に い が た 植 防 だ よ り 第133号
平成24年８月30日発行
発 行 者

公益社団法人 新潟県植物防疫協会
〒951-8133
新潟市中央区川岸町三丁目21番地３
☎ 025（233）2839
FAX 025（233）8018
《主

公益社団法人

新潟県植物防疫協会

として新発足

当協会は、平成 24 年４月１日を期して、公益社団法人
新潟県植物防疫協会として新しく発足しました。昭和 57
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年の法人化以来 30 年にわたり航空防除事業や農薬委託試
験事業等を中心にして、本県の植物防疫活動を展開してき
ましたが、この度「公益社団法人」として認定されたこと
から、今後新たな視点での活動が求められます。
公益目的事業として以下の２事業を推進します。
Ⅰ

安全で安心な農作物の安定生産を図ることにより県民
生活に不可欠な農作物を安定的に供給することを目的と

クモヘリカメムシ成虫（左）と幼虫（右）
（４面に関連記事）

して、以下の事業を推進します。
①

病害虫及び雑草の防除に関する調査

②

農薬の適正使用啓発事業

上は開催すること。
３）理事会の決議は、代理人による議決権の行使、書面に

③ 農薬に関する専門的な知識・技術の向上に関する研

よる議決権の行使又は持ち回り決議はできないこと。
４）特定費用準備資金の所在と管理が明確化されたこと。

修会開催事業
④

病害虫・雑草防除に関する広報事業

 なお、ここで定める準備資金の総額は現時点で５千５

⑤

無人ヘリコプター防除推進事業

百万円余りとなっており、平成 25 年度から６カ年間の

⑥ 緊急時における防除機器等整備支援事業（機器貸与

緊急防除機器等整備支援事業の原資にあてることにして

及び助成事業）等により安全で効率的な防除を推進し

います。特定費用準備資金管理規則については、この６

ます。

月 11 日に開催された理事会で議決されました。

Ⅱ 農薬によって農作物を病害虫から保護し、安全で安心

 また本事業運営の詳しい内容については、緊急防除機

な農産物の生産及び消費に供するため、以下の農薬試験

器等整備支援事業運営委員会（規定については上記理事

事業を推進します。

会で議決）で検討します。また、農薬試験事業運営会議

①

登録された新規農薬の本県における適応性試験事業

規定も同理事会で議決されています。

②

登録前農薬の実用性試験事業
【役員体制】

従来当協会で取り組んできた諸事業が、本来公益性を重

会長理事

視して行ってきた事業であることから、今後の事業展開に
おいて、その目的や方法などを「公益性」の観点から再度

関原

忠良

（新潟県農業共済組合連合会会長理事）
副会長理事

チェックして、必要によっては新たな体制と条件整備を図

吉見

均

（全国農業協同組合連合会新潟県本部長）

りながらその目的に合致した事業を推進することが必要で

理事

今井

す。このために、昨年 10 月に開催した臨時総会において、

理事

上原

敦（新潟県農薬卸協同組合理事長）

新しい定款を定めました。従来との主な相違点について挙

理事

畔上

恵子（新潟県農林水産部農産園芸課長）

げると、

監事

佐野

雅士（新潟県信用農業協同組合監事）

１）総会は、定時総会として、毎事業年度終了後３ヶ月以

監事

吉田

文彦（にいがた南蒲農協代表理事組合長）

内に１回は開催すること。

長司（新潟県農業協同組合中央会副会長）

任期はいずれも、平成 25 年定時総会迄となっています。

２）理事会は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以
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（県植防事務局）
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マメシンクイガの発生消長と薬剤防除
１

マメシンクイガの生態と新潟県における発生消長
マメシンクイガは、幼虫が大豆の子実を加害し子実の収
量・品質の低下を引き起こす重要害虫です。マメシンクイ
ガは８月下旬から９月上旬に成虫が発生し、膨らみ始めた
大豆の莢に産卵し、孵化した幼虫がそのまま莢内に侵入し
て子実を加害します。幼虫は大豆の収穫前に莢から抜け出
して土中にもぐり、土繭をつくって越冬します。そして、
翌年の８月まで土中で過ごし、８月下旬から９月上旬に再
び成虫が発生します。
新潟県における成虫の発生は８月第６半旬～９月第１半
旬に最盛期を迎えます。８月第６半旬頃から大豆の莢に卵
が確認され、幼虫の発生は９月第５～６半旬に最盛期とな
ります。莢からの幼虫脱出痕は９月 25 日頃から認められ
成熟期にかけて増加します。
この発生消長は調査年次間で大きな違いは見られないこ
とから、マメシンクイガは発生時期の年次間変動が少ない
害虫と言えます。

れています。そこで、主要な薬剤について、その効果と
散布適期をまとめました。
パーマチオン水和剤、アディオン乳剤は他の薬剤に比
べ残効期間が長く、散布適期は８月第６半旬～９月第１
半旬です。特に、パーマチオン水和剤は散布適期の早い
時期の散布（８月６半旬）で高い効果が得られました。
この２薬剤は防除効果が高く、多発生の場合でも１回散
布で十分な効果が期待できます。
スミチオン乳剤、トレボン乳剤、エルサン乳剤、ダイ
アジノン粒剤５の散布適期は９月第１～２半旬です。た
だし、スミチオン乳剤はその適期幅がダイアジノン粒剤
５よりも狭い傾向が見られ、その散布適期は９月第１半
旬後半～２半旬と考えられます。これらの薬剤は多発生
の場合には８月第６半旬と９月第２半旬に２回防除を行
います。

表

防除薬剤の防除効果と散布適期

３

写真

現在の研究について（フェロモントラップについて）
フェロモントラップとはフェロモンを誘引源として、
害虫を捕獲する装置のことです。これまでマメシンクイ
ガの成虫発生密度を正確に評価する方法がありませんで
したが、現在市販されているマメシンクイガのフェロモ
ントラップは、マメシンクイガの発生消長をしっかりと
とらえることができ、成虫発生密度を把握するのに有効
な手段と考えます。作物研究センターではこのフェロモ
ントラップによる成虫誘殺数と被害粒の関係を調査する
など、防除予察に活用できるか検討を行っております。
（作物研究センター栽培科 岩田 大介）

マメシンクイガの幼虫・成虫・被害粒

植防一口メモ
図

斑点米と誤認されるくさび米について

新潟県におけるマメシンクイガの発生消長

２
⑴

マメシンクイガの防除対策
連作をしない
マメシンクイガによる被害は連作３年目以降から多く
なる傾向があります。これは、
「本種幼虫は発生したほ場
の土中で越冬する」ことと、
「成虫の移動性が低い」ため
と考えられます。従って耕種的防除対策として、ほ場の
マメシンクイガの密度が高くなる前に、作付ほ場を移動
させることが非常に有効です。
⑵ 薬剤による防除
マメシンクイガの発生時期は年次間の変動が少ないこ
とから、防除時期も暦日で考えることができます。しか
し、薬剤は莢内に入った幼虫に対しては効果がないため、
適期に散布しないと防除効果が上がりません。また、発
生量が多い場合、薬剤防除の効果が不十分な事例がみら
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斑点米カメムシ類の吸汁加害による斑点米は、加害種や加
害部位の違いにより症状が若干異なります。斑点米と混同さ
れやすい障害に、くさび米（くさび症状米、黒点症状米とも
いう）があります。くさび米とは玄米の主に腹側に、くさび
を打ち込んだような横方向の黒色筋状の亀裂ができる症状で
す。斑点米カメムシ類の内、カスミカメムシ類が加害すると
これに似た斑点米が出来ることがありますが、この場合、く
さび症状だけでなく玄米頂部の黒変症状も必ず併発しますの
で識別可能です。くさび米の原因としてアザミウマやイネシ
ンガレセンチュウ等の加害が疑われましたが、新潟県ではこ
れらによる加害は確認されており
ません。くさび米は夏季高温年に
発生が多いことから、登熟期の高
温や水分ストレスが関与すると考
えられています。くさび米の発生
防止対策は十分に確立されていま
せんが、高温登熟に対応した適切
図 くさび米（左）と
な施肥管理と水管理が重要と考え
斑点米（右）の症状
られます。

（経営普及課 堀 武志）
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ナシマルカイガラムシの発生と防除対策
なしを加害するカイガラムシには、クワコナカイガラム

３

シ、マツモトコナカイガラムシ、ナシカキカイガラムシ、

防除対策
生育期の薬剤防除は、比較的発生が揃っている第１世代

ナシマルカイガラムシ等がありますが、近年新潟県内では、 の歩行幼虫発生期が最も有効とされています。発生盛期か
特にナシマルカイガラムシの被害が増加傾向にあり、問題

ら盛期の 10 日後頃までが防除適期となり、ブプロフェジ

となっています。ナシマルカイガラムシは、中国原産の害

ン水和剤などで防除します。ナシマルカイガラムシは各世

虫と考えられ、現在ではほぼ世界各地に分布しています。

代の幼虫ふ化時期が他のカイガラムシ類に比べて長期に及

現在、ナシマルカイガラムシには有力な天敵が存在しない

ぶため、生育期の薬剤防除の

とされていて、天敵による密度抑制が期待できないことか

効果が上がりにくくなるので、

ら、殺虫剤の効果的な利用による防除が重要と考えられて

特に多発生園ではマシン油乳

います。今回は、ナシマルカイガラムシの発生生態と防除

剤による休眠期防除が有効で

方法について紹介します。

す。また、寄生の多い枝のせ
ん除や、薬剤のかかりやすい

１

生態と被害

樹形づくりにも留意する必要

雌成虫の介殻は直径 1.5～2.0mm の平たい円形状で、中

図１

枝に寄生した雌成虫

があります。
（園芸研究センター環境・施設科

央部はやや隆起しています。色は全体が灰白色で、中央部

松澤

清二郎）

は橙黄色をしています（図１）
。なしの他に、りんご、も
も、うめなど、多くの果樹の枝、果実に寄生し加害します。
介殻は枝の色によく似ているため、高密度になるまで気づ
かない場合があります。固着性のカイガラムシで、１齢幼
虫のふ化直後の一時期と雄成虫しか移動することができま
せん。幼虫は雌成虫の介殻内でふ化し、介殻から離脱した
後 30～90 分間歩行により移動し、新たな場所で定着しま

図２

のナシマルカイガラムシ誘殺消長

す。現在調査中ですが、新潟県内では年３回発生し、歩行
幼虫の発生盛期は、第１世代が６月中旬頃、第２世代が８
月上旬頃、第３世代が 10 月中旬頃と考えられます。果実
に寄生した場合、果実表面に微小な点のように付着し、外
観品質が大きく損なわれます。また、多発生すると枝枯れ
や樹勢の低下を引き起こし、複数年に渡って影響を及ぼす
ことがあります。
２

発生時期の調査方法
ナシマルカイガラムシは、１齢幼虫期に定着し、介殻に

図３

覆われるため、薬剤による防除適期が短いことから、発生
時期を正確に把握することが、生育期の薬剤防除では重要
となります。近年性フェロモントラップが開発・市販され、
雄成虫の発生時期が調査できるようになり、園芸研究セン
ターでも平成 21 年から調査を始めています（図２、３）
。
周辺の発生密度が低いためか、第１世代の誘殺が少ないも
のの、他の世代では明瞭な誘殺ピークが確認できることが
わかりました。トラップへの誘殺結果を踏まえて、薬剤防
除適期を予測することが可能となります。また、歩行幼虫
の発生時期を把握する方法として、枝に両面テープを巻き、
テープに貼り付いた歩行幼虫数を調査する方法が各地で取
り組まれています。県内でも今年から普及指導センターと
協力して調査を始めています。その結果、第１世代の歩行
幼虫は、各調査地点で６月上旬から下旬に、かなりまとま
って捕獲され、効率よく発生盛期が把握できる有効な調査
方法であることがわかりました（図４）
。今後はこれらの
調査を継続し、精度の高い発生予測法の確立に向け、取り
組む予定にしています。
−3−

フェロモントラップ設置の
様子

み

ち

図４ 両面テープトラッップ
（オレンジ色に見えるのは歩行幼虫）

く

さ

新たな品種で果樹農業の振興
去る７月５日～６日の２日間の日程で第 60 回全国
ナシ研究大会（長野県大会）が開催され本県からは主
要なし産地の生産者、農協関係者 20 名が参加。オリ
ジナル品種でなしの産地振興を図ろうと言うことで、
各県の新品種、オリジナル品種の取組が紹介された。
既存品種との関係など課題はあるものの、いずれも消
費者から好まれる食味、品質を最優先の課題として普
及、生産拡大に取り組んでいる。当県でも先に日本な
しの新品種２品種を登録申請したところであり、試作
用苗木の配付、実証ほを設置するなど、総合評価に向
けて取り組んでいる。当協会も昨年、消費者を対象に
新品種の試食・アンケートを実施し、大方美味しいと
の評価であった。生産者に取り、自家和合性は大きな
メリットであるが、多くの消費者に食べてもらえる県
オリジナル品種として普及、定着するよう期待する。
（新潟県果樹振興協会事務局川口芳雄）
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クモヘリカメムシの発生生態と防除対策
～ 新しい斑点米カメムシ ～
◇

クモヘリカメムシとは

点米はカスミカメムシ類に似て、籾の鉤合部や頂部に斑点

新潟県の水稲で斑点米被害を招くカメムシ類としては、

が集中します。

オオトゲシラホシカメムシとアカヒゲホソミドリカスミカ

水田内ではヒエ類などの雑草の多い部分で特に密度が高

メが広く知られており、また、海岸寄りの一部の地域にホ

く、これらの雑草に誘引されて侵入していると考えられま

ソハリカメムシがいます。さらに近年では、アカスジカス

す。平成 23 年にクモヘリカメムシの目立つ水田で、雑草

ミカメが県内全域に分布を広げ、密度が上昇する傾向にあ
ります。

（ヒエ）の多い部分とな

表

雑草繁茂と斑点米発生の違い

い部分で斑点米を比較

これらのカメムシ類の他に、新潟県では平成９年頃から

したところ、発生程度

クモヘリカメムシの発生が確認されるようになりました。

に大きな差がみられま

クモヘリカメムシは、関東以西では従来から斑点米カメム

した。（表）

シの主要種として知られていますが、新潟県では生息が確
認されていませんでした。現在は佐渡及び海岸寄りの地域

◇

1.00

雑草ほとんどなし

0.13

％

品種；こしいぶき（出穂 7/25）

クモへりカメムシの防除の考え方

を中心に分布し、昨年は斑点米の発生に影響していると思
われる事例もみられました。

斑点米発生率
雑草多（主にヒエ）

クモヘリカメムシを対象とした薬剤の効果は、県内では
試験事例がなく、これまで他県の事例だけが頼りでした。
そこで、中越地域で平成 23 年に薬剤の効果を検討しま
した。
ジノテフラン液剤、エチプロール水和剤、及びシラフル
オフェン乳剤の３剤で、１回散布（出穂期７日後）と２回
散布（出穂期２日後と 16 日後）を比較した結果、いずれ
の薬剤、散布回数とも防除効果は高く、無処理区に比べて
斑点米発生は極めて少なくなりました。他県の資料では、
多発生の場合は２回散布が必要との記述もありますが、よ

成虫（左）と幼虫（右）

ほどの多発生でない限り、１回散布で十分と思われました。
しかしながら、成幼虫の推移をみると、２回散布区では１
回目散布の 14 日後調査で幼虫の増加がみられました。こ
のことから、散布回数は通常は１回で十分ですが、散布時
期はやや遅めが良いと思われます。
また、クモヘリカメムシは水田内の雑草に誘引されて侵
入し、斑点米発生を増加させることから、畦畔等周辺雑草
の除去ばかりでなく、水田内の雑草をなくすことが極めて
大切です。
図

◇

新潟県で想定されるクモヘリカメムシの生活史（模式図）

最後に
ここに紹介した発生パターンや防除方法などは、概略の

◇

新潟県における発生パターンと斑点米の特徴

調査から推定していることも多く、現在、詳しい調査や解

越冬後の成虫は、６月下旬頃から出穂の始まるイネ科雑

析を進めています。しかしながら、これまでの結果から、

草（メヒシバなど）や牧草地に飛来します。そこで増殖し、 クモヘリカメムシも雑草管理を徹底し、適期に薬剤散布を
年間１～２世代経過すると考えられます（図）
。水田へは、

実施する、これまでと同様の対策で十分に防ぐことが可能

稲の出穂期頃から成虫が飛来し、稲の葉や穂に産卵して増

であることがわかってきました。

殖、成虫・幼虫とも穂を吸

クモヘリカメムシの分布と気象条件を調べた研究では、

汁して斑点米を作ります。

１月下旬の最高気温の平均が 4.5℃以上で分布が可能であ

その後、成虫は稲の成熟期

るとの報告があります。新潟県でこれに該当するのは佐渡

以降に周辺の雑草に移動し

と海岸沿いの一部の地域です。内陸部でも、まれに発生が

ます。

確認されているようですが、定着できるのか、今後の推移

成虫の体長は約 16mm で
大型のカメムシですが、斑

が注目されます。
クモヘリカメムシ
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（新潟県病害虫防除所

山代千加子）

に い が た 植 防 だ よ り 第133号

微粒剤 F を用いた本田防除ドリフト対策
～微粒剤Fの有効性と品目ラインナップの拡大について～
１ はじめに
「ポジティブリスト制度」の施行をひとつの契機として、
農薬散布時におけるドリフト防止対策の啓発、指導が徹底
されたことにより、住宅地の周辺や他作物と隣接する圃場
など中心に、ドリフト低減ノズルの使用や農薬製剤の剤型
切り替え等が進んでいます。
毎年６月～８月に実施される「農薬危被害防止運動」に
おいても、農薬の飛散・流出防止を重点推進事項として推
進し、農薬使用による事故及び被害の防止に努めていると
ころです。

４

２

ドリフトが極めて少ない「微粒剤Ｆ」
農薬を散布する際には、状況に応じた様々な対応が必要
となりますが、ドリフト低減対策もそのひとつにあげられ
ます。
ここで、選択する農薬の製剤（剤型）に視点を置いた場
合、今後の普及に期待がもたれているものに「微粒剤Ｆ」
があります。
「微粒剤Ｆ」は、
剤型的に粉剤と粒剤の中間に位置づけら
れ、周辺作物に対するドリフトリスクは勿論のこと、散布
者や近隣住民への農薬被ばくリスクを大幅に軽減します。
【図１、２】
決して新しい剤型ではありませんが、ＤＬ粉剤の特性を
失わずにドリフト低減効果に優れた「微粒剤Ｆ」の有用性
に再度注目が集まっています。
３ 「微粒剤 F」品目ラインナップの拡大
以前、本紙でも紹介しました「サジェスト微粒剤（水稲
用殺虫殺菌剤）
」に続き、本年は新たに「キラップ微粒剤 F
（水稲用殺虫剤）
」と「アミスター微粒剤 F（水稲用殺菌剤）」
が農薬登録を取得いたしましたので、ご紹介いたします。

現状と今後の展望
⑴ これまで登録薬剤が限られていたこともあり、本県
においては「微粒剤Ｆ」の本格的な普及に至っていま
せん。また、全国的に見ても同様なことが言えるよう
です。
⑵ しかし、既述の２剤が農薬登録を取得し品目ライン
ナップが拡大することにより、当県における本田防除
で「微粒剤 F」の活用場面が広がるものと考えられま
す。
⑶ また、今年に入り他県を含めた動向をみると、環境
への配慮や周辺作物等へのドリフトに係る諸問題解決
のために、防除暦への採用や実際の使用といった動き
が出始めています。
⑷ ドリフト低減に最も効果的な手段のひとつである
「微粒剤 F」が、主に他作物との隣接圃場や住宅地周辺
における防除手段として普及し、他の対策と併せ農薬
の安全防除に高く寄与することを期待します。
（全農新潟県本部 肥料農薬総合課 砂原
駿）

図１

飛散試験結果

適用内容
薬剤名

作物名

適用
本剤
使用量 使用時期 使用方法
病害虫名
使用回数
イナゴ類

キラップ微粒剤 F

ウンカ類
稲

カメムシ類
イネドロオイムシ

アミスター微粒剤 F

紋 枯 病

3～
収穫
4kg 14 日前
/10a まで

散布

２回以内

３回以内

⑴

キラップ微粒剤 F
 斑点米カメムシ類、特にアカヒゲホソミドリカスミ
カメやアカスジカスミカメに対して高い効果を発揮し
ます。
 また、ウンカ類にも活性があり、水稲の害虫防除の
仕上げ剤として有効です。
⑵ アミスター微粒剤 F
 有効成分のアゾキシストロビンは、いもち病をはじ
め紋枯病、穂枯れ病、稲こうじ病などに幅広い活性を
持ち、予防・治療効果を示します。
 今回の登録は「紋枯病」のみ適用となっていますが、
今後いもち病や稲こうじ病などへの適用拡大を検討中
です。
※両剤とも散布時の舞い上がりが極めて少ないため、
ドリフトリスクが低減されます。他作物が近接し
ている水田、住宅地や通勤・通学路のある地域で
の使用に適しており、環境への影響も少ない製剤
といえます。
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図２

散布時の飛散比較

に い が た 植 防 だ よ り 第133号

農林害虫防除研究会新潟大会から
農業害虫について研究する学会には応用動物昆虫学会が

最後は「ミナミアオカメムシの三重県での発生拡大要因

あり都道府県も含め大学や各種研究機関の研究者が集い最

を考える」と題し、三重県農業研究所の鈴木賢氏が発表さ

先端の研究成果が発表されていますが、農林害虫防除研究

れました。ミナミアオカメムシは南方系の害虫で主に水稲

会はもう少し現場に近いところで、いわゆる研究者のみな

で問題となっていますが、近年ダイズ栽培の活発化に伴い

らず、多くの関係者が問題や悩みを話し合う場がないかと

三重県内で生息域の北上が顕著になったことを明らかしま

いうことから生まれた研究会です。

した。

この研究会では年一回場所を変えて大会を開催している

気象温暖化により生物の生息域の変化が指摘されていま

のですが、新潟県では以前から現場に向き合った様々な活

すが、これらカメムシ類が人間の営みと深く関わってその

動をされていることもあり、本年度は本県にお願いするこ

発生様相を変化させていることを考えさせられました。

ととなり、去る６月 14、15 日の二日間にわたり長岡市のホ

シンポジウムのあとは参加者のなかからあらかじめ申し

テルニューオータニ長岡の NC ホールに約 150 名が集い開

込みのあった一般講演に移りました。ただ、初日の最後の

催されました。参加者は都道府県関係者、農薬会社、大学、 三課題は「新潟枠」として事務局が県内のトピックスで全
農水関係研究機関、JA 関係と多彩でした。

国からの参加者に紹介したい課題を選びました。最初は新

大会の構成はシンポジウムと一般講演で構成され、例年

潟県森林研の布川耕一氏が、近年問題が広がっているナラ

シンポジウムの内容は開催県でご提案いただいております

枯れについて県内情勢と今後の対応の方向性について発表

が、今回は「カメムシ対策のこれから～カメムシ類の加害

され、今回の参加者の間ではなかなか得られない情報に聞

種変動とつきあいかた～」となりました。座長には、現在

き入りました。続いて県農業共済組合連合会の石塚功氏が

は独立行政法人農研機構九州沖縄農研におられますが以前

水稲現場で、中越農業共済組合の小野田英樹氏が主に果樹

は中央農総研北陸研究センターで精力的にカメムシ類の研

現場での組織的な病害虫発生予察と防除対応について紹介

究をされていた樋口博也博士をお願いしました。最初の演

され、他県より一歩進んだ取り組みに会場からため息が漏

題は新潟県病害虫防除所の永瀬淳氏が「新潟県における斑

れていました。

点米カメムシ類主要種の変遷と防除対策」とし、近年東日

その他の一般講演は例年通り現場に密着した問題を取り

本を中心として発生種の変化による防除対策が問題となっ

上げたものが多く、また他の学会ですと分野ごとに会場が

ている水稲の斑点米カメムシ類について、県内の発生種の

分かれますが、本研究会では一つの会場に全ての参加者が

変遷・地域差の大きさと防除対策の変化を説明し、取り組

集うので多彩な話を聞くことができました。

みの難しさについて発表されました。

夜の懇親会では地元の銘酒が取りそろえられ、各地から

続いて宮城県古川農業試験場の加進丈二氏が「アカスジ

集まった人たちが長蛇の列を作って楽しみ、懇親を深めつ

カスミカメによる斑点米被害と水田雑草管理」と題し、強

つ新潟の夜を楽しみました。事務局の皆様は大変ご苦労さ

害雑草であるイヌホタルイがカメムシ類の本田内での有力

れたと思いますが、参加者全員有意義な二日間を過ごさせ

な発生源になり得ることから、その防除の重要性を指摘し

ていただきました。ありがとうございました。

ました。

（一般社団法人日本植物防疫協会

北陸研究センター高橋明彦氏は「アカヒゲホソミドリカ

前農林害虫防除研究会

副会長

林

直人）

スミカメ合成性フェロモントラップの利用技術」
と題し、近
年開発・利用され始めた本種性フェロモントラップ利活用
研究の現状と課題について発表され、従来からの「すくい
取り法」より正確・簡便であり今後の発生予察の中心的技
術となると指摘しました。また性フェロモンは基本的には
単一種にしか利用できませんが、複数種の調査ができるト
ラップの開発にも触れ、今後がさらに期待されました。

−6−

編

集

後

記

○平成 24 年４月１日より「公益社団法人新潟県植物防疫
協会」として、新しいスタートを切りました。組織運営の
仕組みがこれまでと大きく変わったこと、事務局内部の人
事にも変更があったことなどで、年度初めの作業がずれ込
んだ結果、今年度最初の「植防だより」の発行がこの時期
になってしましましたことお詫びいたします。しかし、執
筆者からのご寄稿は、予定の期日までにしっかり頂戴して
おります。感謝。
○４月１日付けで、当協会の試験員として、横山和男試験
員が新しく着任しました。これまでの池田試験員、小野試
験員と合わせて３名の体制で試験事業の充実に取り組みま
す。よろしくお願いいたします。
○７月 18 日に梅雨が明けた後は連日の猛暑、カメムシも
異常多発傾向とか。新潟米の評価アップのためにも厳しい
暑さの中で連日安全防除が続いています。努力が報われま
すように願っています。
（事務局）

