子の悪いフェリーに乗って帰還。天国と地獄を味わった２日間でした。 

  （2014 年 5 月 29 日受領） 
 
 
 

 テンサイ西部萎黄病の伝染環を考える 

 
髙篠賢二 

（農研機構 北海道農業研究センター） 
 
テンサイ（ビート）は北海道にゆかりのない人にはあまり馴染みのない作物だと思います。私

も北海道に異動してくる前はそれが砂糖の原料となる作物であるくらいの知識しかありませんで

した。テンサイは地中海沿岸原産のヒユ科フダンソウ属（旧アカザ科は近年の分類体系ではヒユ

科に含まれる）の 2 年生の作物で，日本には 1870 年に導入されました。北海道では現在 59,300ha

（データはすべて平成 24 年産）の作付けがあり，収穫量は 3,758,000t，それらから 556,000t の

てんさい糖が生産されています。栽培方法には移植と直播がありますが，いずれの場合も北海道

では 5 月上～中旬頃に圃場に移植または播種され，10～11 月に糖分を蓄えた根部を収穫します。

採種する場合は翌春に根部を植え付けて栽培します。 

このテンサイの重要な病害の一つにテンサイ西部萎黄病があります。本病の病原はルテオウイ

ルス科ポレロウイルス属のビート西部萎黄ウイルス（Beet western yellows virus, BWYV）であ

り，感染株は黄化症状を示して生育が悪化し，減収の要因となります。本ウイルスはモモアカア

ブラムシなどの媒介虫によって永続的に伝搬され，接触（汁液）伝染はせず，土壌伝染，種子伝

搬もありません。媒介虫においては，経卵伝搬はなく，虫体内では増殖しませんが，体腔内に取

り込まれ脱皮してもウイルスは保持されます。 

近年，十勝地方を中心にこのテンサイ西部萎黄病による被害の拡大が問題になっています。北

海道における本病の発生は以前より報告があり，1989 年からの数年間は道南地方を中心に激発し

たことがありましたが，その後は小康状態を保っておりました。当時の研究成果から，育苗期の

薬剤処理および BWYV の共通宿主と考えられたアブラナ科作物の残渣を速やかに処分すること

が防除対策として有効と考えられましたが，本ウイルスの宿主域は解明されず，冬期に BWYV の

リザーバーとなっている植物は特定されませんでした（BWYV は種子伝搬しないため発芽したば

かりの段階ではウイルスフリーです。圃場で本病が発病するには，冬期にウイルスのリザーバー

となっている何らかの感染植物から毎年媒介虫によりウイルスが運ばれてこなければなりませ

ん）。また，媒介虫についても，日本ではこれまでモモアカアブラムシ Myzus persicae のみが

BWYV を媒介していると考えられてきましたが，近年は現地におけるモモアカアブラムシの初発
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確認から想定される発病時期よりも早い時期から病徴が認められることから，他のアブラムシに

よる媒介も疑われています。そのようななかで今回また被害が広がりつつあることから，本病の

抜本的な対策のためには，現在の北海道における冬期のリザーバーと媒介虫の特定により BWYV

の伝染環を明らかにし，効果的な手段でその伝染環を断つ方法を考えていく必要があります。そ

こで，私たちは本病発生地のテンサイ圃場に黄色水盤を設置し，捕獲される有翅アブラムシ 1 頭

ずつから BWYV を検出し，同時にアブラムシの種同定のための DNA を抽出する方法を開発して

います。これにより，BWYV を圃場に持ち込む犯人とその時期を特定し，あわよくばそこから冬

期の宿主解明に繋がる情報を得ようと考えています。現地では早急な対応策が求められているな

かで一見遠回りに思える方法ではありますが，「急がば回れ」ということもありますし，北海道の

雄大な大地のようにどっしりと構えて仕事をしていきたいと思っています。 

  （2014 年 6 月 10 日受領） 

 
 
 

 ヒメトビウンカ と カキノヒメヨコバイ 

 
衞藤友紀 

（佐賀県農業試験研究センター） 
 

2012～2013 年にかけて，九州沖縄農業研究センターを中心に日本植物防疫協会，長崎県病害

虫防除所および当センターの４機関で「ヒメトビウンカの海外からの飛来を予測する実運用情報

提供システム」（農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業）に取り組みました。 

ヒメトビウンカはイネ縞葉枯病を媒介する重要害虫であり，2008 年に中国大陸から九州西岸等

に多飛来し，本病が多発したことから，先行のトビイロウンカのような飛来予測システムの確立

が急務でした。事業における本県の課題は，予測システムに必要なヒメトビウンカの小麦からの

飛び立ち時間帯を把握することでした。そのため，小麦栽培が盛んな佐賀平野にネットトラップ

等４種類のトラップを設置し，一定時間毎に捕獲虫数

を調査しました。その結果，本種は朝方から夕方にか

けて捕獲され，特に夕方が多くなりました（図１）。

本調査に加え，ヘリコプターによる上空 270m でのト

ラップ調査，小麦畑内でのキャノピートラップによる

飛び立ち調査でも夕方の捕獲虫数が目立ったことか

ら，ヒメトビウンカの飛び立ち時間帯は夕方をピーク

として，日中から夕方にかけてであると推定しました。

本データも含め各種パラメータの検討が加えられ，飛来予測システムは完成し，本年度から
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JPP-NET 上で本稼働し始めました。本システムは，今後ヒメトビウンカの効率的防除に寄与でき

ると考えておりますので，登録されていない機関（特に県病害虫防除所）の方々は，登録して，

活用していただければ幸いです。 

ところで，トラップには様々な虫さんが採集されます。４種類のトラップによる回収＆調査で

バタバタしていたものの，虫屋としては「その他虫さ

ん」も気になるところです。その中でも捕獲（飛び立

ち）時間帯が明確な虫さんがいました。それは，カキ

ノヒメヨコバイです（図２）。本種は従来カキの害虫

として知られていましたが，九州北部では 2000 年以

降イチゴの親株，子苗での被害が目立ち始め，被害葉

は萎縮・湾曲することから，イチゴの重要害虫の一つ

となっています（図３）。カキノヒメヨコバイの捕獲

時間帯は夜のはじめ頃と夜間～早朝のようです（図

４）。つまり，規則正しく「夜遊び」に行って，「朝帰

り」していると考えられました。逆の考え，すなわち

「朝仕事に行って→夜帰宅」もありますが，調査で

少々疲れた頭と羨望の眼差しでカウントしたために

そのような結論に達したと思います。もちろん，すべ

ての調査が終わった夜，私も街中のトラップに・・・ 

ハスモンヨトウのごとく突入したのは言うまでもあ

りません。 「ヨコバイは何処に行って，何をしてい

るのやら？」 という思いに耽りながら・・・（終）。 

  （2014 年 6 月 26 日受領） 

 
 
 

 土壌中のミナミキイロアザミウマ蛹の防除 

 
岩瀬亮三郎 

（埼玉県農林総合研究センター） 
 
埼玉県内では，抑制作キュウリで発生したミナミキイロアザミウマと MYSV が，促成作キュウ

リへと持ち越され，栽培初期から被害が発生する事例がみられています。その対策について，昨

年の奈良大会で「キルパー液剤によるキュウリ栽培終了後のミナミキイロアザミウマ蛹の防除」

として発表しましたが，その後，現地試験を行いました。 
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抑制作の収穫終了が 11 月 21 日（促成作は 12 月 25 日定植）と 12 月 28 日（促成作は 1 月 26

日定植）の 2 つのハウスで試験を行いました。各ハウスとも収穫終了日に，液肥混入器を使って

マルチ下の灌水チューブから，キルパー液剤の希釈液を土壌散布しました。処理量は原液５０㍑

/10a，希釈倍率 70～120 倍で行いました。低温期に土壌消毒剤を処理するということで，促成作

の定植した苗への薬害が心配されました。そこで，処理後定期的に土壌を採取して発芽試験を行

ったところ，耕耘を２，３回行い処理後１５～１８日経過した時点で発芽不良は見られなくなり，

実際に定植した苗にも薬害は見られませんでした。 

11 月処理ハウスでは昨年，ミナミキイロと MYSV が促成作の初期からみられ，今年の抑制作

でも両方が発生していましたが，促成作での発生はみられませんでした。12 月処理ハウスでは，

抑制作でミナミキイロ・MYSV はほとんどみられなかった一方，ネコブセンチュウの被害があり

ました。処理前には土壌中にもセンチュウがみられましたが，処理後はまったくみられませんで

した。生産者からは冬に実施できるセンチュウ防除対策としての期待が高く，こちらを目的とし

て普及が進んでいきそうです。                  （2014 年 5 月 30 日受領） 

 
 
 
 
 
 

 

ガラス瓶とレタス種子を使った発芽試験 

 
 
 

 温暖化？農業構造の変化？ 近年の北海道での異常発生害虫 

 
岩崎暁生 

（北海道中央農業試験場） 
 

気候温暖化の害虫発生に及ぼす影響が懸念されています。一方で，毎年の気象条件の振れの中

で，一定の傾向を実感することが難しいのも事実です。しかし，5 年，10 年程度の期間を区切っ

て振り返る害虫の発生状況に，なにやら昔とは違う様子が垣間見られるように思われます。北海

道でこの 10 年間に認められた害虫の異常な発生と，考えられる原因について紹介します。 

 

2008 年，北海道内の広範囲で，多種の野菜類，大豆など畑作物，特にマメ科牧草（図 1）で，

見たことのない鱗翅目幼虫による被害が突発し，関係者はもちろん，マスコミも巻き込んだ騒ぎ
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となりました。飼育により得られた成虫から，発生種はヘリキスジノメイガと同定されました。

正体が判ってみると，本種成虫は初夏以降，あちこちで目立っていた”見かけないメイガ”でし

た。大陸では移動性の害虫として知られる本種は，日本国内では飛来性偶産種とされ，害虫とし

ての認識はありませんでした。この騒動の詳細な原因は不明ですが，おそらく大陸での多発生に

より，通常はあり得ないような大量の飛来があったものと思われます。なお，当初危惧した北海

道内での大量越冬はなく，その後本種の多発生を見ることなく 5 年経過しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ ヘリキスジノメイガ幼虫の多発状況 

（橋本直樹原図） 

 
図２ ネギアザミウマの加害で生育の停止 

したキャベツ 

 
図 3 シロオビノメイガ激発テンサイ圃場 

 
図 4 タマネギのネギハモグリバエ被害 

（武澤友二原図） 
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2009 年に，キャベツの生育が停止するような激しい被害（図 2）を端緒に，ネギアザミウマの

異様な発生が顕在化しました。発端となった葉裏の激しい加害はその後沈静化していますが，結

球葉の加害による商品価値の低下は続いています。また，それにも増して，多発圃場での防除を

通じて合成ピレスロイド剤抵抗性個体群の発生が明らかになりました。遺伝子型の解析を通して，

北海道内には想像以上に多様な個体群が混在していることがわかりました。本害虫については，

現在ピレスロイド抵抗性個体群の発生を前提とした防除体系構築の取り組みが進められています。 

 

2010 年，北海道全域のテンサイでシロオビノメイガが過去に例を見ない多発生となりました。

ホウレンソウと同じアカザ科（現在ではヒユ科）に属するテンサイは，シロオビノメイガの好適

寄主です。ホウレンソウの数十倍といえる大柄なテンサイの葉がほとんどなくなるほどの被害が，

数ヘクタール規模の圃場一面に広がる大発生（図 3）となり，歩くと無数の成虫が舞い上がる異

様な光景となりました。本種の発育好適温度を参考に多発原因を検討した結果，同年の多発生は

30 年間でトップクラスの夏季高温と，例年にない早期多飛来の同調がもたらしたものと推察され

ました。 

 

記憶に新しい 2013 年のことです。これまで北海道内では”めったに見られない”程度のマイ

ナー害虫という位置づけだったネギハモグリバエが，突如広い範囲の露地圃場で大発生しました。

長ネギの被害はもちろんですが，夏季に露地で大規模栽培するタマネギで，それまで皆無といえ

た被害が，被害葉率 100%という顕著な多発生になりました（図 4）。このような発生様相は，そ

れまでの認識を完全に覆すものでした。この多発生は翌 2014 年にも継続が確認されつつありま

す。今回の突発的多発生の原因は今のところわかっていません。 

 

これら異常多発生の原因を全て気候変動とすべきではないでしょう。飛来種は，飛来源での多

発生をまねく要因として，現地での農業構造の変化が関与しているかもしれません。ネギアザミ

ウマの薬剤抵抗性個体群発生は，活発になっている農作物の移動による個体群移入の関与が疑わ

れます。 

一方で，シロオビノメイガのように，北海道内での定着，増殖を高温が後押ししたと考えられ

る事例もあります。飛来源での多発生に気象条件が関わっている可能性も捨てきれません。気象

条件や私たちの経済活動など，様々な変化の影響を受けつつ，害虫の発生には大きな変化が起き

ているものと思われます。このような特異な発生が今後も低からぬ頻度で起きるとしたら，診断

や防除対策確立に，これまで以上に速やかな備えと対応が求められるものと思っています。 

  （2014 年 6 月 25 日受領） 

 



農林害虫防除研究会News Letter No.33 (2014年7月) Newsl．AIPM－Jpn No.33（Jul.2014） 

24 
 

 
 
 
  お知らせ   
 
第24回天敵利用研究会福岡大会開催のお知らせ 

 
本年度の第24回天敵利用研究会（会長：矢野栄二近畿大学教授）は，福岡市の都久志会館にお

いて2日間にわたり開催いたします。初日に「天敵活用技術の最前線 ～地域に根ざしたIPM～」

をテーマにシンポジウムを開催するとともに，2日目にかけて研究発表を計画しております。今大

会のシンポジウムでは総合討論に重点を置き，天敵利用の現状，課題，今後の展望について，幅広

く議論しますので，多くの方にご参加いただきますようお願いいたします。 
 
１．日時：平成26年12月1日（月）～2日（火） 
２．場所：（大 会）都久志会館 

福岡県福岡市中央区天神4丁目8-10 TEL: 092-741-3335 
     （懇親会）GRANADA SUITE 

福岡県福岡市博多区中洲5丁目-3-8  TEL: 092-283-5270 
３．内容：1日午後にシンポジウム，以後2日にかけて一般研究発表 
４．問い合わせ先： 

（大会事務局） 〒818-8549  
福岡県筑紫野市大字吉木587  
福岡県農林業総合試験場・病害虫部 角重 和浩 

柳田 裕紹 
TEL: 092-924-2938 FAX: 092-924-2981 
e-mail: yanagi-h@farc.pref.fukuoka.jp 

 
 
 
 第42回常任幹事会議事録（概要） 
 
日 時：平成25年12月13日（10:30～11:30） 
場 所：日本植物防疫協会会議室（東京都北区中里） 
参加者：上遠野，柴尾，春山，岸本，田中，西松，諌山，國本（奈良大会事務局），國友，豊嶋

中野（兼徳島大会事務局），西森，根本，林，本多，丸山，望月，山本，矢野，岡崎（

大分大会事務局） 
欠席者：大井田，小野，後藤，西東，増田，木下，宮井，村井，八瀬，和田 

（敬称略 順不同） 
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１．開会挨拶 
（挨拶）上遠野会長  （会議進行）柴尾副会長  （議事録）春山副会長 

２．報告 
（１）第41回常任幹事会の議事録の承認 
（２）事務報告 

①会員動向・役員・都道府県幹事 
平成25年3月31日現在 ： 426名 
平成25年度 新規入会23名，退会2名 
平成25年11月30日現在 ： 447名 

新名誉会員に古橋嘉一氏。 
東京都幹事が交代。 
その他の変更なし。 

②平成25年度事業報告および予算執行状況（概要） 
・事業報告 

常任幹事会（第41，42回），第18回奈良大会，総会， 
ニュースレター（No.31発行，No.32予定） 

・予算執行状況 (平成25年4月1日～平成25年11月30日現在) 
収入1, 577,627円 支出363,533円  残高1,214,094円 
前年度繰越金 1,319,079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 

・ニュースレター関連 
No.31 7月発行済 発行部数490部 経費223,150円 
No.32 編集経過報告 1月下旬発送予定 

・ホームページ関連 
  名誉会員に古橋嘉一氏。 
  事務局報告の会員数を平成25年3月31日現在426人に変更。 

（５）第18回農林害虫防除研究会奈良大会（平成25年）開催報告 
大会事務局 國本佳範氏より報告 
・当日参加含め132名。シンポジウムテーマを「奈良県での研究と普及の連携による取り

組み」とし講演3題。一般講演17題。林業関係への呼びかけ不足を反省。 
 事前連絡なしの当日参加者が25名あり運営に影響したため，遅くとも数日前に連絡を

する体制が必要。 
   ・収支決算書 

収入1,357,078円  支出1,203,085円 
残金153,273円は研究会に返納 

３．議題 
（１）平成26年度事業および予算案 

①平成26年度事業計画 
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平成26年7月 第43回常任幹事会，第19回大会，総会（徳島県徳島市） 
7月 ニュースレターNo.33発行 

12月  第44回常任幹事会（東京都） 
平成27年1月 ニュースレターNo.34発行 

②平成26年予算案 
収入合計 1,659,094円（内繰越金1,214,094円） 
支出合計 1,659,094円（内予備予算939,094円） 

（２）次期役員について 
・上遠野会長から本多会長に交代。 

   ・その他役員は再任。 
   ・任期平成26年4月から平成28年3月まで。 
（３）名誉会員の推挙について 

・宮田正氏，本山直樹氏が推薦され，幹事会の２／３以上の賛成により承認。 
   ・第19回徳島大会で推挙され，名誉会員賞状の授与へ。 
（４）第19回農林害虫防除研究会徳島大会（平成26年）開催準備状況 
   大会事務局 中野昭雄氏より説明 

・開催日 平成26年7月7日（月）13:00～8日（火）13:00頃 
    大会会場：あわぎんホール，情報交換会：クレメント徳島（JR徳島駅ビル内） 
   ・シンポジウム案「植物病原ウィルスとその媒介虫のリスク管理（仮）－IYSVとネギア

ザミウマを例として－」をテーマに6題講演予定。 
・一般講演は20題程度。 
・ポスター発表，企業展示は未定だが，実施は可能。 
・3月中旬に開催要領を仕上げ，日本応用動物昆虫学会大会前にHP掲載を予定。 
・余興の企画あり。 

（５）第20回農林害虫防除研究会大分大会（平成27年）開催準備状況 
大会事務局 岡崎真一郎氏から説明 
・開催時期は平成27年6月中旬～7月中旬。 
・会場は2プランあり，現時点では未定。 

（６）その他 
・訃報対応について，名誉会員や役員等に訃報があった場合，事務長が会長名で弔電を

打つ対応とする。 
   ・20回大会で記念大会的な企画をしてはどうかとの提案あり。 

    ・第43回常任幹事会（予定）：平成26年7月7日（月），第19回 徳島大会にて。 
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 農林害虫防除研究会会則  

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

Management Society of Japan（略称 AIPM Society of Japan）とする。 
（目的及び事業） 
 第２条 本会は，農林害虫防除に関する国内外の研究と技術に関する情報の交換を行い，会員相

互の知識の高揚と親睦を通じて，農林業の発展に寄与することを目的とする。 
 第３条 本会は，目的達成のため次の事業を行う。 

（ア）集会の開催（イ）ニュースレターの発行（ウ）調査研究（エ）情報交換 
（オ）その他必要と認められるもの 

 第４条 本会の所在地は事務長の所属機関とする。 
（会員） 
 第５条 本会の会員は正会員，賛助会員，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 2名 
８.情報担当 1名 

 第９条 役員の任期は2年とする。ただし，会長は重任することは出来ない。 
 第10条 会長は本会を代表し，会務を統括，本会の円滑な運営を行う。副会長は会長を補佐し，

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

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

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

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

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

担当は本会のホームページ，メーリングリストの管理を行う。 
 第11条 本会役員の選出方法は以下の通りとする。 
   （ア）会長，副会長は常任幹事会で選考・承認し，総会で報告する。 

（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 
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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。 

５．この会則の一部改正は平成25年7月11日から実施する。 

６．この会則の一部改正は平成26年7月7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，廿日出正美，池田二三高，古橋嘉一，宮田 正，本山直樹 
 

 

 

 農林害虫防除研究会役員名簿（2014.4.1 - 2016.3.31） 

会  長：本多健一郎 

副 会 長：柴尾 学，春山裕史 

常任幹事：諫山真二，大井田 寛，岡崎真一郎，加進丈二，上遠野冨士夫，國友義博，後藤哲雄，

西東 力，豊嶋悟郎，中野昭雄，西松哲義，西森俊英，根本 久，林 直人，丸山宗之，

宮井俊一，村井 保，望月 淳，八瀬順也，矢野祐幸，山本敦司，和田哲夫 

事 務 長：岸本英成 

会計監査：西東 力，木下正次 

ニュースレター編集担当：田中雅也，西松哲義 

情報担当：岸本英成 
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 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 新潟 中野 潔 岡山 佐野敏広 

青森 木村勇司 富山 西島裕恵 広島 栗久宏昭 

岩手 藤沢 巧 石川 藪 哲男 山口 本田善之 

宮城 増田俊雄 福井 高岡誠一 徳島 中野昭雄 

秋田 菊池英樹 岐阜 市橋秀幸 香川 三浦 靖 

山形 永峯淳一 静岡 松野和夫 愛媛 窪田聖一 

福島 荒川昭弘 愛知 三宅律幸 高知 広瀬拓也 

茨城 横須賀知之 三重 西野 実 福岡 嶽本弘之 

栃木 小山田浩一 滋賀 江波義成 佐賀 衛藤友紀 

群馬 藍沢 亨 京都 徳丸 晋 長崎 寺本 健 

埼玉 植竹恒夫 大阪 田中 寛 熊本 古家 忠 

千葉 河名利幸 兵庫 山下賢一 大分 小野元治 

東京 加藤綾奈 奈良 井村岳男 宮崎 黒木修一 

神奈川 大矢武志 和歌山 貴志 学 鹿児島 井上栄明 

山梨 村上芳照 鳥取 大澤貴紀 沖縄 金城邦夫 

長野 栗原 潤 島根 奈良井祐隆   

太字ゴシック体は，2014年4月以降に交代した県幹事 

 
 
 
 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：岸本 英成 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
果樹研究所リンゴ研究拠点 虫害ユニット 
〒020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92-24 
TEL 019-645-6157   FAX 019-641-3819  E-mail：kisimoto@affrc.go.jp 
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 会費納入のお願い  

 2014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。 
 2015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。 
 
 
 
 ニュースレター№34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400～1,600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：田中 雅也 

      兵庫県立農林水産技術総合センター 病害虫部 
      〒679-0198 兵庫県加西市別府町南ノ岡甲1533 
      TEL 0790-47-1222   FAX 0790-47-0549  
      E-mail：masaya_tanaka@pref.hyogo.lg.jp  
 
 
 
 編集後記  

暑い日々が続いております。会員の皆様におかれましては，体調管理に十分にお気を付けいた

だき，楽しい夏を過ごしていただければと思います。 
編集担当をさせていただいております，兵庫県の田中雅也です。編集担当として，2 期目（3

年目）に突入しました。今号についても，皆様からの積極的なご投稿をいただき，32 ページもの

豪華版にて発行できました。都道府県幹事の皆様，農薬メーカー等の執筆者をご紹介いただいた

皆様，常任幹事をはじめとする役員の皆様のご協力に，そしてご投稿いただいた執筆者の皆様に，

たいへん感謝いたします。 
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さて，私事ですが，この場をお借りして最近の出来事を 2 点ほど紹介させていただきます。 
 
2014 年 7 月 7 日，農林害虫防除研究会徳島大会が盛大に開催されました。私も参加し，口頭発

表させていただきました。本会の副会長である大阪府の柴尾さんが，ニュースレター30 号の巻頭

言にて，『ところで，講演会などでの山中先生の名言は，ネット上で「山中語録」としてまとめら

れているのを目にします。・・・中略・・・なかでも，個人的に最も気に入っている名言は，「講

演では最低 1 回，会場の笑いを取るように心がけている。」です。皆さんも大会の講演では，最低

1 回，会場の笑いを取るように心がけてくだされば，大会がさらに盛り上がるように思います。』

と述べられております。この発言に感銘を受けた私は，何とか笑いをとろうと，開口一番，兵庫

県ならではの究極の時事自虐ネタをぶっ放しましたが，見事にすべってしまいました。いやぁ笑

いをとるのって，難しいですね(苦笑)。これからは，「すべりキャラ」として売り出していこうか

と検討しております。性懲りも無く，またチャレンジすると思いますので，温かい心で見守って

下さればありがたいです。 
 
今号の編集は，京都で開催された「第 14 回国際ダニ学会議（2014.7.13～18）」と時期が重なっ

てしまい，作業や連絡調整がたいへんでした。国際学会に参加するのは初めてのこともあり，さ

らには英語での発表やコミュニケーション等，緊張の連続でしたが，参加者の皆さんが非常に気

さくな方ばかりでしたので，楽しく参加させていただきました。中でも，特別企画の「My favorite 
Acari」は印象深く，各国の皆様による‘ダニ’パフォーマンスが，しばらく頭から離れそうにあ

りません。英語は苦手で，あまり会話ができなかったので，今後はしっかりと勉強していきたい

と思います。編集作業は，手を抜いたつもりはございませんが，睡眠時間を削っての作業となっ

てしまったため，編集ミスがございましたら申し訳ございません。 
 
 
ニュースレターは，とくに形式張った決まり事もなく，書きたいことを自由に投稿できる数少

ない媒体の一つです。これからも皆様からの個性あふれる原稿に出会えるのを楽しみにしており

ます。ニュースレターは，会員の皆様からのご投稿により成り立っております。今後とも，積極

的なご投稿を心よりお待ちしております。 
（編集担当 田中雅也） 
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