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水稲害虫 トビイ ロウンカ

西 日本 で大発生

平成 25年 産水稲では、西日本で トビイ ロウンカによる大きな被害がありま
した。このウンカは 6〜 7月 を中心に中国大陸から風 (下 層ジ ェッ ト気流)に
乗 つて飛んできて水 田で増殖 します。稲体を吸汁 し、その密度が高 <な ると圃
場が円形状に枯れ込む『坪枯れ』を起こします。
昨年は梅雨明けが平年よりも早 <、 高温少雨の天候が続いたことや、競合相
手であるセジロウンカの発生が少なか つたため、 トビイロウンカにとっては1曽
殖 しやすい環境で した。
そのため、普通期水稲の早植□場を中心に 8月 中下旬以降急激に増加 し、 9
月は じめには増殖率の高 い短翅雌成虫が多 <見 られるようにな り、その後、県
内各地の中山間部や県北部を主体に坪枯れの被害が認められま した。

!

トビイ ロ ウンカ
短翅雌成虫

病害虫防除所では 9月 4日 に 4年 6ヾ りとなる「肇報」を発令 し、農
協、振興局等 の関係機関と連携 して防除対策に取 り組みま した。その
かいあ つてか、作況指数 98と トビイ ロウンカによる被害を最小限に
IPえ ることができま した。また、来年度以降の対策のため、県内各地
域で防除暦 の改訂が行われています。
このように、 トビイ ロウンカは、近年多発する年が多 <、 今後最も
詈戒す べ き水稲害虫です。

大きな役割の病害虫発生予察
昨秋、上記のよ うに トビイ ロウンカが大発生 し、残念なが ら本県でも―部で
坪枯れ圃場が見 られま したが、全 i或 的には被害は最小限 (九 州で最小 )に 留ま
を果たすことが
り、我 長の 主要業務である病害虫発生予察は本当に大きな役害」
できたと安堵 して います。
これも当所か ら発信 しま した注意報や肇報をもとに、現場関係機関・ 団体 と
生産者の皆さんが緊密な連携のもと、適切な防除対策を講 じられたか らだ と考
病害 虫防除所
えます。
所長 松尾 和敏
この病 害虫発生予察 においては、的確な状況把握 と予測、そ して迅速な情報
発信が重要です。そのため、我々は県予察圃場 (無 防除 )を 構 内に設置 し、
また、月に 2回 、水稲では離島を含めて県下 40地 点、計 169圃 場の一斉巡回調査を行 つています。
さらに、予察灯やネ ッ トトラ ップ調査、病害虫防除員調査等のデ ータを収集 し、前身の病害虫観察所
が昭不□22年 に開設されて以来地道に続けてきた調査経験や蓄積デ ータなども基に綿密に解析 していま
す。また、現在は単なる病害虫の見取り調査だけでな <、 コブノメイガでのフェロモン トラ ップの新た
な活用や海外からのヒメ トビウンカ飛来予測システムの開発・ 普及、イチ ゴ炭疸病潜在感染株のアル コ
ール検定法の確立・ 検証等にも参画 し、発生予察に積極的に取 り入れようとしています。
今後とも、さらなる高精度化、客観化、効率化を図り、信頼度がより高い情報発信に努めてまいりま
すので、ご協力等よろ し<お 願 い します。
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ヒメ トビウンカ の 海外 か らの飛来予測
水稲のウイルス病である縞葉枯病 を媒介する害虫 ヒメ トビウンカについては、 日本で越冬が可能な
ため、 これまで 防除対策に当た っては、その上着個体群 を対象 と してきま した。 しか し、 2008年
には海外か ら飛来 した ヒメ トビウンカによる本病の多発が西 日本一 帯 で問題 とな り、海外か らの飛来
についても詈戒が必要にな つて きま した。
そ こで、 (独 )九 州沖縄農業研究センタ ーおよび佐賀県農業試験研究セ ンタ ーが飛来予測手法を確
立 し、 日本植物防疫協会がそ の手法を取 り入れて飛来予測情報提供 システム と して実現 しま した。 こ
の システムは、全国の病害虫防 除所 が 日本植物防疫協会のインタ ーネ ッ トサ ー ビス (」 PP― N巨 丁)
内で利用でき、次のような機能や特徴があ ります。

1.飛 び立ち域

(飛 来源 )は 中国江蘇省 の沿岸部および中央部で、現地の気象デ ータを用 い

２ ３
４

飛来時期を有効積算温度で推定
飛来予測を事前に病害虫防除所 ヘ メ ールで通知
羽化 した成虫が 日本 へ飛来する航路
を飛来予測図と して提供
過去のデ ータ検索

縞葉枯病の被害を最小限に抑えるため
には、迅速な対応が必要です。病害虫防
除所では、 この飛来予浪」
情報提供 システ
ムを利用する ことで、 ヒメ トビウンカの
飛来 へ の早期の整戒が可能 とな ります。

ヒメ トビウ ンカ飛来 予測 図

2013年 o5月 29日 lo時 予測

飛び立ち i或 (飛 来源 )

ばれいしょでのハダニの発生に注意しましょう
〜ミツユビすミハダニの発生を確認〜

!

平成 25年 11月 、秋作ばれい しょでハダニ類の局部的な多発生が
見られま した。調査 したところ、長崎県のばれい しょでは初めての発
生確認となるミツユビナミハダニということが分か りま した。 このハ
ダニ は、特にすス科の植物に好んで寄生 し、国内の農作物では トマ ト
やミニ トマ ト、すスなどで発生が見 られています。本県でもこれまで
すス科雑草のイヌホオズキでは発生が確認されていま した。このハダ
ニ は増殖力が非常に高 <、 寄生密度が高 <な ると植物の葉を自化させ
るので枯死する場合もあります。
ミツユ ビナミハダニ成虫

現在のところ発生 している圃場は限られていますが、今後、発生
拡大や被害の拡大がないように十分気をつけてお<必 要があります。
防除対策としては、本種はイヌホオズキなどナス科雑革 に寄生する
ため、圃場周辺の除草を行い圃場への侵入を防ぎ、発生 した場合は、
ばれい しょに登録のあるハダニ剤を用いて薬斉」
防除 します。
また、 トマ トやミニ トマ ト、なす、 ピーマンなどにも寄生 して、
被害を与えるので、これらの作物での発生にも注意 しま しょう。 ト
マ トやミニ トマ ト、すス、 ピーマンで登録のある一般的なハダニ剤
は、このミツユビナミハダニに対 しても効果が高いことが報告され
ています。
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いち ご病害の総合防除体系 の実証 試験
いち ご育苗期の病害で最 も重要なのは炭疸病です。対策 と しては雨除け高設育苗、発病株の早期
抜き取 り、薬剤散布な どがあ ります。特に薬剤散布は重要な対策であるため、試験研究の成果 によ
る薬剤防除体系に基づいた防除が行われています。ただ、 これまでその薬剤散布体系が現地圃場 に
おいて実証された ことが なか つたため、その実証試験 に取 り組みま した。 併せて、大きな労力を強
いている薬剤散布の軽減化のため、他 の 防除対策 (高 設雨除け、発病株早期抜き取 り、防革 シ ー ト
敷設、その他耕種的対策)を き つち りとと つた上で通 常 1週 間間隔の防除体系を 2週 間間隔と した
体系 にも取 り組みま した。
試験 は 4月 か ら 9月 中旬 の定植直前まで行いま した。炭疸病 は 8月 中旬以降に発生 しま したが、
実害はな <薬 剤防除体系の有効性の実証ができま した。 1週 間間隔散布区 と 2週 間間隔散布区とで
は発生に大きな差はな <、 農家慣行区 (7〜 10日 間隔 )と でも大きな差はあ りませんで したが、
雨除け無 し区は発生が多か つた ことから基幹的な防除対策 と して雨除けの重要性が 再確認されま し
た。雨除けや排水対策、発病株の早期抜き取 りな どの他の対策が しっか り していれば、ある程度の
散布回数低減は可能である と考えられま した。試験圃場はスプ リンクラ ー頭 上灌水で すが、点滴灌
水等の技術 を導入すれば、散布回数低減の可能性はさらに高まると考えられます

ニ ラえそ条斑病の発生に注意
ニ ラえそ条斑病は、アイ リス黄斑 ウイルス (IYS∨ )と いうウイルスによ って起 こる病気です。
長崎県では、平成 24年 10月 、施設にらで初めて発生を確認 しま した。
症状は最初、葉 に数 mmの 不明瞭な退緑斑 が現れ、その後、は つき
り した黄白色〜 白色の斑点や条斑 とな ります (写 真 )。 症状が進むと
これ らは拡大癒含 し大型の条斑 にな り、葉が捻 じれることもあ ります。
病原ウイルスの IYS∨ は、ネギやタマネギ とい つたユ リ科の作物
をは じめ 、花き類では トル コギキ ョウな どに感染 し、スベ リヒユ 、カ
タバ ミな どの雑革 にも感染 し、ネギアザ ミウマによ って 媒介されます。
IYS∨ に感 染 した植物をネギアザ ミウマが吸汁 して IYS∨ を体 内
に取 り込み、健全な にらを吸汁 して媒介 します。
防除対策 と しては、ネギアザ ミウマの防除 (薬 剤防除、防虫ネ ッ ト
や ∪∨カ ッ トフ ィルムによる施設内への侵入防止、栽培終了後のハ ウ
ス内蒸 し込 み )と IYS∨ の伝染源やアザ ミウマの1曽 殖源となる圃場
内や周辺の雑革除去が嚇要 にな ります。

第 9号

さよひめだよ り

分行

千戌

26年

3月

l El

スピー ドスプレイヤーの農薬飛散低減対策
温州みかんなどの果樹園の農薬散布では、作業を効率化す る
ためにスピー ドスプレイヤ ー (以 下、 SS)の 導入が進んで い
ます。 SSは 車体に設置 した送風フ アンによつて霧状の薬液を
がかかりに<い 部位や少 し
飛ばす ことにより、樹冠内部の薬斉」
離れた樹までも至」
達させる ことができますが、隣接 した畑にも
飛散する可能性があるため、残留農薬の リスク管理などに注意
が必要です。

このため、隣接する圃場や周辺環境 へ の農薬の飛
散 を減 らす ことができる ノズル (飛 散低減 ノズル )
が開発されて いますので、実際 に温州みかん園で使
用 した場合 の農薬粒子の飛散状況 を調査 し、併せて
ミカ ンハダ ニ に対する防除効果 を比較検討 しま した。
その結果、飛散低減 ノズル による飛散量の減少 と慣
行 ノズル と同等の防除効果 を確認 しま した。 これ ま
での飛散低減対策 (遮 蔽物 と しての防風樹の設置や
園地周縁部分で の手散布な ど)に 加 えて、飛散低減
ノズル を使 用 す る ことで 、 生 産 者 にも消 費 者 に も
い」な農業 を推進 しま しょう。
「安全・ 安 ′

県病害虫防除基準 にFRAC OIRACの 分類 コー ドを記載 します
病害虫の農薬 に対する耐性・ 抵抗性 の発達 を防ぐためには、薬剤の作用機構分類 に基づ <□ ―
ー
テ シ ∃ン散布 が重要です。近年、 FRAC(世 界農薬 工 業連盟 殺菌剤耐性菌対策委員会 )や
IR∧ C(同 連盟 殺虫剤抵抗性対策員会 )に おいて分類 に関する整理がされてお り、平成 26年 の
長崎県防除基準か ら分類 コー ド (番 号)の 記載 をする こととな りま した。
具体的な利用方法と して農薬を選択する際は、農薬 に対する耐性・ 抵抗性発達防止のため、同 じ
および殺虫剤 を連用 しないことが大切です。
分類 コー ド (番 号 )の 殺菌斉」

□
毘虫まめ矢
識 〜ハすムグリ〜
コガネム シの仲間で、春か ら秋 にかけて各種の花 に飛来 し、背中は緑色で、
体長は 14‑20mmほ ど。花の受粉に深 <関 わ つている毘虫です。ハすムグ リ
の名前の由来は、成虫が花 に潜 り、花粉や蜜を食 べ る姿か らきています。和
名表記では「花潜 り (は なむ ぐり)」 です。ほかの多 <の 訪花性毘虫のよう
に白い花が好きで、カ ンキ ツの花でも しば しば見かけられます。
ただ、果樹園では害虫であ り、花 に潜 り込んだ際 に、脚の鋭い棘やつめで
傷 をつけて しまい、ひ どい場合には幼果の うちに黒 <な つて落下 します。
また、害」
合に軽い傷でも果実が肥大するにつれて目立 ってきて、収穫の頃にみると果実の表面に縦横
に走る茶褐色の深 い傷跡が残 ります。
しか し、カンキツに<る ハナムグリはご<一 部で、 日当たりのよい野原や公園などいろいろな場所
にいます。花粉だらけにな つて花の中でもごもごとしているハナムグリを見つけてみて <だ さい。

