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常緑広葉樹林 の落 葉 を採集 し、
落葉下で越冬 しているカ メム シ
を調査 します。
右図は、採集 した落 葉 を6ヽ る
つて 枝な どの大 きな ゴ ミを除い
て いる様子です。 Sヽ る つた落 葉
を暖かい部屋 に数 日間置 いて お
くとカメム シが越冬か ら目覚め
て、落 葉 の中か ら這 い出てきま
す。

地球温暖化な どの気候変動が、農業 にも じわ じわ と影響を及 ぼ し始
めて お り、昨年、鹿児島県奄美大島で熱帯地域 に生息 している ミカ ン
コ ミバエが 侵入・ 発生 し大きな問題 とな りま したが、 これもその一つ
と思われ ます。
環境省が B乍 年まとめたみ響評価 で は、大雨 による洪水な ど人命や経
済 的な損失で重大性が特 に大 きい 9項 目と して、農業分野か ら水稲、
果樹、病害虫・ 雑草 の 3項 目が挙が つて お り、病害虫においては、国
内未発生病害 虫の国内侵入、 ウンカな どの海外か らの飛来状況の変化、 病害虫防除所
年 間世代数の増加や越冬可能地域 の北上・ 拡大、害虫・ 天敵相の構成 所長 松尾 和敏
の変化な どによ り、農作物 へ の被害が拡大する可能性が指摘されて い
ます。
そ して、その対策 と してまず重要 とされて いるのが、我反が主務 と している発生予
察事業の継続 と充実強化です。病害 虫の発生状況や被害状況 を的確 に捉え、適時適切
な防除のための情報発信 を行 う必要があ ります。
また、そのために、気候変動 に応 じた病害 虫の リスク評価 と検証、海外か らの飛来
技術 の開発、気候変動 に対応 した防除
状況 の 変動把握技術や国内で の分布域変動予沢」
技術 の確立が求め られて います 。
特 に、 本県 をは じめ九州・ 沖縄地 区は、わが国の西、南の玄関 □で ある ことか ら、
各県や国等間での情報交換 を密 に し、 まずは侵入肇戒調査を徹底する とともに、各試
験研究機 関とも連携 を深 <し て、 これ ら対応技術の開発、確立や実証、普及 に積極的
かつ計画 的に取 り組んで いきた いと思います。
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病害虫防除所では、 2014年 度か ら関係機関と連携 して県の主要品 日であるイチ ゴ
とウンシュウミカンの台湾向け輸出を目指 し、台湾の厳 しい農薬残留基準をク リアでき
る防除体系 の確立 に取 り組んでいます。
初年度は、イチ ゴ栽培 において台湾の残留基準値を超過する可能性が低 いと考えられ
る薬剤で防除体系モデル (表 )を 構築 し、栽培 した果実の 農薬残留分析の結果 と台湾の
基準値 を比較することで各薬剤の残留 リスクの評価が得 られま した。防除効果について
も概ね各病害虫の発生を抑え、収量・ 品質に影響はあ りませんで した。
また、台湾市場 (高 級店 :4店 舗、大衆店 :2店 舗 )に おいて、産地 。品種・ 品質等
の調査 を実施 しま した (図 1)。 日本産のものが痛みもな <、 品質は高 <揃 つてお り、
価格は台湾産の約 3.5倍 程度で した。
2015年 度 は、作成 した 防除体系 モデル をもとに、生産農家や」Aの 協力を受け実証
試験 を行 つて います (図 2,3)。
なお、 この実証圃場で栽培 したいちごを実 際 に台湾で贈笞用 高級果実の需要が見込ま
れる春節 (2月 上旬 )の シーズンに、テス ト輸出 し現地バイヤ ーの品質評価を受けま し
た。
:旬

月

対象 病 害 虫 名

魅薬名

ミルベメクチン水和剤
月

上 一 下

うこ ん こ 病

ヽ
スモンヨ トウ
うとん こ病

クレツキシムメチル水和剤
クロラントラニリプロール水和剤
トリフルミツール水和剤

吏色 かび病
ポリオキシン水和剤
ヽスモ ンヨ トウ、 アザミウマ馨 スピネ トラム水和剤
上
一中 一
下

月

:

上

ビ フ ェア セ ー ト水 和 剤

アプラムシ類
ハダニ類
うどんこ病
うとんこ病
ハタニ 類
うとん こ病

2月 :

灰色か び病

下

アザ ミウマ類
アザ ミウマ類

月

上一
中一
下

:

中

ヽ夕 二 類

うとんこ病
フザミウマ類、アプラムシ類
う ど ん こ病

表

図2

アセタミプリド水溶剤
ミヤ コカプ リダニ剤
炭酸水 素す トリウム・ 銅水和 剤
イ ミノクタ シンアル ペ シル酸塩 水和 剤

クレツキシムメチル水和剤
チリカフリダニ剤
トリフルミツール水和剤
プロシミ ドン水和剤
クElル フルアズロン寧t剤
スピノサ ド水和剤
チリカフリダニ剤
ミノクタジンアルベシル酸塩水和剤

アセタミプリド水溶剤
支酸 水 素 す トリウ ム・ 銅 水 和 剤

図1

台湾 へ の輸出に対応 した イチ ゴの
防除体系モデル

実証ほにおける薬剤散布の様子

図3

台湾での市場調査の様子

実証ほにおける灰色かび病の発生

第 11号

さよひめだよ り

予察灯 は、虫の光に集まる習性を利用 して、農作物害
虫の発生予察 を行 う調査機器です。本県では、主 に海外
飛来性害虫 (ト ビイロウンカ な ど)の 飛来時期や飛来量
の把握のため に活用 しています。
現在、予察灯で使用されている光源である白熱電球は、
地 球温 暖化対策、省 エ ネ促進の観 点か ら1晋 来 的 に製造、
販売が終了する予定です。そ こで、白熱電球 に替わる光
源と して LED光 源を利用 した予察灯の実用化試験が始
ま ってお り、農研機構中央農業総合研究センタ ー を中lb
に全 国数箇所の試験場、病害虫防除所で実施され、当所
も参画 しています。今年度はウンカ類、ツマグロヨコバ
イおよび斑点米カメム シ類な どの水稲害虫を対象に誘引
デ ータを収集 し LED光 源の誘引性能を評価 しま した。
来年度以降は、本県を含む数 県 において水 稲害虫につい
て調査 を継続するとともに、果 樹害虫などを対象 と した
新たな参画機関を加え実施される予定であ り、早期の L
ED光 源を利用 した予察灯 の実用化を目指 しています。
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白熱 光 源

LttD光 源

水稲の最も重要な害虫といえば、毎年、梅雨時期に中
国大陸から飛んで <る 「 ウンカ」です。本県はウンカが
最初にや って <る 最前線で他県からもその発生動向が注
目されています。ウンカはイネの茎に□針を束」して吸汁
することで枯らしたり、ウイルスを媒介 して病 気に しま
す。
そ して、問題なのはウンカが薬剤抵抗性を発達させて
海外から飛来 して来るため農薬の殺虫効果の低下が見ら
れることです。ウンカの被害を防ぐため には効果的な防 筆者 とお世話 にな つた
除体系が必要で、そのためにも薬剤感受性の動向を把握 九州沖縄農業研究セ ンタ ーの皆様
することがとても重要です。
病害虫防除所ではイネ縞葉枯病のウイルスを媒介する
「 ヒメ トビウンカ」の薬剤感受性検定を平成 22年 から
実施 して動向把握に努めており、結果を適切な防除指導
に役立てています。また8乍 年は筆者がウンカに特化 して
研究を している農研機構九州沖縄農業研究センタ ーの虫
害研究グル ープで 2ヶ 月間研修 し、詳 しい薬剤感受性検
定の技法や新たに開発された検定法、またウ ンカの生態
についても学んできま したので、今後の本県のウンカ防
ウンカ類の検定法
除対策に活か していきます。
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イチ ゴの重要病害である炭疸病 は育苗中に発生すると、感染 が疑われる周囲の苗も処
分せざるを得な <な るため多発する と苗不足 を招 <お それがあ ります。そ こで、育苗期
での早期発見のために、長崎県農林技術開発 セ ンタ ー等 の機関が参画 し開発された「 イ
チ ゴ炭疸病の簡易予察検定法― エ タノール 噴霧法― 」を用いた発生予察 を昨年か ら開始
しま した。「 エ タ ノール 0貰 霧法」 とは、水で洗浄 したイチ ゴの葉に 70%エ タノール を
吹きかけ再度水で洗浄 し2週 間 28℃ 下で培養する ことで、炭疸病の潜在感染を確認す
る手法です。その研究成果 か ら、 7月 の潜在感染株率 と 9月 の炭疸病発生程度には高 い
相関が言
忍め られることがわか っています。
そのため病害虫防除所 において、昨年の 7月 に「 エ タノール 0貰 霧法」を用 いて潜在感
染株調査 を行 つた結 果、潜在感染株率 は 5ヶ 年 の調査 (農 技センタ ーでの 4ヶ 年 の調査
を含む)の 中で最も高 い値であ りま した。その後、 9月 上旬の巡回調査 (苗 )で は、平
年よ りやや多 <発 生 し、本圃においても萎ち ょうする株 が多い傾向であ り、 エタノール
0員 霧法による発生予察 の有効性が確認されま した。今後も、防除対策に活かせるよう 7
月の潜在感染株率のデ ータを蓄積 し、よ り的確な発 生予察に利用 していきます。
光学顕微鏡で拡大
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炭疸病菌分 生子
エ タ ノ ール 噴霧

小葉の黒変 と炭疸病菌分生子塊の発生

「てんとう虫」は種類によつて食べるものが違うことを矢□
つていま したか ?た とえば、背中に7個 の黒の紋がある「す
すホシテン トウ」は農作物の害虫であるアブラム シを、黄
色 <て 小型の「キイ ロテ ン トウ」はう どんこ病菌を食 べて
<れ ます。 このような肉食や菌食の種類のてんとう虫は農
作物 の栽培 に一役か つて くれています。 と、 ここで注意 し
なければな らないのがすスや じゃがいも、ホオズキな どの
すス科の植物を食 べ る草食のて んとう虫がいる点です。背
中に281固 の黒 い紋をも った「 ニ ジュウヤホシテン トウ (テ
ン トウムシダマシ)」 が この種類に当てはまります ので 、
畑でてんとう虫を見 つけた ら背中の模様に気をつけて見て
<だ さいね。

ニ ジュウヤホシテン トウ

