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《主　な　内　容》

新潟県内における
野生鳥獣による農作物の

被害状況等について
１　被害の現状等
　野生鳥獣による農作物への被害金額は、市町村調査によ
ると、平成22年度において、約３億9,000万円となってお
り、うち鳥類が約２億1,000千万円、獣類が約１億8,000万
円となっています。
　鳥類の被害のうち、カラスによる被害が約１億1,000万
円、獣類の被害のうち、ニホンザルによる被害が約１億
1,000万円と、それぞれの被害の半分以上を占めています。
　鳥類による被害の減少により、被害額は平成20年度か
ら２年連続で減少していますが、獣類による被害は横ばい
となっています。また、近年の傾向として、平成16年か
らイノシシによる被害が確認されており、県南部を中心に
被害が増加しています。

新潟県内における野生鳥獣による農作物の被害状況等について …１
マイナー病害では片付けられない！イネ墨黒穂病について …２
フェロモントラップ誘殺数に基づく
　　　　　　　斑点米カメムシ防除要否の判断 ₂ …３
イネアオムシ（フタオビコヤガ）に対する箱施用剤の効果 …４
水稲病害虫防除事業及び病害虫地域予察強化事業の実施成績について …５
アオマツムシによるかき果実の被害発生について……６

鳥獣による農作物被害額の推移
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３　県の対応等
　県は、これまで獣類への
対応として、先進事例等有
効な被害防止技術の情報提
供やパンフレット等による
被害防止啓発、被害を受け
にくい山菜類等作物の栽培
技術指導等の他、市町村の
被害防止計画の作成や被害
防止対策について支援し、
地域ぐるみによる総合的な
対策を進めてきたところで
す。

被害防止計画策定市町（平成24年３月１日現在）
市町村名 主な対象鳥獣
村 上 市 ニホンザル、ツキノワグマ
新発田市 ニホンザル
胎 内 市 ニホンザル
阿賀野市 ニホンザル
五 泉 市 ニホンザル
三 条 市 ニホンザル、ツキノワグマ
魚 沼 市 カラス、カワウ
南魚沼市 ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシ、カラス
湯 沢 町 ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシ、カラス
十日町市 カラス、カワウ、タヌキ
津 南 町 ツキノワグマ、二ホンザル、イノシシ
柏 崎 市 イノシシ
上 越 市 イノシシ、カラス、ツキノワグマ
妙 高 市 ツキノワグマ、イノシシ、サル
糸魚川市 イノシシ、サル、クマ
佐 渡 市 カラス類、タヌキ

２�　鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための
特別措置に関する法律（以下、鳥獣被害防止特別措置
法）

　全国的に鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な
状況にあることから、その防止のための施策を総合的か
つ効果的に推進するため、平成20年２月21日に、鳥獣被
害防止特別措置法が施行されました。
　本法に基づき、市町村が被害防止計画を作成した場合、
特別交付税率の拡充や補助事業等特別な措置を受けられ
ることになりました。
　県内では、16市町（平成24年３月１日現在）が被害防止
計画を作成し、国の鳥獣害防止総合対策交付金等を活用
しながら、被害防止の体制整備や発信機を活用した追い
払い活動、侵入防止策の整備等被害防止対策に取り組ん
でいます。

　今後、市町村・農業関係者等との連携を図りながら対策
を進め、現場における被害の軽減が図られるよう、引き続
き、市町村被害防止計画の作成を推進していきたいと考え
ています。

（新潟県農林水産部農産園芸課　　滝澤　卓朗）
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植防一口メモ

マイナー病害では片付けられない！イネ墨黒穂病について
１　イネ墨黒穂病とは
　 イ ネ 墨 黒 穂 病 はTilletia 
barclayanaという病原糸状
菌によって引き起こされる病
害です。本病による被害の特
徴は、被害粒を籾すりすると
玄米に黒い厚壁胞子が付着し、
汚損してしまうことです。そ
して、汚損が認められた玄米

図２　イネ墨黒穂病の症状

図１　イネ墨黒穂病により
　　　汚損された玄米

　箱は第１四分位点及び第３四分位点、箱の中の線は中央
値、ひげは最小値と最大値を表示。
　防除価は株あたり発病粒数から次式により算出した。
防除価＝100－｛（薬剤散布区の発病粒数/無散布区の発病粒数）×100｝

粒剤、撒粉ボルドー粉剤DL、トップジンMゾル、モンガ
リット粒剤の散布が有効であることが明らかになりました。

は農産物検査で規格外となり、生産者にとって大きな経
済的被害となります。
２　まずはイネ墨黒穂病を見分ける
　イネ墨黒穂病は本田での症状が判りづらいため、多発
生であっても気づかずに収穫から調製まで行い、玄米が
汚損されてしまうことがあります。従って、まずは本田
でイネ墨黒穂病の発生を見つけることが重要になります。
　イネ墨黒病の症状を本田で見つけることは少し難しい
ですが、慣れればある程度見分けることができます。発
病すると図２-ａのように、発病粒とその周辺の籾が厚壁
胞子によって黒く汚れます。発病部をよく観察すると図
２-ｂのような玄米の一部が舌状に突起している被害籾が
観察される場合があります。この症状が観察されたら、
黒い汚れは墨黒穂病の厚壁胞子によるものと判断するこ
とができます。また、図２-ｃの真ん中の籾のように、緑
色のままで中が黒く透けて見えるものもあります。こち
らは周辺部に汚れがないため注意深く観察しなければ確
認できませんが、この発病籾も籾すり時には玄米汚損の
原因になると考えられます。
　発病が確認されるのは出穂25日後頃からですので、特
に「わたぼうし」についてはその後ほ場に入って発病の
有無を確認しましょう。そして、発生の多いほ場は収穫、
乾燥、調製作業を別に行うなどして、収穫後の玄米汚損
を防ぎましょう。

３　イネ墨黒穂病の薬剤防除
　イネ墨黒穂病は前年ほ場に落ちた厚壁胞子が伝染源と
考えられているため、前年に多発生したほ場の発病リス
クは高くなります。従って、前年汚損により規格外とな
ってしまった場合や多発生したほ場は必ず薬剤による予
防的防除を実施しましょう。
　平成20年度の多発生を受けて作物研究センターでは防
除効果の高い薬剤の検索を行ってきました。その結果、
発病の抑制にはイモチエース粒剤、オリブライト１キロ

４　総合的な対策が重要
　薬剤の防除効果は明らかになってきましたが、いずれの
薬剤も散布時期は出穂前のため、発生を確認してからの防
除はできません。また、多肥栽培で生育過剰のほ場では特
に発生が多いようです。そのため、イネ墨黒穂病の被害を
防ぐためには、『薬剤による防除』だけでなく、『適切な肥
培管理を行う（耕種的対策）』こと、『収穫後の汚損を防
ぐ』こと、この３つの対策を総合的に実践することが重要
です。
　現在作物研究センターでは、発生生態の解明や、収穫後
の汚損低減技術の確立にも取り組んでいるところです。新
しい研究成果が生まれましたら、指導機関等を通じて速や
かにお伝えします。

（作物研究センター　岩田　大介）

イネごま葉枯病の総合的防除対策
　環境保全型農業の普及により、水稲の防除薬剤使用量や防
除回数の低減が図られてき　ましたが、一方で、新発田地域
管内ではイネごま葉枯病の発生が増加してきました。
　平成20年度以降、管内のごま葉枯病の発生実態の把握や
実証ほでの土づくり資材による耕種的防除の可能性を探って
きました。その結果、低地力地帯での発生が顕著であること
が分かりました。また、マンガンやケイ酸含有資材施用によ
る発生程度の軽減が見られました。しかし、穂枯れ症状が顕
著である多発生地域では土づくり資材だけではなく、薬剤処
理と合わせた体系的な対策が必要になります。
　近年管内では、イネごま葉枯病に限らず、イネカラバエな
ど過去に問題となった「古くて新しい病害虫」が発生し、被
害が目立っています。環境保全型農業を普及する一方で、こ
れらの病害虫の発生状況を地域で把握しながら、対策を講じ
ていく必要があります。
� （新発田農業普及指導センター　澤田　勝則）

a b c

図３　イネ墨黒穂病に対する薬剤の効果
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フェロモントラップ誘殺数に基づく
斑点米カメムシ防除要否の判断 2

　前回（にいがた植防だより、129号）は、斑点米カメム
シの重要種であるアカヒゲホソミドリカスミカメ（写真
１）について、合成性フェロモンを用いた発生予察手法を
ご紹介致しました。今回は、その後の研究の進捗状況につ
いて、お知らせしたいと思います。
　前回、水田に設置した合成性フェロモントラップにおけ
る出穂後５日間の誘殺数に基づいて、斑点米被害発生確率
を予測するモデルについて説明しました。斑点米被害発生
確率とは、斑点米率が0.1％以上となる確率、すなわち２
等米となってしまう可能性の程度を示すものです。農業者
が、落等のリスクがどの程度であれば、防除を行うべきか
を決定することで、このモデルによって防除要否を判断す
ることが可能です。しかし、このモデルでは、トラップを
設置した圃場についてしか、防除の要否を決めることはで
きません。コスト的にも、労力的にも、全ての圃場にトラ
ップを設置することは不可能です。そこで、ある程度の面
積を持つ地区や経営体を対象として、抽出圃場にトラップ
を設置し、その誘殺数から地区全体の防除要否を判断する
技術について検討しました。
　地区内に複数のトラップを設置した場合、それらトラッ
プにおける誘殺数は、当然ながらバラツキを持ちます。抽
出圃場での調査から地区全体の発生量を推定するためには、
誘殺数がどのようにバラつくのかを把握する必要がありま
す。そこで、新潟、山形、富山３県各２地区において各地
区13～24圃場にトラップを設置して、出穂後５日間の誘
殺数を調査し、誘殺数の空間的な分布について検討を行い
ました。その結果、トラップ誘殺数は、「共通のkを持つ
負の二項分布」という確率分布にしたがうことが明らかに
なりました。図１は、新潟県の１地区について、理論値と
実際のデータとの比較を行なったものです。棒グラフは、
誘殺数毎に圃場の割合を算出し、それを累積したもので、
実際のデータに基づいています。折れ線は、理論値ですが、
両者は、概ね一致していることがわかります。この誘殺数
の空間的な分布が明らかになったことで、ある一定以上の
誘殺数となる圃場が、地域の中にどのくらいの割合で存在
するかを推定することが可能となりました。この割合を私
たちは、「危険圃場率」と呼んでいます。
　危険圃場率に基づいて防除要否を判断するためには、ま
ず農業者に「許容可能な被害圃場率」を決めてもらう必要
があります。これは、許容できる落等圃場の割合であり、
例えば、全体の１割くらいであれば、斑点米による落等が
あっても構わないのであれば、10％ということになります。
許容可能な被害圃場率が決まれば、抽出圃場に設置したト
ラップにおける誘殺数の平均値から、地域全体として防除
が必要か否かを判断することができます。表１は、許容可
能な被害圃場率ごとに防除要否の判断の閾値（いわば地
区・経営体単位の要防除水準）を示したものです。トラッ
プ誘殺数の平均値がこの閾値以上のとき、地域全体として

防除が必要と判断します。この表では、調査圃場数（トラ
ップを設置する圃場数）ごとに値を示していますが、これ
は調査圃場数によって危険圃場率の推定精度が異なるため
です。ここでは、仮に許容可能な被害圃場率を10～30％
としていますが、この数値はいかようにも変更できるので、
農業者の実情に応じた柔軟な対応が可能です。
　以上のように、合成性フェロモントラップを用いてアカ
ヒゲホソミドリカスミカメの防除要否を判断する技術は、
農業現場への普及にかなり近づいてきたと言えます。しか
し、これまでの研究で得られた結果が、本当に普遍性を持
っているのか、どの地域でも使うことができるのか、はわ
かっていません。今後は、地域や農業者の皆様の協力を得
て、実証的な試験に取り組みたいと考えています。
（中央農業総合研究センター北陸研究センター

水田利用研究領域　高橋　明彦）

み ち く さ

苗場山麓・雪の恵みと共に
　高冷地農業技術センターは津南町、苗場山麓の標高452
ｍの河岸段丘上にある。昭和23年に設立された新潟県開
拓実験農場を前身とし、44年から県農業試験場津南試験地
として地域課題に取り組んできた。
　南には苗場山の前衛峰「霧の塔」、その右奥には秋山郷
の谷あい、さらに遠く奥志賀の「裏岩菅」が望め、東には

「巻機山」、西に「妙高」「火打」、北に「守門」「粟ヶ岳」
が望める絶好のロケーションの地である。
　３年続きで３ｍを超える雪の下には地域ブランドの「雪
下ニンジン」や新たな課題として取り組んでいる雪中貯蔵
野菜、雪下作型野菜が春の訪れを待っている。
　多雪や高標高などを逆手に取った「雪資源、雪室の利活
用」、「抑制栽培」等々の歴史は古いが、新作型・新品目開
発のチャレンジも始まっている。克雪・利雪・親雪、そし
て「新たな利活雪」へと、まだまだ課題は続く。
　２月20日には今年最初の播種・育苗が始まった。
 （高冷地農業技術センター　田村　隆夫）

アカヒゲホソミドリカスミカメ 図1　出穂後５日間誘殺数

表１ 　許容可能な被害圃場率および調査圃場数ごとの誘殺
数平均値の閾値（頭）

許容可能な被害圃場率（％） 調査圃場数
10 15 20 30

10 2.4 2.8 3.0 3.2

20 3.6 4.1 4.4 4.7

30 5.1 5.7 6.1 6.6
　出穂期後5日間の誘殺数が、10頭以上で斑点米被害が発生するとして算出した。
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１　はじめに
　 　イネアオムシは、新潟県では年に４回程度発生する水

稲の害虫です。イネアオムシが多発生しやすい条件は、
①山間部等の通風の悪い水田、②過繁茂等で軟弱に育っ
た水稲、③７月（第２世代幼虫期）や８月上旬（第３世
代幼虫期）に雨が多い場合が、あげられます（「新潟県
農作物病害虫」（1982））。

　 　新潟県では、近年、イネアオムシの発生密度（発生程
度）が上昇傾向にあり、平成18年（2006年）や平成22
年（2010年）には多発生しました（図１）。また、緊急
防除を実施した地域もあることから、イネアオムシに対
する防除対策が求められていたところです。

　 　そこで、今回は、イネアオムシに対する箱施用剤の効
果を検証しましたので、その結果の概要を報告します。

イネアオムシ（フタオビコヤガ）に対する箱施用剤の効果
アドスピノ箱粒剤）、対照薬剤として「プリンス粒剤」
を、施用しました（表１）。

　⑵ 　調査の結果は図２のとおりですが、２つの実証薬剤
は、対照薬剤に比べ、効果が高く（25株当たりのイ
ネアオムシの寄生数が少なく）、残効も長いことが明
らかとなりました。

３　まとめ
　 　イネアオムシは、「冷夏（多雨年）に発生が多い」と

も言われています。しかし、前年の発生密度（発生程
度）が高かった場合等では、平成22年や平成23年のよ
うな暑夏でも多発生することがあります。また、図１で
も示したように、新潟県ではイネアオムシの発生密度

（発生程度）が上昇傾向にあります。
　 　イネアオムシの防除対応の基本は、市町村等の発生予

察調査により発生状況を的確に把握し、適期防除等（必
要に応じた追加防除等を含む。）を実施することです。
イネアオムシの常発地域や、適期（追加）防除等の対応
が困難な地域においては、今回報告したような箱施用剤
等の導入等も選択肢の１つとして考えられます。今後、
それぞれの地域において、適切な防除時期・方法・薬剤
等について検討してください。

　 　なお、今回の箱施用剤の効果検証は、イネアオムシに
対してのみ行っており、他病害虫に対する効果等を検
証・確認しているものではないことに留意してください。

（新潟県病害虫防除所　小潟　慶司）

表１　調査ほ場の概要等

図２　箱施用薬剤の効果（左：南魚沼市Ａ地点右：南魚沼市Ｂ地点）

図１　イネアオムシ発生程度の年次推移（県全体）
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図１ イネアオムシ発生程度の年次推移（県全体）

２　箱施用剤の効果の検証
　⑴ 　調査方法の詳細等は省略しますが、

南魚沼市の２地点で、実証薬剤とし
てそれぞれ「フェルテラ粒剤」（商品
名：Dr．オリゼフェルテラ粒剤）と

「スピノエース」（商品名：ルーチン

地点名 水稲品種 箱施用剤
施用日 薬剤名

南魚沼市
Ａ地点

コシヒカリＢＬ 5／20 Dr.オリゼフェルテラ粒剤
コシヒカリＢＬ 5／20 プリンス粒剤、Dr.オリゼ箱粒剤

南魚沼市
Ｂ地点

コシヒカリＢＬ 5／27 ルーチンアドスピノ箱粒剤
コシヒカリＢＬ 5／27 プリンス粒剤、Dr.オリゼ箱粒剤

※箱施用剤以外の防除薬剤（散布薬剤）等は省略
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（図２）病害虫別の延防除面積実施割合

（図１-１）共同防除の防除方式別割合
（延防除面積）

（図１-２）作付面積に対する防除方式割合
（実防除面積）

【はじめに】
　平成23年は、地震・水害等の自然災害が猛威をふるい
全国各地で被害が発生しました。特に、３月の東日本大震
災での甚大な被害、本県においても７月下旬の新潟・福島
豪雨により農作物等に大きな被害が発生しました。
　梅雨明けは平年より早く、また、病害虫の発生が少ない
状況で推移しました。地域によっては、豪雨による防除実
施への影響が懸念されましたが、おおむね計画どおりに行
われました。
［水稲病害虫防除事業の概要］
【実施概要】
　ＮＯＳＡＩや防除協議会が実施主体として行う共同防除
の延防除面積は61,383ヘクタールで、昨年度に比べ1,559
ヘクタール減となりました。病害虫の発生状況に応じて２
回防除を１回にした地域があったこと等が主な減少要因と
して挙げられます。一方、実防除面積は、農家、地域から
の要望により、昨年度に比べ1,542ヘクタール増の55,651
ヘクタールとなりました。
　共同防除の延面積における方式別割合は、無人ヘリコプ
ター防除が95.7％、ダスターやスプレー等による請負防除
が3.4％となりました。（図１- １、図１- ２）

【無人ヘリコプター防除の安全対策】
　請負による無人ヘリコプター防除は延防除面積で昨年度
に比べ2.4％減少し58,768ヘクタール、実防除面積は3.3％
の増加で53,168ヘクタールとなりました。７月下旬から８
月上旬にかけてが散布のピークとなります。この限られた
期間に集中的に稼働するため、近年スケジュールが過密に
なっています。また、防除期間全体では、延機体数で約
2,400機が稼働しました。
　こうした状況下において、本年度は、８件の接触事故等
が発生しました。次年度以降も、無人ヘリコプター防除の
実施にあたり、事故防止・安全対策を最重要課題として更
なる取り組みをお願いします。
【液剤防除面積の増加】
　剤型別延防除面積は、液剤が58,926ヘクタール（全体の
96.0％）、粒剤1,699ヘクタール（同2.8％）、粉剤758ヘク
タール（同1.2％）で、液剤の割合が増加しています。

水稲病害虫防除事業及び
病害虫地域予察強化事業の実施成績について平成23年度

　ポジティブリスト施行後、ダスターから無人ヘリコプタ
ー防除への移行が進み、粉剤による防除面積は年々減少し
ています。
【病害虫別防除面積の割合】
　病害虫別の延防除面積実施割合は、いもち病・紋枯病・
害虫の同時防除が40.6％（前年度33.9%)と一番多く、害虫
の単独防除が29.2%(同38.3%)、いもち病・害虫の同時防除
が19.6％（同12.6%）の順になっています。また、防除対象
に害虫を含む防除面積の割合は98.7％となっています。

（図２）

　防除回数はコシヒカリＢＬに対応した防除体系の定着や
病害虫発生予察調査に基づく必要最小限の防除により、平
均1.1回と大半の地域において概ね１回の防除が定着して
います。
［水稲病害虫地域予察強化事業の概要］
【実施概要】
　全体の調査員数は1,167人で昨年度に比べ21人増加し、
１市町村（地区）の平均は18.8人でした。そのうち農家調
査員は２人増加し385人で、全体に占める割合は33.0％

（昨年度33.4％）となっています。農家調査員の参画は、
調査員数の確保のみにとどまらず病害虫発生予察調査の宣
伝効果、農家からの情報収集、農家との接点強化などの意
義があります。
　県全体での実調査地点は2,568地点で、48ヘクタールに
１地点の割合で調査地点が設置されました。１市町村（地
区）当たりの平均調査回数は6.0回となりました。(表１)　
情報提供の手段は、チラシを主に全農家に配布している地
区が多い状況です。近年ではホームページを利用し調査結
果等を掲示する取り組みも増えています。
【終わりに】
　食の安全・安心に対する地域住民、消費者等からの信頼
を得るために、より環境に配慮した病害虫防除が求められ
ます。今後も関係機関・団体等が連携し、病害虫発生予察
情報に基づく適期・的確な防除が実施できますよう、一層
の御尽力をお願いいたします。

（ＮＯＳＡＩ新潟　行田　昌喜）

表１　水稲病害虫地域予察強化事業実績表

項目

病害虫地域予察調査員の設置状況（実） 調査概要 １地点当り
面積市町村 ＪＡ NOSAI 農業者 普及指導

センター その他 計 平均
回数

延地
点数

延調
査員数

人 人 人 人 人 人 人 回 点 人 ha
県 合 計 139 317 210 385 83 33 1,167 6 15,517 5,431 48
１市町村平均 2.2 5.1 3.4 6.2 1.3 0.5 18.8 － 250.3 87.6 －
前 年 実 績 131 307 216 383 78 31 1,146 6.1 15,959 5,829 48
前 年 比 増 減 8 10 △ 6 2 5 2 21 △ 0.1 △ 442 △ 398 －
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アオマツムシの成虫

写真新潟県新発田地域振興局
　　農業振興部普及課中川氏

アオマツムシによる被害
（かき）

編　集　後　記

　昨年の今頃は、東日本大震災と福島の原発事故一色の連
日でした。改めてお見舞い申し上げます。原発事故では、
放射能の外部被爆とともに農産物、食品の「安全・安心」
に大きな関心が向けられ、被災地産地は今でも大きな損失
を受けています。本協会は農薬登録のための作物残留試験
のGLP試験を平成23年度から本格的に実施することにな
り、７件を実施しました。農産物に対する残留農薬の「安
全性」を評価するための試験で、消費者・実需者の方々に
安心して農産物を消費していただくための試験です。本協
会では、世論(消費者、マスコミ等)に農産物の残留農薬
の安全性を科学的に理解していただくために、農薬安全で
適正な使用による農産物の安全安心の啓発事業を展開する
とともに、一層重要な位置づけとなるGLP試験を他県協
会と連携して厳正に実施してまいります。近年の暖冬少雪
から一転して昨年に引き続き、今年も大雪となり遅い消雪
が懸念されています。うららかな春が待ち遠しい。

（事務局）

アオマツムシによるかき果実の被害発生について
１　背景等について
　アオマツムシは海外からの侵入種と考えられており、他
都道府県では、なしやかき等で本種による果実等の摂食害
や、産卵による枝の被害等が報告されています（石川ら、
1981、武田、1985、中田ら、2008等）。
　梅谷・岡田（2003）は、本種の形態や生態等を次のよう
にまとめています。
　①形態
　　・ 体長約25mm。全体が鮮やかな緑色で、翅と胸部の

両側に黄色の縁取。
　②被害と生態
　　・ 年１回発生し、成虫は８～９月に出現し、卵で越冬。
　　・樹上生活をおくる。
　　・ 広食性で、成・幼虫が、なし、かき、もも、庭木、

街路樹の葉や果実を摂食。
　　・ 雌成虫が若枝の組織内に産卵し、生長を阻害したり、

枝折れの原因になる。
　新潟県では、1980年代には発生が確認されているようで
すが、その発生生態や被害実態等の詳細は不明です。また、
県内では、３年ほど前に、かき（果実）での被害が確認さ
れ、これ以降、被害が散見されています（表・写真）。

表　新潟県における被害の発生状況等
年度 地域等 概要（県地域振興局等からの情報）

Ｈ20 柏崎市

・ かき（平核無）の果実で、本種によ
るものと思われる被害を確認。

・ 被害の再現試験の結果、本種による
被害と確認（園芸研究センター情報）。

・被害は散見程度。

Ｈ22 佐渡市
・ 11月に、羽茂地域で、かき（平核無）

の果実で、本種によるものと思われ
る被害を確認。

Ｈ23

聖籠町

・被害は散見程度。
・ 園芸研究センターほ場において、成

虫の発生を確認（園芸研究センター
情報）。

新潟市

・ ９月頃から、西蒲区において、かき
の果実で、本種による被害を確認。

・ 被害は散見程度であるが、被害が目
立った園地も報告されている。

阿賀野市
・ 10月に、笹神地区において、かき（刀

根早生）の果実で被害を確認。
・被害は散見程度。

佐渡市

・ 10月に、羽茂地域で、かき（平核無・
刀根早生）の果実で、本種によるも
のと思われる被害を確認。

・被害は散見程度。

訃　　　報
　過日、本協会の矢代事務局長が急逝されました

（享年65才）。ここに謹んでお悔やみ申し上げます。

２　今後の対策等について
　新潟県においても、本種による果実への被害報告が増加
していることから、果樹園地等では、適宜対策を講じてい
く必要があると思われます。

　本種に対する防除薬剤は、平成24年２月現在、登録さ
れていません。しかし、中田ら（2008）は、本種への薬剤

（殺虫剤）の効果が高いことを報告しています。成虫発生
（羽化）期となる８月以降、果樹園地外からの飛来・侵入
等には注意が必要と思われますが、他害虫の防除のために
薬剤散布をしていれば、本種（幼虫）の園地内発生・密度
を抑制できるものと考えられます。
　また、なし等では、有袋栽培で被害が軽減されることか
ら（石川ら、1981）、袋がけをする果樹・品種・作型等では、
有袋栽培を徹底することで、被害を予防・抑制できると考
えられます。
　なお、本種は、果樹等の樹木の枝に産卵します。産卵さ
れた枝を剪定して自然乾燥しておくと、ふ化率が大きく低
下するとの報告（中田ら、2008）があることから、一年生
枝の剪定等、通常の枝管理を実施すれば、翌年の発生源と
なる可能性は低いと考えられます。
　今後は、これまでの病害虫防除や枝管理等の徹底を図り
つつ、新潟県における本種の発生生態や被害実態等を把握
していくことが重要です。

（新潟県病害虫防除所　西土　恒二）


