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総 説
シリーズ:地域の害虫研究最前線

奈良県における近年の害虫防除研究と今後の展望

国本佳範*.井村岳男・竹中勲

奈良県農業総合センター
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はじめに

紀伊半島の中央に位置する奈良県は，周囲を山に固まれ

ている.耕地面積は 225km2 (平成 22年度，全国 44位)と

狭く，農業産出額も 413億円(平成 21年度)に止まってい

る. しかし，小規模ながら様々な種類の作物が栽培されて

おり， 品目7JUでリまコメ， カキ， ホウレンソウ， イチゴ，

チャ，ナス，キクなどが多い.特に，カキ，小ギクの生産

量は全国 2位，二輪ギク，ダリア球根の生産量は全国 l位

である.京阪神地域に近い県北中部では水回転換畑での野

菜栽培や花き栽培が盛んである.南部の五保吉野地域では

ウメ，カキなどの果樹が，東部の高原地域ではチャや高原

野菜が栽培されている(奈良県農林部， 2011). また，最

近は栽培者の高齢化が進み，農村部の都市化に伴う農薬散

布に関する苦情などの問題も生じており，まさに都市近郊

農業の縮図といえる.

本稿ではこのような奈良県農業における害虫研究の経緯

を踏まえて，現在の奈良県農業総合センターでの研究内容

を紹介する.なお，本稿で、は農業害虫に絞ってとりまとめ

ており，林業害虫については柴田 (1989)などを参照され

たい

研究の経緯

1. 生態研究

まず，果樹の害虫では，生産振興が図られてきたカキを加

害する害虫について精力的な研究が進められた.果樹カメム

シ類(小田ら， 1981a， b， 1982;小田・中西， 1983a， b)，カキ

ノヘタムシガ Stathmopodamαsinissa Meyrick (小田， 1982; 

小田・杉浦， 1982)，カキクダアザミウマ Ponticulothripsdio-

spyrosi Haga et Okajima (小田， 1989)，およびヒロへリア
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オイラガ Parasalepida Cramer (小田， 1981)などの発生生

態が明らかにされた.他に，ウメのタマカタカイガラムシ

Eulecanium kunoense (Kuwana) (堤， 1995)なども調査され

たこれらのうち，農林水産省の果樹の発生予察法の確立

に関する特殊調査で実施されたカキのカメムシ類の発生生

態に関する一連の研究は，果樹カメムシ類の生態研究の先

駆的なものであった 1970年代に西日本で異常発生し，

果樹類に大きな被害をもたらしたカメムシ類の発生生態に

は不明な点が多く，吸汁ヤガ類と同様に山林から飛来する

という程度の認識であった小田ら (1980)は，予察灯調

査と野外観察により，カキの加害主要種がチャパネアオカ

メムシ Plautiacrossota stali Scottとクサギカメムシ

Halyomorpha halys (Stal)であることと，両種の主な寄主

植物としてスギ，ヒノキを挙げ，産卵繁殖植物としての重

要性を示した. さらに，小田ら (1981a)は，両種のスギ，

ヒノキでの発生消長を明らかにし，盤果の多いスギ，ヒノ

キでは両種カメムシの生息数も多くなる傾向を示したそ

れらを踏まえて，果樹カメムシ類の発生予察には，スギ，

ヒノキでの調査が重要であることを指摘している. また，

不明な点が多かった生活史の解明に向けて，窒内飼育を行

い，産卵習性や幼虫の発育期間を明らかにした(小田ら，

1981b) . これにより，奈良県では両種は年2回発生する

可能性が示唆されたが，野外では年 l回発生が主体である

とした(小田ら， 1981b). 次いで，小田ら(1982)は，ク

サギカメムシの越冬成虫の越冬地からの離脱時期を調べ，

越冬成虫が 4月下旬以降に果樹等へ飛来することを明らか

にしたまた，越冬個体数とスギ，ヒノキの越果量が正の

相関にあることを報告した(第 I図).チャパネアオカメ

ムシでも同様に，越冬成虫が 5~6 月に飛来し，発生量を

把握する植物としてサクラ類，クワ，カンキツ類などを挙
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第l図 クサギカメムシの越冬個体数とスギ ・ヒノキ球果量
の関係(小田ら， 1982)

げている(小田・中西， 1983a).ツヤアオカメムシ Glaucias

subpunctatus Walk巴rについても，越冬成虫がカンキツ類の

花菅，クワ，サクラ類の果実，キリで採集できることを示

した(小田 ・中西， 1983b). これらの一連の研究により，

果樹類を加害するカメムシ類の主要 3種について，その生

活史の大部分が解明されたこれらは長期間の地道な調査

と観察に基づくデータ収集の重要性を現在にも伝えてお

り，今日の果樹カメムシ類の発生予察に関する研究に大き

な影響を与えた

次に，野菜の害虫では，発生予察法の確立を目指してダ

イコンのキスジノミハムシ Phyllotretastriolata (Pabricius) 

の発生消長の調査が行われ，成虫の予察法としてサクショ

ンキャッチャーによる方法や化学誘引物質と黄色水盤を組

み合わせた方法などが提案された(浅田ら， 1978). その

後，地域特産品であるタラノキに発生するセンノカミキリ

Acalolepta luxuriosa (Bates) (国本， 1995)やヒメシロコブ

ゾウムシ Dermatoxenuscaesicollis (Gyllenhal) (松村ら，

2011) ，イチゴに発生するイチゴハナゾウムシ AnthonOlηus

bisign砕rSchenkling (井村， 2012a)などの発生生態が報告

された.

花き類の害虫については 鑑賞用樹木や緑化樹の害虫と

防除法の研究(上住， 1975， 1977)が著名である.その後，

農林水産省の花き類発生予察実験事業により，キクのナミ

ハダニ黄緑型 Tetranychusurticae Kochの発生生態が調査

されたまず，露地栽培秋咲き作型では，夏~秋にピー

クを持つ一山型の発生消長で キクの生育に伴p寄生部位

が上位葉へ拡大していくことが報告された(国本ら，

1997) .次に， キク圃場で、の殺ダニ剤散布がハダニの発生

に及ぼす影響について，栽培者ごとに発生消長の特徴があ

ることが示された(園本ら， 1998b). さらに，圃場周辺の

雑草上でのナミハダニ黄緑型の発生消長の調査により(国

本， 2005)，キク圃場でのナミハダニ黄緑型の生活環がほ

ぼ明らかになった(第 2図).

第2図 露地ギクでの管理作業とハダニの生活環

近年，奈良県においては比較的短期間で成果が出る防除

技術に関する研究テーマが多く，害虫の生態解明への取り

組みは不十分と言わざるを得ない.この機会に改めて先人

の苦労を学ばなければならない.

2. 栽培者に目を向けた防除法に関する研究への取り組み

上記の生態研究と併行して防除法の研究が進められた

コナガ Plutellaxylostella (Linnaeus)，アブラムシ類，ノ、ダ

ニ類などの難防除害虫に対する総合防除の必要性が早くか

ら訴えられ(杉浦， 1984)，薬剤抵抗性アブラムシ類の発

生予察方法の改善に関する特殊調査ではアブラムシ類の簡

易な感受性検定法(井上ら， 1988)など，防除の基礎とな

る研究が進められた.その後 奈良県の害虫防除に関する

研究は特筆すべき独自の展開を見せた.

その特筆すべき点とは，栽培者や農作業などの人的要因

が害虫防除に及ぼす影響を解明し，栽培者に目を向けた防

除法の研究・開発が進められてきたことである.具体的に

は，井上 (1991)が，野菜類でのハダニ被害発生事例から，

栽培者と圃場をひとつの生産系としてとらえ，なぜ被害が

発生するのかを人的要因を加昧して解明した研究を鳴矢と

する.一般に，栽培者が圃場でハダニを発生初期に発見す

るのは難しい.発見できないなら，観察する葉数を増や

す，あるいは，より丁寧に観察することが求められる場合

が多い. しかし，井上 (1990b)は， まず，栽培者の高齢

化に伴うハダニ観察力の低下の把握を行った上で，これを

踏まえて防除指導を行う場合に考慮、すべき事項をまとめ

た.また，イチゴ栽培者は，ハダニの初期発見には，ハダ

ニそのものを探すのではなく，寄生によりイチゴ葉上に形

成される吸汁痕である“ツボ"を頼りにしている.そこで，

その吸汁痕がどの程度の大きさになれば多くの栽培者が確

認でき，発見率が増加するのかを確認した(井上・杉浦，

1985) .その上で，多くの栽培現場でハダニによる被害が

どのようにして起こったかを丹念に聞き取っていった.そ

の結果，井上 (1994)は，害虫による被害の発生を栽培者一

圃場系(第 3図)に入り込む過誤と捉え，人間は過誤を犯
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第3図 栽培者一圃場系における作業進行の模式図(井上，
1994を一部改変)

第4図 超簡易ネット被覆法で被覆されたキク圃場(奈良県
平群町)

ことを指摘したそして 実際のキク栽培圃場で栽培者ご

とに農薬散布時の薬液付着程度が異なることを示し，ナミ

ハダニ黄緑型の防除効果が栽培者ごとに異なることが指摘

された(園本ら， 1998a). 

一方，米国ら (2004)は，果樹に栽培者圃場系の考え

方を導入し，カキ低面ネット栽培での薬液付着状況の評価

を行い，低面ネット栽培の優れた作業性を示した さら

に，井上(1998)は，栽培者圃場系の考え方を鳥獣害対

策にも導入し，その後の簡易猿害防止柵の改良(藤田ら，

2009)などにもその考え方が活かされている.

3. 物理的防除技術の開発

奈良県を代表する物理的防除技術といえば太陽熱を利用

した土壌消毒法(小玉・福井， 1982)である. この技術は

低コストで，容易に実施できることから全国に普及した.

これを夏期の露地周場に応用することにより，キタネグサ

レセンチュウ Pratylenchuspenetrans (Cobb)やサツマイモ

ネコブセンチュウ Meloidogyneincognita (Kofoid et White) 

も十分に防除が可能であることが示唆された(福井ら，

1981) .その後，太陽熱土壌消毒法を上回る物理的防除技

術は本県では開発されていない.

しかし，太陽熱土壌消毒法には及ばないものの，その後

も物理的防除技術の開発は継続して行われたその特徴

は，やはり物理的防除を実施する栽培者が利用しやすい技

術にする点である.具体的には 栽培者自身が何らかの施

設等を設置する場合，より低コストで簡易であること，脚

立に乗るなどの危険な作業が伴わないこと，特別な工具を

必要としないことなどである.

襟状の折り返しを付けたビニル障壁(ダニがえし)による

ハダニ移動防止法(井上， 1990a)は，ハダニの行動解析に

基づく簡易な物理的防除技術として注目されたが，低コス

トで簡易に設置できることにも力点が置かれている.ブド

すものという前提に立って それを回避する方法の開発が

必要で、あると説いたこれにより害虫防除を「害虫一作物一

栽培者防除子段」という幅広い捉え方で考える基礎が確

立された

この考え方は，その後，奈良県での病害虫防除をはじめ

とする幅広い分野の研究に大きな影響を及ぼした例え

ば，瀬崎ら (1989)は露地栽培ナスで従来から行われてい

るX字型整枝に比べ，主枝を一方向に誘引するパルメツ

ト整枝法では，農薬散布時に噴口を茎葉に近づけやすいの

でミナミキイロアザミウマ Thripspalmi Kamyに対する防

除効果が高いことを示したその後，谷川ら(1996a)は

防除効果ではなく，散布作業者の農薬曝露について上半

身，特に腕や背の農薬曝露量が往路より復路で多いことを

示し，農薬H暴露量軽減のためには，茎葉が通路に突き出な

いような整枝管理が重要でみあることを強調した. さらに，

谷川ら(1996b)は，牽引式車輪付ノズルを用いて後退し

ながら散布することで農薬曝露量が一層低減されることを

示したこのように，害虫と農薬の防除効果に止まらず¥

農薬の人体曝露を軽減することで栽培者への負担軽減を重

視する研究が進められた

このような栽培者に目を向けた研究は，栽培環境全体へ

と拡大していった露地ナス栽培では，農薬散布による害

虫防除の成否を左右する要因抽出(国本ら， 1995，谷川・

国本， 2000)が行われ， 一見すると防除とは関係がないよ

うに思われる通路幅，誘引整校法なども，散布作業に大き

く影響することが報告された.ナシ圃場でのハダニ防除を

左右する諸要因の抽出(井上ら， 1995) も同様である. こ

れらは，栽培者や現場指導者の関心を“殺虫剤の効果"に

偏らせずに閏場デザインにも向けさせようとするもので

あったまた，動力噴霧機による作業者の液剤散布技量の

評価(国本・井上， 1996)や感水紙を用いた薬液付着状況

の評価(岡本・井上， 1997)は，“農薬の効果"だけでなく，

散布作業者の農薬散布技量の向上が，防除効果に影響する
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ウ栽培での簡易な防烏ネット被覆法の開発(米田ら， 2005) 

やスクミリンゴガイ Pomaceacanaliculat，α(Lamarck)の野

菜トラップの提案と捕殺効率の検討(国本・西川， 2008) 

なども簡便に設置できること，より省力的に実施できるこ

とを重視している.最近では キクのタバコガ類防除法と

して圃場全面に 4mm目合いネットを簡易に被覆する方法

が開発された(国本ら， 2009a). これも，従来の頑丈な施

設骨格やパイフ。ハウス骨格へのネット被覆に比べ，設置費

用が大幅に削減され，かつ，設置も栽培者自身が 1~2 日

で行える.既に奈良県平群町や葛城市では 6ha以上の普

及が進んでいる(第4図).なお，物理的防除技術ではな

いが，簡易な農薬飛散防止ネットの展張法の開発(国本ら，

2011)にも，この視点が活かされている.

4. 生物的防除技術利用への取り組み

(1 ) 天敵製剤の利用

天敵製剤の利用に関する研究の大半は野菜類において進

められた国内で節足動物天敵を製剤化した各種生物農薬

が農薬登録されたのは 1990年代後半からである(矢野，

2003) . これに呼応して，奈良県でも各種天敵製剤による

防除効果の確認および現地普及のための試験が実施され

た.

松村ら (2001)は，奈良県の半促成トマトの主要害虫で

あったオンシツコナジラミ Trialeurodesvapor，αriorum 

(Westwood)とマメハモグリパエ Liriomyzatrifolii (Burgess) 

に対する天敵製剤の少量放飼試験を実施した.当時，全国

のトマト産地で，天敵製剤の試験的な放飼が行われてお

り，オンシツコナジラミに交すしては，オンシツツヤコノfチ

Encarsia formosa Gahan のマミーカードを 25~30 株当た

り1枚(雌成虫 50頭)の割合で4回以上，マメハモグリパ

エに対してはイサエアヒメコノすチDiglyphusisaeα(Wa1ker) 

とハモグリコマユパチ Dacnusasibirica Te1engaの混合製

剤を 10a 当たり各 500~ 1，000頭ずつ， 3~4 回放飼する方

法が主流であった.しかし，奈良県では，他県よりも害虫

の発生期間が短く(松村ら， 2001)， またマメハモグリパ

ヱの土着天敵の活動も期待できた(松村ら， 2003). この

ため，オンシツツヤコパチはマミーカードを 25~30 株に

l枚の割合で2回放飼，イサヱアヒメコパチとハモグリコ

マユパチの混合製剤は 10a当たり各 167頭相当量の l回放

飼としても防除効果が確認でき，従来の天敵製剤利用体系

よりも低コストで防除できる可能性が示唆された

また，福井 (2003)は，イチゴの育苗期の 6月上旬にチ

リカブリダニ Phytoseiuluspersimilis Athias-Henriotとミヤ

コカブリダニ Neoseiuluscalifornicus (McGregor) を放飼す

ることで， 7月下旬までは両種ともに株上に定着し，カン

ザワハダニの発生を抑制したと報告している.

井村 (2003)は，施設キュウリのアザミウマ類対策とし

て， アリガタシマアザミウマ Franklinothripsvespiformis 

(Crawford)の製剤放飼試験を行ったその結果，葉に寄生

するネギアザミウマ Thripstabaci Lindemanに対する密度

抑制効果が認められたしかし 花に寄生するネギアザミ

ウマとヒラズハナアザミウマ Frankliniellaintosα(Trybom) 

に対する密度抑制効果は認められなかった.この原因とし

て，葉に十分な餌が存在する条件では，花に集まる習性の

ないアリガタシマアザミウマは花に移動しなかったためと

考察したなお，果樹では高橋ら(1998)により，ブドウ

園でチリカブリダニを下草に放飼することでブドウ上に発

生するカンザワハダニ Tetranychuskanzawai Kishidaの密度

が低く抑えられることが報告されている.

(2) 土着天敵の保護利用

土着天敵の保護利用に関しては 1990年代後半からハモ

グリパエ類の捕食寄生蜂群集について取り組まれた. ま

ず，西野ら (1997)は，侵入害虫であるマメハモグリパエ

の土着捕食寄生蜂相を橿原市内のナス， トマト，インゲン

等で調べ， t憂占種として Chlア'socharispentheus (Wa1ker ) 

とNeochl抑 ocharissp.を報告した.

次に，松村ら (2003)は，マメハモグリパエの土着捕食

寄生蜂群集の種構成と発生量を，インゲントラップを用い

て県内各地で調査した地域によって種構成は異なるもの

の，奈良県平坦部の田園地帯では，土着捕食寄生蜂類の寄

生率はいずれも 6 月 ~7 月と 9 月上旬に多かった.この時

期に土着捕食寄生蜂類に影響のある農薬の使用を控えるこ

とによって，マメハモグリパエを防除できる可能性を示唆

した.

一方，井村 (2005)は，マメハモグリパエと置き換わっ

て優占種となったトマトハモグリパヱ Liriomyzasativae 

B1anchardに対しては，土着捕食寄生蜂類の寄生率はさほ

ど高くならず，土着捕食寄生蜂群集の働きは限定的である

とした.

なお，果樹では，園本ら (2009b)がカキ園でハダニ類

の土着天敵相としてカブリダニ類， ハダニタマパエ

Feltiella sp.， ヒメハナカメムシ類， ハダニアザミウマ

Scolothr伊'stakahashii Priesnerを確認している.また，カキ

園の下草を放任することで除草管理するよりもカブリダニ

類の発生が多くなることを報告している.

最近の害虫研究

これまでの経緯を踏まえて，現在，奈良県農業総合セン

ターでは，主に以下に挙げる2つの課題に取り組んでいる.

1. 天敵製剤・土着天敵の利用体系の確立

最近，奈良県ではナミハダニ黄緑型とミナミキイロアザ

ミウマの殺虫剤感受性の低下がこれまで以上に深刻化して

いる(国本， 2010; 井村， 2012b). また，新たな抵抗性害

虫であるタバココナジラミ Bemisiatabaci (Gennadius) の

バイオタイプQが県内各地で問題となってきている.併
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せて，栽培者の高齢化に対する労力負担軽減や消費者の減

農薬指向に対応する必要性も高まり，天敵製剤の実用的な

利用技術の確立が望まれるようになってきた.

そこで， 2010年以降には，チリカブリダニ製剤とミヤコ

カブリダニ製剤の併用による促成イチゴ本圃のハダニ類防

除体系構築を目指した現地試験を実施している.

また，現地の半促成の施設ナスと施設トウガラシにおい

てスワルスキーカブリダニ Amblyseiusswirskii Athias-

Henriotのミナミキイロアザミウマとタノfココナジラミ実質

に対する防除効果を調査している.両作物ともスワルス

キーカブリダニは定着し，増殖した.特にトウガラシで

は，スワルスキーカブリダニの導入によって，慣行防除体

系よりも高い防除効果が得られている(井村，未発表).

一方，ナスではタバココナジラミ類に対する防除効果は

高かったものの， ミナミキイロアザミウマに対する防除効

果は低かった(井村，未発表)• これらの調査に協力をい

ただいた生産者は，その後も天敵製剤の利用を徐々に拡大

しており，周囲の生産者へも今後拡大していくと考えられ

る.

また，土着天敵の保護利用についての研究も進めてい

る.奈良県の露地ナス産地ではこれまでにミナミキイロア

ザミウマに対して有機リン系や合成ピレスロイド系，ネオ

ニコチノイド系，マクロライド系などの殺虫剤を中心とし

た化学的防除が行われてきた.そのため， 2000年代以降こ

れら殺虫剤に対するミナミキイロアザミウマの感受性低下

が顕著となっている(井村， 2012b). また， これらの殺虫

剤はヒメハナカメムシ類などの土着天敵類に対する影響が

大きいため， ミナミキイロアザミウマのリサージェンス

を引き起こしている(井村ら， 2012). そこで， 井村ら

(2012)は， ヒメハナカメムシ類を保護しながら各種害虫

を防除するため，選択性殺虫剤を中心とした露地ナスの防

除体系を構築した.この体系では 慣行防除圃場に比べて

殺虫剤散布団数を半減しながら ミナミキイロアザミウマ

による被害を同等以下に抑制できたまた，ヒメハナカメ

ムシ類の増殖を図るため，害虫の温床とならず¥ヒメハナ

カメムシ類を温存できる天敵温存植物として，フレンチマ

リーゴールド Tagetespatula L.を選定した(井村・神川，

2012) . さらに， フレンチマリーゴールドを露地ナス圃場

の外縁に植栽することで(第 5図)， アザミウマ類の発生

量と被害をさらに低減できることを明らかにした(井村，

未発表).

この方法は，フレンチマリーゴールドの播種以外には生

産者に新しい取り組みを強いることはない.殺虫剤の種類

を非選択性殺虫剤から選択性殺虫剤に切り替えるだけなの

で，生産者が取り組みやすい方法として現地での評価が高

い.現在，この方法の県内での広域普及を目指し，普及指

導員と共に引き続き研究を進めている.

第5図 外縁にフレンチマリーゴールドを植栽した露地ナス
圃場(奈良県葛城市)

2. ホウレンソウケナガコナダニの総合的防除技術の開発

奈良県の施設ホウレンソウ産地では，ホウレンソウケナ

ガコナダニ号rophagussimills Volgin (以下，コナダニ)に

よる被害が問題となっている(松村ら， 2004). 本種は土

壌中に生息し，その生態には不明な点が多い.加えて，微

小で、発生確認が困難なこと，適用薬剤が少ないうえに効果

が不安定なこと(春日・天野， 2000; 糸山・新山， 2005; 

松村， 2006)などの理由から防除が難しい.

奈良県では 2001年頃から被害が多発し始め， 2002~ 

2004年春の被害発生閏場率が 80%前後，被害株率 30%以

上の多発圃場が 40%以上を占めるという深刻な状況で

あった(松村ら， 2009b). そこで，被害農家への聞き取り

調査を行い，防除の糸口を有機質資材，土壌消毒，薬剤施

用に絞った有機質資材については，栽培者が多用する稲

わらでの増殖率が高いこと(松村ら， 2004)，稲わらや牛

ふん堆肥では腐熟により増殖が抑制されることが明らかに

なった(松村ら， 2009a). 土壌消毒については，数種土壌

消毒法の効果を確認した(松村ら， 2005). 薬剤施用につ

いては，各種薬剤の感受性検定により効果の安定した薬剤

を示し(松村， 2006)，効果的な散布時期がホウレンソウ

の2葉期と 4葉期であること(松村・神川， 2009)を明ら

かにした.薬剤の登録拡大にも取り組んだ結果， 2008~09 

年春の被害発生圃場率は 50%前後に低下し(松村ら，

2009a) ，その後も減少傾向にある. しかし， DDVP乳剤の

製造中止で登録のある薬剤が減ったこともあり，被害株率

30%以上の圃場も依然として残っている.

現在，農林水産省の新たな農林水産政策を推進する実用

技術開発事業「環境保全型農業と両立する生物的相互関係

を活用した難防除コナダニ類新管理体系の確立Jにより，

持続可能かつ栽培者が実践可能な耕種的防除技術開発に取

り組んでいる.これまでの成果として，休作中の耕転回数

が多いほど春期のコナダニ被害が低減すること(松村ら，
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2012a) ，収穫までの期間が短いホウレンソウ品種では長い

品種に比べて収穫時の被害が軽微なこと(安川ら， 2012) 

を明らかにした.また，冬の累積降水量が多いほど，春の

コナダニ被害が低減することから(松村ら， 2012b)，人為

的な濯水によりコナダニの密度を短期間に安定して低減さ

せる防除体系を構築している.これらの技術が土着天敵類

に与える影響が少ないことも確認しており，既存の防除法

と組み合わせることによって，コナダニの被害をより抑制

することが出来ると考えられる.

おわりに

ここで紹介した現在の研究の遂行にあたっては，研究員

が普及指導員等と協働し，生産現場で効果を実証するよう

に留意している.普及指導員や営農指導員と一緒に活動す

ることで，彼らの人脈を駆使し，栽培者の意見を汲み取る

ように努めている.同時に，開発した防除技術は短期間で

現地における普及性を加昧したものに加工される.このよ

うな手法は，普及指導員や営農指導員と現地の栽培者との

日頃からの信頼関係の上に成立するものであり，研究員だ

けでは到底できない.人事異動の激しい地方公共団体の研

究機関においては，長期間継続的に研究できる機会は少な

い.このような関係機関との協力により，生産者が利用で

きる防除技術の迅速な開発・普及が組織的に進められるよ

うな体制作りが重要となろう.ただ，今後も本県の害虫研

究における基礎的な生態解明と栽培者や生産システムを意

識した防除技術開発の重要性は変わることはない.

最後に，このような総説執筆の機会を与えて下さった関

係者の皆様に厚く御礼申し上げる.
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