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　本県では、県内の寄主植物生産ほ場を対象に、原因不明
の生育不良の有無について聞き取り調査を行うとともに、
本線虫の発生が疑わしいほ場において、横浜植物防疫所新
潟支所と県病害虫防除所が土壌採取とシストの有無の確認
を行いました。そして、植物防疫所によるシストの分離・
検定の結果、新潟県内のほ場では本線虫は確認されません
でした。
　12月に公開された農林水産省ホームページによると、全
国調査の結果、長野県以外では本線虫の発生は確認されま
せんでした。

４　最後に
　今回の発生状況調査では、本県での発生は確認されませ
んでしたが、隣県の長野県での発生でもあることから、本
線虫の寄主植物で、本県で作付面積が大きいアブラナ属（野
沢菜、カリフラワー、ブロッコリーなど）においては特に
注意し、原因不明の生育不良が見られた場合は、病害虫防
除所や普及指導センターに相談するなど、引き続き侵入警
戒をお願いします。
� （新潟県農林水産部農産園芸課　松浦佑亮）

１　テンサイシストセンチュウとは
　テンサイシストセンチュウは、ティレンクス目ヘテロデ
ラ科の植物寄生性線虫で、欧米や中東等に広く分布し、ア
ジアではパキスタンと隣国の韓国で発生しています。特に
テンサイ生産に大きな被害を与えることから、日本への侵
入を警戒している害虫であり、日本ではこれまで未確認と
されていました。
　本線虫は、フダンソウ属（テンサイなど）、アブラナ属（野
沢菜、カリフラワー、ブロッコリーなど）、ショクヨウダ
イオウ（ルバーブ）の地下部（主に根）に寄生します。ほ
場にて根から脱落したシスト（卵や幼虫が入った粒状物）
は土壌中に生存し、寄主植物がなくても長期（４～５年程
度と推定）にわたって乾燥や低温等に耐えることができま
す。本線虫の移動分散経路は、線虫に汚染された植物体や
土壌等を介して広がることから、土壌の移動防止等を講じ
ることで発生範囲の拡大を防ぐことができます。
　植物体への被害は、テンサイでは生育の遅れや黄化症状、
地上部のしおれなどが見られ、枯死する場合もあります。
被害株の地下部はひげ根が異常に増え、奇形となり収量が
著しく低下します。ただ、人や家畜には無害であり、本線
虫が付着した野菜を食しても人の健康を害することはない
そうです。

２　国内初確認
　平成29年９月に長野県諏訪郡原村のアブラナ属野菜の生
産ほ場において、本線虫が国内で初めて確認されました。
これを受けて、植物防疫所と長野県で協力して、長野県内
の発生範囲の特定調査が行われました。その結果、長野県
内で合計117ほ場（約35ha）で本線虫の発生が確認されま
した。ただ、侵入原因についてはいまだ特定されていませ
ん。

３　本県の対応
　長野県での発生を受けて、植物防疫所と各都道府県で連
携して全国発生状況調査が行われました。

図１　テンサイシストセンチュウ
左：フダンソウ属の被害根　　中央：雌成虫　　右：幼虫
出典：農林水産省Webサイト
（http：//www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/attach/pdf/Hs-1.pdf）
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図１　畦畔の植生とアカスジカスミカメの発生量

図２　�新潟県の畦畔における主なイネ科雑草の出穂時期と２種カスミカメ
の発生消長（模式図）

写真　�高刈りを継続することでイネ科以外の雑草が優占した畦畔（写真左）

畦畔等の雑草管理による斑点米カメムシ対策
～『植生』に注目！～

【はじめに】
　草刈り等により畦畔等の雑草を管理することは、「斑点
米カメムシの増殖を防ぐ」、「農作業や栽培のじゃまになる
雑草を除去する」、「景観を維持する」など様々な意味を持
つ重要な農作業です。ある場所に生育している植物の集団
のことを、『植生』と言います。水田畦畔の植生に注目す
ると、季節や地域によって違いがあることはもちろん、隣
りあった畦畔でも管理する方法や時期が異なると植生も変
わってくることに気づきます。新潟県の主な斑点米カメム
シであるアカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミ
カメは、雑草であれば何でも餌にして増殖するわけではあ
りません。そのため斑点米カメムシ対策として、雑草の種
類や状態、つまり『植生』に注目して畦畔等の雑草を管理
することが重要です。

【カスミカメが増殖する植生】
　アカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメの
寄主植物は主にイネ科植物であり、アカスジカスミカメは
イネ科植物の穂を特に好みます。そのため、出穂したイネ
科雑草が生育している畦畔で、これらのカスミカメが多く
なります。さらに、出穂したイネ科雑草の植被率（その植
物が占める面積の割合）が高く、出穂したままの状態が長
く続いた畦畔は、これらカスミカメの増殖源になります。
また、これらカスミカメは、イネ科雑草が出穂すると増加
し、草刈り等により穂がなくなると減少します。そのため
イネ科雑草が出穂しないように草刈りをした畦畔や、イネ
科以外の雑草が生育する畦畔は、カスミカメの発生量が極
めて少なく維持されます。

　これらのことから、斑点米カメムシ対策として、植生に
注目し、年間を通じてイネ科雑草が出穂しないように畦畔
等の雑草を管理することが重要です。草種をすべて把握す
る必要はありません。出穂したイネ科雑草に注目しましょ
う

【イネ科雑草の発生を抑える草刈り方法】
　作物研究センターでは、管理方法によって畦畔の植生が
変化することに注目し、イネ科雑草の発生を抑える雑草の
管理方法を検討しました。高刈り（草刈りの高さ10㎝程度）
は、地際から雑草を刈った場合に比べ、イネ科以外の雑草
の植被率を高め、夏のイネ科雑草の植被率を抑える効果が
あります。高刈りを継続することで、イネ科以外の雑草が
増え、イネ科雑草の発生が抑えられ、斑点米カメムシの増
殖しにくい植生になります。ただし、イネ科雑草自体を高
刈りするとすぐに再生してしまうため、出穂したイネ科雑
草がまとまって発生している場合、これらは地際から刈取
ります。

【さいごに】
　近年新潟県では、アカスジカスミカメが増加傾向にあり、
これまで以上に畦畔等の雑草管理の重要性が高まっていま
す。一方、生産現場では、これまでも多くの労力をかけて
雑草管理を行ってきました。規模拡大が進むなか、これま
で以上に雑草管理に労力をかけることは困難になってきて
います。
　今回紹介した高刈りの他にも、ヒメイワダレソウやセン
チピードグラスなどのカバープランツの導入など、植生に
注目した雑草管理技術が開発されています。こうした技術
を取り入れることで、畦畔等の雑草管理に必要以上に労力
を割くことなく、斑点米カメムシの発生を抑えることがで
きると考えます。その第一歩として、まずは『植生』に注
目してみましょう。
� （作物研究センター　主任研究員　岩田大介）
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表２　モモせん孔細菌病の主な防除薬剤

薬剤名 使 用 時 期 使用回数 有効成分名 FRAC
コード 備　考日前まで 回

ICボルドー412 - - 銅 M１

コサイド3000 開花前まで
収穫後から落葉まで -

ムッシュボルドーDF 開花前まで -
チオノックフロアブル
トレノックスフロアブル ７ ５ チウラム M３ チオノックとトレノ

ックスは同一成分剤
デランフロアブル ７ ４ ジチアノン M９
スターナ水和剤 ７ ３ オキソリニック酸 31

アグレプト水和剤
マイシン20水和剤 60 ２ ストレプトマイシ

ン 25
アブレプト水和剤と
マイシン20水和剤
は同一成分剤

バリダシン液剤５ ７ ４ バリダマイシン U18

マイコシールド 21 ５ オキシテトラサイ
クリン 41

アグリマイシン-100 60 ２
ストレプトマイシ
ン、オキシテトラ
サイクリン

25+41

カッパーシン水和剤
カスミンボルドー 開花前まで ３ カスガマイシン、

銅 24+M１
カッパーシン水和剤
とカスミンボルドー
は同一成分剤。

平成29年度病害虫雑草防除指針を一部改変。
FRACコードは、Japan FRACホームページ（http：//www.jfrac.com/）を参照。

表１　平成29年　モモせん孔細菌病の春型枝病斑等の発生状況

調査地点
発病枝率
（注１）

発病葉率
（注２） 葉そうで発病

％ ％
新潟市 南区茨曽根 4.7 0.0 未確認

南区東萱場（上茨） 6.7 0.0 未確認
南区東萱場 12.7 0.0 未確認
西蒲区針ヶ曽根 20.0 0.0 有り

三条市 大島（五軒場） 9.3 0.0 （まれ） 未確認
大島 1.3 0.0 未確認

加茂市 五反田 4.0 0.0 （まれ） 未確認
上鵜森 12.7 2.0 有り
川西 4.7 0.0 有り
山島 12.7 0.0 有り

田上 中島 3.3 2.6 未確認
田上 4.7 0.0 未確認
羽生田 3.3 2.6 未確認

（注１）１園地につき、３～５樹の結果枝合計150本を調査
（注２）１樹の５新梢を全葉調査
病害虫防除所調査。新潟市５月８日、他地域５月10日調査。

モモせん孔細菌病の防除対策と研究の取り組み状況
１　本年度の発生状況
⑴　春型枝病斑の発生状況（新潟県病害虫発生予察速報第２号）
　５月上旬の調査において、調査した13園地全てでモモせ
ん孔細菌病の春型枝病斑が認められ、一部には多発生（発
病枝率16～30％）園地も確認された。また、新梢葉または
葉そうの発病が確認された園地が半数以上あり、感染の拡
大が確認された（表１）。

⑵　葉、枝及び果実の発生状況（新潟県病害虫発生予察情報）
　葉の被害は、５月上旬に中越地方で認められ、発生量は
平年並みであった。５月下旬には各地で発病が確認された。
一部で春型枝病斑直下にツボ状発病が観察された。６月下
旬には発病の多い園地でやや病勢が進展したが、７月下旬
の収穫期に入ると田上町を除く全域で急激に病勢が進展し
た。８月下旬以降はやや緩慢になった。田上町では調査期
間を通じて低密度で推移した。
　最多発病は９月上旬で、発生量は平年並であるが、多～
甚発生園地が多く、夏型枝病斑が散見され、早期落葉も観
察された。
　果実の発病は６月上旬に加茂市でまれに認められ発生時
期は早かった（品種：日の出）。果実袋の除袋後は各地で
少～中発生した。加茂市では葉の発病が多い園地で多発生
（品種：まさひめ）、甚発生（品種：日の出）が認められた。

２　防除対策
　本病は薬剤防除だけでは抑えられない防除の難しい病害
であるため、薬剤防除に加えて耕種的防除対策を必ず実施
する。
⑴　防風対策の徹底
　本病は風雨で感染が拡大するので、平野部の水田転換果
樹園等の風当たりが強いモモ園では常発している。防風樹
や防風ネットを設置するとともに、設置園では防風施設の
点検を徹底する。
⑵　春型枝病斑の剪除
　春型枝病斑は開花期頃より発生するため、園内を見回っ
て病斑のみられる枝を剪除する。
⑶　袋掛け
　果実への感染を防ぐため可能な限り早めの袋掛け（６月
中旬までに終了）に努める。
⑷　薬剤防除
　主な防除薬剤を表２に示す。本病の重点防除時期は、４
月中旬～６月下旬である。発病が多い場合は、収穫後速や
かに秋期防除を実施する。
　耐性菌の増加を抑制するため同一系統薬剤の連用を避け、
作用機構の異なる剤を交互使用する。

⑸　栽培管理
　適正な肥培管理を行い、樹勢の健全化に努める。

４　研究の取り組み
　園芸研究センターでは、平成28年度から30年度の３か年
「革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェ
クト）：モモ・ナシの高品質・安定生産を実現する病害防
除技術体系の実証研究」（https：//www.naro.affrc.go.jp/
brain/h27kakushin/files/subject4_09.pdf）に参画し、モモ
せん孔細菌病とセイヨウナシ褐色斑点病に関する研究を実
施している。モモせん孔細菌病では、防除技術やモモせん
孔細菌病に強い栽培技術に関する研究を行っており、当セ
ンターでは、防風対策として多目的防災網（以下防災網：
写真）の利用技術に関する研究に取り組んでいる。これま
でのところ、防災網によ
る防風効果やモモせん孔
細菌病の発病抑制効果、
虫害及び鳥害の被害低減
効果を確認した。平成30
年度も、防災網の防除効
果を調査する予定である。
� （園芸研究センター　環境・施設科　棚橋�恵）

なすの重要病害対策に新手法
　なすの重要病害には、青枯病と半身萎ちょう病があります。
いずれも土壌病害のため、その対策として接ぎ木が行われて
きました。しかし、両病害に強い抵抗性を持つ台木がなかっ
たため、どちらかの病害によって壊滅的
な被害を受けることがありました。そこで、
新潟県農業総合研究所基盤研究部と園芸
研究センターでは、両病害に対して効果
のある「多段接ぎ木法」を開発したので
紹介します。（写真参照）
　多段接ぎ木法は、台木に半身萎ちょう
病に強い抵抗性を持つ「トナシム」台木、
中間台木に青枯病に抵抗性を持つ「台太
郎」を用いることで、青枯病と半身萎ち
ょう病の両病害の併発地でも発病抑制効果があります。ただ
し、青枯病の多発ほ場では土壌還元消毒などを併用する必要
があります。  ※「平成28年度成果情報」より
� （経営普及課　農業革新支援担当　齋藤　　勲）

植防一口メモ
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平成29年度に新潟県で新たに発生した病害虫
　平成29年度に県内で初めて確認され、特殊報として発表
した２病害を紹介します。
１　モモ黒斑病
　平成29年７月、新潟市のもも園（品種「山根白桃」）で
初めて発病が認められました。本病の発生は平成８年の岡
山県に次ぐ国内２県目です。

発病初期は上位葉が葉縁部か
ら黄化して葉巻症状を示し、
その後、葉脈間が黄化して縮
葉し（写真３）、頂部が叢生
して株全体が萎縮します。発
病前の果実は正常に発育しま
すが、育苗期から生育初期に
感染すると開花不良や結実不

⑴　本病の特徴
　糸状菌病で、主に果実、葉、
枝に発生します。幼果では
初め淡褐色～茶色の小さな
円形病斑が生じ、拡大して
かさぶた状となり、病斑内
部に亀裂やヤニを生じます。
成熟果では数～20㎜の不整
形なかさぶた状となります
（写真１）。葉では退緑色～灰色で不整形～円形の病斑を
生じた後（写真２左）、病斑部は抜け落ち、多発すると早
期落葉します。新梢では赤色～淡褐色の円形～楕円形の病
斑を生じ、拡大して暗褐色輪紋状となり、ややくぼみ、縦
に亀裂してヤニを生じます（写真２右）。

　もものみに発病し、品種により抵抗性に差があります。
県内では作付の少ない「清水白桃」は発病しやすいですが、
県内の主要品種はおおむね中～強の抵抗性を持っています。
⑵　防除対策
　り病枝やり病果は見つけ次第処分します。高湿度で発病
しやすいので、密植や過繁茂、多肥栽培を避け、通風をよ
くする等、園地環境を改善します。重点防除期は落花後か
ら袋掛けまでの幼果期で、袋掛け後も果実感染が起こるの
で、果実袋にも十分に薬剤がかかるようにします。
　本病の登録薬剤はQoI剤のストロビードライフロアブル
のみですが（平成30年２月19日現在）、耐性菌を発生させ
ないよう連続使用は避けてください。

２　トマト黄化葉巻病
　平成29年10月、五泉市の施設栽培トマトで初めて発病が
確認されました。本病は西日本及び関東を中心に38都府県
で発生が確認されています。
⑴　本病の特徴
　トマト黄化葉巻ウイルス（TYLCV）によるウイルス病で、

かわりません（写真４）。
⑵　防除対策
　病徴のない健全苗を購入するとともに媒介虫であるタバ
ココナジラミの防除が重要です。タバココナジラミは本県
には定着していませんが、県外からの購入苗等に付着して
断続的に確認されています。日頃から予防的な対策を心が
けてください。
①　ハウスに入れない
　施設の開口部に防虫ネット（目合い0.4㎜以下）を張り、
出入口のカーテンは二重にして侵入を防ぎます。光反射マ
ルチも有効です。また、黄色粘着板や黄色粘着テープを設
置し成虫を早期発見するとともに捕殺します。
　本種の増殖源となる施設内外の雑草の除草を徹底します。
特に、野良生えトマトはウイルスの増殖源でもあるため、
抜き取ってビニール袋などに入れ、植物及び寄生虫が腐敗・
死滅するまで密閉したのち埋設するなど、拡散防止のため
適切に処分してください。
②　ハウスで増やさない
　育苗期から効果のある薬剤で防除します。本種は一部の
農薬の感受性が低下しているので、農薬の使用は病害虫防
除所等に相談の上実施してください。また、地域内でトマ
トを栽培しない期間を１か月程度設け、伝染環を遮断して
ください。
③　ハウスから出さない
　発病株は見つけ次第抜き取り、野良生えトマトと同様に
処分してください。
　栽培終了時には株を切断または抜根して完全に枯死させ、
施設を密閉して蒸し込み処理し本種を死滅させてください。

　注 ）外部形態では区別できないが、寄主植物や生理生態的性
質が異なる集団。殺虫剤抵抗性が大きく異なる場合がある。

� （新潟県病害虫防除所　横山泰之）

写真１
モモ黒斑病　果実の大型病斑
（清水白桃��原図��岡山県病害虫防除所）

写真３
トマト黄化葉巻病��葉脈間の退緑症状

写真２
モモ黒斑病　葉の病斑
（左）及び一年生枝の枝病斑（右）（全て山根白桃）

写真４
タバココナジラミ成虫（バイオタイプＱ、左）と
オンシツコナジラミ成虫（右）

良により被害が大きくなります。
　本ウイルスはタ
バココナジラミ
（主にバイオタイ
プ注）Ｂ、Ｑ）が
媒介します。近縁
のオンシツコナジ
ラミは感染にはか
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Ⅰ 水 稲 防 除 事 業 の 概 要

１　防除組織体制

　⑴　防除実施形態等

①　県下29市町村（粟島浦村を除く）のうち、27市町村でＮＯＳＡＩや防除協議会等が実施主

体として行う共同防除（以下共同防除）が実施されている。事業実施主体はＮＯＳＡＩが43

地区、防除協議会等が13地区である。（地区は防除成績をとりまとめた区域。以下同様とする。）

②　共同防除の延防除面積は、67,949ha（前年比583ha増）となった。延防除面積の増加は、

農家・地域等の要望により既実施地域の防除面積が拡大したことが主な要因と考えられる。

なお、それに伴い、実防除面積は、61,266ha（前年比809ha増）となった。

③　共同防除の防除方式別延面積（図１－１）は、請負による共同防除が67,605ha（99.5％）、

請負以外の一斉共同防除が344ha（0.5％）だった。請負防除のうち無人ヘリコプター防除

が66,435ha（97.8％）、スプレー等の防除は1,170ha（1.7％）である。共同防除に占める無

人ヘリコプター防除面積の割合が９割を超えている状況である。

④　水稲作付面積116,300ha（平成29年産統計作付面積）に対する共同防除の割合（図１－２）

は、52.7％（前年比0.9ポイント増）となった。一方、ＮＯＳＡＩや防除協議会等が農薬を

配布し、個人一斉の防除を行った面積は、6,412ha（前年比1,248ha減）となった。

（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）
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(図2)防除対象別の延防除面積実施割合

(図5) 防除経費の構成割合
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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）

図２　防除対象別の延防除面積実施割合

平成29年度 水稲病害虫防除事業及び病害虫地域予察強化事業の概要について
【はじめに】
　平成29年産水稲は、分げつ盛期の６月上・中旬が低温傾
向であったことから十分な茎数確保ができなかったこと、並
びに８月中旬以降も低温傾向で登熟が順調に進まなかったこ
と、更には台風等の影響もあり、北陸農政局発表の作況指
数は県平均で「９６」の「やや不良」となりました。なお、
コシヒカリの１等米比率は、平年よりやや良く83.6％（新潟
県農産物検査協会１月末現在）となりました。県下ＮＯＳＡ
Ｉ団体では、無人ヘリコプター等による共同防除活動を通じ
て、新潟米の品質向上に協力してきました。
　本年度の水稲共同防除は、梅雨明けが８月２日と平年より
９日遅くなったことから、一部地域において計画よりも遅く
なったものの、全体的には順調に実施されました。７月13日
には、カメムシ類による斑点米の多発生注意報が出され、一
部地域で斑点米による格落ちの増加が報告され、県全体の
格落ち率も平年に比べやや高くなりましたが、共同防除によ
る一斉防除によって被害の拡大を抑えることができたものと
推察いたします。関係者のご尽力に感謝いたします。
［水稲病害虫防除事業の概要］
【実施概要】
　ＮＯＳＡＩと防除協議会等が実施主体として行った水稲共
同防除の延防除面積は67,949㌶で、昨年度に比べ583㌶増加
しました。増加理由として、無人ヘリコプターによる防除面
積の増加や、無人ヘリコプターを飛ばせないような中山間地
のほ場において背負動散による防除が増加したことなどが挙
げられます。
　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
ーによる請負防除が97.8％、スプレー等による請負防除が1.7
％となり、平成29年産水稲統計作付面積に占める共同防除
実施割合は、52.7％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】
　無人ヘリコプター請負防除による延防除面積は、66,435㌶
で、昨年度に比べ233㌶増加し、地域の要望により年々増加
しています。
　防除は７月下旬から始まり、８月上旬にピークを迎え、１
日の最高稼働機体数は192機となりました。限られた期間に
集中的に稼働するため、防除面積の増加に伴い、更にスケジ
ュールが過密にならざるを得ない状況となっています。

　本年度は、電線や立木等との接触事故が６件発生しました。
引き続き、円滑な事業実施のため、事故防止・安全対策を
最重要課題として安全対策の徹底を図り、無人ヘリコプター
防除に取り組む必要があります。
【防除対象別面積の割合】
　防除対象別の延防除面積の割合は、いもち病・紋枯病・
害虫の同時防除が39.4％（昨年度45.9％）、害虫の単独防除が
38.9%(同31.3%)、紋枯病・害虫の同時防除が11.9％（同13.2%)
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99.5％、いもち病を含む割合は48.8％、紋枯病を含
む割合は51.3％となっています。（図２）

　防除回数は、減々栽培等の面積が増加したこと、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回と大半の市町村
（地区）でカメムシ類の防除を主体とした１回防除が定着し
ています。
［水稲病害虫地域予察強化事業（病害虫発生予察調査）の概要］
【実施概要】
　県全体の調査員数は24人増加して1,120人となり、１市町
村（地区）当たりの平均調査員数は18.7人(同18.3％)でした。
そのうち農家調査員は20人増加の364人でした。農家調査員
の参画は、農家からの情報収集、病害虫発生予察調査の宣
伝効果、農家との接点強化などの意義があり調査員数の確
保のみにとどまりません。今後も参画への積極的な働きかけ
をお願いします。
　県全体での延調査地点は13,434地点で、53㌶に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5.6回となりました。（表１）
　各市町村（地区）では、予察調査結果を分析し、病害虫
の発生状況や防除要否、防除時期等の判定を行いました。
また、情報提供の手段は、チラシを中心に全農家に配布して
いる地区が多く、他に、ホームページ・有線、掲示板等を活
用し、調査結果等を掲示する取り組みを実施しています。
【終わりに】
　平成30年産から国によるコメの生産数量目標の配分がなく
なることや、新之助等の新品種や業務用米の作付けが拡大し、
病害虫防除を取り巻く環境は変化していくものと思われます。
今後も関係機関・団体等が連携し、地域住民の理解と協力
のもと、地域の実情に合った防除が実施できますよう、一層
のご尽力をお願いいたします。
� （ＮＯＳＡＩ新潟　外山　貴士）

表１　平成29年度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

当たり
面　積市町村 ＪＡ NOSAI 農業者 普及指導

センター 防除所 その他 計 平均
回数

平　均
地点数

延地
点数

延調査 
員　数

左の内
農業者

人 人 人 人 人 人 人 人 回 点 点 人 人 ha
県 計 126 312 198 364 80 0 40 1,120 5.6 38.8 13,434 5,068 1,403 53
１市町村平均 2.1 5.2 3.3 6.1 1.3 0 0.7 18.7 − − 223.9 84.5 23.4 −
前 年 実 績 127 313 198 344 74 0 40 1,096 5.8 38.9 13,777 5,205 1,432 53
前年実績対比 △ 1 △ 1 0 20 6 0 0 24 △ 0.2 △ 0.1 △ 343 △ 137 △ 29 0



にいがた植防だより 第150号

− 6 −

み ち く さ

表1　試験圃場における本田内すくいとり虫数（カメムシ類）

ほ場 カメムシ類
調査日

7月7日 7月21日 8月1日 8月10日 8月21日
（頭） （頭） （頭） （頭） （頭）

試験圃場A
（粒＋液）

ｱｶﾋｹﾞﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ 3 0 2 3 3
ｱｶｽｼﾞｶｽﾐｶﾒ 2 1 5 10 8

試験圃場B
（液のみ）

ｱｶﾋｹﾞﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ 2 2 2 7 6
ｱｶｽｼﾞｶｽﾐｶﾒ 2 2 12 10 10

試験圃場C
（液＋粒）

ｱｶﾋｹﾞﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ 2 1 4 3 2
ｱｶｽｼﾞｶｽﾐｶﾒ 2 2 8 4 5

表2　試験圃場における斑点米等発生状況

ほ　場 割れ籾率 登熟不良籾率 調査粒数
斑点米調査

加害部位別粒数 斑点米粒数 斑点米率
（％） （％） 頂部 側部鉤合部 側部ほか （％）

試験圃場A
（粒＋液） 12.6 6.8 16772 1 12 0 13 0.08

試験圃場B
（液のみ） 9.9 9.4 16046 3 20 2 25 0.16

試験圃場C
（液＋粒） 13.7 6.5 16287 2 8 1 11 0.07

平成29年度中越植物防疫協議会の取組みについて
【はじめに】
　中越植物防疫協議会（安達敏興会長）では、水稲病害虫
発生予察調査に必要な捕虫網などの資材配付による調査支
援や、適期・適正な病害虫防除の推進とその安全性を確保
するため、近年頻発する異常気象の要因等の分析、問題と
なった病害虫の検証について研修会を毎年開催しています。
また市町村病害虫防除協議会と協力し、カメムシ類による
斑点米被害防止を目的に、関係機関へ堤防や河川敷等雑草
地の適期除草を依頼しているほか、県病害虫防除所や当協
議会を構成する関係機関・農業関係団体等と連携し、稲作
を中心とした農作物を生産する上で、課題となっている病
害虫の発生調査や防除対策の実証試験を行なっています。
【今年度の取組み】
　今年度当協議会では、「ゆきみのり」の斑点米カメムシ
防除対策実証に取組み、異なる薬剤体系による防除効果の
比較試験を実施しました。
　中越地域の加工用米「ゆきみのり」は、近年、斑点米が
多発傾向にあり、斑点米カメムシ類の発生実態等から主に
登熟中後期の加害が被害を増大させたと考えられており、
主要加害種とみられるカスミカメムシ類の発生実態を確認
するとともに、効果的な防除方法を検証することで、斑点
米発生防止対策確立の一助とすることを目的に、病害虫防
除所が主体となり、JA越後ながおか、JA越後さんとう、
NOSAI中越（事務局）が連携、協力し、薬剤体系の異な
る３圃場を設定し、比較試験を実施しました。
　試験場所は、長岡市越路地域の「ゆきみのり」を作付け
している圃場を選定しました。７月下旬の無人ヘリコプタ
ーによるジノテフラン液剤の試験区（試験圃場Ｂ）、出穂
９日前施用のエチプロール粒剤と無人ヘリ防除によるジノ
テフラン液剤の試験区（試験圃場Ａ）、無人ヘリ防除によ
るジノテフラン液剤と出穂10日後施用のエチプロール粒剤
の試験区（試験圃場Ｃ）、３体系の試験区を設定しました。
　試験内容については、水田内雑草量調査や水田内すくい
取りによるカメムシ発生消長の調査、各圃場毎に採取した
200穂を割れ籾率（1,000粒調査）及び精玄米（1.85篩選）
の斑点米粒数を加害部位別に調査しました。
　試験結果として、水田内雑草量調査では圃場差はあるも
のの全圃場でノビエ、イヌホタルイの発生がありましたが、
７月下旬まで結実した雑草は認められなかったため、カス
ミカメムシ類の出穂期頃までの圃場内への成虫侵入は助長
しなかったと推測されます。本田内すくい取り調査では、
調査全般にわたり、アカヒゲホソミドリカスミカメ、アカ
スジカスミカメがすくい取られ、両種が主要加害種と見ら
れます（表１）。斑点米等の発生状況調査では、斑点米の
加害部位は全圃場とも頂部と側部鉤合部が大部分で、主に
カスミカメムシ類による加害であると推測され、頂部加害
が３圃場ともに少なめであることから、主に登熟中後期に
加害されたと推定されます。斑点米発生率は試験圃場Ｂの
0.16％に対し、試験圃場Aは0.08％、試験圃場Cは0.07％と
格落ち基準の0.1％以下に抑えられたことから、液剤と粒

剤の体系防除による斑点米の発生抑制効果が認められまし
た（表２）。
　試験圃場Ｃでは、出穂期後の粒剤施用によって、両種と
も登熟期後半の密度も抑制できたものと見られますが、試
験圃場Ａのアカヒゲホソミドリカスミカメの８月以降の低
密度が粒剤の効果によるものかどうかは判然としませんで
した。
　従来からの畦畔及び水田内除草等の耕種的防除の励行は
基本ですが、それに加え、液剤＋粒剤による薬剤体系防除
を組み合わせ、斑点米の発生防止対策を確実に実施してい
くことが、「ゆきみのり」の安定生産には不可欠と考えら
れます。
【終わりに】
　　中越植物防疫協議会では、関係機関・団体と連携し、
今後も生産現場で課題となっている病害虫の発生調査や防
除対策支援を行ない、地域農業の安定的な生産に繋がるよ
う取組んでまいります。
� （ＮＯＳＡＩ中越　損害防止課　大久保隼人）

作物残留試験雑感
　植物防疫協会で作物残留試験と効果試験を担当して満六
年になります。効果試験は県在職中に何度も経験しました
が、残留試験の経験は乏しく、最初はかなり苦労しました。
  日本植物防疫協会はＧＬＰ制度に基づき、作物残留試験
の標準操作手順書（ＳＯＰ）を定めています。作物残留試
験はＧＬＰ試験と呼び、標準操作手順書に基づいて厳格に
実施されます。
　ＧＬＰ試験で一番苦労するのは収穫（試料採取）日を予
測し、試験試験薬剤の散布計画を立てることです。収穫日
の予測を誤ると試料採取ができず、試験は失敗となります。
残留試験ですから一度試験薬剤を散布すれば、もう試料採
取日は確定し、動かすことはできません。天候不良下では、
これまでに培ったあらゆる技術・手段を駆使して決めた日
に薬剤散布をし、試料採取をする。試験が完了したときは
安堵と共に快感すら感じます。
� （県植物防疫協会　試験員　横山　和男）


