
植物防疫ニュース（速報Ｎｏ．２） 

 

平成２７年６月１日

栃木県農業環境指導センター

イネ縞葉枯病(ヒメトビウンカ媒介)の防除時期に注意しましょう！ 

平成 27 年のヒメトビウンカの本病ウイルス保毒虫率は、県中部で 10.0％、県南部で 8.5％と昨

年に続き高い状況にあり、県北部でも増加傾向にあります(表 1)。また、５月下旬の大麦ほ場にお

けるヒメトビウンカの成虫数は前年比 397.8％と増加しています(表 2)。成虫数が多いことからヒ

メトビウンカの齢期は昨年よりも進んでおり、水田への飛び込み時期は早まると考えられるため、

防除時期も例年より早める必要があります。 

ヒメトビウンカの齢期が進んだ要因は 4 月下旬～5 月下旬現在まで続いている高温と考えられ

（宇都宮気象台での平年平均気温＋３℃）、栃木市に設置している黄色粘着板でも、昨年より 1

週間早くヒメトビウンカ成虫が捕獲されています。本病の被害を避けるため、本田でのヒメトビ

ウンカの防除時期に注意しましょう。 

 

表１  ヒメトビウンカ第一世代幼虫の    

イネ縞葉枯ウイルス保毒虫率(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
表２ ヒメトビウンカ（第一世代）の麦類ほ場での生息密度(頭/10m²) 

 

H27 H26 前年比(%) H27 H26 前年比(%)

県北部平均 8.0 0.0 - 227.0 112.0 202.7

県中部平均 14.4 3.8 378.9 163.2 336.8 48.5

県南部平均 23.4 6.3 371.4 309.3 437.7 70.7

県平均 18.3 4.6 397.8 255.0 356.5 71.5
平成27年5月18～27日調査

成虫 幼虫

ゆうれい症状 出すくみ

多発ほ場 

写真 イネ縞葉枯病の病徴 

H25 H26 H27
大田原市蛭畑 0.9 1.0 1.0
さくら市蒲須坂 － 2.1 4.2
高根沢町花岡 0.9 1.0 6.3
真岡市青田 9.1 18.8 16.7
宇都宮市（芦沼町、横山町） 1.8 6.3 5.2
宇都宮市雀宮 － 12.5 14.6
上三川町上三川 － 10.4 8.3
鹿沼市酒野谷 0.0 5.2 5.2
下野市小金井 10.0 14.6 10.4
下野市絹板 － 21.9 9.4
小山市（小袋、小薬） 12.7 2.1 2.1
小山市石ノ上 8.2 7.3 20.8
壬生町助谷 2.7 7.3 3.1
栃木市惣社町 2.7 4.2 4.2
栃木市大平町真弓 7.3 16.7 18.8
栃木市藤岡町（蛭沼、富吉） 12.7 5.2 4.2
佐野市（小中町、並木町、堀米町） 1.8 8.3 5.2
足利市（高松町、上渋垂町） 1.8 4.2 7.3

0.9 1.4 3.8
3.6 10.6 10.0
6.7 9.2 8.5
5.3 8.3 8.2

　　検定方法：DAS-ELISA法　　検定数：96頭／１地点
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注：検定サンプルは５月18～27日に、麦類ほ場から採集
　　したヒメトビウンカ第一世代幼虫



防除対策 

(1) 移植前の対策：普通植栽培 

普通植栽培ではチョウ目害虫の被害も懸念されるため、ウンカ類・チョウ目害虫の両方に登

録のある箱施用剤を使用する（表３）。 

 

      表３ 稲（箱育苗）のウンカ類・チョウ目害虫に登録のある主な薬剤 

          （平成 27 年５月 28 日現在） 

 
 

(2) 本田での対策：早植・普通植栽培 

本ウイルスを媒介するヒメトビウンカの本田防除を、各地域での発生状況に合わせ地域ぐる

みで行う。なお、箱施用剤を使用したほ場で本田防除を行う場合は、同一系統薬剤の連用を避

ける（表４）。 

 

      表４ 稲のウンカ類に登録のある主な薬剤（平成 27 年５月 28 日現在） 

 

 ・本年は 4 月下旬～5 月下旬まで高温で経過しているため、麦類からのヒメトビウンカの飛び出

しが早まっています。第 2 世代幼虫に向けた防除は県南部で 6 月中旬～下旬、県中部では 6 月下

旬～7 月上旬と予想されますので注意しましょう。 

 

詳細は、農業環境指導センター（℡ ０２８－６２６－３０８６）までお問合せ下さい。 
 病害虫情報発表のお知らせは「農政部ツイッター(@tochigi_nousei)」、農業環境指導センター  

ホームページ（http://www.jppn.ne.jp/tochigi/index.html ）でもご覧になれます。 

 

 

希釈倍数 本剤の

又は使用量 使用回数

●殺虫剤

は種前 クロチアニジン ネオニコチノイド系

は種時(覆土前)～移植当
日

スピネトラム
スピノシン系

移植3日前～移植当日 ピメトロジン その他(殺虫)

クロラントラニリ
プロール ジアミド系

●殺虫殺菌剤

は種前 イミダクロプリド ネオニコチノイド系

スピノサド スピノシン系

イソチアニル その他(殺菌)

は種前 イミダクロプリド ネオニコチノイド系

は種時(覆土前)～移植当
日

クロラントラニリ
プロール ジアミド系

イソチアニル その他(殺菌)

ペンフルフェン その他(殺菌)

注1：　　　はウンカ類に有効な殺虫成分　　　　はチョウ目害虫に有効な殺虫成分

注2：対象害虫はウンカ類・チョウ目のみ抜粋

育苗箱(30×60
×3cm､使用土
壌約5L)1箱当
り50g

育苗箱(30×60
×3cm､使用土
壌約5L)1箱当
り50g

1回

1回

農薬名 使用時期

ワンリードSP箱粒剤
<ｳﾝｶ類,ｲﾈﾂﾄﾑｼ,ﾆｶﾒｲﾁｭｳ,ﾌﾀｵﾋﾞｺ
ﾔｶﾞ>

フェルテラチェス箱粒剤
<ｳﾝｶ類,ﾆｶﾒｲﾁｭｳ,ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ,ﾌﾀｵ
ﾋﾞｺﾔｶﾞ,ｲﾈﾂﾄﾑｼ>

エバーゴルワイド箱粒剤
<ｳﾝｶ類,ｲﾈﾂﾄﾑｼ,ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ,ﾆｶﾒｲ
ﾁｭｳ,ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ>

ルーチンアドスピノ箱粒剤
<ｳﾝｶ類,ｲﾈﾂﾄﾑｼ,ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ,ﾆｶﾒｲ
ﾁｭｳ,ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ>

1回

1回

農薬の系統成　分

は種時(覆土前)～移植当
日

希釈倍数 本剤の

又は使用量 使用回数
●粒剤

スタークル豆つぶ 250～500g/10a 収穫7日前まで 3回以内 ジノテフラン

ダントツ粒剤 3kg/10a 収穫7日前まで 3回以内 クロチアニジン

●液剤

スタークル液剤１０

スタークルメイト液剤１０

ダントツ水溶剤 4000倍 収穫7日前まで 3回以内 クロチアニジン

ＭＲ．ジョーカーＥＷ 2000倍 収穫14日前まで 2回以内 シラフルオフェン

トレボンＥＷ 1000倍 収穫14日前まで 3回以内 エトフェンプロックス

農薬の系統

ネオニコチノイド系

農薬名 使用時期 成　分

ネオニコチノイド系

合成ピレスロイド系

1000倍 収穫7日前まで 3回以内 ジノテフラン


