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 巻頭言   
 

会長退任にあたって 

 
本多健一郎 

（農研機構 野菜茶業研究所） 

 

2014年 4月から本年 3月までの 2年間，本研究会の会長を務めさせていただきました。この間，

関係者の皆様のご援助とご協力により，徳島（2014 年 7 月）と大分（2015 年 7 月）での二度の

大会を無事開催することができました。ここに改めてお礼申し上げます。ニュースレターNo.33

の会長就任時の巻頭言で，「今後求められる害虫防除技術とは何か」という一文を書かせていただ

きました。その中で最近害虫防除研究者が直面している問題点として，（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などを挙げさせていた

だきました。 

徳島大会においては，「植物病原ウイルスとその媒介虫のリスク管理」がシンポジウムのテーマ

となり，IYSV とネギアザミウマを例として四国各県での防除技術確立への取り組みが紹介され

ました。さらに大分大会においては，「新たな薬剤抵抗性害虫への対応を考える」がシンポジウム

のテーマとなり，最近の薬剤抵抗性発達状況と対応研究が紹介されました。このように奇しくも

私の提示した問題点を順次大会シンポジウムのテーマとして取り上げていただきましたが，これ

らの問題はまだ解決したわけではなく，引き続き解決に向けて取り組む必要があります。 

また，新たな社会情勢として，昨年大筋合意された環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）に対

応した土地利用型農業の大規模化，次世代施設園芸モデル（大型栽培施設）の構築，農産物輸出

促進の取り組みなど，従来とは次元の異なる農業技術の開発も求められており，害虫防除技術に

ついても新しい展開が必要となっています。農家人口の高齢化により，近い将来大幅な営農者の

減少が予想されており，耕作地の集積と大規模法人化が進むと予想されます。数十〜百ヘクター
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ル規模の農業法人が直面する課題は，作業時間の短縮と低コスト化です。害虫防除においてもラ

ジコンヘリ等による少量散布や大型機械での散布作業をいかに効率的に実施するかが課題となり，

害虫が少発生であれば防除作業や散布コストを省くという判断も求められます。IPM における経

済的被害許容水準の設定が現場で改めて重要になると思われます。 

全国各地に建設されつつある次世代施設園芸モデルの野菜栽培施設は，1 カ所が 4 ヘクタール

規模の大型施設であり，害虫が一度発生してから薬剤散布などの防除対策を講ずることは作業効

率やコスト面から見て事実上不可能です。こうした大型栽培施設では圃場衛生管理の発想であら

かじめ害虫の侵入を防止し，発生を助長しない環境調節などの予防対策が必要になります。例え

ば，バンカー法による天敵の維持管理などは，予防的な害虫防除技術として有効になると思われ

ます。 

茶や果実など，付加価値の高い高品質の農産物は今後輸出を促進すべき品目の例に挙げられて

おり，海外でも「日本の高級農産物」として一定の評価を得ています。農産物の輸出にあたって

は，輸出先国の検疫当局が求める残留農薬基準などをクリアする必要があり，害虫防除に際して

も通常とは異なる技術が必要になります。具体的には，輸出先国で問題にならない薬剤の選定や

できるだけ薬剤散布に依存しない防除技術が重要になって来ますので，産地では輸出向けの防除

体系を構築する必要があります。 

このように，世の中の変化につれて農業の生産体系も変化し，新たな害虫防除技術の開発が必

要になってきます。農林害虫防除研究会がそうした防除技術革新のための重要な情報交換の場と

して，今後も引き続き機能することを期待しています。 

                               （2015 年 12 月 18 日受領） 

 

 

ニュース  
 

 ＰＰＶ（ウメ輪紋病）とアブラムシ類の防除について 

 
加藤綾奈 

（東京都農林総合研究センター） 
 

PPV はモモ，スモモなどの Prunus 属の植物に広く感染する植物ウイルスで，アブラムシ類に

よって媒介されます。国の特定重要病害虫に指定されており，2009 年に東京都青梅市で初めて確

認されました。 

私は 2011 年に新規採用職員として虫害に配属され，PPV の担当となりましたが，病害虫は専

門外でしたので，毎日が驚きの連続でした。 

一番初めに行ったことは，青梅市におけるアブラムシ類の発生実態調査です。そこで，青梅市
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での発生消長が明らかとなったのですが，ウメ園に設置した粘着板と実際のウメの枝に寄生する

アブラムシ種が異なることや 10 月下旬の落葉しそうな葉に有翅虫の飛来が大量にあること，幹母

の孵化が早い年は１月下旬に確認されることなど，図鑑や文献に書かれていることが当てはまら

ない事象があるということが一番の驚きでした。特に，孵化に関しては，５年間，雨でも雪でも

台風でも欠かさず週二回通い続けているにも関わらず遭遇できたのはこれまでで 2013 年の２月

に１度だけです。 

その後，発生実態調査の結果を基にして防除試験を行っています。葉の状態や秋に産卵のため

に飛来するアブラムシ類によっては効果が認められない場合がありました。ウイルス拡散防止の

ための防除は，いかに媒介虫を０にできるかを目標にしているため，通常の日植防試験のように

は上手くいかないことも多く，試験の精度を上げるには，現場で何が起きているかを自分の目で

見て明らかにしていくことが重要であるということを実感しています。十分に調査したと思って

試験に臨んでも何度も裏をかかれることもあり，今でもよりよい防除法を模索しているところで

す。 

今後も，PPV の根絶および再侵入防止に向けて効率的な防除体系の確立を目指していきたいと

考えておりますので，ご指導よろしくお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真１．卵からの孵化            写真２．花芽の基部への産卵 

 

（2016 年 1 月 4 日受領） 

 
 

 ＥＢＣ研究会に参加して 

 
國本佳範 

（奈良県病害虫防除所） 
 
縁あって，９月１５日に東京大手町のＪＡビルで開催された日本植物病理学会ＥＢＣ研究会ワ

ークショップ 2015 に演者の一人として招いて頂いた。既にご存じの方も多いと思うが，実際に

参加した印象やＥＢＣ研究会の取り組みを紹介したい。 
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ＥＢＣは病害虫防除（主に病害）において，元々，医療で用いられているＥＢＭ（根拠に基づ

いた医療）をベースに，生産者への説明に根拠を集積して，問題解決に繋げようとするものだ。

データの統計処理も検定ではなく推定を重視しており，95%信頼限界を示すことで説得力のある

データとすることを推奨していた。研究会を引っ張っているのは佐賀県の田代さんで，既に誌上

に掲載されている論文の図表を事例に，統計処理上の問題点を抽出する実習が行われた。グルー

プに分かれて問題点を発表していく実習は大学の講義のようであった。多くの参加者は緊張気味

であったが，熱心に取り組んでいた。招かれた身とは言え，自らの論文を思い返すと冷や汗もの

であった。 

また，メタアナリシスにより複数データの統合による評価を行うことの重要性が強調され，富

山県や長野県での取り組み実例も紹介された。いずれの実例も現場の問題解決に繋がっており，

研究会の成果が着実に現場に還っている様子が伺われた。 

会場に入りきれない申込みがあり，断っているほどの盛況ぶりであるが，前向きに取り組んで

いる方々は限定されているようで，多くの参加者は「付いて行かないと置いて行かれる」という

ような様子に感じられた。 

病学の中に虫屋が行くだけでもアウェイ感が強かったが，検定や 95%信頼限界の講義の後に，

ヒゲの付いていないグラフを出して講演したので恥ずかしいことこの上なし，色々と考えさせら

れる研究会だった。                      （2015 年 11 月 6 日受領） 

 
 

 微小害虫類の防除について思うこと 

 
近藤博次 

（滋賀県農業技術振興センター） 
 
近年，滋賀県の園芸作物栽培において，微小害虫類の発生および被害が顕著化しつつある。微

小害虫と言えばハダニ類，コナジラミ類，アザミウマ類などが挙げられ，特にイチゴ栽培でのハ

ダニ類，キュウリ栽培でのミナミキイロアザミウマなどで薬剤感受性の低下が問題となっている。

これら害虫の薬剤検定を実施し，結果を普及指導員を通じ農家へ伝達し，活用していただいてい

るが，防除薬剤体系の見直しだけではなく，IPM 理念に基づいた総合的防除実施への足掛かりと

なるなど，業務として自分ではやりがいを感じているところである。 

そこで痛感しているのが自らの視力の低下（老眼）である。眼鏡をかけたり，外したりしなが

ら，現地で検定用の害虫を採集していくのだが，必要数を確保するのに多大な時間を要するなど，

とても苦慮している。 

普及員であった若い頃，現場で壮年層の農家に対し，「害虫は初期発見・早期防除が基本です！

よくほ場を見回って，いち早く発生・被害に気付いてください！」と言っていた。今となっては
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それがどんな困難な作業であるかを思い知り，農家に無理を強いていた当時の自分を振り返り猛

省している次第である。 

山口県で考案されたペーパーバッグ利用によるハダニ類判別法や，大阪府で考案されたチャッ

ク袋利用によるアザミウマ類生息密度調査法などは，農家の視点に立った素晴らしい技術だと思

う。私も，現場ニーズに沿った試験研究の重要性を改めて認識し，人にもやさしい技術開発に向

け努めたい。                         （2015 年 11 月 30 日受領） 

 
 

 新潟県のグンバイムシ科害虫の現状  ～侵入～増加～衰退～ 

 
中野 潔 

（新潟県長岡農業普及指導センター） 
 
グンバイムシ科は日本からは 74 種が知られているが，いずれも小型で虫自体は目立たないし直

接人間に危害を加えることもないので注目されない。農業害虫としては十数種が記録されている

が，マイナー害虫扱いがほとんどで重要害虫は少ない。 

しかし，顕微鏡で見るとかなり不思議で魅力的な形態をしている種が多く，新潟県内のグンバ

イムシに興味を持って分布を調査している。このグループは種類ごとに寄生する植物が限定され

る傾向が強く，狙いを絞って採集できる。これまで新潟県には 24 種が記録または採集されている。

このうち害虫とされる数種について，発生の現状をお知らせする。 

① プラタナスグンバイ（図１）  

新潟県には 2004 年に侵入確認され，徐々に分布拡大。現在は佐渡を除く県内に山間部を

含めて広く分布している。夏以降被害葉が目立つ。ただし，プラタナス自体が街路樹として

不人気で近年減少しており，新規植栽もほとんどないため，本種も先細りとなる見込み。 

② アワダチソウグンバイ（図２） 

県内では 2007 年に初確認。その後急速に分布拡大し，ほぼ全域で普通に見られるように

なった。平地だけでなく，標高 1000m に達する山奥の林道の脇でも発生している。キク科の

各種作物に寄生し，特にヒマワリでは増殖しやすく，防除しないと品質が低下する。 

③ ナシグンバイ 

ナシ，リンゴなどの農薬を撒かない庭先果樹や放任樹で安定的に発生。通常管理された果

樹園では発生は稀。近年アメシロ防除の頻度が下がり，サクラでも発生が増える事例がみら

れる。 

④ ツツジグンバイ 

都市の公園や庭先の植栽されたツツジ類で普通に発生。しかし山に自生するツツジ類では

ほとんど見かけない。 
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⑤ タブグンバイ 

従来新潟県では分布記録は無かったが，海岸寄り地域のタブなどで発生が認められる。庭

木でも低密度ながら発生している。近年分布を拡大させて来たと考えられ今後増加が懸念さ

れる。 

⑥ クスグンバイ 

庭木のタブやクスノキなどで少発生がみられる。雪の多い長岡市にある私の勤務先の庁舎

の植え込みにも発生している。平野部のクスノキ科常緑樹で普通に見られ，低山地でもシロ

ダモなどでみられる。 

⑦ コリヤナギグンバイ（図３） 

かつてコオリ（行李）という箱を作るための材料として栽培されていたコリヤナギに寄生

し倒伏させる害虫であった。コオリはプラスチック容器にとって代わられ，栽培はほぼ壊滅

状態に。 

このためコリヤナギグンバイも絶滅危惧種としてレッドデータブックに搭載されるように

なった。新潟県では 1970 年代を最後に長らく確認記録は無かったが，阿賀野川沿いのヤナ

ギ類でわずかに生息を確認した。 

コリヤナギはもともと朝鮮半島から持ち込まれた植物である。それにつく害虫でも絶滅は

避けるべきものという考えに賛同したい。はからずも「害虫」から「絶滅危惧の貴重な種」

へ華麗なる転身をとげてしまった。 

 

以上私の知り得た知見である。なお，害虫ではないが，ヤブガラシグンバイ，ヘクソカズラグ

ンバイはまだ県内では確認されていない。しかし温暖化，暖冬年の頻度が高まる傾向もあり，今

後侵入・定着してくる可能性が高いと思われる。注意深く見守りたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 プラタナスグンバイ   図２アワダチソウグンバイ   図３コリヤナギグンバイ 

 

 （2015 年 12 月 28 日受領） 
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 真夏のオクラのワタアブラムシ 

 
井上栄明 

（鹿児島県農業開発総合センター） 

写真１ アブラムシが群生したシュート   写真２ テントウ幼虫のいるシュート 

 

鹿児島県指宿市はオクラ生産量全国一の産地で，複数の作型を取り入れ４月から 11 月まで生産物

が出荷されます。生育初期の立ち枯れ病を乗り切った後問題となるのが，生長点付近から茎葉が

真っ黒に成るほど多発するワタアブラムシ（写真１）です。2014 年に現地で行ったＩＰＭ実証試

験結果が地元のエコファーマーグループに受け容れられ，2015 年は 26 戸で「選択的殺虫剤の利

用」と「天敵類の生存場所をほ場の近くに確保する温存植物の植栽」が試みられました。ワタア

ブラムシの発生は例年通り５月，７月，８月にピークを示し，その発生に対応するようにナナホ

シテントウ，ナミテントウ，ヒメカメノコテントウ（写真２），少しレアなヒメテントウ，ヒラタ

アブ類の成・幼虫，オレンジ色が特徴的なショクガタマバエ幼虫，アブラバチ類のマミー，クサ

カゲロウの卵塊や幼虫，ヒメハナカメムシ類成・幼虫 etc.が続々とオクラほ場に出現し，賑わい

のあるほ場が実現されました。次年度は実証面積がさらに倍増する見込みです。アブラムシが先

行する真夏のレースで来年も天敵類が全ほ場で圧勝できるのか少し心配もしつつ，指宿の生き物

の反応への大きな期待も抱きつつ 2016 年を迎えようと思っております。 

     （2015 年 11 月 18 日受領） 
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 イシガメと共に 20 年 

 
二井清友 

（兵庫県神戸市） 
 
イシガメを飼い始めて，もう 20 年近くになります。最初は庭の片隅に２ｍ２の囲いをし，その

中に 30L の小さなひょうたん池を入れ，体長５㎝程度の雌２匹，雄 2 匹から始まりました。５年

目頃から卵を産みはじめ，数が徐々に増えてきたのでそれに伴いカメ庭も拡大していき，現在で

は 12ｍ２の囲いの中に 30L，150L，240L の３つのひょうたん池を入れ，その中に 100 匹以上が

暮らしています（写真１，２）。 

 

春に越冬から覚めたカメは暖かくなるにつれて，早いものでは６月頃から産卵を始めます。産

卵は後ろ足で土中に孔を掘り（写真３），そこに卵を数個産み落とします。孵化は２～３ヶ月後く

らいから始まり，去年は 9 月下旬から 10 月下旬まで，全部で 31 匹が産まれてきました（写真４）。

カメの性決定は温度依存性で低温だと雄，高温では雌，と言われていますが，どの時期で関知し

ているのかなどの詳細はまだよくわかっていないようです。 

 

夏の間は活発に活動するのでえさを食べる量も多く，数も多いためえさ代もばかにならず，10

月頃になって餌を食べなくなる頃には少しほっとします。また，池の水の汚れも早く，5 月から

10 月までは毎週の池掃除が欠かせず，７～８月にはさらに水質の悪化も早いので週に 2 回は掃除

写真１ カメの庭 

写真２ 池の掃除中 

写真３ 産卵のための穴掘り 

写真４ 31 匹！ 
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せねばならず，これがけっこう疲れます。秋になるとだんだん餌を食べなくなり，そろそろ冬眠

の準備を始めますが，その頃には求愛活動が盛んとなり，雌を大勢で追いかける姿が見られます

（写真５）。うちのカメの性比は大きく雄に偏ってるので，多いときには 20 匹くらいの雄が雌を

追いかけているのが見られます。 

今は冬で，本来ならカメたちも水中に潜って冬眠

してないといけないのですが，寒さにも慣れてきた

のか，それとも狭い池の底での冬眠が窮屈なのか，

寒い中でも相変わらずうろちょろしており（写真６），

時には求愛行動もみられるので（写真７），体力を消

耗して冬越しに失敗しないかと毎日ひやひやしてい

ます。今年（2016 年）の正月は暖かく，ひなたぼっ

こをしてる姿が 1 日中見られました（写真８）。 

このように 100 匹を越えて（この春には昨年産

まれた 31 匹も仲間入りするので 130 匹程度に），ま

すます窮屈なカメ庭ですが，それでも荘子の言葉に

もあるように，尾を塗中に曳いて，自然に近い営み

を日々見せてくれています。陽が出ると少しでも太

陽に近づこうと背中に乗り，4 段くらいに重なって

ることもありますし，大雨が降ると野生の本能で流

されるのを恐れるのか，みんな水から出て高いとこ

ろに登ろうとします（高い場所は無いのですが・・・）。 

長く飼っていても決して人に慣れることはなく，姿を覗こうとするとみんな急いで水中に逃げ

込みますが，そこがまた野生っぽくていいところです。昨年は 31 匹も子供が生まれ，みんな窮屈

ながらも自由に幸せに暮らしてくれていると思っています。 

イシガメの寿命は 30～40 年と言われています。自分の年齢を考えるとそろそろ飼育の後継者

♀ 

写真５ 雌に群がる雄たち 

3℃ 

写真６ 寒さに負けず活動中 写真７ 寒さに負けず仲良しな二人 

写真８ 正月からひなたぼっこ 
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を見つけないといけないのかもしれませんが，なんとか元気でがんばって，もう少しカメ庭の面

積も増やして，これからもカメたちと仲良く暮らしていければと思っています。 

                              （2016 年 1 月 5 日受領） 

 
 

「虫屋女子」 

 
正二位豊前黄門 

（ペンネーム） 
 

近年，これまで男だけの世界と思われていた分野での女性の進出が著しく，日本刀業界におい

てもオンラインゲームをきっかけとして「刀剣女子」なるものが大増殖しています。友人の学芸

員に聞いた話では，博物館で国宝の刀を展示すると若い女性が大挙して押し寄せ盛況をきたすと

のことです。同様に，世間からは「ヲタク変人集団」と敬遠されることが多い我が虫屋業界にお

いても女性の進出はめざましく，F県農林業総合試験場の害虫研究者は１♂３♀です。「虫が好き」

などと言えば男でも変人あつかいされる世間で，女性が虫をいじる場合はなおさら奇異の目で見

られる可能性が大です。それにもかかわらず，「虫屋女子」は増殖しています。しかも，優秀な人

材が多い。そこで，今回は元祖「虫屋女子」を紹介しようと思います。あまりにも有名な物語で

すが，最近の若い人はあまり古典を読まないようなのであえて紹介します。諸賢には「釈迦に説

法」になるかもしれませんがご容赦を。 

平安時代後期に書かれたと云われている堤中納言物語という本があります（格調高い名前です

ね）。収められているのは短編ですが完成度の高い物語ばかりで平安文学の白眉とも云うべき本で

す。この中に「虫めづる姫君」という物語があります。文字どおり虫たちをこよなく愛する姫さ

まの話で，ジブリの「風の谷のナウシカ」の元ネタという説があるそうです。登場する按察使（あ

ぜち）の大納言の姫君は実に科学的な考え方の持ち主で，ネト訳の姫さま語録を紹介すると，「人々

が蝶よ花よともてはやすのこそ，つまらない，おかしなことです。人には正しい心があり物の本

質を突き止めようとしてこそ，その心がけが優れているのです」，「全てその元を探り，行く先を

見てこそ，因果がわかるものです。」と喝破されています。また，さまざまな恐ろしそうな虫を取

り集め，それぞれ虫かごに入れさせて，「これが成長して脱皮する様子をみてみよう」と日々観察

され，親の小言「人は見た目のよいものを好むものです。気味の悪い毛虫を面白がっていらっし

ゃると世間の人が聞けば困ったことになります」に対して，「別にかまわないことです。全てその

元を探り，行く先を見てこそ，因果がわかるものです。つまらないことをおっしゃるものです。

毛虫は蝶に変わるのですよ」と毛虫を取り出して蝶に変わるのをお見せになる。など，持論の実

証による反論を行っています。まさに「虫屋」の鏡！「そうだ！そのとおりだ！」昔，同じよう

なことを親に言われたことのある老生は大きく頷き共感しました。さらに，「名を聞き，名前の分
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からない新しい虫には名前をつけて面白がっておられる。」とのことで，分類学的発想もお持ちの

ようです。嗚呼，これで原著論文の２，３もあれば社会人入学で学位授与は間違いなかったとこ

でしょう。 

「虫屋女子」の皆さん。我が業界発展のキイを握っているのは貴女がたです。草食男子を蹴散

らし，セクハラおやじを張り倒して前進あるのみ！活躍を期待しています。 

【文責：堤 隆文】 

        （2015 年 10 月 30 日受領） 

 
 

 「二度目の職場」 

 
小山田浩一 

（栃木県農業環境指導センター 防除課） 
 
久しぶりのニュースレターの投稿となります。前回の投稿時は農業試験場にいましたが年月は

流れ，現在，農業環境指導センター，いわゆる病害虫防除所（以下，防除所）に籍を置いており

ます。実は，農業試験場に異動する前の平成 11～13 年に在籍していまして，二度目の職場になり

ます（この頃に農林害虫防除研究会に混ぜていただきました。）。当時，栃木県で一番猛威をふる

っていた害虫は，斑点米カメムシのクモヘリカメムシで，普通作物害虫の担当として，こいつら

を相手にドタバタと仕事をしていたのを覚えています。 

さて，平成 25 年に現職場に戻って，また普通作害虫の担当となりました。浦島太郎と化してい

た私には，ここから驚きの始まりです。予察調査で巡回している圃場のほとんどでイネ縞葉枯病

の発生が見られ，ウイルス媒介虫のヒメトビウンカもあきれるほどの数が捕獲できます（なぜか

予察灯には入らないのですが。）。特にかつての多発地である県南部では，教科書の写真で見るよ

うな発病株があまりにも多いのに驚愕しました。以前，防除所にいたときは，まず発病株を見か

けることはなく，ヒメトビウンカの密度も極めて少なくてウイルス保毒虫率検定のための採集に

相当の時間を要し，苦労しました。ウイルス保毒虫率も 1%以下だった記憶があります。当時は昭

和の後半に登場した抵抗性品種の作付けにより発病は収束し，縞葉枯病は過去の病害などと言わ

れていました。現在の再発は抵抗性品種の作付が減少したためかと思えばそうでもなく，調べて

みると作付比率は，かつてとあまり変わっていません。抵抗性品種の作付けだけが発病の減少要

因ではなさそうに思われます。 

斑点米カメムシの被害も相変わらず続いているようで，斑点米発生の原因となる主要種がクモ

ヘリカメムシからアカスジカスミカメに変わっておりました（クモヘリは晩生品種で少々悪さを

しているようですが。）。平成 12～13 年当時は，「斑カメ」シーズンになると毎週のように県内の

牧草地，雑草地をスイーピングしていました。しかし，アカスジカスミカメはほとんど見かけず，
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わずかに捕獲したときは少々感動するくらいレアだったと記憶しています。この他にも気になる

ものでは，麦や大豆でオオタバコガが目につくように感じます。また，普通作物以外でも，かつ

てに比べ，問題となる病害虫が増えたように感じます。薬剤感受性の変化，気候の変化，防除を

含めた栽培管理の変化などがもたらした結果とは思いますが，腑に落ちない点もあります。容易

なことでは無いと思いますが，原因を解き明かさないことには，いったん収束しても繰り返すこ

とになるのかもしれません。 

最後に，もうひとつ，二度目の職場で苦労していることがあります。まー，肉眼でハダニは見

えないは（安心してください。ルーペを使っています。），腰を曲げて調査をしていて，上半身が

すっとあがらないは（少々のためが必要。），水田内を歩いていると足がつってしまったり。自分

の体のあまりの衰えに驚き，「老い」を感じている今日この頃です。 

（2015 年 12 月 14 日受領） 

 
 

 ネギアザミウマ 

 
渡邊丈夫 

（香川県農業試験場） 
 
香川県に就職して以来 30 年以上，害虫関係の仕事を続けてくることができた。故尾崎幸三郎博

士に県に入ったら虫の研究をさせてやると言われて県職の採用試験を受けて入庁したが，入った

途端に虫は虫でも蚕をやらされることになった。その後は鱗翅目つながりで，ハスモンヨトウか

らコナガをてがけたが，この頃からなんとなく嫌な予感はしていた。次第に対象害虫が小さくな

っていく傾向にあった。そして，ここ数年はコナジラミ類にハダニ類，そしてアザミウマ類と老

眼の進行と歩調を合わせるように微小害虫ばかりを扱っている。そのなかでも，ネギアザミウマ

というのは変な奴だ。ウイルス病対策でネギアザミウマを扱うようになったが，昔から大害虫で

たくさんの研究がされているにもかかわらず，扱ってみると変なことだらけだった。 

一番センセーショナルだったのは，これまでアザミウマ類はトスポウイルスを幼虫，特に１齢

幼虫で獲得すると言われていたのが成虫獲得することがわかったことだ。遺伝も変だ。折角果樹

研の戸田博士がハプロタイプを別ける方法を見つけてくれて，産雌性単為生殖系統（産雌系）と

産雄性単為生殖系統（産雄系）産雌系と産雄系をＰＣＲで識別できるようになったと思ったら，

全く反対のやつがいたりする。特に不思議なのは，クローンばかりつくってるはずの産雌系が合

ピレの抵抗性を持ってることだ。いつ持った？どこで持った？誰にもらった？ 

虫好きの私としては，同種の中に産雌系と産雄系がいるのが何とも楽しい。そいつらは一緒に

いて普通に暮らしている場所もあれば，一方だけしかいないところもある。両系統を一緒に入れ

ておくと次世代は確認できないけど，雄は産雌系の雌に対して普通に交尾を仕掛けて，自分の伴
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侶をうまく見分けられないらしい。産雌系には季節多型があって冬は黒くなるが，夏は黄色い。

産雄系の雌は年中黒い（多少は夏冬で変色してそうだが），なのに雄は黄色い雌に一生懸命交尾を

仕掛ける。ほっとくと仲良く暮らすのか，なにかお互いを排斥し合っているのか，よくわからな

い。もともと日本には産雌系しかいなかったらしいが，最近やってきた産雄系と産雌系はどう折

り合っているのか。 

知りたいことは山ほどあるが時間がない。もう時間がない。今年で定年退職する。 

（2015 年 12 月 15 日受領） 

 
 

 五つ巴の戦い？ 

 
岡留和伸 

（京都府農林水産技術センター農林センター） 
 

天敵ヒメカメノコテントウによるアブラムシ類防除を現地で普及させるために，京の伝統野菜

の万願寺トウガラシのビニールハウスで一昨年と昨年に現地実証試験を実施した。一昨年のある

時，その協力農家の方が電話してきた。 

「ハウスの中の 1 株だけにアブラムシ（ワタアブラムシ）がたくさん付いている。なぜか周り

の株にはいない」。 

そのハウスは，ヒメカメノコテントウを放飼したハウスで，放飼タイミングも良く（低密度時），

ハウス外からの侵入も少なかったようで，それまで，アブラムシはうまく抑えられていた。その

ため，成功例の一つになるだろうと期待していた。それなのに高密度に発生したのは少々残念で

あった。しかし，トウガラシは生長して，もう隣接する株の枝葉が重なっている頃だったので，

通常，高密度になる頃には，アブラムシは，隣接の株に移動すると考えられるので，約 300 株中

1 株だけ限定した高密度発生なんてことがあるのだろうか？おそらく，見逃しているだけではな

いか？あるいは，それほど高密度ではないのではないか？早速，亀岡市の職場から車に乗って，

京都縦貫道を通って，舞鶴市まで見に行った。すると，農家の方が言ったことは本当であった。

農家の方は，発生している株に赤いリボンの印を付けていたが，その 1 株だけにアブラムシが高

密度に集っていた。そして，よく見ると同じ株にアリも多く集まっていた。ご存じのとおり，ア

ブラムシ類のいるところに排出物の蜜を求めてアリが集まるのは良くあることと考えられた。そ

の株と隣接する株をよく見ると，テントウムシ成虫が数匹うろうろしていた。おそらくアブラム

シの匂いか何かに誘われて，放飼した個体が集まって来ているのだと思われたが，肝心のその株

に行けないようであった。つまり，餌のアブラムシに誘われてきたのだけれど，アリが邪魔して

アブラムシにありつけないようであった。アブラムシはアブラムシで，隣の株にも行きたいのだ

けど，行くとテントウムシに食べられていたのではないか（残念ながら食べられるのは見てない）。
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よく見たがアブラムシはその株から 1 匹たりとも出ていないようであった。さて，このアブラム

シとアリとテントウムシが，今後どうなっていくのか大変興味深いところであったが，時間切れ

で，農家の方には「1 週間様子を見て，もし急に拡がり始めたら天敵に影響の少ない殺虫剤で防

除してください」と注意だけして，１週間後に観察することにした。そして，殺虫剤は使用され

ぬまま，1 週間後に同じ株を見てみると，驚いたことに，ほとんどのアブラムシが土着寄生蜂の

マミーになっていた。アリは，生きたアブラムシがいなくなったためか，随分と少なくなってい

た。テントウムシも周辺株からいなくなっていた。この戦いはアブラムシとアリとテントウムシ

だけでなくて，知らぬ間に寄生蜂が加わっていた。そこに植物トウガラシを入れると，五つ巴の

戦いであった。このような関係に勝ち負けは無いと思うのだが，短期的に，あえて判定すると結

局アブラムシ，アリ連合が負けて，寄生蜂，テントウムシ，トウガラシ連合が勝ったことになる

のか？このような現象は昨年も同じハウスの違う１株で観察された。なんだか「おもろいもん見

た」という感想である。                     （2016 年 1 月 5 日受領） 

 
 
 第21回農林害虫防除研究会（山梨大会）のご案内  
 

第21回農林害虫防除研究会（山梨大会）は，下記のとおり2016年9月8日~9日の日程で開催する

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://www.agroipm.org）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28年9月8日（木）～9日（金） 
（２）会場：ベルクラシック甲府（シンポジウム・一般講演） 

甲府市丸の内1-1-17（JR甲府駅北口：徒歩5分） TEL:055-254-1000（代表） 
（３）シンポジウム「近年問題となっている果樹の重要害虫」 
 
＜お問い合わせ＞ 

山梨大会事務局 
山梨県果樹試験場（担当 村上芳照，内田一秀） 
〒405-0043 山梨県山梨市江曽原 1204 
TEL：0553-22-1921（代表）  FAX：0553-23-3814   
Email：nourin2016@pref.yamanashi.lg.jp 

 
 
 第20回農林害虫防除研究会（大分大会）報告  
 
第20回農林害虫防除研究会大分大会は2015年7月21日（火）～22日（水）に大分市のホルトホ
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ール大分で開催された。本大会は名誉会員，大学，農研機構，府県，農薬および農業資材メーカー，

農業団体，NPO法人，さらには大分県の普及関係者と生産者あわせて195名の参加となり，盛大に

開催された。 

大会は7月21日13時から始まり，本研究会の本多健一郎会長並びに大分県農林水産部を代表して

中野静思研究普及課長が挨拶した。シンポジウムのテーマは，「薬剤抵抗性を考える」とした。本

テーマにした理由は，前回の徳島大会のアンケート調査で要望が高かったこと，植物防疫分野にお

いて現在最も重要性の高い問題となっていたためである。今回は本研究会が発足して第20回とな

る記念すべき大会であった。このため，農薬メーカーを代表して，日本農薬株式会社の神山洋一代

表取締役社長が，「メーカーにおける農薬開発と抵抗性対策」と題して，さらに日本植物防疫協会

の宮井俊一特別顧問が，「IRM（殺虫剤抵抗性管理）とIPM（総合的害虫管理）の関係はどうなっ

ているの？」と題して基調講演された。いずれも，幅広い知見から薬剤抵抗性を考えることができ

た。特別講演は，各専門分野で活躍されている5名の演者から，殺虫剤抵抗性のメカニズム，現状

および実態，総合防除の取り組み状況について講演された。大分県もしくは九州地域に限定された

話題のみでなく，全国レベルかつ大学研究者から生産者の視点を含めて幅広い分野から知見を得る

ことができた。大分県からは実際に施設ピーマンを栽培している入田慎太郎氏から，薬剤抵抗性が

発達したミカンキイロアザミウマ，ワタアブラムシの対策について，天敵資材と有効な薬剤を組み

込んだ取り組みを生産者の目線から紹介していただいた。 

パネルディスカッションは，宮井俊一座長の司会進行によって特別講演の演者から様々な意見を

聞くことができた。一般講演は17演題の幅広い分野からエントリーされた。薬剤抵抗性に関連し

た内容のみならず，施設園芸の天敵資材と耕種的防除対策を含めたIPM技術の取り組み，新技術で

ある高濃度二酸化炭素くん蒸装置，静電場スクリーンの実証試験事例，さらには果樹や茶での重要

害虫防除対策について講演された。 

本大会では大分県内の普及指導員等の参加を募り，約30名の参加申し込みがあった。普及指導

員にとっては，本研究会に参加したことで幅広い知見を得られ，今後の現場業務に十分に活用でき

ると考えられる。これを機会に，将来的には植物防疫関係分野で活躍する職員も輩出されるかもし

れない。 

情報交換会は，大分県屈指の高級ホテルであるレンブラントホテル大分で開催し，約130名が参

加した。料理には，大分県産品食材を中心に使用したものを選定し，屋台ブースでは，いずれも大

分県農林水産研究指導センターと関わりの深い「冠地どりのとり天」，「焼きシイタケ」の2コー

ナーを設置した。地酒ブースを設置し，大分県農林水産研究指導センターの所在地である豊後大野

市の酒蔵から，地元で人気のある日本酒，焼酎，梅酒を提供した。地酒ブースは，乾杯前から行列

ができるほどの人気となり，瞬く間に参加者から飲み干されてしまうほど好評であった。大分県の

地酒，食材を堪能していただき，ある程度の「お・も・て・な・し」は提供できたと感じている。
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情報交換会開催中に「おんせん県おおいた」PRビデオを上映しており，参加者の皆様には温泉源

泉総数全国第一位を誇る大分県を存分にアピールすることができたと確信しており，本学会の会員

の皆様には次回は家族を含めてプライベートで是非とも来県していただきたい。 

事務関係では，住友化学株式会社，日本植物防疫協会，大分県肥料植物防疫協会から支援してい

ただき，15名のスタッフで運営し恙なく終了することができた。最後に，有意義な二日間を過ご

すことができ，ご支援いただいた本研究会役員の皆様，運営スタッフの皆様，大会を盛り上げてい

ただいた参加者の皆様に対して，厚く感謝申し上げる。次回の第21回大会は山梨県で開催される。

壮大な富士山に迎えられ，盛大かつ感慨深い大会になることを祈念します。 

 

大分大会事務局 岡崎真一郎（大分県農林水産研究指導センター農業研究部） 
 

 
 
  お知らせ   
 

第26回天敵利用研究会徳島大会開催のお知らせ 

本年度の第26回天敵利用研究会（会長：矢野栄二近畿大学教授）は，徳島市の「阿波観光ホテ

ル」において２日間にわたって開催します。天敵利用研究会はこれまで11～12月に大会を開催し

てきましたが，より多くの生産者や関係者に参加していただけるよう，今回から８月に開催するこ

とになりました。 

大会では初日に「現場力を活かした天敵利用」をテーマとした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。シンポジウムでは，天敵利用に精力的に取り組む全

国各地の現場指導者（普及指導員，JA営農指導員等）や生産者から，それぞれの地域での最新の

取り組みについて紹介していただきます。その後はパネルディスカッションを行い，会場全体を交

えて，天敵利用のさらなる発展と普及に向けた今後の課題について，幅広く議論します。振るって

ご参加下さいますよう，お願い致します。 

 

１．日時：平成28年8月16日（火）～17日（水） 

２．場所：（大 会）阿波観光ホテル 

徳島県徳島市一番町3-16-3 TEL: 088-622-5161 

（情報交換会）阿波観光ホテル 

３．内容：16日午後にシンポジウム，以後17日にかけて一般研究発表 

４．問い合わせ先： 

（大会長）  網田克明（徳島県立農林水産総合技術支援センター） 
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（大会事務局）徳島県立農林水産総合技術支援センター 中野昭雄 

〒779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井1660 

TEL: 088-674-1954 FAX: 088-674-3114 

e-mail: nakano_akio_1@pref.tokushima.lg.jp（中野昭雄） 

 
 
 第45回常任幹事会議事録（概要） 
 
日 時：平成 27 年 7 月 21 日（11:30～12:30） 
場 所：ホルトホール大分（大分県大分市） 
参加者：本多，柴尾，春山，岸本，五十嵐（西森代理），諫山，大井田，岡崎，加進，上遠野，

國友，後藤，西東，執行，田中，豊嶋，中野，林，藤岡，宮井，村井，村上（山梨大

会事務局），八瀬，矢野，山本，和田 
欠席者：木下，西森，根本，望月 

（敬称略 順不同） 
 
１．開会挨拶 

本多会長 
      新任常任幹事の藤岡氏，執行氏挨拶 
     （会議進行）柴尾副会長  （議事録）春山副会長 
 
２．報告 
（１）前回第 44 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 26 年 3 月 31 日現在 ： 408 名 
平成 26 年度 新規入会 40 名，退会 34 名 
平成 27 年 3 月 31 日現在： 414 名 
名誉会員（6 名）：正野俊夫氏，廿日出正美氏，池田二三高氏，古橋嘉一氏 

             宮田 正氏，本山直樹氏 
研究会役員（平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）（省略） 
常任幹事が 2 名交代（平成 27 年 4 月以降） 
丸山氏から執行氏，西松氏から藤岡氏 

県幹事が 4 名交代（平成 27 年 4 月以降） 
岩手県：藤沢氏から大友氏， 富山県：西島氏から大窪氏 
石川県：藪氏から八尾氏， 滋賀県：江波氏から山本氏 

②平成 26 年度事業報告，予算執行状況および会計監査（概要） 
・事業報告 
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常任幹事会（第 43，44 回），徳島大会，総会， 
ニュースレター（No.33 発行，No.34 予定） 

・予算執行状況 (平成 27 年 3 月 31 日現在) 
収入 2, 160,590 円 支出 793,853 円 残高 1,366,737 円 
次年度繰越金 1,366,737 円 （前年度繰越金 1,049,920 円） 

    ・会計監査（平成 27 年 4 月 27 日） 
      西東会計監査から報告。 

以上，異議なしで承認。 
（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 

１）ニュースレター関連 
・No.34 発行報告 
 平成 27 年 1 月 15 日発行済 470 部 32 ページ 発行経費：205,778 円 

・No.35 編集報告 
      原稿依頼，県幹事 C グループ 

執筆予定 10 名，うち 6 件受領，1 件キャンセル 
7 月下旬印刷予定，8 月上旬発行予定 

２）ホームページ関連 
 ・研究会ウェブサイトの移転について 

      レンタルサーバさくらインターネットの運用を開始。 
      スタンダードプラン容量 100GB 

費用 初年度 8,671 円 2 年目以降初年度費用の 1,000 円が減る。 
・更新状況（26 年 7 月～） 

      平成 27 年 1 月 28 日 
       会員数，徳島大会参加人数，大分大会の予告掲載 
      平成 27 年 4 月 7 日 
       ウェブサイト移転作業完了，徳島大会講演要旨とニュースレター32，33 号掲載 
      平成 27 年 4 月 17 日 
       ウェブサイト移転を会員にお知らせ 
      平成 27 年 4 月 22 日 
       大分大会案内を掲載 
 
３．議題 
（１）平成 27 年度事業および予算執行状況 

①平成 27 年度事業 
平成 27 年 7 月 第 45 回常任幹事会，第 20 回大会，総会（大分県大分市）開催 

7 月 ニュースレターNo.35 発行 
12 月  第 46 回常任幹事会（東京都）開催 

平成 28 年 1 月 ニュースレターNo.36 発行 
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②平成 27 年予算執行状況（平成 27 年 4 月 1 日現在） 
収入合計 1,776,737 円 
（会費 408,000 円，雑収入（講演要旨販売）2,000 円，繰越金 1,366,737 円） 
支出合計 1,776,737 円 
（ニュースレター関係 350,000 円，大会関係 200,000 円，会議費 150,000 円， 

事務費 30,000 円（内ウェブサイト管理費・通信費等），予備費 1,046,737 円） 
      予備費が相変わらず多いので対策をするよう意見あり。 
      現状，一気には無理だが減っていることは確かとの回答。 
（２）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，岡崎氏から説明 
     参加者 平成 27 年 7 月 13 日現在 171 名，当日参加で 200 名を超えると予測。 

情報交換会 120 名。 
シンポジウムは基調講演 2 題，特別講演 5 題。 

     一般講演 17 題。 
     展示は NPO 法人が 1，日植防書籍を展示。 
     オプションツアーや余興はなし。情報交換会では地酒，大分名物コーナーを設置。 
     講演要旨 250 部，印刷代は大分県植防からの後援から支出。 
     観光協会への補助金申請はせず，予算を使い切る予定。 
     スタッフ 15 名，うち大分植防，日植防，住化から合計 5 名支援。 
（３）会則改正について 

     第 13 条にある「大会は毎年 6～7 月に行う」の部分について， 
     開催地の意向を配慮し，1 年を通していつでも開催可能なものとし， 
     「大会は原則として毎年 6～7 月に行う」と改正した。 
    以上，異議なしで承認され，総会での承認の手続きを行うこととした。 

（４）第 21 回農林害虫防除研究会（平成 28 年）開催候補地 
     大会事務局村上氏から説明 

・開催時期 
    9 月上旬の木曜，金曜 
   ・時間 
     初日 13:00～2 日目 12:00，課題の申込数によっては要検討 
   ・場所 
     甲府市 
   ・会場未定 200 名以上の規模 
   ・シンポジウムテーマ 
    「近年問題となっている果樹の重要害虫」 
（５）その他 

   ・第 22 回大会について 
     岩手県で 8～9 月に開催。東北地域全県協力体制で進めると加進氏からコメント。 
   ・予備費の使い道についての提案 
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     HP の英文化。海外へのアピールが目的。ニュースレターのタイトルだけでも外部に

翻訳依頼してはどうか。 
     役員会で検討することとした。 

・第 46 回常任幹事会（予定）：平成 27 年 12 月 15 日，日植防会議室にて開催予定。 
 
 
 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。 
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 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 
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。大会は原則として毎年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。 

 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。 
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。 

７．この会則の一部改正は平成27年7月21日から実施する。 

 
 
 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，執行拓宇，豊嶋悟郎，中野昭雄，西森俊英，根本 久，林 直人，藤岡伸祐，

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 
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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，藤岡伸祐 

情報担当：岸本英成 

 

 

 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 大窪延幸 広島 栗久宏昭 

岩手 大友令史 石川 八尾充睦 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 山本雅則 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 岡崎真一郎 

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   

 
 
 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://www.agroipm.org）からダウンロードできます。 
事務局：岸本 英成 

国立研究開発法人 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  

 2015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。 
 2016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№37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) CDやUSBメモリー等のメディア郵送，(3)手書原稿ファ

ックス・郵送，のいずれでも結構です。 
 ファイル形式は，Windows版の一太郎，MS-Word，RTFテキスト等を歓迎します。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：清水 健 

      千葉県農林総合研究センター 暖地園芸研究所 生産環境研究室 
      〒294-0014 千葉県館山市山本1762 
      TEL 0470-22-2963   FAX 0470-22-2604  
      E-mail：k.shmz31@pref.chiba.lg.jp  
 
 
 編集後記  

今年の冬は何かおかしい。毎年が異常気象ですが，ここまで暖かく，そして急激に寒くなる年

というのは，あまり経験した記憶がないです。案の定，正月明けから体調を崩してしまいました。

会員の皆様，どうか体調管理に十分お気を付けください。 
今号が，私が編集担当する最後のニュースレターになります。4 年間，長いようで短いようで，

やっぱり長いような気がします。こうやって，ぐだぐだと編集後記を書くのも，今回で最後かと

思うと，少し寂しい思いでおります。でも，みなさん，安心して下さい。次期の編集担当は，千

葉県の清水健さんです。お忙しい身でありながら，快く承諾いただきました。私は，気が小さい

ので，誌面を刷新することはできませんでしたが，清水さんなら，何か新しいことをやってくれ

そうな気がします。これからも，ニュースレターが生きた情報交換の場として，その使命を果た

してくれることに期待しながら，私の任を全うさせていただきます。皆様，本当にありがとうご

ざいました。                          （編集担当 田中雅也） 
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