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はじめに 

 
生物的防除は１９９５年の２種の天敵昆虫の登録からより実用に供されるようになっ

ている。２００５年においては１５種類以上の天敵昆虫、１０種以上の微生物が利用

されているが、より多くの生物防除資材が供給されるべきである。 
韓国においては今年から天敵昆虫を利用する生産者にたいして５０％の補助金が拠出

されることになった。 
日本においては外来生物法が今年より施行されるが、この法律が生物防除に悪影響を

与えるのではないかと危惧する研究者もいる。 
生物防除は植物保護業界より誤解されているところもある。 
しかし実際のところ生物防除は害虫や病原菌が耐性を容易にもたぬようにするという 
耐性回避管理や化学農薬を含む総合的害虫管理（ＩＰＭ）には必須の資材である。 
ＩＰＭの概念が示唆することはすべての利用できる方法により病害虫防除はおこなわ

れるべきであるということである。例えばコナジラミの侵入を阻止するネット、トマ

トの黄化、ハマキ病に抵抗性のある品種を利用すること、もちろん化学農薬と生物農

薬、生物資材を利用することなどである。 
今世紀に生物防除の本質的に重要であることが認められるようになるであろう。 
それはあたかも２０世紀に化学的防除が有効な手段であると認識されたように。 
そのためには生物防除は伝統的な昆虫や微生物を利用するということだけに限定され

るのではなく、われわれにとっていまだに未知のより革新的な手法のなかに見出され

るかもしれない。 
 
 

 
２００５年５月１９日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集長 和田 哲夫 



 
Preface 

 
The Biological control of pest insects/diseases in Japan has been implemented 
since 1995 after the first registration of Encarsia formosa and Phytoseiulus 
persimilis. 
Now in 2005 more than 15 species of insects and over 10 species of microbial 
fungicide/insecticides are in use in the Japanese horticulture. 
More insects and microbials have to be utilized to furnish reliable biological 
control. 
In Korea the biological control just started from this year and the Korean 
government decided to give subsidy to those growers who use natural enemies. 
In Japan the alien species law is just enforced and some are worrying its adverse 
impact in biological control.  
The role of biological control is sometimes misunderstood from the plant 
protection industry. 
But in fact it has more positive role in plant protection such as ; 
Resistance Management which lead to longer use of certain chemicals. 
IPM program structuring which could propose growers more rational plant 
protection scheme. 
As the concept of IPM suggests, plant protection should be conducted with all the 
available methods such as physical insect netting, TYLCV resistant varieties, 
chemical control and biological control. 
The importance of biological control will be more recognized during this century 
as the importance of chemical control was recognized in the 20th century. 
In that context, biological control may not be confined only in conventional usage 
of insects and microbials but also in innovated ways where we still don’t see their 
content yet. 
 

May 19, 2005  
 
 
 

Tetsuo Wada, Editor 
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スタイナーネマ・グラセライ剤のハスカップナガチャコガネへの可能性について 
 

北海道空知中央地区農業改良普及センター 
平田 修一 

はじめに 

海道空知支庁空知中央地区農業改良普及センターは北海道でもほぼ中央に位置し、水稲

が盛んな岩見沢市、北村、美唄市、三笠市、栗沢町、月形町を対象地域とし普及活動を

ている。近年では水田転作により畑作物や園芸作物などの栽培が増加傾向にある。なか

収益性の高い施設園芸への転換が多く、特に美唄市のハウスでのアスパラガス立茎栽培

見沢市、月形町の花き栽培などがその代表例である。 

１ 空知中央地区の耕地概要             表２ 空知中央地区の農業粗生産額   
耕地面積 31,448 ha  農業粗生産額 34,577 百万円 
水田 18,508 ha  水 20,838 〃 

水田以外 12,940 ha  麦・豆・いも 2,633 〃 

 うち  麦 5,269 ha  野菜 8,032 〃 
たまねぎ 1,725 ha  花き 1,677 〃 

※ 平成12年センサス調査より            ※ 平成12年センサス調査より 

表３ ハスカップの生産量（平成11年） 

全国生産量 105.4 t 

道内出荷量 97.1 t 
うち美唄生産量 57.8 t 

た、園芸作物では特徴のある小果樹とし 

美唄市を中心にハスカップが栽培されて 

。美唄市のハスカップ生産量は北海道で 

位である。しかし、近年美唄市ではハス 
プの生産量が停滞している。この原因は、 

が多くなってきたことと、病害虫の被害 

※北海道果樹栽培等状況調査より 

く収穫が減少したためである。樹の老朽化対策としては、１万本の挿し木を行うなどの

更新をして生産量の回復を計画している。しかし、病害虫については農薬登録がアブラ

などの殺虫剤３剤に限られるなど有効な手段がない。特に、ナガチャコガネによる食害

刻である。この害虫に対応する農薬が登録されていないため、防除方法は耕種的防除に

され被害の拡大を阻止できない状況にある。 

ハスカップ栽培とナガチャコガネの加害 

ハスカップとは？ 

名をクロミノウグイスカグラといい、古くから北海道の勇払原野に自生している小果樹

る。樹高は1.5～２mの低灌木で、５月中旬に開花し、６月下旬に収穫期を迎えるブルー



 

ベリーに似た植物である。果実は濃い青紫から黒

色で、直径約１cmの楕円形をしており、果実重

は１ｇ前後で、食味は酸味が強い。近年健康ブー

ムで健康食品として紹介され人気を博しジャム

や果実酒として利用されている（写真１参照）。

                         

 

 

     写真１ ハスカップの樹 
 

(2) ナガチャコガネの生態 

ナガチャコガネは、年１回発生で６月下旬～７

月中旬頃に成虫が土中からはい出て交尾する。

その後、雌成虫は土中に潜り産卵し、約２週間

で卵がふ化する。幼虫はふ化後地中深く潜るが、

９月下旬頃に３齢になった幼虫が越冬のため植

物の根域に移動する。越冬後３齢幼虫はそのま

ま植物の根域に生息し、５月下旬ころ蛹になり

６月中下旬ころ成虫になる。（写真２参照） 

  
写真２ ナガチャコガネ３齢幼虫 

 

(3) ハスカップへのナガチャコガネの食害と防除 

ナガチャコガネのハスカップへの食害は主に３

齢幼虫である。３齢幼虫は越冬時に根域に移動

するがその際根を食害する。このため、加害さ

れたハスカップの樹勢は翌春以降極端に低下し、

そのため果実収量が激減する。 

（写真３参照） 

ナガチャコガネの防除は、６月下旬～７月中旬

の間、夕方に交尾のため地上に這い出る成虫を

拾い取る方法を行っている（耕種的防除）。こ
 

の方法では、広範な面積や多量の成虫は防除で

きないことや夕方に行うため成虫の見落としも

多いなど効果は低い。 

写真３ 樹勢の低下したハスカップ 



 

(4) 薬剤散布時期とナガチャコガネの生態 

  表４ ハスカップの生育相とナガチャコガネの生態  
   ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月 
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              ← 農薬散布はアブラムシ、 
                       ハマキムシの防除 
     （拾取り） 

       地下生活期  半地下期            地下生活期 
 
 

 
 

 
               （     は根部食害期） 

 蛹化 成虫交尾 孵化  

 ガナ 
 ネガ 
 のチ 
 生ャ 
 態コ 幼 虫  

 
 

 
 幼 虫   →  越冬 

 

農薬の散布は３回あるが全て殺虫剤である。これらはいずれもハマキムシ、アブラムシの

防除として行われる。この時期、ナガチャコガネは地中生活を送っているため散布した農

薬が付着することは無い。そのため薬剤散布による副次的防除効果は全く得られない。 

 

３ スタイナーネマ・グラセライ剤のナガチャコガネへの応用 

(1) ナガチャコガネとスタイナーネマ・グラセライ剤 

 前述のとおり慣行の農薬散布ではナガチャコガネは対応できない。また①地中生活が長い

②地中深くに潜る③夜行性である④永年作物に寄生するなどナガチャコガネの性質から、昆

虫病原性線虫であるスタイナーネマ・グラセライ剤（商品名；バイオトピア）に着目し試験

することとした。その理由は、本剤がナガチャコガネに非常に生態が近いブルーベリーのヒ

メコガネに登録があり同様の効果が得られると考えたためである。 

 
    表５ スタイナーネマ・グラセライ剤の特徴と問題点 

特 徴 

 ①甲虫類幼虫に効果がある 

 ②地面散布で土壌中の害虫に作用する 
 ③散布後土壌中に一定期間定着するため効果に持続性がある 

問題点 

 ①ナガチャコガネに対しての効果の有無 

 ②散布方法、散布量、散布時期など も適した放飼方法 

 ③北海道のハスカップに適合するかどうか 
 ④ハスカップ、ナガチャコガネともに農薬登録が無い 

  



 

このようにスタイナーネマ・グラセライ剤はハスカップに散布できないが、ナガチャコガネ

への効果が期待できるため、メーカーの協力のもとシャーレ試験を実施しスタイナーネマ・

グラセライ剤のナガチャコガネに対する効果を判定した。 

 
(2) 試験の概要 
 

① １ｇのスタイナーネマ・グラセライ剤を１ｌの水に溶かし良く撹拌する（200～300

頭/mlの線虫懸濁液を作成する）。 

② 0.1mlの懸濁液を実体顕微鏡で検鏡する（20～30頭の線虫密度に調整する）。 

③ シャーレ（約100ml）に培土をつめて、ナガチャコガネ３齢幼虫１頭とハクサイを１

切れ入れる。 

④ ナガチャコガネ幼虫が入ったシャーレに②の濃度の線虫懸濁液を１ml摘下する（200

～300頭の線虫を土壌に摘下する）。 

⑤ 室温条件で１週間ほど放置し観察する。 

    試験開始 平成16年9月21日  調査日 9月28日 期間 ７日間 

 

(3) 結果 

 試験開始から２日後、散布区の幼虫は活動を停止しそれ以降動くことはなかった。試験開

始から１週間後、散布区、対照区の各シャーレからナガチャコガネ幼虫を取り出し外観を観

察した。対照区の幼虫は、体色が乳白色で積極的に行動し何ら変化は見られなかった（写真

４）。しかし、試験区の幼虫は体色が褐変し全く動かなかった（写真５）。さらに、試験区

の幼虫を検鏡したところ、スタイナーネマ・グラセライと思われる白いひも状の生物が多数

体内で動いているのが観察された（写真６）。 
               

 

 
 
 
 

写真５ １週間後の散布区  写真４ １週間後の対照区 

(4) 考察 

 シャーレ試験の結果からスタイナーネマ・グラセライ剤はナ

ると推察される。一般的に生物農薬は効果が遅いと言われるが
    
写真６ 散布区幼虫の腹部区 

ガチャコガネ幼虫に効果があ

、実験開始後２日で効果が見



 

られたことから速効的であると考えられる。しかし、自然条件でのナガチャコガネはシャー

レ内とは異なり活動範囲が制限されないため、本剤の効果の遅速は定かではない。また、本

剤の特性である２次感染（幼虫体内で繁殖したスタイナーネマ・グラセライが体外に放出さ

れ別の幼虫に感染する）については、試験は行えなかった。これについては方法を検討し再

度調査したい。 

 

４ スタイナーネマ・グラセライ剤の使用に向けて 
  農薬取締法改正以降、試験研究機関以外の機関が農薬に関する試験を圃場で行うことがで

きなくなったため、スタイナーネマ・グラセライ剤の試験は室内試験に留まった。しかしな

がら、前述の表５の問題点①（ナガチャコガネへの効果）については一定の目途は立った。

そのため、今後は表５の②（放飼環境）、③（地域及び作物への適応性）についての検討が

必要だと考える。これらはいずれも圃場での調査が必要になるため、（株）エス・ディー・

エス バイオテックが農薬登録を拡大することに期待したい。ハスカップ産地を抱える普及

センターとしては出来る限り協力をしたいと思う。 
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なぜ、今ＩＰＭか －ＩＰＭ実践指標の作成について－ 

日本化薬株式会社 
     桝井 昭夫 

省では、病害虫・雑草防除の分野において IPM（総合的有害生物管理）を推

践指標の作成に取り組んでいるところである。世界的な IPM の取り組みは

まり、先進国、開発途上国を問わず広く実践されている。なぜ今、わが国が

んでいるのか、その内容および必要性について紹介する。 

ＩＰＭ 

わが国にも IPMの概念が導入され、1971 年から「害虫の総合防除に関する研

1984 年には「難防除病害虫特別対策事業」などにて IPMの技術開発、実証

がおこなわれてきた。 
「高度防除技術推進特別対策事業」、1999 年には、農業基本法の改正に続き、

農村基本法」さらに「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」

面では「より環境負荷軽減のための病害虫群高度管理技術の開発(IPM プロ

5 カ年計画で始まった。 
、環境保全を重視する農林水産業への移行を推進するために IPMの促進を推

産環境政策の基本方針」が制定となった。こうした環境重視の農業施策にお

病害虫防除の方針として採用してきている。  
には、食料･農業・農村政策審議会企画部会において中間論点の整理がなされ、

幅な低減を図る取り組みを推進する」とされたところである。このため、各

農家段階での IPM の実践を簡単に評価できる「IPM 実践指標」の作成を推

り、農林水産省では、この取り組みを支援するため、環境負荷を軽減しなが

生産に資する一般農家が実践可能な IPM 実践指標策定指針（仮称）の作成

とした。 
、すでに IPM 的な病害虫防除はすでにおこなわれているが、IPM の認識に

であり、例えば、化学農薬の使用回数を減らしたり、天敵昆虫を放飼さえす

るかのような認識もあり、栽培体系全体を通じて IPMの概念が十分浸透して

る。このことは、IPMの実践の程度を的確に評価する尺度が存在しないこと

準を明確に把握できず、また明確な目標を定められないことに起因している。

を打破していくために、各都道府県での指標作成および農林水産省による支

れ、今回、「ＩＰＭ実践指標」の作成に至った。 



 

ＩＰＭの定義 

 農林水産省が採用している IPM の定義（第 1 図）は、2003 年の FAO の定義を基本とし

ている。病害虫に加え雑草防除をも対象とし、利用可能なすべての防除技術を経済性を考慮

しつつ慎重に検討し、病害虫・雑草を抑えるための適切な手段を講じるものである。 
同時に付記された IPM の目標についても、定義の繰り返しの内容であるが、①人の健康に

対するリスクと環境への負荷を軽減と②安全・安心な農作物の低コストでの安定生産の両立

を目標としている。 

指針策定に当たっての総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の概念（修正案）

～病害虫及び雑草の防除から病害虫及び雑草とうまくつき合う管理への転換～

○ ＩＰＭの定義
総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）とは、利用可能なすべての防除技術を経済性

を考慮しつつ慎重に検討し、病害虫及び雑草の増加を抑えるための適切な手段
を総合的に講じるものであり、これを通じ、人の健康に対するリスクと環境への
負荷を軽減あるいは最小にする水準の維持を図るものである。総合的病害虫・

雑草管理は、農業生態系への影響を可能な限り抑制することを通じ、生態系が
有する病害虫及び雑草抑制機能を可能な限り活用することにより、安全・安心な
農作物の低コストでの安定生産に資するものである。

○ ＩＰＭの目標

具体的には、総合的病害虫・雑草管理は、病害虫・雑草の発生しにくい環境を

整えるとともに、病害虫・雑草の発生状況の把握を通じて防除要否及びそのタイ
ミングを可能な限り適切に判断した上で適切な防除を行うことにより、病害虫及

び雑草の発生を経済的な被害が生じるレベル以下に抑制することである。これ
らの病害虫・雑草管理を通じ、①人の健康に対するリスクと環境への負荷を軽
減あるいは最小限にすることと②安全・安心な農作物の低コストでの安定生産

の両立を図ることを目標とするものである。

 
図１ ＩＰＭの概念－定義と目標―（農水省ホームページより） 

 
 

ＩＰＭの体系 

 IPM の体系（第２図）は、３つの基本要素から成り立っている。まず、「予防的措置」と

して病害虫･雑草の発生しにくい環境の整備をおこない、発生予察情報などを活用して、防

除要否およびタイミングの「判断」、そして病害虫などの発生が経済的被害を生ずると判断

される場合にのみ、各種の生物的、物理的、化学的防除を実施する「防除」である。 
 



 

【判断】

【予防的措置】 【防除】

病害虫等の発生

状況が経済的被
害を生ずると判断防除要否及びタイミングの判断

・発生予察情報の活用
・圃場状況の観察 等

多様な手法による防除
・生物的防除（天敵、フェロモン等）
・物理的防除（粘着板等）
・化学的防除（化学農薬） 等

多様な手法による防除
・生物的防除（天敵、フェロモン等）
・物理的防除（粘着板等）
・化学的防除（化学農薬） 等

病害虫･雑草の発生しにくい環境の整備
・耕種的対策の実施（作期移動、排水対策等）
・輪作体系の導入
・抵抗性品種の導入
･種子消毒の実施
･土着天敵の活用
・伝染源植物の除去
・化学農薬による予防（育苗箱施用、移植時の
植穴処理等）
・フェロモン剤を活用した予防等

 
図２ ＩＰＭの体系（農水省ホームページより） 

 
ＩＰＭ実践指標（案） 

 IPM実践指標（第３図）を各作物ごとに作成する。その内容には、目標を明確にすること

と、結果の評価をおこない、次年度にはより高い目標を立て易くすることとし、具体的には、

各種防除技術を管理項目とし、それぞれ管理のポイントを明記し、また点数制とする。各項

目の合計点数を満点の数値で割り、IPM 実践度を計算し、IPM の実践程度を分かり易く評

価しようとする試みである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３ ＩＰＭ実践指標のイメージ（農水省ホームページより） 



 

おわりに 

 本年５月には、わが国の「総合的病害虫・雑草管理（IPM）実践指標策定指針～病害虫・

雑草防除から病害虫・雑草とうまくつきあう管理への転換～」が公表される予定である。初

めは水稲だけであるが、順次、野菜、果樹などへと拡大される計画である。 
 定義に盛られた IPMの理念や目標には、誰もが賛同できると考えるが、この IPMが定着

するためには、IPMの実践者である農家の賛同を得られるかどうかにかかっている。各国で

の事例を見ても、農家のメリットを鮮明に出せるかどうかも、わが国の IPM 政策の今後を

左右する鍵となるであろう。 
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集合フェロモン剤を利用したチャバネアオカメムシ防除法 

福岡県農業総合試験場 病害虫部 

 堤 隆文 

は 1973年以来、数年間隔で果樹に全国的な大被害をおよぼしており（山田ら，

2003）、果樹農家にとって大きな問題となっている。中でも、チャバネアオカ

ia c osso a s ali Scott は も発生量が多く、南西諸島と東北地方以北を除くほ

で防除上の 重要種になっている。本種には集合フェロモンの存在が知られて

成分は（E,E,Ｚ)-2,4,6-デカトリン酸メチルである（Sugie et al,. 1996)。現在、

源とした「チャバネアオカメムシの誘引剤（集合フェロモン剤）」が製造され、

販売されている。 

r t t

r

チャバネアオカメムシに対する集合フェロモン剤の強い誘引力を活用した防除

について述べる。 

伝播装置による防除 

性フェロモンなどの誘引物質を用いて害虫

を集め、天敵微生物を感染させた後に再放飼

することにより害虫個体群内に疾病を蔓延

させ密度低下を図るautodissemination （自

助感染伝播）は、欧米を中心に研究が行われ

ている（例えば、Pell et al,. 1993；Klein and 
Lacey, 1999）がカメムシでは例がない。ここ

では集合フェロモン剤で誘引したカメムシ

を昆虫病原糸状菌 Beauve ia bassiana に感

染させる方法とその効果について述べる。 
 供試した B. bassiana E-9102 株は、福岡

県筑紫野市で採集したチャバネアオカメム

シ成虫から分離された菌株で、本種に対し強

い病原性を持っている（津田ら，1996）。ま

た、昆虫病原糸状菌は分生子が体表面に付着

し、発芽して虫体内に侵入することにより感

すが一部の分生子は体表面に留まり、交尾行動などで付着個体と接触した個体

とが知られており（堤・山中，1995；津田ら，1997）、その効果も期待できる。 
サクラ、サザンカ、ヒイラギなど高さ約 2.5～4.5m の広葉樹に集合フェロモン

感染虫

交尾で伝搬

健全虫

菌培養不織布

感染虫

交尾で伝搬

健全虫

菌培養不織布

伝播装置による防除法の概念



 

剤と不織布シートを取り付け、自助感染伝播装置（以下、感染装置と記す）とした。集合フ

ェロモンに誘引されたカメムシは誘引源に集中せずその周囲に広く定位することが知られ

ており、フェロモントラップは大きいほど有利である。樹木はそのまま大型のトラップとな

り、多くの枝葉は樹冠内に多数のカメムシを定位させることができる。また、枝を利用して

多くの場所に不織布シートを取り付けることができるので、シート上の分生子が樹冠内に飛

散し、多くのカメムシを感染させることが可能である。 
 福岡県田主丸町の一部約 650haの地域において、街路樹に集合フェロモンルアーと不織布

シート 20 本を取り付けて感染装置とし、2000 年および 2001 年の 2 年間、チャバネアオカ

メムシに対する現地試験を実施した。感染装置の設置カ所数は 2000 年が 29 カ所、2001 年

は 20 カ所とした。感染装置に飛来した成虫の感染率を推定するため、任意に選んだ 3 カ所

の樹で夕刻に成虫を採集し、60 日間個体飼育して供試菌による病死虫の発生率を調査した。

設置後 30 日目まで数回調査を実施した結果、成虫の病死率は 2000 年が約 66～88％、2001
年が 60～80％と毎回ほぼ変わらず、不織布シートは安定して高い効果を維持したことが確認

された。また、感染装置の設置が試験区内のチャバネアオカメムシ個体群に及ぼした効果を

調査するため、5 カ所にモニター用フェロモントラップを設置して成虫を採集した。その結

果、成虫の病死率は2000 年が約 18～36％、2001 年が 27～41％と調査日によりやや変動し

たが、感染装置設置30 日後においても低下しなかった。 
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図２　モニタートラップで採集したチャバネアオカメムシの病死率
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Ⅱ ナスを利用した誘殺装置による防除 

 前述の糸状菌を利用した試験で得られた高い感染率から、フェロモントラップの誘引効果

はかなり高いと考えられたため、これを用いて果樹園に侵入するカメムシを園外に誘導し防

除する「誘導防除法」の構築を目指して誘殺装置を開発した。カメムシの移動能力を考える

と大量誘殺により地域全体の個体群密度を低下させることは困難であるので、誘導防除法で

は一定の地域に誘殺装置を大量に設置し、誘殺し続けることによりその地域のカメムシ密度

 



 

を一時的に低下させてその間の被害減少を図ることを目的としている。そのため、誘殺装置

は任意の場所に設置可能な低コストの資材で作成することを前提として考えた。その結果、

果樹収穫用コンテナに植えたナスと浸透移行性のあるイミダクロプリド剤を組み合わせた

誘殺装置（以下、ナストラップ）を開発した。 
 ナストラップは、ナスが約 1m 程度に育った時点で土壌にイミダクロプリド剤を（水和剤、

粒剤いずれでも可）処理し、植物体にフェロモンルアーを取り付けたもので、誘引したカメ

ムシに薬剤を根から吸収した植物体を吸汁させることにより殺虫する。ナストラップ１基の

コストは、集合フェロモンルアー代を除けば薬剤費が約 250 円、ナス苗が 100 円、培土が

150 円（土と堆肥代）程度で、手持ちの中古コンテナを使用すれば安価に作成できる。ナス

トラップの誘殺能力は、チャバネアオカメムシの集合フェロモントラップとして多く使用さ

れているコガネコール黄色（サンケイ化学製）に勝る。コンテナ当たり 0.5g（成分量）のイ

ミダクロプリドを処理すれば、水和剤なら12 時間以内、粒剤なら2～3 日でナスの茎葉が高

い殺虫活性を発揮するようになり、一度の処理で約２ヶ月間効果が持続する。ナストラップ

の開発当初は栽培種のナスを使用していたが、現在は、より樹勢が強くトラップの大型化が

見込める台木品種のトルバムに変更している。トルバムはうまく作ると高さが２ｍ近くまで

成長するため誘殺能力は栽培種より高いものと思われる。 
 これまでの誘導防除法の現地試験では、ナストラップからの距離が80～280m の地点でカ

メムシによる被害が減少するような傾向はあるものの、明確な被害防止効果は実証されてい

ない。むしろ、ナストラップの近くでは被害が増加した。また、2004 年は多飛来によりナス

が枯死した。この様に誘導防除法の開発には多くの問題点が残されているが、研究は始まっ

たばかりであり、ナス以外の誘殺装置の開発など問題点を改良しながら実用場面を模索して

いく予定である。 
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 天敵微生物センチュウ防除剤パストリア水和
 
サンケイ化学株式会社 

三富 誠 

大のネコブセンチュウ天敵防除剤 
はネコブセンチュウの天敵である出芽細菌 Pasturia pnetorans（以下パス

効成分としたネコブセンチュウ防除剤です。2004 年 8 月 13 日に「野菜

なりました。現在「野菜類」に加えて「かんしょ」および「いちじく」

す。ネコブセンチュウに対する天敵防除剤として現在農薬登録のあるも

ュウ捕食菌 Monacrosporium phymatophagumを有効成分とするモナクロ

トパガム剤（商品名ネマヒトン）があります。しかし同じネコブセンチ

も、Monacrosporium phymatophagum は捕虫器でネコブセンチュウの二

を密着捕捉し，幼虫体内の内容物を摂取して幼虫を殺す捕食性天敵であ

ツーリア菌は寄生性天敵で、ネコブセンチュウ幼虫の体表面に付着し、

伸ばしますが、幼虫は生きたままで幼虫の植物体の根への進入は阻止し

た後もセンチュウの外観は通常と変わらず肥大し、根瘤も形成します。

ュウの体内ではパスツーリア菌が増殖しており、センチュウが成虫とな

ずに死亡します。やがて死亡した雌成虫が分解すると多数のパスツーリ

されます。 

に蓄積されていくパスツーリア菌 

は他の寄生性天敵剤と同様、宿主であるネコブセンチュウを餌にして増

他の一般の天敵製剤と異なり、宿主であるネコブセンチュウがいなくて

生存し続けることがわかっています。したがってパスツーリア菌を施用

経つに連れて、ネコブセンチュウと遭遇しなかったパスツーリア菌に加

ュウを餌として増殖したパスツーリア菌が上乗せされる形でパスツーリ

高まっていくことになります。またパスツーリア菌は高温，乾燥等の環

く、パストリア水和剤は通常の冷蔵保存の必要無しに水和剤と同様に扱

も 2 年となっています。さらに薬剤に対する耐性も高く、施用後「臭化

クロルピクリン」で土壌処理することを除き、他のあらゆる土壌処理剤

。 

繁殖を抑制 
ム フィマトパガム剤も含めて従来の殺センチュウ剤、例えば臭化メチ

・カーバムナトリウム塩剤・カーバム剤・MITC 剤・ダゾメット剤等の



 

くん蒸剤、DCIP 剤・オキサミル剤・ホスチアゼート剤・ピラクロホス剤およびカズサホス

剤等の土壌処理剤は土壌中の幼虫を殺すことで防除効果を発揮します。これらの防除効果の

結果は根瘤の減少という形で現れます。しかしパストリア水和剤の場合は上記の殺センチュ

ウ剤と異なり土壌中の幼虫は殺しません。そのため土壌中の幼虫にパスツーリア菌が例え

100％寄生したとしても、は種、定植時に存在する幼虫はそのまま根に進入し、根瘤を形成

します。その後成虫になった時点でネコブセンチュウは死亡しますが根瘤は消えません。し

たがって従来の殺センチュウ剤の判定基準、例えば根瘤指数で効果を判断すると効果が劣る

ように判定される場合があります。しかしながらパスツーリア菌が寄生したネコブセンチュ

ウによる根瘤は、寄生されていないネコブセンチュウの作る通常の根瘤より植物に対する影

響は少なく、またパスツーリア菌に寄生された成虫は卵を生みませんので次世代が出てきま

せん。そのため果菜類等は地上部の生育がまず良好となり、やがて作を重ねるに連れてネコ

ブセンチュウ数は減少し、同時に根瘤も減少していきます。根瘤が減少した時点では土壌中

に高密度のパスツーリア菌が存在しており、永続的にネコブセンチュウの増殖しにくい土壌

ができあがることになります。 

使用上の留意点 
 パストリア水和剤を使用する上での具体的留意点としては、他の寄生性天敵を導入する場

合と同様に施用時のネコブセンチュウの密度を下げておくことが重要です。パスツーリア菌

が寄生したネコブセンチュウが作る根瘤は基本的には植物に対する影響が少ないのですが、

パスツーリア菌が土壌中のネコブセンチュウに 100％寄生するわけではありません。そのた

め、は種、定植時の土壌中のネコブセンチュウ数が多すぎると、苗が受けるダメージが大き

くなり、その後の生育に影響が出る可能性があります。したがって，は種，定植時の土壌中

のネコブセンチュウ密度が高い場合は他の殺センチュウ剤と併用して下さい。 

在来の天敵微生物 

 後にパスツーリア菌は日本の広い範囲に分布し、パストリア水和剤で使用している系統

も日本国内産のものです。従って近年問題となっている外来生物による生態系破壊とは無関

係なことを述べておきたいと思います。 
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１．はじめに 

 IPM（総合的有害動植物管

除体系は、環境負荷軽減およ

いる。これらの防除体系は、

しかし、生物農薬の登録数の

的防除法の開発、および複数

にならないほど進んできた。

あり、安全・安心志向であろ

  一方、外国からマメハモグ

ミ等の侵入害虫や黄化葉巻病

トマト病害の発生も絶えるこ

確認され抵抗性品種の利用に

虫の総合防除技術について記

 
２．トマトに発生する病害虫

  トマトに発生する病害虫は

疫病、萎凋病、灰色かび病お

ハモグリバエ類、スリップス

発生が確認されている種類数

これらの病害虫すべてが、い

は栽培管理方法や気象条件、

にも発生が抑制されていると

各種作業による「高い防除圧

除圧と同程度の農薬以外のポ

 
第１表 トマトに発生する病

病 害(日本植物病名目録

ウ イ ル ス 病 条斑病・モザ
病・萎黄病・

細  菌  病 青枯青枯病・
病・黒斑細菌

糸 状 菌 病 茎枯病・バラ
葉かび病・斑

 

施設トマト栽培の総合防除技

 

田口 義広 

理）という概念が提唱されてきたが、各地で進めている総合防

び省力を目標にした ICM(総合的作物管理)に近いものになって

まだ遠いところのものと考えている人の方が多いようである。

増加、細糸防虫網や黄色蛍光灯、紫外線除去フィルムなど物理

の病害に対する抵抗性品種の創出など、技術は数年前とは比較

これを加速させているのは、近年の環境保護の考え方の浸透で

う。 
リバエ、トマトハモグリバエ、およびシルバーリーフコナジラ

、黄化えそ病、褐色輪紋病、および萎凋病（J3）などの新たな

とがない。また、品種の変遷に伴い、葉かび病菌の新レースが

赤信号が出ている。このような状況を考慮しながらトマト病害

した。 

 

多い。栽培上で問題となっている病害は青枯病、かいよう病、

よび葉かび病などであり、害虫はコナジラミ類(黄化葉巻病含む)、
類およびトマトサビダニなどである。しかし、実際にトマトに

は、病害が60種類余、および害虫が100種類余である(第１表)。
つでもどこでも発生するわけではない。しかし、多くの病害虫

地理的条件のほか、化学農薬の使用によって長期的にも短期的

考える必要がある。すなわち、予防的に処理される化学農薬や

」で発生が抑制されている。総合防除を行うには、これらの防

ジティブな対策が求められる。 

害虫の種類 
より引用し加えた) 

イク病・黄化えそ病・黄化葉巻病・葉脈透化病・ウイルス
黄斑モザイク病 

腐敗細菌病・葉こぶ病・斑点細菌病・斑葉細菌病・かいよう
病・茎えそ細菌病・軟腐病・幼果黒変症状 

色かび病・疫病・灰色疫病・褐色腐敗病・円紋病・葉腐病・
点病・灰色かび病・変形菌病・萎凋病・環紋葉枯病・褐斑病・



 
褐色根腐病・黒斑病・紅色根腐病・茎腐病・実腐病・苗立枯病・根腐疫病・
半身萎凋病・菌核病・根腐萎凋病・輪紋病・褐色輪紋病・輪状斑点病・白
星病・白絹病・白かび病・小粒菌核病・すすかび病・炭疽病・黒点根腐病・
うどんこ病(２種類)・綿疫病・線虫(14spp.)  

生 理 障 害 日焼病・裂果病・しり腐病・条腐病 

 

害 虫(農林有害動物・昆虫名鑑などから引用し加えた) 

アザミウマ類  イネクダ・シナクダ・ダイズウスイロ・ネギ・ミナミキイロ・ミカンキイ

ロ・ヒラズハナ 

アブラムシ類  オカボノ・ジャガイモヒゲナガ・チューリップヒゲナガ・ニワトコヒゲナ

ガ・モモアカ・ワタ 

カメムシ類 アオクサ・ウスミドリメクラ・コアオメクラ・ナスメクラ・タバコメクラ・

チャバネアオ・ホオズキ・ミナミアオ 

コナジラミ類  オンシツ・シルバーリーフ 

ダ ニ 類 アシノワ・カンザワ・イシイ・ナミハダニ・チャノヒメハダニ・ケナガコ

ナダニ・トマトサビダニ 

トビムシ類 キボシマル・キマルトビムシ・フォルソムシロ 

ハ ム シ 類 ウリハムシモドキ・キスジトビ・ナスノミハムシ 

ハ エ 類 ウリミバエ・ナスハモグリ・マメハモグリ・トマトハモグリ 

マイマイ類 アフリカ・ウスカワ 

コメツキ類 マルクビクシ・オオカバイロ 

テントウムシ類 オオニジュウヤホシ・ニジュウヤホシ 

鱗 翅 目 アカエグリバ・アカキリバ・アケビコノハガ・アシブトクチバ・オオエグ

リバ・シロモンヤガ・ジャガイモガ・タバコガ・オオタバコガ・タマナヤ

ガ・カブラヤガ・コウモリガ・ツキワクチバ・ナスノメイガ・ヒメアケビ

コノハ・ヒメエグリバ・ムクゲコノハ・ムラサキアシブトクチバ・ヨトウ

ムシ類(ヨトウガ・ハスモン・シロシタ・ノコメセダカ)等 

鳥  類 オナガ・アトリ・キジ・シロガシラ・スズメ・ヒヨドリ・メジロ 

ほ 類 ヌートリア・ハクビシン 

そ の 他 オカダンゴムシ・トビイロシワアリ・ヤサイゾウムシ・ヒシバッタ・ナス

ノミドリヒメヨコバイ 

 
３．組み合わせるべき防除技術 

  化学農薬の効果は、他の防除法に比べ卓越しているため、それが「当たり前のこと」にな

っている。しかし、総合防除では環境に配慮した技術の選択が求められるため環境負荷の高

い技術は排除される。上述した防除圧を確保するには確実な代替技術が必要である。今日ま

で、多くの研究者、現場技術者および企業の協力により、多くの優れた代替技術が生み出さ

れている。トマト栽培における主要な病害虫と防除技術との関係を第２表に示した。この表 
から核となる技術が何か、あるいは一つの技術で複数の病害虫に対処できることがわかる。 

 

 



 

第２表 施設トマト栽培における病害虫の主要な総合防除技術 

対象病害虫 防 除 法 具 体 的 技 術 

天敵昆虫 
天敵微生物 

エンストリップ、エルカード（モニタリング必須） 
ボタニガードES、その他の微生物剤 

物理的・耕種 
的防除 

ホリバー、ホリバーロール、防虫網、シルバーマルチ、 
摘葉処理、除草、収穫後施設蒸し込み、周辺環境整備など 

コナジラミ類 

農    薬 
その他 

定植時粒剤処理、チェス（水）、アプロード（水）、オレート（液） 
デンプン剤 
シルバーリーフによる黄化葉巻病(TYLCV)の媒介 

天敵昆虫 マイネックス、マイネックス９１（モニタリング必要） 

物理的・耕種的
防除 

ホリバー、ホリバーロール、防虫網、除草、ポリマルチ、 
収穫後施設蒸し込み 、残さ摘葉茎の処理など 

ハモグリバエ類
（マメハモグ リ
バ エ ・ ナ ス ハ 
モグリバエ) 

農    薬 ＩＧＲ剤、影響の強い剤の使用制限 

天敵昆虫 
天敵微生物 

アフィパール、アフィデント（ヒゲナガアブラムシ）、その他 
バータレック水和剤 

物理的・耕種的
防除 

ホリバー、ホリバーロール、防虫網、除草、シルバーマルチな
ど 

アブラムシ類 

農    薬 
その他 

定植時粒剤処理、チェス（水）、オレート（液） 
CMVの媒介 

天敵微生物 ボタニガードES 

物理的・耕種的
防除 

ホリバー、ホリバーロール、防虫網、ポリマルチ、除草 
収穫後施設蒸し込み 

農    薬 定植時粒剤処理、マッチ（乳） 

スリップス類 

その他 ヒラズとﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏによる黄化えそ病（TSWV）媒介 

天敵微生物 ＢＴ剤、フェロモン大量誘殺 

物理的防除 防虫網、ライトトラップ、黄色蛍光灯 

ハスモンヨトウ 

農    薬 マッチ（乳）、カスケード、プレオなど 

天敵微生物他 ＢＴ剤、フェロモン発生消長把握 

物理的防除 防虫網、黄色蛍光灯 

オオタバコガ 

農    薬 マッチ、カスケード、アタブロン、ノーモルト、プレオなど 

トマトサビダニ 農    薬 イオウフロアブル、マイトコーネ、アプロード、オサダンなど 

拮抗微生物 TMボトキラー水和剤（散布、ダクト内投入、常温煙霧） 

耕種的防除 摘葉、花弁除去、摘果、敷料、換気、少潅水など 

灰色かび病 

農    薬 耐性菌を考慮した体系使用 

ネコブセンチュウ 天敵微生物 パストリア 

 



 

拮抗微生物 セル苗元気、バイオキーパー 青 枯 病 ・ 根 腐
萎 凋病、 軟 腐
病、土壌病害・
害虫 

生態的防除 
物理的防除 

抵抗性品種、抵抗性台木 
還元土壌消毒、太陽熱消毒処理、熱水処理、乾熱種子消毒
など 

 
 回避技術 これらの中で害虫の侵入に対して防虫網はもっとも優れた方法である。紫外線

除去フィルムと黄色蛍光灯は特定の害虫を寄せ付けない方法である。病害対策としては、適

正な温度・湿度管理が回避技術に当たる。これらの回避技術は、病害虫の発生後には大きな

効果を発揮することができない。 

 捕獲技術 ホリバーやホリバーロールは害虫が好む色に誘引する捕獲技術であり、回避技

術に比較しポジティブな方法である。粘着ロールは使用方法を工夫すると、施設内への害虫

の侵入抑制効果が著しく高い(第１図)。しかし、すべての害虫が誘殺できるはずもなく、本

法のみでは防除できないため、組み合わせ技術の一つとして利用する。また、ホリバーをい

ろいろな所に吊り下げ、害虫の癖を探索するのも結構楽しいものである。 
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第１図  黄色粘着ロールによる施設内へのコナジラミ類の侵入抑制効果 

グラフは施設内３箇所に設置したホリバーに誘殺されたコナジラミ数の推移を示す。 

施設はダッチライト型温室、ロールは施設外側壁面の高さ１m に張った。(2001 年岐阜杖田ら) 

 
保護・増加抑制技術 除草、バンカープラントの導入などの植生管理技術は、害虫の住処

を作らないという意味で総合防除には欠かせない方法である。特に、除草によって害虫を圃

場に追い込むこともあるので、除草時期には細心の注意が求められる。 

 



 

 天敵昆虫や天敵微生物は、上記の防除法よりさらに積極的な防除技術である。コナジラミ

類、アブラムシ類およびスリップス類などの重要な害虫には複数の生物農薬が登録されてい

る。微生物農薬の効果は、競合、抑制、および抵抗性誘導などの作用機作によるもので、化

学農薬とは異質の効果を発現する。このため作用を理解した上で「使いこなす」という感覚

が求められる。慣行法のように「散布」だけでは潜在能力を活かしきれない。さらに、微生

物農薬は特異性が高いと考えられがちだった。しかし、ボトキラー水和剤(Ba illus subtilis)
のように複数の病原菌に抑制作用を発現する拮抗微生物剤も登場してきた。 

c

 化学農薬 生物農薬の登録がなく代替技術もない病害虫に対しては、化学農薬の出番であ

る。環境負荷が小さく、天敵に影響のない農薬の選択が求められることになる。 
 
４．種子と苗にも配慮 

  現場では、上記のような複数の技術を合理的に組み合わせたからといって総合防除ができ

るわけではない。地域特有の気象条件や病害虫の発生種、あるいは突発的な病害虫の多発生

が原因で計画を断念する事がある。この原因には技術や知識および経験不足という面もある

が、中には回避不可能という場合もある。例えば、種子伝染性病害の発生や苗の生産を他者

に依頼している場合、黄化葉巻病、黄化えそ病、かいよう病、スリップス類、コナジラミ類

およびハモグリバエ類など多くの病害虫が苗とともにやってくることがある。近年、花卉栽

培で薬剤抵抗性の発達したシルバーリーフコナジラミが、花の流通を通じて全国に広がった

例も指摘され、農薬が効かないという悲劇を生んでいる。このような病害虫の発生様態を考

えると、総合防除体系では本来何をすべきかが明確になってくる。 
 
５．ポジティブに生物農薬 

 上記のような対策を施した上で、生物農薬の導入を図ることが、総合防除への近道である。

下記に各々の病害虫に対する生物農薬使用上の要点を示した。 
 コナジラミ類 トマト苗の定植直後から黄色ホリバーによる発生消長を調べ、１頭でも誘

殺されたらエンストリップを４週連続で放飼する。 初から密度が高い場合は、殺虫剤を散

布し一度密度を下げてから放飼する。春期と秋期はエンストリップが、７～９月にはエルカ

ードの効果が高い。また、エンストリップは気温が17℃を下回ると効果が出にくい。ダッチ

ライト型温室で 低気温が 17℃に保たれている場合は、周年エンストリップが利用できる。

エルカードは 23℃以下では効果が不安定になる。 
 天敵に影響のない農薬やボタニガード ES、マイコタールなどの天敵微生物剤を組み合わ

せてもよい。ボタニガード ES はミニ系には薬害を生ずることがあるので確認してから使用

する。多種ある黄色粘着板の中には、エンストリップを誘殺してしまう商品もあるので選択

して使用する。５月や９月には施設内が暑くなり、側窓を開放すると一時的にホリバーに大

量にコナジラミ類が誘殺されることがある。このような場合は、１週間以内にエンストリッ

プに影響のない農薬を散布する。ホリバーによる調査を継続し、低密度の発生で抑えられて

 



 

いれば、毎月１～２回、追加放飼していく。 
 ハモグリバエ類 ナスハモグリバエ、マメハモグリバエおよびトマトハモグリバエの３種

類が問題となる。前２者はマイネックスの効果が著しく高い(第２図)。しかし、後者に対し

ては密度抑制効果はあるが、前２者ほどの効果は示さない。前２者は、発生を確認したら１

週間ごとに２～３回、マイネックスまたはマイネックス９１を放飼すればよい。また、後者

は、育苗期から発生に注意し、IGR剤などで防除した後定植する。天敵放飼後１～２月を経

過し、この間にも影響のある殺虫剤を使用しなければハモグリミドリヒメコバチなど在来天

敵の寄生が認められることもある。 
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第２図  マメハモグリバエに対するマイネックスの防除効果 

半促成トマト栽培 寄生葉率 14 および 16%で若齢幼虫期に天敵を４回放飼した。 
▼↓は放飼日。(1998 年田口 岐阜) 

 
スリップス類 紫外線カットフィルムを張れば被害は著しく少なくなる。定植前の雑草処

理も効果が高い。施設内ではボタニガード ES を散布する。卵に対する効果がないので２回

以上の散布を基本とする。コナジラミ類など、他の害虫にも効果がある。 

 アブラムシ類 モモアカアブラムシやワタアブラムシにはアフィパールを、ヒゲナガアブ

ラムシにはアフィデントを用いる。アフィパールはバンカープラントを併用すれば安定して

高い効果が得られる。これらは発生初期に放飼することがポイントである。多発生したとき

は天敵に影響しない化学農薬を散布する。 

 灰色かび病  湿度と気温によって発病が左右される。花弁が 初に発病するので、時期に

なったら発病がなくても TMボトキラー水和剤を散布する。本剤のダクト内投入散布は暖房

期間でなくとも、送風のみで散布を行うと発生を少なくできる。本法は毎日散布であるが、

 



 

著しく省力的な方法である。ダクトの配置を見直し、均一に散布できるようにすることが、

この「ワンタッチで防除」のポイントである。 

 青枯病・根腐萎凋病  育苗培土としてセル苗元気を用いると、両病害の発生が軽減できる。

連作を余儀なくされている地域では、還元土壌消毒などと併用すると被害を 小限に抑える

ことができる。 

 

６．生物農薬がない病害虫の対策  

 トマトサビダニ  殺虫剤の散布を少なくすると必ずといっていいほど発生する。寄生後症

状が現れるまでに１ヶ月程度かかるため、手遅れになりがちで被害が著しい。発見しだい、

被害株およびその周辺の株に対し化学農薬を散布する。土壌中で越冬すると思われるため、

収穫後に施設内の消毒が必要である。現在のところトマトサビダニが発生した場合、化学農

薬に頼る以外方法がない。 

 葉かび病 本病をはじめとし、育苗中の病害は確実に防除する。トマトは定植後から５段

目までは樹勢が強いが、６段目が開花する頃から低下してくる。この時期の防除は発病がな

くても行う。発病を認めたら直ちに農薬を散布し、摘葉管理も併せて行う。 

 その他  黄化葉巻病は防虫網被覆など事前対策を行い、黄色ホリバーにシルバーリーフコ

ナジラミが誘殺されたら直ちに防除を行う。発病株は抜き取り土中に埋めるか、ビニール袋

に入れ感染が拡大しないようにする。また、地域ぐるみの防除対策や除草などが求められる。 

 現場では、農薬ではない様々な忌避物質が用いられることもある。これらを天敵利用下で

使用すると、天敵を圃場から追い出してしまうこともある。素性の明らかでないものは使用

しないほうが無難である。 

 
７．今後の課題  

  このようにトマト栽培では生物農薬をはじめ多くの防除方法が出揃い、総合防除を行う農

業経営者が増えてきた。環境保全という目的を達成するとともに、労力が軽減できるという

メリットも認識されている。今後、さらに周辺環境との関係解明、葉かび病やトマトハモグ

リバエに対する新たな生物農薬の開発など、残された課題を解決し、安定した総合防除体系

を組み立てていく必要がある。また、黄化葉巻病の発生は害虫の侵入対策の重要性を示して

おり、本病の対策確立は将来的に総合防除の推進につながるものと考えている。総合防除を

実行しようとすると一時的に経済的な負担が増加するが、この対策は現在のところ生産物価

格に反映されることを望むしかない。一方、このような生物農薬を用いて総合防除を行う生

産者の多くは、購入してくれる消費者を確保している。高度な防除技術を駆使して生産した

トマトは、確実に意識の高い消費者の元に届くようになってきた。 
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フェロモンを用いた交信攪乱法による防除－海外の状

 

信越化学工業株式会社 ファインケミカル部 
小林 利美 

写真）日本における複合交信攪乱剤コンフューザーＡの使用状態 

防除 

ェロモンを用いた交信攪乱法(MD)による害虫の防除は１９７６年にアメリカ

ＢＷ(P tinopho a g ypiella)用の製剤が農薬登録を受けてから使用が始ま

初期の交信攪乱剤はフェロモンの放出性能が悪く実用化に至らなかった。（１

９８６年弊社の長寿命かつ安定放出が図られたロープタイプの製剤が出現し

なマーケットが開発されはじめた。１９８７年にエジプトの綿花で試験的な規

法による防除が始まり、１９９４年には全国的な規模で使用された。製剤の特

で極めて重要であるが現在でも欧米メーカーの製剤ではカタログや技術資料

うな放出性能（放出期間、放出安定性など）を示さないものがままある。 

ec r oss

リカ、カルフォニア州のナシでコドリンガモスに卓効のあった殺虫剤に抵抗性

対応として交信攪乱法の防除が有効であることが確認された。この知見をもと

いて殺虫剤散布でアブラムシ等の発生の問題が起きてきたことと薬剤抵抗性

シントン州、カルフォニア州、オレゴン州のリンゴ地帯で大学、農務省、地方

巻き込んだ交信攪乱法を核としたエリアワイドプロジェクトが始まった（1995
、CAMP: Codling Moth Area-Wide Management Projectワシントン州立大



 

Jay Brunnerら）。共同プロジェクトによる実証試験が始まりその結果を基にアメリカ西海岸

に交信攪乱法による総合防除への動きが広がった。 
西海岸でのリンゴ圃場面積は 70,000ha でありワシントン州では果樹園の約６０％が交信

攪乱を採用している。 
添付の写真は弊社のリンゴ害虫コドリングモス用のフェロモン製剤アイソメートＣＴＴ

を取り付けている様子を示した。（アメリカ、ワシントン州） 
アイソメートＣＴＴの取り付けの様子。 
アイソメートＣＴＴ 
 
 
 
取り付け治具 
 
 

 
 

 
 
 

２.交信攪乱法による防除面積  

 
表１ 

世界の交信攪乱法による防除面積 (2002)
害虫 対象作物 (2002) 面積 (ha) 国
ジプシーモス 森林 230,000 USA 
コドリンガ リンゴ、ナシ 120,000 USA, ﾖー ﾛｯﾊ゚ ,ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

 南ｱﾌﾘｶ
綿アカミムシ 綿花 55,000 USA,EU,ｲｽﾗｴﾙ、南米
ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ モモ、ネクタリン、リンゴ、ナシ 50,000 EU, USA, 南米,南アフリカ
ﾖー ﾛｯﾋﾟｱﾝｸﾞﾚ ﾌーﾟﾜｲﾝﾓｽブドウ 41,000 EU 
ﾖー ﾛｯﾋﾟｱﾝｸﾞﾚ ﾌーﾟﾍ゙ ﾘー ﾓｽブドウ 32,000 EU
ハマキムシ類 お茶、ナシ、リンゴ、モモ、ブドウ 24,000 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､USA、NZ

Keiferia lycopersicella トマト 10,000 メキシコ
ｽｶｼﾊﾞ アンズ、スグリ、モモ 5,000 日本, USA, N.Z.
ニカメイチュウ 米 4,000 EU
ｾﾞｳｾﾞﾗ（木倒蛾） ナシ、オリーブ 2,000 EU
コナガ キャベツ 2,000 日本

Endopiza viteana ブドウ 1,000 カナダ, USA
その他 芝、野菜、リンゴ 27,000 日本, USA

                          数字は信越化学推定 

 



 

表１に現在世界で行われている交信攪乱法による害虫防除について主なもののその面積、

地域を示した。表からも解るように森林害虫を除けば現在交信攪乱法による害虫防除は果樹

が圧倒的であり、野菜については交信攪乱法防除があまりなされていない。果樹ではアメリ

カやイタリアのリンゴでの交信攪乱法によるエリアワイド防除の成功のインパクトが強く

影響を与えたことと、果樹が永年作物で地域的なまとまりがあり計画的な防除が行いやすい

ことなどが適用されてきた理由であると思われる。野菜場面ではメキシコのトマトで

K if ia ly p ic lla に適用されているが適用されている例も面積も少ない。このように野

菜での実用化が少ないのは野菜の場合前作の影響があること、種々の野菜が混じった作付が

されることがあること、主要害虫数が多く、また年次により主要害虫が変わることがあるこ

となどが原因である。日本ではこの対応として野菜の６主要害虫に対して同時に交信攪乱法

防除を行うディスペンサー（コンフューザーＶ）などが開発されてきている。 

e er co ers e

交信攪乱法での防除面積は近年の環境に対する意識の高まりなどからここ数年年率２桁

の伸びを示している。 
交信攪乱法を用いた総合防除に熱心なのは先進諸国とヨーロッパへの農作物の輸出に力

を入れているブラジル、中南米などの国々である。 
 
３.原体、製剤メーカ 

世界で昆虫の性フェロモン原体を交信攪乱法用として生産している会社は弊社の他米国

にＩＳＰ社、Bedoukian 社などがある。フェロモン原体に関しては弊社が８５から９５％近

くの生産を占めているものと思われる。全世界の原体製造量は２００４年で８５トン近くに

達していると思われる。 

製剤化している会社は、弊社の他ドイツのBASF、アメリカのSuterra、Scentry、Hercon、

イタリアのIsagro等がある。 

 
４.製剤の形 

・手付け型 
写真に現在世界的に流通している手付けタイプ製剤を示した。現在までの交信攪乱法用の

製剤の主流は手付け方式である。製剤には長期間安定してフェロモンを放出することが要求

される。各社がそれぞれこの特性を持つように工夫を行っている。実際の農業現場ではカタ

ログにどのような値を示していても数年の使用でどこのものが良いものか誰の目にもあき

らかになるため、実際のマーケットでは限られた製剤が主流となる。幸いなことに弊社のも

のもその中の一つに数えられている。 
このほかフェロモン製剤としてはスプレー型、噴出型（エアロゾルスプレー）などがある。 

・スプレー剤 
フェロモン原体を何らかの形で水に分散させたもの（マイクロカプセル化による乳化、フ

レーク化して強制分散、マイクロファイバー化して強制分散）。手付けでは防除が効率的で

 



 

ない高木、森林用などが主要な用途である。現在の所、使用の簡便さ（通常のスプレー機が

使えるなど）、長期放出性能、放出量の安定性で満足できるものは無いように思われる。 
・噴出型（エアロゾル型） 
フェロモン原体をエアゾル用の缶に充填、加圧してタイマーにより間歇的にミスト状に噴

出させるというものである。あまり広まっていないようである。 
 
５.今後の世界の交信攪乱 

フェロモン剤は総合防除の中で中核をなす技術、商品であると考えられる。アメリカ西海

岸、イタリア北部等どこも総合防除の意識があるところでこの技術が大きく広まっている。

また、現在では MD は先進国での採用が多い。しかし環境問題、農薬事故等から見れば開発

途上国こそにこの防除体系を取り入れてもらいたいものである。残念ながらこのような国々

での取り組みは綿花を除けば遅れている状況にある。安全、自然環境を壊さないＭＤがもっ

とひろまればもっとコストが下がり本当に使って欲しい国々にも広まってくれるものと期

待したい。 
  幾つかの手付けフェロモン剤形 
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成性フェロモンを利用したアカヒゲホソミドリカスミカメの発生予察技術の開発 

合成性フェロモンを利用したアカヒゲホソミドリカスミカメの発生予察技術の開発 

 －合成性フェロモンの雄に対する誘引性－     中央農業総合研究センター 
北陸研究センター 樋口 博也 

めに 

カヒゲホソミドリカスミカメは、イネ籾より吸汁を行い斑点米を発生させ、米の品

著しく低下させる。本種の発生予察や防除技術を確立するためには、生息地である

地、牧草地や水田内での個体数の変動や移動分散の実態など、発生状況を的確に把

る必要がある。本種の野外での発生消長を把握する手段としては、予察灯による誘

生息地でのすくい取りが主体である。予察灯は、予察灯本体や設置のために経費が

り、すくい取りは多大の労力を要し、必ずしも発生消長を把握するための効率的な

であるとは言い難い面がある。これに対し、合成性フェロモン剤を誘引源としたト

プは取り扱いが比較的簡単であり、対象害虫だけが捕獲されるという利点がある。

ヒゲホソミドリカスミカメの雌は性フェロモンを放出し雄を誘引し（Kakizaki and 
ie、1997）、性フェロモンの成分も明らかにされている（Kakizaki and Sugie、2001）。
で、誘引性に優れたフェロモン剤を合成することができれば、合成性フェロモン剤

引源としたトラップを開発し、より簡便に野外での発生消長を把握できる可能性が

。 
陸研究センターでは、平成 14 年より信越化学工業とアカヒゲホソミドリカスミカ

基礎的生態と防除技術に関する研究をスタートさせた。さらに、平成16年からは、

化学工業、山形県、新潟県、長野県、富山県と共同で、合成性フェロモンを活用し

カヒゲホソミドリカスミカメの発生予察技術の開発と交信攪乱による防除技術の開

取り組んでいる。 
報では、本種の発生消長を把握する合成性フェロモンを誘引源としたトラップを開

る第１段階として、雄に対する誘引性の高い合成性フェロモンの量と、その合成性

ロモンの野外での誘引性の持続時間について調査を行ったので、その概要について

する。 

合成性フェロモンの量と雄に対する誘引性 

方法：調査は、2002年に新潟県上越市にある北陸研究センター内のイタリアンライ

ス圃場（50×20ｍ）で行った。トラップは水色の水盤トラップ（直径 45cm、深さ

cm）を使用した。水盤内に水を満たし、水盤内に落下した虫が逃げないように逆性

ん液を少量滴下した。誘引源として使用した合成性フェロモンは、n-hexyl 
exanoate、(E)-2-hexenyl n-hexanoate、n-octyl n-butyrate を 100：40：3の比率

合したもの（Kakizaki and Sugie、2001）をゴムキャップに含浸させたものである。



 

ゴムキャップ当たりの合成性フェロモン量は、0.001mg、0.01mg、0.1mg とした。また、

対照として、羽化後２～３日経過した未交尾雌 10 頭を誘引源とした。雌を入れる容器

は、合成樹脂容器（７×13×９cm）の側面に５×８cm と５×４cm の窓をそれぞれ２枚

切り、テトロンゴースを張ったものを使用し、容器内には餌としてコムギ苗を入れた。

合成性フェロモンを含浸させたゴムキャップと雌を入れた容器は、水盤トラップの水面

上約10cmの高さになるように針金で吊した。合成性フェロモン0.001mg、0.01mg、0.1mg

と雌を誘引源とした４台のトラップを、イタリアンライグラス圃場の50ｍの畦畔に沿っ

て15ｍ間隔で地表面に設置した。毎日トラップに捕獲されている虫数を調査するととも

に、設置した場所による誘殺数の偏りを避けるため、トラップは毎日順番に位置を動か

すことによりローテーションを行った。 

 
結果の概要：ゴムキャップに含浸させた合成性フェロモン0.001mg、0.01mg を誘引源と

したトラップに誘殺された８日当たりの平均雄数はそれぞれ26.0 頭、30.8頭であり、

これらの結果は、未交尾雌10頭を誘引源としたトラップに誘殺された雄数 23.9頭と比

較し有意差は見られなかった（図１）。したがって、雄に対し誘引性の高い合成性フェロ

モンの量は0.001mg あるいは0.01mg であると考えられる。 
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図１ ゴムキャップに含浸させた合成性フェロモンの量と誘殺雄数 
  
調査は 2002 年 6 月 20 日から 8 月 11 日に行い、8 日間の合計誘殺雄数について、10 反

復の平均値（±SE）で示した。 
 同一英小文字は誘殺数に５％レベルで有意差がないことを示す（Steel－Dwass法）。 
 

 



 

２．合成性フェロモンの誘引性の持続期間 

 合成性フェロモンを誘引源としたトラップを開発する場合、野外で長期間安定したフ

ェロモンの放出があり、誘殺数が低下しないことが理想である。そこで、合成性フェロ

モン0.01mg を含浸させたゴムキャップの誘引性の持続期間を検討した。 

 
調査方法：調査は、2003年に北陸研究センター内の雑草地（50×20ｍ）で行った。合成

性フェロモン0.01mg を含浸させたゴムキャップを野外に10日間、20日間、30日間放置

しておいたものと、野外に放置せず冷蔵庫に保存しておいたものを取り出して誘引源と

して、同時に試験を行った。雑草地の中央に15ｍ間隔で、それぞれのゴムキャップを吊

り下げ誘引源とした４台のトラップを設置した。毎日トラップに捕獲される虫数を調査

するとともに、トラップはローテーションを行った。 

 
結果の概要：合成性フェロモン 0.01mg を含浸させたゴムキャップを野外に放置した期

間が10日、20日、30 日と長くなっても誘殺される雄数は減少することなく、誘殺雄数

に有意差は認められなかった（図２）。したがって、合成性フェロモン0.01mg をゴムキ

ャップに含浸させた誘引源の誘引性は１ヵ月間は低下しないと結論できる。 
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図２ 合成性フェロモン0.01mg を含浸させたゴムキャップの 

野外での放置期間と誘殺雄数 

 
調査は 2003 年５月 13 日から 8 月 2 日に行い、4 日間の合計誘殺雄数について、10反復

の平均値（±SE）で示した。 
 同一英小文字は誘殺数に５％レベルで有意差がないことを示す（Steel－Dwass法）。 

 



 

おわりに 

 今回の調査結果から、野外でトラップを使い雄の誘殺数により野外の成虫の発生消長

を把握しようとする場合、誘引源としては n-hexyl n-hexanoate、(E)-2-hexenyl 
n-hexanoate、n-octyl n-butyrate を 100：40：3 の比率で混合した合成性フェロモン

0.01mg をゴムキャップに含浸させたものの誘引性が高く、野外でその誘引性は１ヵ月間

は持続すると考えられる。 
 トラップの誘殺数に影響を与える要因としては、トラップの種類、トラップを設置す

る高さ、設置場所などが考えられる。本調査では、水盤トラップをイタリアンライグラ

ス圃場の地表面に設置したが、水盤トラップは常に水を交換、補給する必要があり、粘

着トラップなどと比較して取り扱いが面倒である。また、トラップの高さと誘殺数は、

誘殺される昆虫の行動範囲と関係している場合が多い。 
 合成性フェロモンを誘引源としたトラップを開発し、効率的に成虫の発生消長を把握

するためには、今後、トラップの種類、トラップを設置する高さ、設置する場所などを

検討する必要がある。 
 
引用文献 
 Kakizaki, M. and H. Sugie(1997)  Appl.Entomol.Zool. 32:648-651. 
 Kakizaki, M. and H. Sugie(2001)  J.Chem.Ecol. 27:2447-2456. 

 



 

 

ＩＯＢＣ ＷＰＲＳワーキンググループでの講演内容などについて 

Ｆｉｎｌａｎｄ、ナンターリ市にて 

 

アリスタライフサイエンス㈱  
バイオソリューション部  斎木 陽子 

 
 4 月 9 日～16 日までフィンランド・ナンターリで開催された 
IOBC/WPRS Working Group "Integrated Control in Protected Crops, Temperate 
Climate"の報告をいたします。 
 
 本会議は 3 年に一度開催され、欧米を中心にアジア・中近東各国における天敵昆虫を専門

とする研究機関・大学・メーカーなどが参加するもので、今回は約 150名が参加した。日本

からアリスタの和田、斎木の２名のみ。 
 
１）会議の全体的な感想 
 前回参加したのは 6 年前で、まだ天敵市場が伸びていた頃だったのだが、今回は当時とは

随分違う印象を受けた。 
 
まず、ヨーロッパ（及び北米）の現状として… 

①登録・開発に関わる議論多し（特に外来種・導入種に対する影響評価） 
②研究者・企業・生産者が共同して取り組む活動が増えている 
③シルバーリーフが一番の問題害虫（北ヨーロッパ以外） 
④花卉類 ornamentalでの生物的防除の取り組みが増えている 
⑤北ヨーロッパでの生産環境の変化（人工照明・進む機械化-人がハウスの中を動くのではな 
 く作物が動く） 
⑥天敵昆虫だけに頼った Biological controlではなく、化学農薬の使用も含めた Integrated 

Pest Management に向かっている 
⑦いまだにサビダニの天敵は商品化されていない。無理なのか。 
⑧アメリカよりもカナダの BCの方が活気あり。 
 
また 
☆コパートやバイオベストなどの大手天敵メーカーの出席者が少ない。 
☆ornamentalにシフトしているのは、北ヨーロッパの野菜での天敵市場が既に飽和状態で 

あること、南ヨーロッパの野菜での天敵利用が思うように進まないこと（ウィルス等の問 

 



 

題もあり）などの状況を打破するためではないか。 
☆日本の状況よりはまだ良いが、やはり新しい有望な天敵はあまり見られない。 
といった状態でやや閉塞感があった。 

 
スワルスキーカブリダニは、スリップス防除で使う場合ハナカメとの組み合わせが 
必要（老齢・成虫は食べないので）、コナジラミも寄生蜂との組み合わせが 
必要（卵と一齢しか食べないから）というニュアンス。 
販売開始当初よりややトーンダウンしているか？本当に前評判通り素晴らしい天敵なのか

どうかやや疑問＜ただし長期間効果が持続するのは間違いないようである。 
国内では今一度有望なカスミカメ（コナジラミ捕食性）の探索必要かと思われた。 
 
 会議の議題で興味を持ったものについて添付した。次回は 2008 年 5 月オランダにて開催

されることとなった。 
 
 
1) Lene Jakobsen (DK); Dynamic Climate の害虫・天敵・病気への影響 

Dynamic climate とは光熱費節約のために窓の開放などをなるべく行わないという手

法。これにより夏場のハウス温度上昇もしくは冬場の温度低下があるが、栽培にはさほ

ど影響しないというもの。北欧ならではの考え方である。 
窓を開けないことから害虫の侵入は少なく、また温度および CO2 濃度が日中と夜間で大

きく変わるためか、病害の発生は少ない。 

2) Monique Tomiczek (UK); アザミウマ・ハダニ防除のための糸状菌製剤 
基本的には天敵を使うので、糸状菌は 2nd line of defense という考え方。ボーベリア

製剤として、ボタニガードの他に、Troi Biosystems の Naturalis-L という製剤もある。

こちらはハダニにも感染する。いずれもククメリスなどの天敵には影響無し。 

3) Rosemarije Buitenhuis (CA); Stein nema f ltia のミカンキイロアザミウマに対する

効果/ボタニガードをマルハナバチに媒介させる手法 

er e e

er e

s o r

Nematodes（Stein nema f ltiae）を葉面散布として使用する手法は一般的になって

いるが、アザミウマの場合、前蛹と蛹の期間に一番良く感染し、アザミウマ成虫および

幼虫にはほとんど感染しない（動くから？）ので、効果としては微妙なところ。 
(Kappongo, Univ. of Guelph)コーンスターチとボーベリア・バシアーナをマルハナバチ

の巣箱の前に設置し運ばせる。Lygu  line la is（ミドリメクラガメの一種）には効果が

あるが、アブラムシでは余り活性は見られなかった。また 6.24X1010のオーダーならば

メクラガメに効果あり、マルハナにはあまり影響ないが、2X1011になるとマルハナの死

亡率が 45%程度になるので実用的ではない。 

 



 

 →そこまで高いオーダーの胞子数が必要か？マルハナの巣内の影響見ていない。 

4) Henrik Brodsgaard (DK) ; Intraguild predation between Orius spp. And predatory 
mites 
スリップスの有無に関わらず、O ius insidi us（ハナカメムシ類）はククメリス(A.c.)

をよく捕食する。O ius majusculus(O.m.)もククメリスを食べるが、insidio u ほどで

はない。また O.m. + A.c. + WFT(ミカンキイロアザミウマ)だと、ハナカメはアザミウマ

もククメリスも区別せず食べる。ハナカメの種による差はかなり大きい。またククメリ

スもハナカメ幼虫を捕食している。 

r os
r s s

（→天敵同士のギルド内捕食 Intraguild についてはどこまで議論するのか。土着天敵へ

の影響評価をどうするのかといった疑問が提示されたが、結論は特に出さず) 

5) Sylvia Blumel (Austria) ; Monoterpenoids as an attractant to Orius 

ネロール Nerol はアザミウマの誘引物質として、カルバクロール Carvacrol は忌避物

質として働くが、ハナカメムシ類は Nerolには反応せず。Carvacrol 0.1%はハナカメの

誘引物質として働くが、1%は忌避効果を示す。ハナカメの繁殖や死虫率には影響しない

ので、ハナカメの誘引剤として使用することは可能かも。 

6) Henrik Brodsgaard (DK) ; Influence of Dynamic climate control strategies on 
biological control of thrips 
ハナカメの死虫率はDynamic climate の方が低いが、スリップスの死虫率は Dynamic

の方が高い。アブラムシの場合は逆になっている。生存域など色々な理由がありそう。 

7) Phyllis Weintraub (IL) ; Diel movement of N.cucumeris reared under constant light 

or dark condition on sweet pepper 
ククメリスは植物の下部～中部あたりにいることが多い。光のある条件で飼育すると

昼間に花の中で見ることが出来るが、一般的に販売されているものは夜中の方が多く花

の中で見つかり、夜明けがくると陰に隠れてしまう。光が苦手のようである。つまり、

昼間の調査でククメリスを見つけられなくても、効いていないわけではない。 

8) その他 ; 
・ アカデミックな研究と商品化をどのように結びつけるかが課題。微生物剤は大会社が取

り組むには小さすぎるが、小さな会社が取り組むにはコストが高すぎる。微生物農薬市

場は毎年 120%の伸張率。環境影響・標的外昆虫への影響・安全性などについての評価

も必要。（日本とほぼ同じ議論がなされている） 

・ ヒマワリがハナカメの誘引（おとり）作物になるという意見と、ヒマワリに集まり過ぎ

てしまって、パプリカやキュウリに行かないという意見もあり。そのほかにも雑草の類

でも誘引（おとり）作物になるものあり。 

 



 

・ ネギアザミウマはキュウリの根元に集まる。バーカリカブリダニが有効？ 
 
 
4 月 11 日 圃場見学 （→ 詳しくは写真を） 
・ トマトはコナジラミ防除だけしていれば問題ない。Macrolophu カスミカメムシが有効。

気温が年間通じて低く、他の害虫の発生が少ない。時期をずらしながら定植して一年中

収穫するという栽培体系だがフィンランドでは第一号であるらしい。Artificial lights 人

工光は欠かせない。200～230W/㎡ 

s

re c

・ リーフレタスで一番の問題害虫はshore flyミギワバエである。Nematode（線虫剤）を

大量に潅水しているが、完全な解決策にはなっていない。光量は 100W/㎡必要で、夜間

2.5hrだけ消灯する。1 つのランプが 400W。電力会社と長期契約しているが年々電気代

は上がっている。特にここ 近は水不足のせいで供給量が少ないせいで値上がりしてる。

＜フィンランドは水力発電。暖房はオイルとガスだがこれも値上がりしているので、残

渣などを燃やして熱源にすることを検討中。 
ジャガヒゲにはエルビパールを使用。5 週間ごとに新しい麦を植えてバンクにし、エル

ビパールは毎作の 初に 1 回放飼。 

・ 夏からクリスマスまでトマト、その後～夏までキュウリという農家。トマトを栽培する

ようになってスリップスの発生が全くなくなったし、うどんこも少ない。ハダニとコナ

ジラミがどちらの作物でも発生する。ハダニは Pest in First で、ハダニのついた古い葉

を新しい作物に入れるという方法を取っている。2週間くらい経つとチリカも安定する。

真夏の時期はチリカブリは生長点付近にはいない。 
きゅうりの場合、冬場は 24 時間、春先も午前 3 時～10 時くらいは Artificial light を点

灯する。Light を使うようになってからキュウリのハダニが広がったような印象。 
うどんこ病が出たら Rape Seed Oil菜種油を撒く。硫黄くん煙は 1 時間/night 程度。 

・ 花農家。責任者を一人決めるのではなく、共同責任にするようにしたら害虫防除が上手

くいくようになった。ガーベラはアザミウマ防除が中心で、ククメリスをブローワー（吹

き飛ばすもの）で週 1 もしくは 2 週に一度のペースで撒いている。一度コナダニのせい

で蕾に被害が出たので、メーカーを変えてコナダニの量を減らした製品を供給してもら

うようにしたら解決した。その他にハナカメも入れている。 
昨年はオンシツコナジラミが増殖して困った。シルバーリーフコナジラミの発生はない。

一匹でもいたら絶滅させなければいけないことになっている。しかしもし発生した場合

に対応策はあまり無い。アプロードやチェス、プリファードなどが利用可能。ボタニガ

ードは登録されていない。（ムゥンドゥスツヤコバチを使うには気温が低すぎるか） 
うどんこ病はアリエッティを散布するが余り問題ではない。Mycostop（St ptomy es 

 



 

g is viridis）を予防的に散布。 r eo
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アジサイではアブラムシとアザミウマ。ハイビスカスは黄/コナジラミ、赤/ハダニ、白/
アブラムシが問題となる。毎週ククメリスとツヤコバチは放飼。アブラムシには今のと

ころピリマーとチェスを使っているが、そろそろコレマンを入れようと思っている。 
→アメリカでは AGRI50（Cal Agri Products 社）という海草抽出物がポインセチア

で効果的とのこと。窒息させるようなものか？ 
→ガーベラではタバコをおとり作物にして、そこだけコナジラミの薬散するのも効

果的とのこと。 
 
４月 12 日 

1) Monica Enigl (A) ; Persistence of Wolbachia in the guts of P. persimillis 
ハダニ内の Wolbachia ウォルバキアは長期間持続するものの、それを捕食するチリカ

ブリダニに感染しない（ホストとして適さない？） 

2) Anna Tomczyk (Pl) ; Plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR) and biological 
control of spider mites 

Pseudomonas を感染させたキュウリ上のハダニに対するチリカブリダニの効果は、未

感染のものよりも効果高い。捕食カブリダニはバクテリア感染作物上の方が探索が容易

である？ 

3) Phyllis Weintraub (Il) ; Need for new biological control agents 

1988年には販売されていた BCA(Biological control agents)は5 種類しかなかったが、

現在は 125 種類ある。しかし新害虫や気象等の問題もあり満足できる状態ではない。 
この先問題化するかもしれない新しい害虫としては 
① S i toth ip  do alis（チャノキイロアザミウマ）いちご・ピーマン・シトラス・ア

ボガドでの被害があり、ハナカメは効果無し 
② Aleu odi us dispe sus（コナジラミ類）日本には未侵入だがススがひどい、

Nephaspis bicolorという beetle が天敵としては存在するが商品化は未検討 
③ Ch y d ixis e io ma（イチジクキンウワバ）フェロモンや BT は効く可能性あり 
④ Te any hus evansi（ハダニ類）カンザワに似ているがチリカブリは捕食しない 

3)-2 Sharon Cheek (UK) 
イギリスでは Thrips palmi ミナミキイロアザミウマなどは検疫対象となっており国

内では問題となっていない。「Encouraging Product Development Pilot Project for 
‘biocontrol’」という動きが 2003 年 6 月から始まっている。生物防除剤の登録に関して、

政府が必要な試験をアドバイスし、登録取得するために前向きな姿勢で検討し、進めて

いくというプロジェクトである。製品開発の初期の段階から登録要件も考慮すべきとい

 



 

うことで、研究機関と企業が共同で開発するという機運が高まっている。 

4) Karel Bolkmans (NL-Koppert) ; Industry Research Needs 
北欧・アメリカでは BC が進んでいるが問題が無いわけではない。生産者の栽培面積

が増加することでリスクが高まっている。天敵の種類も多く、使いこなすには高度な知

識が必要。生産者は収入を増やすために Artificial light や mobile growing system（作

物が動くようになっていて生産者は畑の中に入らない）などが増加しているので、今ま

での放飼方法を見直す必要が出てきている。南欧との競争でコスト・光熱費・人件費の

低減が急務となっており、Dynamic Climate が導入されている→放飼方法見直し必要。

また収穫物を輸出する場合、輸出先に存在しない天敵を使っているケースも検討必要。 

5) Guido Sterk (Be-Biobest)  

不足している天敵；トマト－ハダニ・サビダニ・南欧で使える天敵、いちご－低温活性

のあるもの（特にコナジラミ・アブラムシ対象）、ラスプベリー－高温乾燥に強い天敵。 

6)  O. Volkov (Ru) ; Predatory bug, Picrom ru  bid ns e s e

r t
r t

ro s s
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   広範囲なりんし目を捕食するクチブトカメムシの一種。 

7)  Andrew Sutherland (US) ; Evaluation of Psyllobo a vigin imaculata 

Psyllobo a vigin imaculata クモガタテントウ（北米原産：日本にも帰化）。うどんこ

病の菌のみを食べるテントウムシ。成虫および幼虫が捕食。カリフォルニアでは 2 月末

くらいから発生し、夏はブドウ、秋はウリ科などで見つかり、12 月くらいまで見るこ

とができる。うどんこ病のないところには発生せず、黄色粘着版によく付くので、うど

んこ病の初期発生の確認に使えるかもしれない。 

9) Gerben Messelink (NL) ; Typhlod mip  swir kii/cucumber 
まだ商品化されていないカブリダニを検討すると、Typhlod mip  lim nicu がアザ

ミウマ防除には一番向いているのだが共食いが多く増殖に向かない。T. swi skiiスワル

スキーカブリダニはその問題がない。24 週間の長期の試験でも生存しつづける＜ククメ

リスは 20 週以上生存しない。シルバーリーフコナジラミは卵および 1 齢幼虫を捕食（効

果はさほどでもないか？）。夏の使用が効果高く、春はこれから検討。作物上での散布試

験ではアドマイヤーは影響なかったが、スピノエース・アファームは影響高かったので

詳細な試験をする。天敵同士（ククメリス）の相互捕食は多少あるかもしれない。 

10) Karel Bolckmans (NL) ; T. swir kii/sweet pepper 

コパートは北欧の野菜マーケットが成熟したと見て、Ornamental花卉類の WFT（ミ

カンキイロ）・コナジラミ、及び、南欧の夏場のピーマンに注目。特に夏ピーマンはクク

メリスには暑すぎ、ハナカメも 5－7 頭/㎡必要で経済的に見合わない。またコナジラミ

も E. mundus ムゥンドゥスツヤコバチだけでは効果不足＜北欧トマトは mundus + 

 



 

Macrolophu カスミカメムシで上手くいっているが…（寄生蜂だけでは防除不可能？）。 s
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swi skii は 60 年代からコナジラミの捕食者として知られていたが誰も増殖を手掛け

ていなかった。東地中海沿岸のシトラス・果樹・綿に存在。共食いせず、休眠せず、花

粉だけでも 1 頭/葉の放飼で 4 週間後には 5 頭/葉くらいに増殖する。24 週間程度ピーマ

ンでも生存が確認されている。ハナカメとの組み合わせは必要＜swi skii はアザミウマ

成虫捕食しないので＜花の中のアザミウマはハナカメだけでも十分防除できるが、葉は

swi skiiが向いている。 
ククメリスやデジェネランスがハダニを捕食することは知られているが、 wir kii も

ハダニを食べて増殖可能。ただし密度コントロールまではいかない。 

11) John Sanderson (US) ; Hunter fly, C n sia attenu ta 
飛行中に餌を取るハエ。キノコバエ・Shore flyミギワバエ・ハモグリバエ・コナジラ

ミなどを捕食するが、コナジラミでは増殖はしない。キノコバエに対しては成虫期間中

（約 20 日）に 125 匹程度捕殺する。 

12) Serge Fischer (CH) ; Ambly eiu  and oni – Potential for biological control of mites 

A. and oniは広範な気温・ホストプラントに対応でき、探索能力・飢餓耐性が高く、

ケミカルに対しても抵抗性を獲得しやすい（ミヤコよりも）。放飼量はククメリスと同程

度を使う。 
ミヤコカブリダニやククメリスもサビダニを捕食することが知られているが、

A.and oni もサビダニを 15 匹/日程度捕食し、かつミヤコやククメと違ってトマト上

でも増殖することから、サビダニ防除に使用できる可能性もある（ただし捕食量が多く

ても抑えられないことはよくある）。低温高湿度だとトマトの分泌物によって死亡するこ

ともあるが、それ以外の場合は予防的に使用することで 2 ヶ月程度はサビダニを低密度

に押さえることが出来た。 

13) Judit Arno (SP) ; Factors Behind the increasing Whitefly problems 
Biotype Q が Biotype Bに優先し増殖している。TYLCVの他、ウリ科の CYSDVや

CVYV なども問題となっている。ラノー・ネオニコ・チェスに抵抗性。スペインの作型

の影響も大きい。スペインの気候では暖房のないハウスでも越冬し、6 月頃作が終わる

と、周辺の雑草や家庭菜園、きゅうり・メロン・ズッキーニなどがホストになっている。 
作の終わりに大量に E.mundus ムゥンドゥスツヤコバチを放飼・土着天敵の保護・栽

培しないエリアを作るなどの方策を検討している。 

14) Richard GreatRex (UK) ; Biocontrol of B. t ci in European Greenhouse 

Syngenta Bioline（旧バンティング）からメーカーの立場として、登録取得費用やリ

スクの部分を考えると新しい製品の開発もしづらい。たとえばスウェーデンの天敵マー

ケットは年間約$315,000 だが、卸値ベースだと$157,000、その中のシンジェンタのマー

 



 

ケットシェアが約 40％だとして売上で$47,000、30％がグロスだとしたらたったの

$18,900 にしかならず、新規開発費用も捻出しにくい。 
アルメリアのトマトでは夏秋作の約 60％が 初の一ヶ月でウィルスにやられ、農薬を

不正使用する農家が後を絶たない（罰金を払う方が生産物全てを失うよりは安い）。政府

が天敵に対して補助金を出しているが、補助がなくなれば又化学農薬に戻ると思われる。

ムルシアのピーマンは作型が違い、TSWV抵抗性品種なども使っているので、天的利用

は上手くいっている。南仏はウィルスにやられた記憶が残っていて化学農薬に戻ってい

る生産者が多い。イギリスでは Bemisia の発生まだ無いため問題なし。 
Bionはコナジラミの増殖率（産卵数）を抑える効果もあり、UVカットと組み合わせ

ると効果が高い。 

15) Ellen Richter (DE) ; Side Effect of pesticides to whitefly parasitoids 
オンシツツヤコバチに対するアドマイヤー散布剤の影響は 15 週間持続＜drench だと

20 週間持続するが影響は散布剤の方が強い。モスピランは 7～8 週間は影響あり＜それ

以降はまだ見ていない。バリアードは 1 週間程度で影響なくなる。（試験方法等に疑問も

あり、やや疑わしい） 

16) Juliette Pijnakker (NE) ; Control of Whitefly in Rose 

Euseius ovalis（カブリダニ）はコナジラミ・ハダニ・スリップスなど広食性。コナジ

ラミを餌とするとバラで 10 週間後まで効果を確認できた。甘露なども餌となるが増殖は

しない。 
 
 
4 月 13 日 
1) Joop van Lenteren (NL) ; Risk Assessment 

EU では特に外来種の天敵を放飼に対する検討が今盛んに行われている。クラシック

な天敵の利用（永続的利用）は 5250 事例あるが、そのうち負の影響があったと報告さ

れているものは 1.5%程度、大量放飼（放飼増強法）では約 15％程度である。負の影響

とは①対象種の絶滅②在来種の激減もしくは代替③在来天敵の効果の低下・交雑など。 
特に問題となりやすいのが広食性の天敵が、標的昆虫以外の生物に嗜好性を示す場合

である。アジア地域から導入して北ヨーロッパで使用している Ha m nia Axy idis ナミ

テントウが良い例で、オランダ・ベルギー・ドイツ・UK などで定着し、人を噛む・人

家に大量に侵入する・餌がないとブドウを加害する・土着のテントウを含む標的外昆虫

を捕食することなどから、「Killer Beetle」と言われて問題化している。 

r o r

International Standards for Phytosanitary Measure(ISPM3)の 05 年版がまもなく発

行される。 
リスクアセスメントとして必要なのは、分類・生物学・人間への影響・環境影響・効

 



 

果であるが、環境影響の部分が一番問題となる。使用場所以外（たとえばハウス外）に

定着するか/使用場所以外でどのように分散するか/ホストレンジ（標的外昆虫も含めて）

/標的外昆虫への直接影響/標的外昆虫への間接影響 などが環境影響として評価される

項目となる。基本的には疑わしい種だけを assess する方向で検討している。 
現在ヨーロッパ起源の 35 種の土着昆虫を評価したが、全て安全という結果になってい

る。導入種についてもハウス外に定着する可能性がなければ基本的には安全である。永

続的利用ではホストレンジについて慎重な評価が必要。 
現在ヨーロッパで販売されている 150 種の天敵のうち 5％で危険性が確認されている

＜全て導入種。 
（Lanteren氏らが積極的に関わっており、正しい方向に進んでいるように思えた） 

2) Susanne Sutterling(NL) ; Regulation of Invertebrate Biological Control Agents in 
Netharlands 
基本的に上記の Risk Assess は EU全体で足並みを揃えることになると思われるが、

今は国ごとに対応も違っている。オランダの場合は基本的には導入種であっても在来種

であっても勝手に天敵を放飼することは禁じている。放飼してもよいものは white list
に載せ、検疫上特に問題になるものは black list に載せている。 

2004 年 5 月 1 日時点で既に一年以上使われている既存の天敵については、quick scan
を行う。それ以降のものについては総合的な評価を行う。既存のものについては、長期

間に渡る負の影響が（文献等で）知られていない限りは、全て white list に載せている。

既存剤の約 80％に当たる 134 の天敵がリストに載ったが、5%はリジェクトされた。そ

の中にミヤコカブリダニが含まれている。土着のカブリダニを捕食する(Intraguld)とい

う知見があるためである。よって現在オランダではミヤコカブリダニを使うことが出来

ない。しかし、もし追加でこの問題をクリアできるような文献・データ等を提出するこ

とが出来れば、リストに載せることは可能である。 
しかしながら種で見るのか、系統（休眠性とか）で見ていくのか、会社ごとに行うの

かなど運用方法については今後も検討が必要である。 

3) 他のセッションの Wrap up 

チリ－ミヤコの intragulid predation（ギルド内捕食）は特にミヤコ→チリが強いが、

それによってハダニ防除に影響するかという観点で見ると、可能性としてゼロではない

が、他の要素の影響の方が大きい。 
トマトでのハダニ防除はチリを早くから入れてトマトに慣れさせておく、ハダニ感染

の Beauveria と共に使うなどで可能と思われる。 
トマトのサビダニに使える天敵としてはカブリダニ類として Typhlod malu  lailae（大

量増殖不可）、Typhlodromip  mon do en is（intraguild あり）、タマバエの類 F ltiella 
sp（ハウス内で増えない）などがあるが問題もあり製品化にはならなそう。Eco oil や

ro s
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Hexythiazox（ニッソラン）などの他の天敵と共用可能なケミカルを使うのが現在のベ

ストチョイスか。 

4) Irene Vanninen (Fi) ; Factors affecting the success rate of technology transfer 
projects in IPM on ornamentals 
現在フィンランドで ornamental で生物防除 bc をしているのは約 20～30％。使い方

の難しさ、効果の不安定さ、成功例が標準化されていない、生産者の知識と実際に必要

な知識にギャップがあるなどが原因と思われる。今後はただ生産者を教えるだけでなく、

研究者・普及担当者との相互の関係が必要である。 
上手くいっている場合の特徴として、①相互コミュニケーションが良く取れていて②

生産者の IPM に対する感受性が高く③IPM の効果や経済性に対する生産者の認識が高

いことが上げられる。逆に積極的に取り組まない理由としては①ornamental での IPM
の効果は不確実でかつ複雑②労働力・時間・お金不足③IPMに対する不信感・迷信など

が上げられる。 
今のところフィンランドではポインセチアとバラでの成功事例が多い。 

5) Annichen Smith Eriksen (Nor) ; Implementing IPM in cut roses 

ノルウェーのバラの生産者は 49人、16ha（平均 0.3ha/人、 大で 1.5ha）。artificial 
lights が使われ(14,000lux)、ロックウール栽培。うどんこ・ハダニ・アブラムシ・スリ

ップス・コナジラミ・りんし目が問題となる。2007 年までにバラ栽培の 50%（きゅう

りでは 90％）で Biological control を取り入れなければいけない法律がある為、公共機

関からのサポートも大きい。それ以外にも使用できる薬剤が少ないことも、bcへのモチ

ベーションを高めている。一方で知識が必要・経済性・効果の不安定さといった問題も

ある。 
そのため生産者のミーティングを行い、情報・問題の共有化に勤めており、簡便なモ

ニタリング法（粘着版とシグナルクリップなど）の検討なども行っている。 
2005 年には 58％の生産者が bc を実施。ハダニ防除にチリを使用。10 年前は使用者の

13%しか満足していなかったが、今は 80％がその効果に満足している。またチリを使用

する理由としては、薬剤抵抗性/スリップス防除のスピノエースと共用できる/チリカブリ

ダニを自家生産できる（古い葉に居るものを新しい葉に移動するという手法－常に’フレ

ッシュ’な天敵・放飼までタイムラグがない・環境に慣れている・全ての生育ステージが

揃っている）などが上げられる。 
今後はコナジラミ防除が課題となりそう。 

6) Annelies Hooijman (NL) ; STRATEEG as a tool of transferring IPM knowledge to 
Dutch ornamental growers 

STRATEEG とはオランダの生産者組合が作った、bc を始めようとしている

 



 

ornamental生産者をサポートするプログラムで、現在6000ha ある ornamental生産者

の約 9 割が参加している。2010 年までにオランダの全ての生産者は IPMを行わなけれ

ばいけないということで関心が高い。 
現在 44％の生産者が IPMを行っている。ハダニとスリップスに天敵を使っているが、

スリップスはコントロールしきれていない人もおり、またコナジラミ防除が課題となっ

ている。問題点は価格・併用可能な農薬の不足・特に輸出品はゼロトレランス（一匹で

も虫がついていたらダメ）であること・マイナーな花卉については方法が確立していな

いこと、などである。 

7) その他の国の ornamentalの状況 
南米の切花栽培はコロンビアに6000ha、ブラジルに 1600haなどかなり大きい。IPM

は始まったところであり、キクではハナカメ 2 頭 /㎡放飼すると効果あり。ハダニ防除

に各種カブリダニ（チリ・ミヤコ・Phyt ilus ma pilis）を使っている。 ose cro
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カナダでは切花栽培の 13％（面積換算）もしくは 25％（生産者の数）で IPMを使って

いる。生産者の興味や要望が高まっていること、効果のある農薬がないことなどがプラ

スに働いているが、一方でアメリカへの輸入などにおいてゼロトレランスのような問題

が起きている。 
ヨーロッパではここ数年大きな展開はない。オランダ・スペインでは増えているが、ド

イツやスカンジナビアでは IPM 面積減少している。親株の圃場で IPM を行い、どんど

ん出荷する子株の方では化学薬剤を使うという方法などもあり。 

8) Jude Bennison (UK) ; Integrated Pest and Disease Management on UK protected 

herbs 
パセリではアブラムシが問題。モモアカの他に Dy aphis apiif lia（パセリアブラム

シ？）や Cave iaella aegopodii (Willow-cat aphid ニンジンフタオアブラムシ)やOva u  
crata arius（ミントアブラムシ？）なども問題となっている。バーティシリウムを利

用。 
アザミウマはククメリスバッグ 1 回（栽培期間が短いので）と Nemasys Fで防除可能。 
コナジラミは温度が低いのと作物として苦手なものがあるのか Encarcia は効果不足。ト

マトなどをバンカーにして Macrolophu 使うことを検討中。 
Shore fly（ミギワバエ）は藻を減らすこと、物理的防除（垂直にロールを張る、巨大

な団扇状にしたローラートラップを持って歩く、バキュームを使って吸う－いずれも完

璧な効果ではない）などを行う。Hypoa pi や Stein nema および Ath ta coriaria、
またハナアブの一種（Apha ta d bilitata）などの利用を検討中。ただし特に土壌性天

敵はかなりの量が必要だと言われており、現実的かどうか不明。 
その他には sage leafhopperなども問題。卵寄生蜂(Anag u  at mus)はいるが…。 

 



 

9) Rami Horowitx(IL) ; IPM programs in tomatoes resistant to TYLCV in Israeli screen 

house 
降雨が少ないのでイスラエルではビニルを張る代わりにスクリーン（メッシュ）を張

ったハウスが多い。コナジラミ /TYLCV 防除として抵抗性品種と土着 Miridae の

Cy topelti  t nui タバコカメムシの使用を検討中。 r s e s
 
（会議の総合まとめ） Karel Bolckmans 
P = Political factors ; 「天敵＝良いもの」という考え方はなくなり、登録や使用制限、リス

クアセスメントなどが必要となってきている。 
E = Environmental factors ; Artificial LightsやDynamic climateなど環境要因が変化して

いる。また新しい害虫（Te any hus evansiハダニ－チリカが食べない、Scirt h ip  
d alisチャノキイロアザミウマ－オーストラリアでピーマンのダメージ大）が話題と

なった。 

tr c os r s
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S = Socio-economical factors ; スーパーマーケットからのbcの要望が数年前と較べて減少、

bcマーケット全体では 90 年代のような爆発的な成長が見られなくなった、ornamental
での要望は高まっているが実際使用はまだ少ない、生産者のコスト意識の高まり→新し

いマーケットはあるか?新しい牽引材料はあるか?生産者の技術力を高めるには? 
T = Technology factors ; 農家の生産規模増大・複雑化のよりbcのリスク高まる、天敵類の生

態へのより深い理解、農芸化学的知識、新しいマーケット・新製品の開発といったよう

な話題が中心であった。 
 
今後も生産者はより信頼性が高く/より安く/より安全な害虫防除を求めていくだろう。それ

を満たす為に 
① システムの単純化（90 年代の天敵利用は複雑になりすぎた） 
② 経済的に実用性の高いシステム 
③ 現行システムの改良 
④ 二次的害虫（サビダニなど）の対策 
⑤ より深い知識 
⑥ 天敵の生産会社としては新しいマーケット 
⑦ 作業負担の少ない利用方法 
⑧ 登録取得のためにバックアップデータを充実 
が必要である。 
 

 



日本バイオロジカルコントロール協議会規約 
 

第１条（名 称） 
本会は ｢日本バイオロジカルコントロール協議会｣（以下｢本会｣という）と称し、事務
局をアリスタ ライフサイエンス 株式会社 日本事業部 バイオソリューション部内に
置く。 
 

第２条（会 員） 
１．正  会 員：生物的防除剤の研究・開発もしくは普及・販売を業とし、農薬登録を
取得しているもしくは取得を予定している法人。 

２．賛助会員：第３条の目的に賛同し、入会した法人又は個人。 
賛助会員は機関誌の発行を受け、研修会等本会の行事に優先的に参加できるものと

する。 
３．本会に入会を求める法人又は個人は、会員の推薦により、総会の承認を経て会員

資格を得るものとする。 
 

第３条（目 的） 
１．日本国内における生物的防除に関する技術開発及び技術普及の推進。 
２．国の内外における生物防除に関する情報の収集分析及び紹介。 
３．会員相互の意見交換を通じての関連知識の向上。 
４．その他生物的防除技術の開発及び普及に必要な事項。 
 

第４条（事 業） 
１．本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。ただし営利行為は行わ

ない。 
１）生物的病害虫防除技術普及のための研修会の実施及び機関誌の発行。 
２）関連する官公庁及び諸団体との連絡・折衝。 
３）その他本会の目的達成に必要な事項。 

２．本会の事業年度及び会計年度は、１０月１日から翌年９月３０日までとする。 
 

第５条（運 営） 
１．本会は、毎年事業年度の始めに総会を開催する。また、必要に応じ臨時総会を開

催することができる。 
２．下記の事項については、総会の議決を経るものとする。 

１）各事業年度の事業報告及び会計報告の承認。 
２）各事業年度の事業計画及び予算の承認。 
３）会員の入会及び退会並びに規約改正の承認。 
４）その他本会の運営に関する重要事項。 

 
３．総会は正会員の３分の２以上の出席により成立し、その議決には出席正会員の３

分の２以上の賛成を必要とする。但し、本会に対して委任状を提出することによ
り、議決権の行使を行うことを妨げない。 

 
第６条（成 果） 

１．本会の事業によって得られた成果は、本会に帰属する。 
２．本会に帰属する成果は、原則として公開するものとする。 
 

第７条（会 費） 
１．本会運営に必要な費用は、会費として会員から徴収する。 
２．会費の金額は各年度毎に総会で定める。 
３．必要に応じ、会員の賛同を経て、臨時会費を徴収することができる。 
 

第８条（会 計） 
会計は事務局が担当し、会計監査は、事務局以外の会員が年度毎に交代で当る。 
 

第９条（退 会） 
会員が退会を通告した場合は、納入した会費は返却しない。 
 



第１０条（協 議） 
本規約の記載事項の解釈、記載のない事項または本会の運営に当って疑義を生じたとき
は、会員が誠意をもって協議し、解決する。 



✤お知らせ 
 
１）会員の募集 
日本バイオロジカルコントロール協議会では天敵を中心とする生物農薬を活用した総合

防除技術の開発、普及を目的に努力してまいりました。正会員８社、法人会員３７社、個

人会員２４５人以上の参加のもとで殺虫剤、ダニ剤、殺菌剤の天敵類への影響データをま

とめ、協議会誌（バイオコントロール、BIOCONTROL）への掲載を行うことや、会員以外の

参加を期待した毎年一度のテーマを決めた研修会の開催、機関紙の発行等を会員に限らず

ご協力を頂き活動を続けてまいりました。 

しかし最近の輸入食品の残留農薬問題、農薬の登録に関する消費者の関心の高まりなどを

考えると生物農薬に限らず、各種技術を併用した総合防除の開発を早急に行うため、より

広範囲な研究者との接触や広い視野での努力が不可欠であると判断し、正会員による臨時

総会により、従来生物農薬の関係者に限定していた会則を改め、総合防除に関心を有する

企業、団体にも正会員として参加していただき従来以上の広い視野から努力することにい

たしました。 

ＢＴ剤、ＩＧＲ剤メーカーを初め一般農薬の会社にもぜひこの機会に参加していただきた

いと思います。また、従来の賛助会員から正会員への変更も期待しております。新規参加

会社のご意見を聞かせていただき分科会として 

１）飼育天敵 

２）在来天敵 

３）総合防除 

４）食品の安全性と機能 

等を設けて活動していきたいと思います。ぜひとも本協議会の意図をご理解いただき皆様

方の参加をおまちいたしております。 

 
２）事務局業務の移管について 
2004年 5月 1日より個人会員並びに賛助会員の管理業務をホクト株式会社（東京都江東区

牡丹3-32-9電話03-3643-0633、FAX03-3643-6538）移管しました。入会希望や住所変更な

どについては、同社協議会担当者までご連絡ください。 

 

３）賛助会員の募集について 

当協議会を支援して下さる賛助会員を随時募集しております。賛助会員の皆様には年２回

発行の協議会誌をお送りし、年１回開催の研修会にご参加いただけます。 

年会費は、法人会員20,000円、個人会員2,000円です。ご希望の方は事務局（ホクト㈱）

までご連絡ください。 

 



４）会費について 

会計年度は前年 10 月から当年 9 月で、毎年 9月に翌年度の会費を請求させていただいて

います。個人会員の方には郵便振替用紙を同封していますが、お手元に無い場合は下記口

座に直接お振替え下さい。尚、各年度の会費未納分については名簿上に✽印を付けていま

す。事務局の手違い等で入金済みにもかかわらず✽印がある場合は、恐縮ですが事務局ま

でご連絡お願い致します。（2005年 4月末入金分まで確認済みです。） 

 

 郵便振替：口座番号 ００１１０－７－３６８４３１ 

      加入者名 日本バイオロジカルコントロール協議会 

 

５）協議会誌の発送について 

上記のように会費の納入をお願いしておりますが、一部に会費の未納が何年も続く方や、

送付先不明の方がいらっしゃいます。つきましては会費の未納入が２年にわたる会員の方

には、協議会誌の発送を停止させていただくことになりました。 

ご了承お願い申し上げます。 

 

６）バックナンバーについて 

バックナンバーは１部1,000円にてお分けしております。 

 

（事務局） 

 

 

✧      ✧ 
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