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県内未発生害虫の
侵入警戒について
はじめに
近年、国内初確認の病害虫の発生や、すでに確認されて
いる病害虫の生息範囲拡大により、農産物等への影響が懸
念されています。
そこで、本県での発生はまだ確認されていない（令和元
年８月23日現在）ものの、他県で大きな問題となっている
２種の害虫の生態や発生状況等について紹介します。
なお、県では、このような病害虫が発生した際の初動対
応を整理した
「新潟県重要病害虫等発生時対応マニュアル」
を策定（平成30年８月）し、関係機関へ配布しています。
疑わしい病害虫を見つけた場合は、速やかに農業普及指
導センターや病害虫防除所に連絡してください。
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１ クビアカツヤカミキリ
チューリップ球根生産ほ場の自主検査風景 関連記事「植防一口メモ」
（１）生態と被害
２ ツマジロクサヨトウ
本種の原産地は中国、朝鮮半島、ベトナム北部などで、
（１）生態
サクラ、ウメ、モモ、スモモなどのバラ科の樹木を加害し
原産地は南米アメリカ大陸で、冬季の気温が10℃を下回
ます。
らない地域では越冬することができます。
繫殖力が高く、メス１匹で1,000個以上産卵することが
多食性の害虫でイネも食害するとされていますが、国内
あります。
では、主に飼料用トウモロコシやソルガムで食害の影響が
幼虫は樹皮下の生木を食害しながら成長し、その際、大
量のフラス（糞と木くずが混ざったもの）を排出しますが、 多くみられます。
また、成虫の飛翔性が非常に高く、１日で約100km移動
幼虫の食害が進行すると樹が弱り、枯死します。
することができるとされています。
一般に樹の中で２～３年かけて蛹になり、その後、成虫
（２）国内の発生状況
となりますが、成虫の寿命は野外では１か月程度とされ、
令和元年７月３日に鹿児島県内で国内初発生が確認され
越冬しないとされています。
て以降、九州地方を中心に複数の県で発生が確認されてい
本種は、防除が困難なため、果樹やサクラ等への大きな
ます。また、８月20日には、茨城県内でも発生が確認され
被害が懸念されます。
ました。
（２）国内の発生状況
（３）防除について
平成24年に愛知県内のサクラとウメで国内初発生が確認
早期発見が重要であることから、疑わしい虫を見つけた
され、その後、埼玉県、群馬県、東京都、大阪府、徳島県、
場合は速やかに農業普及指導センターや病害虫防除所に連
栃木県、和歌山県の７都府県で確認されています。また、
絡してください。
今年度、新たに三重県、奈良県、茨城県の３県で発生が確
現在、本種を対象とした登録農薬はありませんが、植物
認され、現在、計11都府県で確認されています。
防疫法に基づき、国や県が薬剤防除を含めた必要な措置を
平成30年１月に、環境省が本種を特定外来生物に指定し
行います。
ました。
３ 最後に
（３）本種の特徴
今後も、これら２種のような新たな病害虫が本県へ侵入
成虫は６月から８月に発生し、中でも７月に多く発生す
してくる可能性があります。
るとされています。
いずれの病害虫も早期発見・早期防除が重要となります
樹木の内部に幼虫がいる場合、樹皮表面や樹木の根本に、
ので、ほ場等を良く観察し、発生に十分注意してください。
本種の特徴である褐色のかり

んとう状のフラスが大量に生
じます。
（４）防除について
成虫を見つけ次第捕殺する
ことが最も重要です。
もし、すでに被害を受けた
樹木がある場合は、羽化した
成虫の飛散防止や樹内にいる
幼虫の防除を徹底する必要が
あります。
なお、特定外来生物である
写真１ クビアカツヤカミキリの成虫と被害樹でみられるフラス
写真２ ツマジロクサヨトウの幼虫
ため、生きたまま持ち運ぶこ
（埼玉県環境科学国際センター資料より転載）
（国資料より転載）
とは法律違反となりますので、
注意してください。
（新潟県農林水産部農産園芸課 神林 満男）
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有機JASに適合したさといも栽培における害虫防除
定の効果が認められました。本種は遠方より長距離移動し、
近年、化学肥料や化学合成農薬を使用せず、環境への負
荷を低減して農業生産を行う有機農業が注目されています。 台風等により突発的に発生することがあります。病害虫防
除所がハスモンヨトウの予察情報を提供していますので、
国の調査では、農業者の約６割が新たに有機栽培や特別栽
培等に取り組みたいとの意向があるとしています。しかし、 それらの情報を参考に、発生があった場合には速やかに防
除を行います。
有機農業では化学肥料や化学合成農薬の使用が制限される
⑶ アブラムシ類・ハダニ類
ため、労働時間や生産コストの増加、病害虫の発生等の問
いずれも葉裏に寄生し、気が付かないうちに急速に密度
題を伴います。そのため、容易に有機農業に取り組めるよ
が増加するので、多発生する前に有機ＪＡＳ規格で認めら
う、地域に適した技術を確立することが必要です。
れた農薬で防除します。アブラムシ類には還元澱粉糖化物
新潟県農業総合研究所では、平成28年度から園芸におけ
液剤（エコピタ液剤）の２回連続散布で効果が認められま
る有機ＪＡＳ規格に適合した栽培技術に取り組んでおり、
した。ハダニ類にはミルベメクチン乳剤（コロマイト乳剤）
今年度、さといもの有機栽培技術を開発しました。ここで
に高い効果が認められました。
は、さといもの有機栽培における病害虫防除について紹介
これら防除薬剤の効果を表１にまとめました。さといも
します。
の葉は水をはじきやすいため、パラフィン展着剤24（アビ
まず、３年間の研究において問題となった病害虫は、害
オン－Ｅ）を加用します。ところで、有機ＪＡＳ規格にお
虫ではスズメガ類、ハスモンヨトウ、アブラムシ類及びハ
いて使用できる農薬があることはあまり知られていません。
ダニ類でした。一方、乾腐病等の種いも伝染性病害は健全
耕種的、物理的及び生物的防除だけでは効果が不十分な場
な種いもを選抜し使用したため発生しませんでした。軟腐
合、有機ＪＡＳ規格に示された農薬のみ使用することがで
病等その他の病害も認められませんでした。以下、問題と
きるとしています。なお、農薬の使用に当たっては最新の
なった害虫の特徴と防除方法をご説明します。
登録状況を確認してください。
⑴ スズメガ類
幼虫の葉の食害
表１ 防除薬剤の効果
表１ 防除薬剤の効果
が問題となります。
対象害虫
使用薬剤
散布方法 防除効果
備考
幼虫は集団で発生
することはありま
アブラムシ類 還元澱粉糖化物液剤
アブラムシ類
還元澱粉糖化物液剤 １回散布
１回散布
×
せんが、成長する
散布間隔4日
〃
２回連続散布
○
と ５ ～ ６cmの 大
ミルベメクチン乳剤
ハダニ類
◎
きさになり葉を暴
ハスモンヨトウ
BT水和剤
○
食します。幼虫は
注 平成 30 年度 園芸研究センターにおける防除結果 凡例 ◎：殺虫率 90％以上、○：70～90％、△：50～70％、×：50％以下
主に６月から７月
注 平成30年度 園芸研究センターにおける防除結果
いずれも有機 JAS で使用が認められている農薬である。対象害虫、希釈倍数、使用時期及び使用回数は適用内容に従った。
凡例 ◎：殺虫率90％以上、○：70～90％、△：50～70％、×：50％以下
にかけて発生しま
いずれも有機JASで使用が認められている農薬である。対象害虫、希釈倍数、
す（ 図 １）。 こ の
使用時期及び使用回数は適用内容に従った。
時期はさといもの
ここに示した防除方法は１つの事例であり、これが最善
生育量が小さいた
写真１ セスジスズメ老齢幼虫
ということはありません。より簡単で効果的な防除方法が
め、放っておくと
（緑色型）と食害さといも葉
あるかと思います。今後も有機農業を容易にする技術を開
収量に悪影響を与
発し、取り組む農業者の負担軽減を図っていきたいと考え
えます。残念ながら有機ＪＡＳ規格で使用が認められてい
ています。
（園芸研究センター 横山泰之）
る農薬のうち、スズメガ類に登録のある農薬はないので、
定期的にほ場を見回り、見つけ次第捕殺します。

捕殺数（頭/a）
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植防一口メモ

スズメガ類（セスジスズメ幼虫）の発生消長
平成30年度

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

平成29年度

平成30年度

平成29年度

下旬

中旬

注 平成6月
28 年度はハスモンヨトウを含む。
7月

上旬

8月

下旬

長岡市長倉町

平成28年度

上旬

中旬
9月

聖籠町真野

下旬

上旬

中旬

10月

注 平成 28 年度はハスモンヨトウを含む。
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図１ スズメガ類（セスジスズメ幼虫）の発生消長

ハスモンヨトウ
葉に卵塊を産み付け、若齢幼虫は集団で葉を食害し、齢
期が進むと分散して加害します。ハスモンヨトウに対して
はＢＴ水和剤（ゼンターリ顆粒水和剤等）が有機ＪＡＳ規
格で認められています。研究では多発生下で防除を行い一
−2−

県産チューリップ球根を支える自主検査制度
新潟県は富山県と並ぶチューリップ球根の主産地です。昨
年は66ヘクタールで作付けされ、857万球が出荷されました。
県産球根はオランダ産に比べて早期出荷が可能で、かつ徹底
した栽培管理と選別による品質の良さが種苗会社や販売店か
ら高い評価を受けています。その品質を支えているのが新潟
県花き球根振興協議会が運営する自主検査制度です。
県内には21産地に52人の自主検査員がおり、産地ごとに早
生、中生、晩生の各品種群の開花期及び収穫前の計４回ほ場
検査を行っています。ほ場の一筆ごとに数種のウイルス病、
球根腐敗病、葉腐病、褐色斑点病等の病害やチューリップサ
ビダニによる症状の発症状況等を確認し、ほ場格付けを行う
とともに、防除や抜取り等の栽培管理指導が行われます。
オランダ産球根に押され、生産減少が続くチューリップ球
根ですが、県産球根のメリットをアピールして生産拡大につ
なげていってほしいと思います。

（経営普及課 農業革新支援担当 小竹 修）
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フェロモントラップを用いた水稲チョウ目害虫
コブノメイガ、フタオビコヤガのモニタリング
【フェロモントラップについて】
『フェロモン』とは、生物が生産・分泌し、同じ種類の
別個体に特定の行動や生理応答を引き起こす化学物質のこ
とであり、一部の昆虫ではフェロモン成分が特定され、化
学合成物質により製剤化されています。害虫の発生予察に
用いられるフェロモントラップとは、対象害虫を合成フェ
ロモン（フェロモン剤）により誘引、捕獲する装置のこと
で、設置や調査が比較的容易であることから、多くの害虫
でその発生時期や発生量、個体群動態のモニタリングに用
いられています。
本稿では、水稲のチョウ目害虫コブノメイガとフタオビ
コヤガについて、フェロモントラップを用いたモ
ニタリング方法について紹介します。

トル圃場の内側に入った位置で良いです。設置する高さは
草冠高とし、イネの生育に合わせて調節します。作物研究
センターでは、高さの調節を容易にするため、トラップの
設置にはイボ竹とクリップを用いています。調査は５～７
日間隔で設置圃場に通い、粘着面に付着した成虫を数えま
す。フェロモン剤は１か月ごと、粘着板は対象害虫や他の
昆虫の付着状況に応じて適宜交換します。
フェロモントラップを用いることで、コブノメイガでは
飛来世代とその増殖世代、フタオビコヤガでは越冬世代か
ら第３世代まで、いずれの世代もモニタリングすることが
できます。

【コブノメイガ、フタオビコヤガについて】
コブノメイガは幼虫がイネの葉を食害するチョ
ウ目害虫で、葉色が濃い、あるいは生育が遅い圃
場で特異的に多発することがあります。コブノメ
イガは沖縄を除く日本国内では越冬できないため、
中国大陸から飛び立った成虫が梅雨時期の下層ジ
ェット気流に乗って日本に飛来します。そのため、
図２ フェロモントラップによるコブノメイガ、フタオビコヤガ
発生量や発生時期は気象の影響を強く受け、年次
の誘殺消長
や地域による差が大きい害虫と言えます。
フタオビコヤガもイネの葉を食害するチョウ目害虫です。
なお、チョウ目害虫では１台のトラップに取り付けられ
フタオビコヤガは、水田周辺のわら等で越冬するため、そ
る誘引源は１種類までです。別種を同時にモニタリングす
の年の発生量は次の年の発生量に影響すると考えられます。 る場合は、トラップをそれぞれ10ｍ以上離して設置する必
新潟県では平成22年頃に県内全域で発生量が多く、問題と
要があります。
なりました。
これら水稲チョウ目害虫は、通常は本田での防除対象で
【最後に】
はないため、多発生の予兆を早めに把握することが重要で
新潟県植物防疫協会では、今回紹介したフェロモントラ
す。
ップを含む発生予察資材の斡旋を行っております。購入を
【フェロモントラップによるモニタリング方法】
計画されている方は是非新潟県植物防疫協会にお問い合わ
せください。
（作物研究センター 岩田大介）
み

ち

く

さ

昆虫はかせネットワークが始動

図１

フェロモントラップの設置方法

フェロモントラップには、市販の粘着式トラップ（粘着
板+屋根部分）とフェロモン剤を用います。作物研究セン
ターでは、粘着板、屋根部分ともサンケイ化学（株）の製
品（ＳＥトラップ）を利用しています。また、粘着式トラ
ップでは粘着面に付着した成虫がアマガエルに捕食される
ことがあり、これを防ぐために粘着面に食塩0.5～１ｇを
均一にまいておく必要があります。
トラップを設置する水田は、周辺も水稲が栽培されてい
る水田とし、設置する位置は水田内を基本とします。ただ
し、圃場の中心部に設置する必要はなく、中畦から数メー
−3−

「カブトムシいる？」子どもたちの元気な声が聞こえてき
ます。とある公園、トラップ巡りの一コマ。子どもの時はム
シ好きが多いのに大きくなるにつれてどうして段々減ってい
くんでしょう？
我々病害虫の世界でも、これまでどれだけムシ好きのＯＢ
の力が大きかったかは言わずもがなです。後継者育成、これ
はどの分野、業界にあっても憂うべき大きな課題となってい
ます。そこで、今や絶滅危惧種の昆虫少年を復活させるため
に昨年「昆虫はかせネットワーク」なる団体を有志で立ち上
げました。
代表は北大で昆虫を学ばれた鈴木誠治さん。その他、県内
の博物館や公園管理者等がメンバーになっています。活動内
容は、各地での観察会や標本づくり指導、勉強会などを行っ
ています。植防関係者のみなさまも是非会の活動に御理解い
ただき、未来の昆虫博士育成に御支援いただければと思いま
す。お子様お孫様の参加もお待ちしております。詳しくはネ
ットワークのＨＰやＦＢを御覧ください。

（中山間地農業技術センター 藤巻伸一）
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新潟県で新たに発生が認められた病害虫
平成30年に県内で初めて被害が確認され、特殊報として

（写真２ａ）。
農作物への被害は、作物の根元に巣を作り（写真２ｂ）、

発表した３害虫を紹介します。

地際の茎や根の表皮を食害してえぐったような痕を残した
１ 西洋なしに寄生するニセナシサビダニ

り、根を切断します。その結果生育が抑制され、被害が激



しい株は枯死します。

（平成30年８月24日付け特殊報第３号）

九州以北の日本各地に分布し、近年全国的に農作物の被

平成30年５月上旬に西洋なし
の果そう葉、新梢葉にモザイク

害がみられます。

症がみられ（写真１ａ）
、５月

⑵

防除対策
本種に対する農薬登録はないため、深耕やかん水による

下旬には各産地で幼果実にさび

巣の破壊など物理的・耕種的防除に努めて下さい。

症が確認されました。
モザイク症を発症した枝葉の
先端部（若い枝及び未展開葉）

３

には、淡黄褐色のうじむし形の



タバコノミハムシ
（平成30年11月９日付け特殊報第５号）

フシダニが寄生しており、法政

平成30年９月中旬頃から、なすのほ場で葉面に細かい食

大学 植物医科学センターの同

害が認められました。９月下旬には葉上に小型のハムシ成

定により、全てニセナシサビダ

虫の寄生が認められ、横浜植物防疫所の同定により、タバ

ニであることが確認されました
（写真１ｂ）
。
⑴

本害虫の特徴
クリーム色のうじむし形のダ

ニで、体長0.15mm程度と極め

写真１ａ
ル レクチエの葉のモザイク症状
写真１ｂ
ニセナシサビダニの電子顕微鏡
写真


法政大学植物医科学センター 提供

コノミハムシであることが分かりました。
⑴

本害虫の特徴
成虫は体長1.5～2.5㎜、長楕

円形でやや扁平であり、やや光
沢のある赤褐色で、背中の中央
部に不明瞭な黒斑があります

て微小です。
西洋なしにおける本害虫の生態は詳しくわかっていませ

（写真３ａ）。

んが、モザイク症を発症した枝葉にはニセナシサビダニが

アメリカ合衆国を原産とする

寄生しておることから、日本なしと同様にモザイク症やさ

外来種で、現地ではタバコの重

び果の発症にニセナシサビダニが関与している可能性があ

要害虫とされていますが、国内

ります。

でのタバコへの被害は未確認で、

⑵

なす、トマト、ばれいしょ、ほ

防除対策
西洋なしにおける本害虫の生態は詳しくわかっていない

ため、日本なしにおける対策に準じて防除を行ってください。

おずき等の作物で寄生が認めら
れています。
本種の成虫により、葉の表皮

２

を残して広く食害されたり、直

トビイロシワアリ



（平成30年10月１日付け特殊報第４号）

写真３ａ
タバコノミハムシ成虫


病害虫防除所 撮影



園芸研究センター 提供

写真３ｂ
なすの被害葉

径１～２mm程度の多数の小さな白い点状の食害痕や丸い
穴が観察されます（写真３ｂ）。

平成30年８月にブロッコリー

⑵

の露地栽培ほ場で生育不良の株

防除対策
本種に対する登録農薬はありませんが、他県の事例では、

が発生しました。
被害株の地際部の表皮が食害

主に有機栽培や減農薬栽培のほ場で発生しており、慣行の

され、その部分に寄生していた

防除を行っているほ場では密度が上がりにくいと考えられ

アリを採集し調べた結果、トビ

ます。
国内での越冬状況は不明ですが、国外では落葉下で成虫

イロシワアリであることが分か

越冬すると報告されています。本種が寄生しているナス科

りました。

作物の栽培終了時には、近隣のナス科作物へ移動しないよ

同年８～９月に、キャベツや

うに残渣を速やかに処分してください。

なすでも同様の被害が確認され
ました。
⑴

本害虫の特徴
働きアリの体長は2.5～３㎜。

体は暗褐色から黒褐色で、背部
に１対のとげ状突起があります

（令和元年７月25日現在の農薬登録情報に基づいて作成し

写真２ａ
トビイロシワアリ成虫
写真２ｂ
ブロッコリーの株元にできた巣


ています。）

村上普及指導センター 提供
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（新潟県病害虫防除所

下條

明）

に い が た 植 防 だ よ り 第154号

平成30年度に病害虫防除所が実施した特殊調査成績
～ネギアザミウマ産雄単為生殖型の発生状況の確認～

病害虫防除所では、病害虫防除に係る現地課題解決のた
2014年以降、概ね７月前半に多～甚発生となりその後甚
め、関係機関との協力のもと特殊調査に取り組んでいます。 発生で推移する傾向がみられています。
ここでは、平成30年度に実施したねぎの害虫に係る課題の
［生殖型及び合ピレⅢ抵抗性の診断 表１］
概要を紹介します。
ダイレクトＰＣＲ法による生殖型の診断では、成虫を10
個体ずつ供試したうち、村上市② 新発田市、十日町市①
１ 目 的
では９個体、胎内市、十日町市②では８個体、村上市①、
近年県内のねぎ栽培ではネギアザミウマが多発生し、従
新潟市北区では６個体が産雄単為生殖型で、産雌単為生殖
来の薬剤防除体系による密度抑制が困難な状況にあります。 型が確認されたのは新発田市の１個体のみでした。
一方、新潟市を中心に本種の産雄単為生殖型の発生が確認
また、合ピレⅢ抵抗性個体についても、全地点で確認さ
されています。産雄単為生殖型は、合成ピレスロイド系剤
れました。
や一部のネオニコチノイド系剤に対して感受性が低下して
いることが知られています。そこで、産雄単為生殖型の未
確認の地域を中心に産雄単為生殖型の発生状況について調
査をしました。
２ 調査内容及び方法
ア ネギアザミウマは村上市（２地点）
、胎内市、新発田市、
新潟市北区、十日町市（２地点）から10月上旬～中旬に
採取しました。
イ ①生殖型、②合成ピレスロイド抵抗性タイプⅢ（以下、
※合ピレⅢ抵抗性は合ピレ剤に対して中程度の抵抗性を示すとされる
合ピレⅢ抵抗性※１）について、各ほ場10個体を個体ご
とにダイレクトＰＣＲ（堀川ら、2017）により診断を行
４ 考 察
いました。
ア ダイレクトＰＣＲ法による遺伝子診断の結果、産雄単
ウ ５月後半～10月後半まで、村上市（２地点）
、胎内市、
為生殖型が全地点で確認されていることから分布域が県
新発田市、新潟市北区の５地点について発生状況の調査
内に広がっており（図３）、また確認される地域では産
を行いました。
雄単為生殖型が優占している可能性が示唆されました。
３ 結 果
イ 各地から採取した個体で合ピレⅢ抵抗性が確認された
［ネギアザミウマの発生状況 図１］
ことから、合成ピレスロイド系剤を散布した場合、ネギ
平成30年の発生は村上市①（近年、定植直後の早くから
アザミウマの防除効果は劣ると考えられます。
被害が認められるほ場）で５月後半、村上市②、胎内市、
ウ 産雄単為生殖型が優占する地域では、従来の産雌単為
新潟市北区で６月後半、新発田市で７月前半から被害が確
生殖型が優占する地域と薬剤感受性が異なっており、生
認されました。その後被害は増加し、村上市①では７月前
産現場では薬剤の防除効果について確認し、効果不良と
半、村上市②、新発田市、新潟市北区では７月後半に甚発
される薬剤は防除暦から削除するなどの対応が必要と思
生となりました。以降、甚～多発生で推移しました。胎内
われました。
市では定植後、少～中発生で推移していましたが、９月前
半に多発生となり９月後半以降甚発生で推移しました。
村上
粟島浦

胎内

聖籠

佐渡

関川

新発田
新潟
弥彦

これまで確認
本年度新たに確認

出雲崎

見附

加茂

五泉

阿賀

三条

長岡

刈羽

小千谷

長岡

柏崎

上越

田上

燕

阿賀野

魚沼市

十日町
南魚沼市

糸魚川

津南
妙高

図２
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湯沢

産雄単為生殖型の確認市町村
（新潟県病害虫防除所 平野俊和）

に い が た 植 防 だ よ り 第154号

防除が困難な雑草イネへの対応について
１

はじめに
近年、雑草イネが全国各地で発生し、その赤米混入によ
る品質低下が問題となっています。
雑草イネの拡散を防止するためには、早期発見と発生が
確認された場合の初期対応の徹底が必要になります。
このため本県では、関係機関・団体と連携し、全農家へ
技術対策チラシを配布するなど、有効な防除対策の周知・
徹底を図っているところです。
本稿では、改めて、拡散防止と早期封じ込めに向け、雑
草イネの主な特徴と防除対応を紹介します。
２

雑草イネの主な特徴
雑草イネは、栽培種と同じイ
ネの仲間で、江戸時代まで作ら
れていた赤米が雑草化したもの
と考えられています。栽培用と
して育成された有色素米品種と
は異なり、籾が穂から簡単にこ
ぼれ落ちて、翌年の発生源にな
写真１  赤米が混入した玄米
ります。
雑草イネ由来の赤米が収穫物
に混ざり、農産物検査において
混入が確認されると、銘柄証明
ができなくなる他、格落ちの原
因にもなります。
こうした雑草イネには、様々
なタイプが確認されていますが、
大きく次の３つの特徴がありま
写真２  ほ場で確認された雑草イネ
す。
① 栽培している品種と姿が違
う（芒が長い、芒や籾の先端
が赤～紫色に着色、穂が長い、
稈が長いなど）
② 籾が穂から簡単にこぼれ落
ちる
写真３  様々なタイプの雑草イネ
③ 玄米が赤茶色に着色する
３

雑草イネの防除対応
栽培イネと同じ植物種の雑草イネを通常の除草体系で防
除することは、極めて難しいとの指摘があります。
また、雑草イネを放置すると周辺にも発生が拡散するた
め、発生ほ場の耕作者だけでなく地域全体で対策に取り組
む必要があります。
⑴ 雑草イネ確認時の対応
地域で初めて雑草イネが確認された場合には、発生ほ場
を特定するとともに、周辺の発生状況を関係機関・団体で共
有し、雑草イネの抜取りや赤米の色彩選別など、赤米混入
による被害防止対策を早急に行うことが重要です。
その際、雑草イネが拡散する経路として、野生動物等に
よる持ち込みや用水路を経由した拡散等の可能性も指摘さ
れていることから、発生ほ場の耕作者等への誹謗中傷に及
ばないよう、情報の取扱いには十分に配慮する必要があり
ます。
また、既に発生が認められている地区においては、関係
機関・団体が連携し、ほ場巡回や耕作者への聞きとり等に

より、その発生消長を把握し、発生状況に応じた対策を講
じることが重要です。
⑵ 技術対策
土壌に混入した雑草イネ種子の寿命は概ね３年です。徹
底的な防除を３年以上行うと、年々ほ場に残る種子の量が
減少して、雑草イネを根絶することができるとされていま
す。
根絶の基本は、体系的な防除の徹底です。
条間や株間に生えている漏生イネは雑草イネの可能性が
高いので、見つけ次第抜き取ります。
また、除草剤の体系処理も効果的です。
さらに、拡散防止のため発生ほ場の機械作業は最後にし
て作業後は洗浄を徹底する、雑草イネ種子の死滅率を高め
るため秋耕うんはしない等の対応も有効です。
詳しくは、農研機構が情報提供している防除技術マニュ
アルのホームページをご覧ください。
（https：//www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/
pamphlet/tech-pamph/129066.html）
⑶ 収穫後の対応
雑草イネの発生が確認されたほ場だけでなく、玄米への
赤米混入が確認された他のほ場についても、色彩選別で除
去する等の対応を行うとともに、玄米が生産されたほ場を
特定し、関係機関・団体で情報を共有化した上で、発生状
況の把握体制の整備や、徹底した抜取り・種子の持ち込み
防止等の対策を進めることが重要です。
また、共同乾燥調製施設においては、混入防止のため受
益地区のほ場段階での発生状況の把握に努め、発生が明ら
かになっているほ場の収穫物を別扱いにするなどの対応も
必要となります。
５

最後に
雑草イネの発生や赤米混入が確認された時には、関係
機関・団体がその情報を共有し、速やかな初動対応と徹底
防除を行うことにより、拡散を防止し、早期に封じ込めを
行うことが重要です。
また、発生が継続していたり、面的に拡大している地区
では、個人の防除対応だけでは封じ込めることは困難です。
関係機関・団体が連携して地域の耕作者全体の合意形成を
図った上で、雑草イネを防除するための田植え時期の晩化
や、ブロックローテーションによる大豆等への畑転換など、
地域ぐるみでの対策強化の検討をお願いします。

（新潟県農林水産部農産園芸課 戸松 恒）
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編

集

後

記

○令和元年の8月も残り数日。ニュースでは九州北部の大
雨被害が報じられています。猛暑と大雨の繰り返しが温暖
化時代の夏の特徴なのかもしれません。通勤途中に高速道
路から眺める水田は熟色鮮やかとなり、倒伏も見られてい
ます。何とか無事に収穫作業を終えることを祈るばかりで
す。
○今号から、事務局の編集担当が交代しました。「にいが
た植防だより」は、昭和53年12月の第1号から数え、154回
目の発行となります。これまでにも増して、紙面の充実を
図ってまいりますので、引き続きご愛読いただきたく、よ
ろしくお願いいたします。
（事務局）

