難防除害虫のアザミウマ類やコナジラミ類を捕食する天敵昆虫・タバコカスミ
カメが５月に農薬登録され、商品名「バコトップ」として市販化された。西日本
では土着天敵を利用した防除がナスやピーマンなどで普及する一方、東日本では
生息密度が低く野外での採集が難しいため、天敵製剤の活用が見込まれている。
特にトマト黄化葉巻病を媒介するタバココナジラミの防除で、ＩＰＭ（総合的病
害虫・雑草管理）体系の構築に期待が高まっている。農研機構がこのほど開催し

タバコカスミカメは体長
飼する。ミニトマトへの適

ずれも２株当たり１頭を放
以降は必要に応じて追加防

たシンポジウムでは、タバコカスミカメの特性や導入事例などが報告された。

約３・５～４㍉で、世界中
除した。

算した。
注意点は、天敵温存植物
を枯らさないことや、天敵

用拡大も申請中だ。
タバココナジラミの虫数
が増えすぎて果実に吸汁被

に分布する。欧州のトマト
は、天敵を放飼しないと最
害 を 出 さ な い こ と だ。 ま

栽培ではタバココナジラミ
のほか、日本未侵入のトマ
大１４４６・８頭に増えた
た、殺虫剤の散布回数が減

気温が高い
９月に放飼

トキバガ防除にも利用され
のに対し、 月区と９月区

葉巻病が多くの産地で問題

コナジラミが媒介する黄化
密度に抑えられた。天敵と

は３・５頭、５・８頭と低
の発生が見られたという。

ったため、トマトサビダニ

トマト栽培では、タバコ

も食べたり吸ったりする特
害虫の比率は、
福岡県農林業総合試験場

ている。害虫のほか、植物
性を持つ。餌となるバーベ
となっている。しかも、化
月以降天敵の割合が増え、
では、土着のタバコカスミ

◇

ナやクレオメなどの天敵温
学農薬に抵抗性を持つ上、
天敵が活躍したのは６月以
カメをクレオメで

降だった。一方、９月区は
侵入期の

ネットが全面に展張され、

施設は、０・４㍉目合いの

◇

存植物を施設内で栽培すれ
有効な天敵製剤がなく、タ

月区は３

ば、長期間維持できる。
バコトップは、
採集、放飼して試
験した。株当たり
１頭を放飼する。
タバココナジラ

秋から天敵の割合が高く維

天敵温存植物で長期間維持

黄化葉巻病対策に活用

タバコカスミカメ
１００頭入りで５
０ ６ ０ 円（ 税 込
み）。施設キュウ
バコカスミカメの活用が試
持できたが、４月中旬に一

ミ防除に成功した

と、施設トマトのコナジラ
験されてきた。

リのアザミウマ類
ミ類の防除で登録され、い
静岡県農林技術研究所
時的に天敵の割合が低くな
植物の草勢が保たれてい

な防除を徹底し、天敵温存

月に基本的

は、穂木に耐病性品種「桃
った。 月以降の薬剤防除

登熟

が、玄米タンパク質が増加し

成を高め増収に貢献します

肥」と言って、登熟期の光合

期 の チ ッ 素 肥 料 追 肥 は「 実

収量を低下させます。穂揃い

風による倒伏などは直接的に

この中でバイオスティミュ

農業の姿が挙げられている。

ン（技術革新）による新しい

け、さまざまなイノベーショ

されている。これら実現に向

ます。登熟期の天候不順や台

新米が店頭に並ぶ季節とな
て食味低下につながるため、

ほ ぞろ

ってきました。今年８月は、
今ではあまり施用しません。

落水・収穫 生育見ながら丁寧に

上 旬 ま で 高 温・ 多 照 に 推 移
登熟期の土壌の酸素不足

刈り取りが早すぎると、未

ー」 の ２ 品 種。 露 地 栽 培
は、実を吸汁するカメムシ
やタバコガなど害虫対策が
㌔の収量を
月にかけて収穫

～

欠かせない。
今年は
見込み、

の最盛期が続く。「ホオズ
キ本来の旬の時季に消費者
へ届けられることが利点」

の道の駅、インターネット

子店などへの提供や、市内

温暖な地域は節間が長くな

図っている。九州地方など

ラントの関わりについて触れ 卓まで）戦略の提言をいち早

業の将来とバイオスティミュ ・トゥ・フォーク（畑から食

紹介してきた。最終回は、農 であろう。欧州ではファーム

業場面における効果について の見直しは待ったなしの課題

スティミュラントの定義や農 よび消費に及ぶ食料システム

かかりにくい植物の体質改善

つや高温障害に強く、病気に

ストレス耐性を向上し、干ば

並び提案されている。作物の

て、天敵や生物農薬の開発と

低減のための技術革新とし

温暖化、環境汚染、食料資源 ステム戦略」が提言され、健

世界は今、人口爆発、地球 水産省より「みどりの食料シ

いる。

きるという期待が寄せられて

い化学物質の使用量を抑制で

ができれば、環境負荷の大き

現在～２０３０年ごろ

２０４０年ごろ～

９月 ・ 日にオンライン講演会を開催

研究成果や海外情勢を報告

日本バイオスティミュラント協議会

～

日本バイオスティミュ

ラント協議会は９月

日に、講演会をオンラ

物農薬といった防除技術に、

バイオスティミュラントをう

まく組み合わせ、総合的作物

管理（ＩＣＭ）や有機農法へ

修＝日本バイオス

のシフトが進んでいくことで

あろう。

（須藤

ムへ入力する。

https:

） か ら、 リ ン ク
com/
先にある申し込みフォー

//www.japanbsa.

ホ ー ム ペ ー ジ（

る。申し込みは、協議会

「Ｚｏｏｍ」を利用す

インビデオ会議システム

参加費は無料。オンラ

告される。

果や、海外情勢などが報

機能性成分などの研究成

＝おわり

ティミュラント協議会事務局

長）

気象や土壌条件などか

する資材「バイオスティ

海藻液肥やカニ殻由来の

新製品紹介

ティミュラント」。

海藻・多糖類型バイオス ミュラント」について、

ミュラント資材を知る

テーマは「バイオスティ らの作物への影響を軽減

インで開催する＝写真。

実際的には、化学農薬、生

の浪費など、さまざまな問題 康な食生活や持続的な農林水

立ち位置だ。

るのが現在の

クを抱えてい

は大きなリス

続的な供給に

特に食料の持

といわれる。

況に直面する

に危機的な状

を放置すれば人類は近いうち るための具体的な目標が提案

を抱えている。これらの問題 産物の生産から消費を実現す

てみたい。

く行ってきた。日本でも農林

ラントは、化学農薬のリスク

し、中旬には西日本に前線が

は、根の老化や下葉の枯れ上

熟粒や青米が増加して収量・

ニールハウス１棟での水耕

と小川代表。
は、小粒でデコレーション

料理店やベーカリー、菓
に使いやすい「ストロベリ

限栽培に取り組む。雨よけ

りがちだが、肥培管理など

露地栽培の新品目で、年間

食料の生産、加工、輸送お

停滞して線状降水帯が発生

量を決定する重要な期間で

品質が低下し、刈り遅れると

適期です。圃場をよく観察し、

病害虫部の上村香菜子さ

栽培に取り組む。水耕栽培

畑に植えられているの
）は「ハウス栽培と露地

㌔を達成し、小川克昌代表

を通じた販売などを行う。

）とともに行う。棚は実
と枝葉とで一段差を付け作
来年度は収穫面

ビニールハウスで「シャイ

の徹底で節間が短く、葉数

業をしやすくし、効率化を
㌃増え、

ン マ ス カ ッ ト 」「 ピ オ ー

これまでの連載で、バイオ

し、豪雨災害で水稲の冠水や

がりを助長するため、間断灌

かん

倒伏など全国的に被害をもた

漑を徹底して、徐々に土壌を
日以

す。平方㍍当たり収量は、穂

前の早期落水は厳禁です。

乾燥させます。出穂後

がい

らしました。
出穂期から収穫までの期間
とうじゅく

数×１穂籾数×登熟歩合（充

着色粒や胴割米が増えます。

を「登熟期」と言い、米の収

実した籾の割合）×１粒重で

穂の下側に緑色を帯びた籾が

もみ

表されます（表）。

適期収穫を心がけましょう。

％程度残るときが収穫

有効茎数、１穂籾数を調節し

収穫前のコンバインや乾燥機

～

てきました。登熟期には登熟

これまで、水管理や穂肥で

歩合と１粒重が決定します。

の点検整備もお忘れなく。
邦行＝岡山大学学

米の収量は出穂期までに蓄積

だ」と強調する。ただ、春

んは「天敵温存植物を早く

では当初目標の収量９８０

日の３回放飼する「

（齊藤

術研究院環境生命科学学域教

した炭水化物量と、登熟期の
光合成生産量に分けられ、後

授）

【新潟支局】妙高市の建

先にタバココナジラミが増

植え、厳寒期に十分な草勢

区」と、気温が高い９月

品向きの「オレンジチェリ

者は収量の７～８割に相当し

㌔を達成

ホオズキを水耕栽培

収量

が展張されておらず、侵入

設コンサルタント会社「有

妙高市・㈲アサップ

し、９月区は１回だった。

期の防除回数も少ない施設

限会社アサップ」は、食用

た。一方、谷の防虫ネット

～

太郎ピース」、台木に「グ
回数は、 月区の７回に対

液栽培で９月５日に定植、
報告した斉藤千温さんは

では、年内から４月下旬ま

型で試験した。ハウス１㌃

えやすく、天敵が増えにく

を維持し、春からのタバコ

ートマト」と、大粒で加工
栽培の両輪になりつつあ

）は、

【宮崎支局】延岡市北方 （
町の柳田盛一さん（

㌃、施設

㌃、収益２５０

園地

人材確保にＪＡ

ネ」など４品種を管理。不

が増え引き締まった木を作

㌃でブドウの根域制

万円が目標だ。

地

アスパラガス露

営農計画では

どを施用する。

素、アミノ酸な

肥料や微量要

参考に、ぼかし

んだ土づくりを

那市の法人で学

学。在学中、伊

営大学校へ進

る」と話す。

設備・
資材

を介した農福連携も検討す

織布のボックスに培地を入

１６

リーンセーブ」を使った養

翌年６月 日に終了する作
「少しでも気温が高いうち

ホオズキの特産化を目指

日と 月 日、翌年４月

い温度帯があるとし、必要

コナジラミの増加に備える （

ひ けつ

に放飼するのが成功の秘訣 でタバココナジラミが多発

月

に応じて選択性薬剤の散布

月

日 に １ 回 放 飼 す る「 ９ 月

などで対処する。９月区で

でバコトップを使い、

区」を比較。初回放飼日に

ことがポイントだ」と説明

技術

し、露地約５・５㌃と、ビ

バーベナを１鉢設置し、定

は、天敵にかかるコストは

した。

した。

植から 月までは２週間間

㌃当たり３万３千円と試

バコトップ（写真提供
月

販路

新設。返済や肥料代など運転

る。今後の規模拡大では長期

てくれる人がいます」と話
す。

（農林水産省「みどりの食料シス
テム戦略」資料から作成）

スガノ農機株式会社は、リボーンロー
ラ ー「RBN250I（ 写 真 ） ／300I」 を 発
売した。緑肥や背の高い雑草などを押し
つぶし、幅広な刃が茎を切断して腐熟を
促進させる。
主な特徴は①ＰＴＯ駆動が不要で、高
速・低燃費で雑草・緑肥を処理できる②
追従式・レベル角度機構を搭載し、ロー
ラーの接地面を常に水平に保つ③ローラ
ー内に水道水を注入して、ローラーの接地圧を自由に調節可能──など。
希望小売価格は、RBN250Iが151万8000円（税込み）、RBN300Iが163万
9000円（同）。問い合わせ先＝スガノ農機㈱（〒300 ─ 0405 茨城県美浦村間
野天神台300 ☎029·886·0031）

隔で定期防除を行い、

アスパラガス圃場を継承して
経営する星さん

農地

ーム、トラクターは卒業生に

資金は「農業次世代人材投資

るよう心がけている。柳田
さんは退職後に就農し、今

積が
作業確保も図る。９月定植６

借りる。マルチャーは自費で

れ、雨水よけのシートを掛

培は卒業生にも相談する。

月収穫のニンニク、５月播種

の作付けや水源確保など条件
月収穫のエゴマを各７㌃栽

けて栽培。肥培管理や水管

る。

がそろう農地の確保も課題
万円で共同購入

年で

農者と１人

理がしやすく、実の粒の肥

のブドウが食べたいと言っ

培。黒ニンニクやエゴマ油に

大や着色などが良くなって

年目。「毎年、うち

だ。「知識が少ない頃に立て

いる。

◇

た計画の達成に悩む。雑草や

◇

病害の対策を徹底し、生産を

した。

就農前は「農業次世代人材

管理は妻の佐代子さん

投資資金（準備型）」を活用

安定させたい」と話す。

１７

２５

株養成中のアスパラガスが

㌃を し、東京都にある日本農業経

化学農薬の使用低減に向けた
技術開発・普及の例

１６
１７

バイオスティミュラントを活
用した革新的作物保護技術
病害虫が薬剤抵抗性を獲得し
にくい農薬

スガノ農機㈱

・アグリセクト）

研修経て独立

しで３～５月収穫、７㌃の収

収益性が高い。トンネル早出

荷で包装などの労力が少なく

アスパラガスは、コンテナ出

し、１人作業を基本とする。

星さんは母の実家に暮ら

継承する。

え、独立時に研修した農地を

星 裕之さん 長野県上田市
）
は、施

長野県上田市で独立就農４
年目の星裕之さん
（
設アスパラガスの収穫面積７
㌃などで経営する。アスパラ
ガスは定植から収穫まで約３
年かかるが、就農前の研修先
である有限会社信州うえだフ
ァームから収穫可能な７年生

延岡市・柳田 盛一さん
資金（経営開始型）」を充て

法人から農地・販路を確保

粒が大きく着色良好
㌃あり、日本政策金融公庫

加 工 し、 個 人 な ど に 直 売 す
る。露地圃場は、農地中間管

から借り入れでハウス

井関農機㈱

水稲の収量構成要素
４８

▷トラクター・管理機など 研修先・卒業
生から借りる
▷ハウス新設費の返済、運転資金は「農業
次世代人材投資資金（経営開始型）」

5 将来の技術革新
汎用型コンバイン「HC405」

１５

クレオメが植えられたト
マト圃場（写真提供＝福
岡県農林業総合試験場）
▷就農前（２年間） 日本農業経営大学校
で他産地から学ぶ
▷独立前（１年間） 法人に就職して研修
▷現在 地域内の卒業生に相談

８０

１２

▷JAへコンテナ出荷

１０ ７０

１０

１０
露地栽培２年目の食用ホオズキ

１１

万円、防除機は他の新規就

量は年８００～９００㌔。栽

▷施設アスパラガス 研修先から収穫可能
な農地を借りる
▷露地 農地中間管理機構を介して借りる

ドローン（小型無人機）やロ
ボットを用いた防除・除草
土着天敵や光を活用した害虫
防除
AI（人工知能）などを活用し
た土壌病害発病ポテンシャル
診断
RNA農薬の開発

リボーンローラー「RBN250I／300I」

１１
１１

２７

理機構を介して借りた。

１０

の圃場を引き継ぎ、ＪＡへの
販路も得た。「周辺に研修の
卒業生が多く定着し、“農業
で生計が立てられる”という
安心感がある」と星さん。
同ファームは就農希望者の
人が地域内に

星さん（独立就農４年目）の特徴

防除との組み合わせで持続性に貢献

井関農機株式会社は、４０.8馬力の新
はん よう
エンジンを搭載した汎用型コンバイン
「ＨＣ405」を発売した。
主な特徴は①「ＩＱ脱穀制御」を搭
載。低速作業時はより低燃費で作業で
き、とうみの風量を最適化して脱穀ロ
スの低減に貢献する②穀粒に優しいエ
アー搬送で、傷や汚れのない豆類を排
出できる③オーガドラムが詰まったと
きに逆転させるハンドルを追加。詰ま
りをより簡単・迅速に除去できる──など。
希望小売価格は683万1000～886万6000円（税込み）。問い合わせ先＝井関農
機 ㈱ 営 業 推 進 部（ 〒116 ─ 8541 東 京 都 荒 川 区 西 日 暮 里 ５ の ３ の１４ ☎０３
·5604·7608）

２６

１２

１１

１１

１６ １５
管理機や２トン車は同ファ

１３

育成に取り組むＪＡの子会社
で、これまで

独立した。後継者不在などの

７０

３０

ブドウの根域制限栽培に
取り組む柳田さん夫妻

タバコカスミカ
メ（写真提供・
農研機構）

千粒重/1000
平方㍍当たり
１株当たり
登熟歩合
１穂籾数
収量
＝
×
× （粒） ×
×
（㌘）
個体数（株数）
穂数
（％）
（㌔／１０㌃、
㌘／平方㍍）
平方㍍当たり籾数

３０

ブドウ４品種を根域制限栽培

１５

６６

１２

１１

980

１１

２０

農地を法人が借り、研修生が
月給制で働いて栽培技術を覚

選んだ仕事 描 く 景 色

１０

１０

３９

１２

１５

３０

トマトのIPM防除 構築へ
４６

１１

タバコカスミカメの天敵製剤
2

（第3種郵便物認可）

（令和３年）
２０２１年
９月８日

２０２１年９月２週号

営農技術・資材

７

