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防除薬剤を効果的に
使用するために
１

はじめに
効果の高い防除薬剤でも使い続けると、その薬剤が効か

ない病害虫・雑草が発生する可能性があります。その後も
同じ薬剤を使い続けた場合、その薬剤が効かない病害虫・
雑草の発生密度が高まり、防除効果が低下します（図１）。

ーカーと協力し、アカヒゲホソミドリカスミカメのジノテ

薬剤耐性菌や抵抗性

フラン剤感受性モニタリング調査を行うこととしました。

害虫・雑草の発生を防

５月下旬から県内各地でアカヒゲホソミドリカスミカメ

ぐためには、同じ作用

を採集し、現在、感受性の調査を行っています。

機構（薬剤の効く仕組

今年度中に結果を取りまとめ、次年度の防除の参考とな

み）を持つ薬剤の連用

る情報提供を行う予定です。

を避け、別の作用機構
４

を持つ薬剤を定期的に
切り替えて使用するこ
とが重要です。
近年、本県で発生し

効果的な薬剤使用に向けて
現在使用している薬剤と別の作用機構を持つ薬剤をロー

図１

テーションさせて使用する際は、ＲＡＣコードを活用する

薬剤耐性菌が発生するしくみ

と便利です。以下の農薬工業会のリーフレット参照くださ

ている薬剤耐性菌及び抵抗性害虫・雑草としては、ストロ

い（図２）。

ビルリン系殺菌剤耐性のイネいもち病菌やスルホニル尿素

jcpa.or.jp/labo/

系除草剤抵抗性のイヌホタルイ等があります。

books/pdf/leaf20.pdf
併せて、新潟県病害虫・

２ 水稲加害種のアカヒゲホソミドリカスミカメの薬剤感

雑草防除指針では、ＲＡＣ

受性低下事例

コードに基づく薬剤の分類

本県では、約12万haの水田で水稲が作付けされていま

を行っているので、参考と

すが、そのほとんどで、アカヒゲホソミドリカスミカメな

してください。

どの斑点米カメムシ類の薬剤防除を行っています。

また、薬剤防除に加えて、

昨年、本県の一部地域においてクロチアニジン剤に抵抗

水稲の斑点米カメムシ類に

性を示すアカヒゲホソミドリカスミカメが見つかりました。 対する定期的な農道・畦畔
無人航空機防除も含め、本県で主に使用される斑点米カメ

の除草や、セイヨウナシ褐

ムシ類の防除薬剤であるジノテフラン剤は、クロチアニジ

色斑点病やナシ黒星病に対

ン剤と同じ作用機構を持つ薬剤であり、地域によっては長

する落葉処理、いちごのハ

期間連用されています。

ダニに対するカブリダニ類

図２

農薬工業会ＲＡＣコード
リーフレット（一部抜粋）

このため、今後、ジノテフラン剤に抵抗性を示すアカヒ

の投入など、耕種的な防除や天敵利用などを組み合わせ、

ゲホソミドリカスミカメの発生が懸念されており、昨年の

総合的な病害虫・雑草防除を行うことで、病害虫・雑草の

調査では、防除効果に影響がない程度ながら、ジノテフラ

発生密度を減らし、薬剤耐性菌や抵抗性害虫・雑草の発生

ン剤に対する感受性が低下したアカヒゲホソミドリカスミ

リスクを減らすことができます。

カメも確認されています。

防除効果の高い薬剤を、今後も効果的に使用していくた
めに、現在の防除体系を確認し、必要に応じて見直しを行

３

感受性モニタリング調査の実施

いましょう。

本県は、昨年度の薬剤感受性低下事例を踏まえ、薬剤メ
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（農産園芸課

神林

満男）
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露地ナス栽培における土着天敵活用管理について
はじめに
使用した殺虫剤の成分回数を比較すると、天敵温存区で７
露地ナス栽培では主にアブラムシ類、ハダニ類、アザミ
成分、慣行防除区では24成分と、成分回数を大幅に減らす
ウマ類を対象に殺虫剤を散布しますが、防除回数が多く、
ことができました（表）。
園芸研究センターにおいても延べ20回以上行なわれていま
表 殺虫剤使用回数の比較
す。特にハダニ類は夏期の高温乾燥条件で多発し、防除を
行っても被害が収まりません。また、オオタバコガの突発
的な発生も大きな被害をもたらしています。
近年、アザミウマ類やハダニ類などを捕食する土着天敵
を活用したIPM防除体系が各県で検討されており、天敵温
存植物を植栽して天敵の定着・増殖を促す技術が開発され
ています。そこで、当センターでは露地ナス栽培における
土着天敵ヒメハナカメムシ類の利用技術を検討しています。
１ ヒメハナカメムシ類を利用した防除体系

３

他県における土着天敵活用事例
東京都ではソルゴー障壁が露地ナス栽培で取り入れられ
ており、ソルゴーにテントウムシ類やヒメハナカメムシ類
をはじめとする様々な天敵が観察され、アブラムシ類やア
ザミウマ類の発生を低く抑えることが確認されています。
また、京都府でもソルゴーを利用する事例や、ナスほ場に
オクラを隣接して栽培し農薬の使用回数を削減している事
例が見られます。
奈良県の露地ナス栽培では、難防除害虫であるミナミキ
イロアザミウマの防除対策として、選択性殺虫剤を利用し
たヒメハナカメムシ類の保護による防除体系が検討されて
います。選択性殺虫剤を主体に防除を行った天敵保護ほ場
写真１ ヒ
 メカメムシ成虫とオクラ真珠体及び植栽ソルゴー
では、ヒメハナカメムシ類が多く観察され、慣行防除ほ場
試験ではナスほ場の周囲と内部にソルゴーとオクラを植
と比較して殺虫剤の散布回数を１/２以下に抑えつつ、ミ
栽しました（写真１）
。ソルゴーにはムギクビレアブラム
ナミキイロアザミウマの被害果の発生を慣行と同等かそれ
シなどナスに寄生しないアブラムシ類が付き、ヒメハナカ
以下に抑えることができました。
メムシ類の餌となります。また、ソルゴーは草丈が２mほ
おわりに
どになるので障壁作物としての効果も期待できます。オク
本県では土着天敵の研究に着手したばかりですが、他県
ラは真珠体と呼ばれる分泌物を芽や葉から分泌し、これが
ではこのように土着天敵が安定した効果を示し、防除回数
ヒメハナカメムシの餌となることが知られています。ヒメ
が削減される事例が多く報告されています。農業者の防除
ハナカメムシ類はアザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類
労力の軽減につながるよう、今後も研究を進めていきたい
を捕食しますが、補助的に殺虫剤の散布も行います。なお、 と考えています。
農薬の中には天敵を殺してしまうものもあるため、防除に

（園芸研究センター 横山 泰之）
は天敵に影響の少ない薬剤を使用しました。
２ 試験結果
ヒメハナカメムシ類は６月中旬から確認され、７月から
植防一口メモ
８月にかけて頻繁に観察されましたが、９月に入ると気温
いまだに多いノビエの多発生
の低下とともに徐々に観察されなくなりました。ヒメハナ
毎年発行される県の「稲作概況と課題」において、問題と
カメムシ類の密度は殺虫剤を散布によって減少することは
ありませんでした。一方、アザミウマ類などの害虫はいず
なっている雑草を草種別に直近５年間の普及センターのコメ
れも補助的に殺虫剤を使用することにより密度を抑えるこ
ント数で集計すると、難防除雑草のホタルイは25、オモダカ
とができました（図１）
。
は14、最近問題となってきたイボクサは21、クサネムは20で
すが、最多はノビエの38でした。近年は葉令の進んだ雑草に
対応する一発処理剤や後期剤など、優れた除草剤が普及して
いますが、いまだにノビエが最も問題とされているのが現状
です。適期中干しの実施による湛水期間の縮小、温暖化によ
るノビエの葉令進展の早まり、経営の大規模化によるほ場の
分散化、作付品種の多様化など、総じて雑草管理の条件は以
前より厳しく、的確な除草剤処理と効果発現の安定が必要と
なっています。漏水防止等のほ場条件の整備や除草剤散布後
の水管理など、まずは除草剤処理の基本の確認と徹底からお
願いしたいと考えています。

図１ 天
 敵温存区におけるヒメハナカメムシ類及びアザミウマ類、ハダニ類、
アブラムシ類の発生消長
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マメシンクイガによる大豆子実被害の多発生条件
１

マメシンクイガについて

があることがわかり

マメシンクイガは大豆の子実を食害する重要害虫です。

ました。８月第６半

マメシンクイガは幼虫が土中で越冬し、８月上旬から成虫

旬から９月第４半旬

が発生します。成虫は大豆の莢などに産卵し、孵化した幼

の平均気温が低かっ

虫が莢内部に侵入して大豆子実を食害します。幼虫は莢内

た平成26年、27年で

で成長して老熟幼虫となり、その後莢を脱出して土中に移

は、同じ期間の平均

って越冬します。

気温が高かった平成
24年と比較し、成虫
数に対する被害粒率
が高くなりました。
このことから、卵か

図３

成虫数と被害粒率の関係

注 成虫数はフェロモントラップ誘殺数（８～9月）各年の
調査地区は同じ。殺虫剤散布なし。
 凡例の（ ）は８月第６半旬～９月第４半旬の平均気温
の平年差（平年値：23.1℃）

ら幼虫の期間の気温が低い年では、子実被害が多くなりや
すいと考えられます。
３

多発生条件に対応した薬剤防除法
これまでの研

表

主な防除薬剤の散布時期別防除効果

究で殺虫剤の種
類により防除効
果、防除適期に
図1

違いがあること

マメシンクイガの生活環

が明らかになっ

これまでの研究により、土壌中のマメシンクイガの幼虫

ています。多発

は水田転換によりほとんど死亡するため、発生量は田畑輪

生条件の「前年

換が行われている地区では極めて少ないことや、マメシン

に被害粒が多か

クイガに対する効果的な薬剤防除法、フェロモントラップ

った圃場」や「８

による発生量調査法などが明らかになっています。そして

月下旬から９月

最近、マメシンクイガによる大豆子実被害の多発生条件が

中旬に低温が予想される年」では、殺虫剤の選択、防除時

明らかになりましたので紹介します。

期の設定に特に注意し、表で◎を付した「効果が特に高い」
防除方法を選択しましょう。

２

多発生条件

⑴

圃場条件



（作物研究センター

岩田

大介）

先ほど紹介しました
み

が、大豆子実を食害し
たマメシンクイガの幼
で越冬します。従って
大豆連作圃場で、特に
前年の被害粒率が高い
（被害粒が多い）圃場
量が多くなります。
被害粒の発生程度は、

図２ 前年被害粒率と当年の成虫発生量の
関係（H27～30）
注 成虫発生量は８月のフェロモントラップ誘殺
数均気温の平年差（平年値：23.1℃）

収穫直後の子実を調べれば簡単に確認できますので、翌年
の成虫の多発生リスクを知るために収穫時に各圃場の被害
粒の発生程度を確認すると良いでしょう。
⑵

く

さ

今、昆虫も猛威を振るっています

虫は、その圃場の土中

では、当年の成虫発生

ち

気象条件
成虫の発生量が多いほど被害粒率は高まりますが、年（気

象条件）によって成虫の発生量が同じでも被害粒率に違い
−3−

世界が新型コロナ禍で混乱し、戦っている中、もうひとつ
の厄介者がいる。それはサバクトビバッタだ。東アフリカで
猛威を振るったこのバッタの大群がインド、中国を含む南ア
ジアにも出現し、深刻な食糧危機を引き起こそうとしている
らしい。南米でもそれに似たミナミアメリカバッタも大発生。
世界の食糧確保は大丈夫か？
今、巷では昆虫食ブームが来ているとか…ほんとうか？
じゃあサバクトビバッタを食べてしまえば一石二鳥？そう
容易いことではないらしい。
大繁殖したサバクトビバッタはイナゴと違って殻が固く、
食べたときに苦味も強く、大量発生したときは「飛行に特化
した体に変化する」ために羽が大きくなり、身がスカスカと
なり、味の悪さに拍車がかかるとのこと。そのうえ消化がす
こぶる悪く、体に大量の殺虫剤が付着している可能性が非常
に高いので危険極まりないのだ。

（佐渡農業技術センター 長谷川雅明）
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新潟県で新たに発生が認められた病害虫
令和元年に県内で初めて被害が確認され、特殊報として

２

ネギハモグリバエ別系統の初確認

発表した２病害虫を紹介します。



（令和元年11月５日付け特殊報第２号）

１

ネギほ場で葉が白くな

令和元年９月に秋冬
ユリにおけるアイリス黄斑ウイルスによる病害



（令和元年９月24日付け特殊報第１号）

る被害が発生しました
（写真２a）。

令和元年８月にユリにおいて、葉に褐
色の斑紋が認められました（写真１a）
。

この被害状況は従来

新潟県農業総合研究所園芸研究センタ

のハモグリバエによる

ーで罹病葉をRIPA
（イムノストリップ）

食害症状と著しく異な

法により検定した結果、アイリス黄斑ウ

り、他県で発生が認め

イ ル ス Iris yellow spot virus（IYSV）

られている別系統の食

が確認されました。

害と類似していていた

⑴

ため、農業・食品産業

本害虫の特徴
葉の病斑は、初めは白いかすり状斑紋

で、のちに褐色になります。斑紋の内部

写真１a
ほ場での発病状況

ははじめ緑色、のちに褐色～暗褐色になります。斑紋の外

写真２a
Ｂ系統による葉の被害

技術総合研究機構東北農業研究センターに同定を依頼し、
従来の遺伝子型（以下「Ａ系統」と略記）とは異なる別系
統（以下「Ｂ系統」と略記）であることがわかりました。

縁は水浸状となります。
⑴

発生部位は中位葉

本害虫の特徴

～上位葉に多く、ひ

ネギハモグリバエの体長はＡ系統、Ｂ系統ともに成虫の

どくなると落葉しま

体長は約２㎜で、体は胸部と腹部が黒く、その他は淡黄色

す。また、病徴が進

と系統による識別は困難です。
幼虫はうじ虫状で、成長すると体長約４mmに達し、蛹

むと、葉枯病と酷似

は体長約３mmの褐色、俵状です。

するため、病徴だけ
での判別は困難にな
ります。
（写真１b）

両系統ともに成虫は葉の組織内に産卵し、孵化した幼虫

写真１b
初期症状（左）と褐色斑紋（右）

が葉の内部に潜り込んで葉肉を食害します。幼虫は成長す

本ウイルスは、ネギアザミウマによって媒介されます。

ると葉から脱出して、地表又は土中で蛹になります。

幼虫のときに本ウイルスを獲得し、保毒幼虫が成虫になる

農作物への被害は、

とウイルスを媒介します。媒介虫は一度保毒すると死亡す

Ｂ系統はＡ系統と比較

るまで伝搬能力を保持します（永続伝搬）が、経卵伝染は

して一葉あたりの幼虫

しません。他のアザミウマ類による伝搬は確認されておら

が多く、一葉に複数の

ず、土壌伝染及び種子伝染も報告されていません。

幼虫が葉の内部に潜り

ユリのほかにテッポウユリ、トルコキキョウ等の花き類
やねぎ、たまねぎ、にら等野菜での感染が確認されていま

込んで集中的に食害し
ます（写真２b）。
Ｂ系統の初期の食害

す。本県では平成25年度にねぎへの感染が確認され、ネギ
えそ条斑病として特殊報を公表しています。

痕は、従来のＡ系統と

⑵

同様で不規則な白線状

防除対策
ほ場内外の雑草や不必要な花き類等は、本ウイルスの感

ですが、進展すると近

写真２b
従来系統（左）とＢ系統（右）の食害痕

染源やアザミウマ類の増殖源となるので、速やかに除去し

接した食害痕同士が癒合し、葉全体が白化したようになり

適切に処分してください。

ます。表皮を剥離すると多数の幼虫が確認されます。

アザミウマ類の侵入防止対策として、施設の開口部に
⑵

0.8mm目合い以下の防虫ネットの設置が有効です。

防除対策

アザミウマ類の発生を確認した場合は直ちに薬剤防除を

発生を確認したら、系統にかかわらずネギハモグリバエ

行ってください。薬剤防除の際はその登録内容を遵守して

に適用のある薬剤により、発生初期の防除を徹底してくだ

ください。

さい。

発病がみられた株は二次伝染源となるため、発見次第ほ

被害葉及び収穫残さは発生源となるので、残さをほ場内

場外に持ち出し、土中深く埋める等、適切に処分してくだ

に放置せず、一か所にまとめて積み上げ、ビニールシート

さい。なお、栽培終了後は蒸し込み等を行い、アザミウマ

等で覆い、虫を死滅させる等適切に処分してください。

類を死滅させ外部への分散を防いでください。
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（病害虫防除所

五十嵐

憲郎）

に い が た 植 防 だ よ り 第157号

県内初、ツマジロクサヨトウの発生を確認
１

３

はじめに

国内の発生状況

令和２年６月９日に、本県のスイートコーンほ場で、ヨ

令和元年７月に、鹿児島県の飼料用とうもろこしほ場で

トウムシ類による食害が確認され、横浜植物防疫所新潟支

初めて発生が確認されました。同年９月には四国、中国地

所に同定依頼した結果、

方や関東地方で、10月には青森県でも確認され、短期間で

本県で未発生であった

広域に分散し、令和元年の発生は21府県となりました。

ツマジロクサヨトウと

令和２年は、１月に沖縄県と鹿児島県で発生が確認され、

確認されました（写真

これまでに28県で発生が確認されていますが、本県を含め、

１）
。今後の被害防止

島根県や徳島県など新たに11県で発生が確認されています

に向けて、本虫の特徴

（令和２年８月３日現在）。

や対応などについて紹
４

介します。
２

写真１

生態と被害

 県で確認されたツマジロクサヨ
本
トウの幼虫

ツマジロクサヨトウは、中南米原産の広食性の害虫で、
とうもろこし、ソルガムなどのイネ科やアブラナ科などの

本県での発生状況と対応
本県での初発生を確認後、植物防疫法に基づき速やかに

薬剤散布の徹底を周知しました。また、関係機関・団体と
連携し、県内全域で緊急調査を行いましたが、６月９日に
発見されたほ場以外での発生は確認されませんでした。

80種類以上の作物を加害するとされていますが、現在のと

多発すると、被害が拡大する恐れがあることから、ほ場

ころ、本県で加害された作物はスイートコーンのみです。

をよく見回り幼虫の早期発見に努めることが重要です。本

世界での被害事例として、中米・ニカラグアの調査では、 県で越冬できなくとも、高い飛翔性により、西日本で越冬
肥大期から成熟期のトウモロコシにおいて、被害株率が55

した本虫が飛来してくることが予想されるため、今後も定

～100％の場合、収量が15～73％低下した報告があります。

期的に実施する発生予察調査の中で、ツマジロクサヨトウ

また、もう一つ大きな特徴として成虫は非常に高い飛翔

の発生を調査していきます。

性を有し、一世代で500km、一晩で最大100kmを移動する
ことが知られています。一方で、発育限界温度は約10℃で

５

防除にあたって
令和２年８月３日現在、ツマジロクサヨトウに登録のあ

氷点近くになると死滅することから、本県での越冬はでき

る農薬はありません。ただし、本県においては、令和２年

ないものと考えられます。

本虫は、幼虫が新葉の葉鞘部や若い子実を食害しますが、 ６月11日に、植物防疫法第29条第１項の規定に基づく措置
摂食量が多く、食害部には多量の糞が散在する特徴があり

を取ることを公表しましたので、特例的に以下のホームペ

ます（写真２、３）
。

ージに掲載されている農薬の使用が可能です。
（農林水産省「ツマジロクサヨトウの薬剤防除に使用でき
る農薬一覧」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki
/k_kokunai/tumajiro.html）
なお、農薬の使用にあたっては、購入した農薬の適用作
物、使用方法、使用時期、散布液量、希釈倍数、使用量、

写真２ 新
 葉の葉鞘部の甚だしい
食害痕

写真３

使用回数を遵守してください。

食害部の多量の虫糞

また、農林水産省から「ツマジロクサヨトウ」防除マニ

幼虫での簡易識別は、①頭部の淡色の「逆Ｙ字」紋があ
ること、②尾部（腹部後方）に大きな斑点があることを確

ュアル（令和２年４月策定）が公表されていますので、防
除の参考としてください。

認して行います（写真４）
。
６

最後に
今後も、新たな病害虫が本県へ侵入してくる可能性があ

ります。被害を最小限に抑えるためには早期発見と早期防
除が重要となります。国や県が情報提供する侵入警戒動植
物や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。

写真４

（農産園芸課

幼虫の簡易識別時のポイント
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広井

祥）

に い が た 植 防 だ よ り 第157号
もものカイガラムシ類の毛糸トラップ利用による
防除適期把握と湿展性着展剤加用による防除効果の向上
病害虫防除所では、病害虫防除の現地課題を解決するた

その２～３日後は５月18～19日頃に当たり、両面テープト

め、関係機関と協力して防除対策確立に向けた調査に取り

ラップによる捕獲ピークや有効積算温度シミュレーション

組んでいます。ここでは、令和元年度に実施したもものカ

で予測したふ化盛期の５月20日とほぼ一致しました。この

イガラムシ類の調査概要を紹介します。

ことから、毛糸トラップは、生産現場で簡易に幼虫ふ化ピ

１

ークを把握でき、防除適期を判断する上で有効と思われま

毛糸トラップによる第１世代ふ化盛期の把握
ももの重要害虫であるウメシロカイガラムシ及びクワシ

ロカイガラムシの防除適期は、第１世代幼虫のふ化盛期で

した。
２

湿展性展着剤の加用による防除効果の向上

す。しかし、発生消長が掴みにくい上に適期幅が短いこと

２種カイガラムシの第１世代ふ化幼虫の発生時期は10日

から効果的な対応が難しく、近年多発傾向にあります。両

ほど異なることから、クワシロカイガラムシとウメシロカ

種については第１世代幼虫ふ化盛期の予測として有効積算

イガラムシの混発園においては、これまでそれぞれの発生

温度による予測法がありますが、その年の気象条件や園地

時期に合わせて防除する必要がありました。そこで湿展性

がアメダス地点から離れている等により予測日が防除適期

展着剤の加用による防除効果の向上により、２種カイガラ

から外れる可能性があります。そこで、簡易で生産現場へ

ムシ類の同時防除が可能かを検討しました。
新潟市西蒲区針ヶ曽根のもも園において、アプロードフ

の導入が容易と考えられる毛糸トラップにより防除適期が

ロアブルの1,000倍、500L/10a散布しました。実証区は湿

捉えられるかを検討しました。

新潟市西蒲区針ケ曽根のもも園に毛糸トラップを設置し、 展性展着剤の「まくぴか」を散布液の拡展性が著しく高ま
幼虫捕獲状況を両面テープトラップの発生消長と比較しま

るとされる5,000倍として薬液に加用、対照区は固着性展

した。

着剤アビオン-Ｅを常用濃度である1,000倍加用としました。

両面テープトラップでは、第１世幼虫は５月16～20日に
小さなピークが、５月24～30日に大きなピークが認められ

散布日は、前出の幼虫ふ化盛期予測や毛糸トラップでの幼
虫捕獲状況等から５月22日としました。

ました（図１）
。JPP-NETの有効積算温度シミュレーショ

実証区での散布57日後の第１世代雌成虫の発生数は極め

ンを使用したふ化盛期は、ウメシロカイガラムシで５月20

て少なく、防除効果の向上が認められました。一方、対照

日、クワシロカイガラムシで６月２日と予測されたことか

区では、第１世代雌成虫が多く確認され、散布前を上回る

ら（データ未掲）
、５月16～20日の小さなピークはウメシ

発生数となりました（表２）。

ロカイガラムシ、５月24～30日の大きなピークはクワシロ

表２

カイガラムシのふ化盛期によるものと推察されました。一

展着剤の種類とカイガラムシ類雌成虫発生数

方、毛糸トラップでは、歩行幼虫が５月13日からみられ、

区名

展着剤

16日には設置トラップの過半で確認されました（表１）。

実証区
対照区

まくぴか5,000倍
アビオン－E1,000倍

20日には全てのトラップで幼虫が認められ、枝とトラップ
の境目に歩行幼虫がオレンジ色の集合体として目視できま

雌成虫数（頭）
散布前
散布57日後
（５月７日）
（７月18日）
91
13
167
361

注１）防除は両区ともアプロードフロアブル（1,000倍・500L/10a、５月22日散布）
２）成虫数は、各区２樹を供し各樹２、３、４年枝をそれぞれ３本づつ調査した合計数

以上、今回の調査では、混発園でのカイガラムシ類防除

した。
薬師寺（2019）は、毛糸トラップ等の簡易トラップに歩

において、毛糸トラップ等を活用して防除適期を把握し、

行幼虫の発生が確認された２～３日後が歩行幼虫の発生ピ

湿展性展着剤「まくぴか」を加用したアプロード剤を散布

ークになると報告していますが、本調査で毛糸トラップの

することで、高い防除効果が得られ、発生時期に10日ほど

過半で歩行幼虫が確認された日の５月16日を起点とすると、 ズレがあるクワシロカイガラムシとウメシロカイガラムシ
図１

両面テープトラップのカイガラムシ類第１世代幼虫の発生消長

の同時防除が可能であることが示唆されました。


（病害虫防除所
編

表１

集

後

平野

俊和）

記

○ 新型コロナウイルスCOVID-19の感染に怖れ慄く日々
が続いています。
○ COVID-19の発生源である中国の今日のGDPは、同じ
新型コロナウイルスであるSARSが発生した2003年頃に
比べ6～７倍になっているそうです。その分だけ人・物
の動きが活発化、このことがウイルスの蔓延拡大を助長
したと容易に想像できます。
○ 人・物の流れに伴い病害虫の発生が広がることは、植
物でもよく知られ、グローバル化が進む中、本誌記載の
ツマジロクサヨトウのように新たな病害虫の蔓延の危険
性は日々高まっています。
○ 人、農作物ともに気の抜けない時代になっているわけ
ですが、共通して云えることは初動の的確さと思います。
（事務局）

毛糸トラップによるカイガラムシ類第１世代幼虫の捕獲状況
（幼虫捕獲トラップ数/設置トラップ数）
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