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平成２９年度  病害虫発生予報   第９号 

  

平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 ７ 日 

千葉県農林総合研究センター長 

 

 

Ⅰ 向こう 1か月間の予報 

発生量及び発生時期は平年との比較で表す。また，予報の根拠の（＋）は多発要因，（－）は

少発要因であることを示している。 

作
物
名 

病害虫名 
予想  

発生量 
予報の根拠 防除上の注意事項 

冬

春

ト

マ

ト 

うどんこ病 やや少 12 月上旬発生量：やや少（－） 

気象予報：日照時間並 

・ 発病葉等は施設外へ持ち出し，

適切に処分する。 

灰色かび病 並 12 月上旬発生量：並 

気象予報：日照時間並 

・ 施設内の換気を良くし，湿度を

できるだけ下げる。 

・ 発病果や発病茎葉は施設外へ持

ち出し，適切に処分する。 

オンシツコナ

ジラミ 

並 12 月上旬発生量：並 

気象予報：日照時間並 

 

・ 発生初期から薬剤防除する。 

・ 施設内外の除草や防虫網の設置

など耕種的・物理的防除に努め 

る。 

・ 黄色粘着テープなどにより成虫

を誘引捕殺する。 

タバココナジ

ラミ 

並 12 月上旬発生量：並 

気象予報：日照時間並 

 

キ
ャ
ベ
ツ 

菌核病 並 12 月上旬発生量 

冬キャベツ：やや多（＋） 

気象予報：気温低（－） 

降水量並 

・ 発病株は速やかに抜き取りほ場

外へ持ち出し，適切に処分する。 

秋

冬

ネ

ギ 

さび病 やや少 12 月上旬発生量：やや少（－） 

気象予報：気温低（－） 

降水量並 

・ 薬剤防除する場合は，収穫前日

数に注意する。 

べと病 並 12 月上旬発生量：並[発生なし] 

ねぎベと病なびによる主要産地

の発生確率：50％未満 

気象予報：気温低（－） 

降水量並 

ネギアザミウ

マ 

並 12 月上旬発生量：やや多（＋） 

気象予報：気温低（－） 

降水量並 
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作
物
名 

病害虫名 
予想  

発生量 
予報の根拠 防除上の注意事項 

冬

レ

タ

ス 

菌核病 並 12 月上旬発生量：並 

気象予報：気温低（－） 

     降水量並 

・ 発病株は速やかに抜き取りほ場

外に持ち出し，適切に処分する。 

・ トンネル内が過湿にならないよ

う換気に努める。 灰色かび病 並 12 月上旬発生量：並 

気象予報：気温低（－） 

     降水量並 

イ

チ

ゴ 

うどんこ病 やや少 12 月上旬発生量：やや少（－） 

気象予報：日照時間並 

・ 葉かき作業を適宜行い，切除部

位を適切に処分する。 

・ 発病初期から薬剤防除する。 

アブラムシ類 並 12 月上旬発生量：並 

気象予報：日照時間並 

・ 発生初期から薬剤防除する。 

 

ハダニ類 多 12 月上旬発生量：多（＋） 

気象予報：日照時間並 

・ 平成 29 年度病害虫発生情報第

４号も参考にする。 

温
州
ミ
カ
ン 

ミカンハダニ 少 11 月下旬発生量：やや少（－） 

気象予報：気温低（－） 

     降水量並 

・ マシン油乳剤による越冬期防除

を行う。但し，樹勢の弱い樹では

散布を避ける。 

 

カ

ー

ネ

ー

シ

ョ

ン 

アザミウマ類 やや多 11 月下旬発生量：多（＋） 

11 月黄色粘着板誘殺数 

：やや多（＋） 

気象予報：気温低（－） 

     日照時間並 

・ Ｐ５「これから注意を要する病

害虫」を参照。 

ハダニ類 少 11 月下旬発生量：やや少（－） 

気象予報：気温低（－） 

     日照時間並 

・ 早期発見に努め，発生初期から

薬剤防除する。 

・ 同系統薬剤の連用は避け，ロー

テーション散布を行う。 

ス

ト

ッ

ク 

菌核病 やや多 11 月下旬発生量 

 施設ストック：並 

露地ストック：並[発生なし] 

前年度発生量：多（＋） 

気象予報：気温低（－） 

     降水量並 

・ 発病株は速やかに抜き取りほ場

外に持ち出し，適切に処分する。 

・ ハウス内が過湿にならないよう

換気に努める。 

・ 発生予報第８号Ｐ４「これから

注意を要する病害虫」を参照。 

アブラムシ類 少 11 月下旬発生量 

 施設ストック：並 

露地ストック：少（－） 

気象予報：気温低（－） 

     降水量並 

・ 発生初期から薬剤防除する。 

・ 同系統薬剤の連用は避け，ロー

テーション散布を行う。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/documents/20171207hasseijouhou04.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/documents/20171207hasseijouhou04.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/documents/20171115yohou08.pdf#page=4
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/documents/20171115yohou08.pdf#page=4
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作
物
名 

病害虫名 
予想  

発生量 
予報の根拠 防除上の注意事項 

野

菜

・

花

き

共

通 

コナガ やや多 11 月下旬発生量 

 施設ストック：並 

露地ストック：並 

12 月上旬発生量 

冬キャベツ：やや多（＋） 

11 月フェロモントラップ誘殺数 

：多（＋） 

気象予報：気温低（－） 

降水量並 

・ 早期発見に努め，発生初期に防

除する。 

・ 同系統薬剤の連用は避け，ロー

テーション散布を行う。 
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Ⅱ これから注意を要する病害虫 

 スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の冬期防除  

平成 29 年作の水稲では，海匝地域・山武地域・長生地域など，九十九里沿岸の地域を中心にス

クミリンゴガイ（通称：ジャンボタニシ）の被害が発生し，常発地も確認されている。 

スクミリンゴガイは低温に弱く，暖冬年では翌春の発生量が増える傾向がある。気象庁からは，

12月から２月の平均気温は低い確率が高いと発表されているが，本年被害が確認されたほ場では，

貝の密度を下げるため，越冬期の防除対策を実施する。 

また，３月の病害虫発生予報で発表されるスクミリンゴガイの予想発生量にも留意する。 

＜スクミリンゴガイの特徴＞ 

・長い触角があり，在来のタニシに比べ殻の高さが低く，丸みを帯びる（写真１）。 

・乾燥に強く，寒さに弱い。水がない時や低温の時には土中に隠れる。 

・水田では，約８割の個体が地表から６cm以内の土中で越冬する。 

・水田周辺の水路でも増殖・越冬する。水路では水田に比べ貝が大型になりやすい。大型の貝は

イネの摂食量が多く，被害が生じやすい。 

・成貝（殻高３～４cm 程度）は，うまく土中に潜れず水田では越冬しにくいが，水のある水路で

は水温降下が緩やかなため越冬できる。 

・気温の上昇とともに活動を開始する。水田への入水に伴い，水路からも貝が侵入する。 

・イネや水路の壁などに濃桃色の卵を産む（写真２）。 

・主に移植後間もない，４葉期までの柔らかくて小さいイネを食害する。 

・水深７cm 以上で活発に移動し，水田では水の深い部分に被害がでやすい。 

 

 

 

 
写真１ スクミリンゴガイ  写真２ スクミリンゴガイの卵塊 

＜冬期の防除対策＞ 

（１）ロータリー耕による防除 

厳寒期（１～２月）にロータリー耕を数回行い，土中で越冬している貝を破砕し，寒気にさ

らす。走行速度を遅くし，ロータリーの回転を速くして丁寧に耕うんする。田面がよく乾燥し，

固い状態の方が貝の破砕効果が高まる。 

（２）水路での防除 

水路に水があると貝が越冬しやすくなるため，不要な水は排水する。泥上げや除草等により

水路を清掃し，越冬中の貝を捕殺したり寒気にさらす。水路の防除対策は地域全体で行うと効

果が高まる。 

  

https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/byougaichuu/sukumi.html
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 カーネーションのアザミウマ類  

カーネーションを加害する主なアザミウマ類は，ミカンキイロアザミウマ，ネギアザミウマ，

ヒラズハナアザミウマである。新芽が加害されると新葉が正常に展開しなかったり，ケロイド状

の傷が生じる。花では蕾が５mm程度の時期から内部に侵入して加害し，花弁に白斑やかすり症状，

シミが発生する。 

11 月下旬の巡回調査によると，アザミウマ類の成幼虫寄生株率は 1.60％（平年値 1.92％）であ

ったが，被害株率は 38.4％（平年値 18.00％）と過去 10年と比較して最も高かった（図１）。ま

た，ほ場に設置した黄色粘着板への誘殺数は 7.00 頭（平年値 5.68 頭）と過去 10年と比較して４

番目に高くなった（図２）。今後気温は低くなっていくが，暖房の開始に伴い増殖する可能性が

ある。多発生すると防除が困難となるため，注意が必要である。 

＜防除法＞ 

１ ほ場周辺の雑草は発生源となるため，除去する。 

２ 施設の開口部に 0.4mm 以下の目合いの防虫網を張り，成虫の飛来を防ぐ。 

３ 摘み取った芽や蕾，花がらは，ほ場内やほ場周辺に放置せず，速やかに処分する。 

４ 粘着資材により成虫を誘殺する。特に青色に誘引される。 

５ 発生初期から薬剤防除する。土中の蛹が羽化したり，植物組織中の卵が孵化するため，多発

時には１週間おきに２～３回連続して薬剤防除すると効果が高い。 

６ 薬剤抵抗性の発達を抑制するため，薬剤のローテーション散布を行う。 

表 アザミウマ類の主な防除薬剤（防除指針より抜粋） 

系
統 

IRAC 
ｺｰﾄﾞ 

薬 剤 名 希釈倍数又は使用量 使用時期/使用回数 
備考 

（適用作物/病害虫） 

Ａ １Ｂ 
スミチオン乳剤 1,000倍         -/６回 ｶｰﾈｰｼｮﾝ/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

トクチオン乳剤 1,000倍 発生初期/５回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

Ｂ １Ａ オンコル粒剤５ ６kg/10a 株元散布   生育期/３回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

Ｃ ４Ａ 

アクタラ顆粒水溶剤 1,000倍 発生初期/６回 花き類・観葉植物/ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

ダントツ水溶剤 2,000倍 発生初期/４回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍 発生初期/５回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

Ｄ ２Ｂ プリンスフロアブル 2,000倍 発生初期/５回 ｶｰﾈｰｼｮﾝ/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

Ｅ ６ 
アファーム乳剤 2,000倍 発生初期/５回 花き類・観葉植物/ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

アグリメック  500倍 発生初期/５回 花き類・観葉植物/ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

Ｆ ５ 
スピノエース顆粒水和剤 5,000倍 発生初期/２回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ディアナＳＣ 2,500～5,000倍 発生初期/２回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

Ｇ 15 カウンター乳剤 2,000倍 発生初期/５回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

Ｈ 21Ａ ハチハチフロアブル 1,000倍 発生初期/４回 花き類・観葉植物/ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

乳剤・水溶剤・フロアブル・水和剤の散布液量は 100～300ℓ/10a 

Ａ：有機リン系 Ｂ：カーバメート系 Ｃ：ネオニコチノイド系 Ｄ：ピラゾール系  

Ｅ：アベルメクチン系 ミルベマイシン系 Ｆ：スピノシン系 Ｇ：ＩＧＲ剤 Ｈ：その他 

  
図１ 被害株率の推移 図２ 黄色粘着板誘殺数 
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https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/byougaichuu/azamiuma.html
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参考資料 

○主要病害虫の発生状況 

巡回調査結果 (野菜：１２月上旬，果樹・花き：１１月下旬) 

作物名 

（調査地域） 
病害虫名 調査項目 

調査結果 
備考 

本年値 平年値 前年値 

冬春トマト 

（長生,海匝,君津） 

うどんこ病 発病株率（％） 0.00 1.41 0.27  

灰色かび病 発病株率（％） 1.07 1.83 1.07  

葉かび病 発病株率（％） 0.00 0.16 0.80  

アブラムシ類 成幼虫寄生株率（％） 0.00 0.00 0.00  

オンシツコナジラミ 成虫寄生株率（％） 1.07 0.27 0.27  

タバココナジラミ 成虫寄生株率（％） 0.53 0.83 0.53  

ハモグリバエ類 幼虫寄生株率（％） 0.00 1.39 1.33  

アザミウマ類 成幼虫寄生株率（％） 0.27 0.00 0.00  

冬春キュウリ 

（山武） 

 

 

うどんこ病 発病葉率（％） 14.60 － 18.80 

H27から作

型を変更し

たため，平

年値は無し 

褐斑病 発病葉率（％） 0.00 － 0.00 

菌核病 果実発病度 4.00 － 0.00 

灰色かび病 果実発病度 0.00 － 1.20 

べと病 発病葉率（％） 7.20 － 0.20 

ワタヘリクロノメイガ 幼虫寄生株率（％） 0.00 － 0.00 

オンシツコナジラミ 成虫寄生株率（％） 4.00 － 2.40 

タバココナジラミ 成虫寄生株率（％） 0.00 － 0.00 

アザミウマ類 成幼虫寄生株率（％） 0.00 － 1.60 

ハスモンヨトウ 幼虫寄生株率（％） 0.00 － 0.80 

冬キャベツ 

(海匝) 

 

菌核病 発病株率（％） 0.80 0.00 0.00  

黒腐病 発病度 0.00 0.22 0.00  

アブラムシ類 成幼虫寄生株率（％） 0.00 1.92 0.00  

コナガ 25株当たり寄生幼虫蛹数 0.80 0.13 0.00  

ハスモンヨトウ 幼虫寄生株率（％） 0.00 0.00 0.00  

タマナギンウワバ 25株当たり寄生幼虫数 0.20 0.19 0.00  

春キャベツ 

(海匝) 

 

菌核病 発病株率（％） 0.00 0.00 0.00 台風被害に

よる欠調が

あるため，

本年値は参

考扱い 

黒腐病 発病度 0.00 0.05 0.00 

アブラムシ類 成幼虫寄生株率（％） 2.00 2.24 3.20 

コナガ 25株当たり寄生幼虫蛹数 0.00 0.13 0.40 

ハスモンヨトウ 幼虫寄生株率（％） 0.00 0.00 0.00 

秋冬ネギ 

（長生，山武） 

黒斑病 発病度 0.40 6.19 5.20  

さび病 発病度 0.00 0.72 0.00  

べと病 発病株率（％） 0.00 0.00 0.00  

ネギアザミウマ 被害度 22.90 17.73 8.75  

アブラムシ類 成幼虫寄生株率（％） 0.00 0.58 0.50  

ハスモンヨトウ 被害株率（％） 0.00 0.00 0.00  

シロイチモジヨトウ 被害株率（％） 0.00 0.00 0.00  

ネギコガ 被害株率（％） 0.00 0.16 0.80  

ネギハモグリバエ 被害度 0.00 0.84 1.18  

冬レタス 

（安房，君津） 

灰色かび病 発病株率（％） 0.00 0.16 0.00  

菌核病 発病株率（％） 0.00 0.36 0.00 

モザイク病 発病株率（％） 0.00 0.00 0.00  

斑点細菌病 発病株率（％） 0.00 0.00 0.00  

ネキリムシ類 被害株率（％） 0.00 0.04 0.00  

アブラムシ類 成幼虫寄生株率（％） 0.40 0.76 0.00  

ハスモンヨトウ 幼虫寄生株率（％） 0.00 0.00 0.00  

イチゴ 

（山武，海匝，安房） 

うどんこ病 発病株率（％） 1.65 5.66 2.00  

灰色かび病 発病株率（％） 0.00 0.00 0.00  

アブラムシ類 成幼虫寄生株率（％） 4.38 3.55 4.76  

ハスモンヨトウ 幼虫寄生株率（％） 0.27 1.15 0.22  

ハダニ類 雌成虫寄生株率（％） 31.12 18.69 19.31  
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作物名 

（調査地域） 
病害虫名 調査項目 

調査結果 
備考 

本年値 平年値 前年値 

温州ミカン 

（安房） 

ヤノネカイガラムシ 成幼虫寄生葉率（％） 0.00 0.18 0.00  

ミカンハダニ 雌成虫寄生葉率（％） 2.80 9.62 6.80  

クワゴマダラヒトリ 被害葉率（％） 0.00 0.00 0.00  

カーネーション 

（安房） 

 

萎凋病 発病株率（％） 0.80 0.56 0.80  

立枯病 発病株率（％） 1.60 0.48 0.80  

アザミウマ類 被害株率（％） 38.40 18.00 6.40  

 黄色粘着板 7.00 5.68 2.60  

アブラムシ類 成幼虫寄生株率（％） 0.00 0.16 0.80  

 黄色粘着板 8.40 39.16 56.20  

ハダニ類 雌成虫寄生株率（％） 4.80 10.40 5.60  

シロイチモジヨトウ 幼虫寄生株率（％） 0.00 0.00 0.00  

ヨトウムシ類 被害株率（％） 0.80 3.20 0.00  

ストック 

（安房） 

菌核病（施設） 発病株率（％） 0.00 0.16 0.00  

菌核病（露地） 発病株率（％） 0.00 0.00 0.00  

萎凋病（施設） 発病株率（％） 0.00 0.00 0.00  

萎凋病（露地） 発病株率（％） 0.00 0.08 0.00  

コナガ（施設） 幼虫寄生株率（％） 2.40 1.65 0.00  

コナガ（露地） 幼虫寄生株率（％） 7.00 4.75 2.67  

アブラムシ類（施設） 成幼虫寄生株率（％） 0.00 0.24 0.00  

アブラムシ類（露地） 成幼虫寄生株率（％） 1.00 13.12 1.33  

 

 トラップ月間誘殺数（１１月） 

区分 調査害虫名 トラップ設置場所 
誘殺数（頭） 

備 考 
本年値 平年値 前年値 

性フェロモン コナガ 海匝，安房 80.4 25.0 37.0  

ハスモンヨトウ 県内全域 572.3 714.7 747.4  

シロイチモジヨトウ   〃 2.7 2.2 0.0  

オオタバコガ   〃 12.4 37.2 25.6  

タバコガ   〃 4.3 5.1 8.4  

ネギコガ 東葛飾，山武，長生 17.6 3.4 1.7  
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・病害虫発生予察情報はインターネットでもご覧いただけます。 

                 http://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/     

・次回の発行予定は１月１７日です。なお，注意報等の臨時情報は逐次発行されます。 

・薬剤の選定については，最新の農薬登録情報を確認してください｡ 

          http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm 

問い合わせ先 

千葉県農林総合研究センター病害虫防除課 

〒266-0006 千葉市緑区大膳野町 804 

TEL 043(291)6077 FAX 043(226)9107 

E-mail cafrc-bojo@mz.pref.chiba.lg.jp 

○気象予報 
１１月３０日気象庁地球環境・海洋部発表      向こう１か月間の各気象要素の平年値 

関東甲信地方における向こう１か月間の確率（％）                  （銚子地方気象台資料） 

要 素 低い・少ない 平年並 高い・多い  要 素 千葉 銚子 館山 

気 温 60 30 10  気    温（℃） 8.2 9.0 8.6 

降 水 量 30 40 30  降 水 量（mm） 52.3 78.9 79.0 

日照時間 30 40 30  日照時間（hr） 175.9 164.8 165.7 
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                   本年値       前年値       平年値 

過去２か月の気象概況（千葉） 

 

農薬は適正に使用しましょう。無登録農薬の使用はできません。 

● 農薬は，農薬取締法に基づいて，使用できる農作物の種類，適用病害虫，希釈倍

数，収穫前日数，総使用回数などが定められています。 

● 登録番号のない薬剤は，農薬として使用できません。登録農薬には必ず登録番号

が記載されています（記載例 農林水産省登録第○○○号）。 

● 農薬はラベルをよく読んで適正に使用しましょう。 

● 飛散しないよう工夫して散布しましょう。 

● 農薬を散布したら必ず記帳するようにしましょう。 

● タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう。 

 

 


