
       天敵導入を契機としたナス産地の防除意識革命  
活動期間：平成22年度～(継続中) 

○桐生・みどり地域は、県内有数の大規模施設野菜産地であり、アザミウマ
類・コナジラミ類のまん延防止を進めていたが、施設ナスでは遅れていた。 
○経営規模が大きいことから、簡易で省力的な栽培技術（ぜひやってみたい
技術）でなければ普及は難しいと分析。 
○若手生産者を中心に普及を図ったところ、徐々に他の生産者も取り組み始
め、栽培面積の約9割で取り組まれる技術となった。 

群馬県 

具体的な成果 

１ 「全員で取り組める技術」の確立 
■約5年間で、天敵利用者および利用面積   

が増加し、だれもが取り組める技術に
（H22→H25） 
 ①利用面積  0.8ha → 26ha 
 ②利用者  3名 → 80名 

２ 生産者の意識革命 
■経験年数を問わず、使い方を間違わなけ
れば成功するという安心感 
■天敵が生育しやすいほ場管理の実施に
よる、品質向上と売り上げアップ 
■必要最小限の防除による防除労力軽減 
 
 
 
 
 
「待ち受け型」の管理から、「攻めの防除」へ 

３ 地域ぐるみの微少害虫対策の実現 
■地域全体で問題となっていた微少害虫の
発生が減少 
■他品目も含めた総合 
的な防除体系が確立 

普及指導員の活動 

平成22年 
■地域主力の半促成作型において実証ほ
を設置し、防除効果および防除経費につい
て調査を実施 

平成23年 
■平成22年同様の内容で長期取り作型に
おいて調査を実施 
■地域での普及のためにIPM推進研究会を
設立 

平成24年 
■導入失敗のリスクを減らすため、現地で
問題となっている細かな技術的課題を評
価・検討し、生産者へフィードバック 
■JAと共同で、全戸巡回によるきめ細やか
な支援の実施 

平成25～26年 
■複数天敵および、他の防除資材との併用
の可否について調査を実施 
■長期栽培における土着天敵活用の可否
について調査を実施 

普及指導員だからできたこと 

・多くの生産者からの声を聞くことのできる
普及指導員だからこそ、生産者から上がっ
た課題に対し、現地実証を行い、地域に適
した栽培方法を提案することができた。 

・コーディネート力をもつ普及指導員だから
こそ、関係機関と連携し、産地全体で技術
普及に取り組むことができた。 

殺虫剤 殺菌剤

実証区 ４回 ６剤 ５剤 １剤

慣行区 ５回 １１剤 ８剤 ３剤

半促成栽培（平成２２年４月２８日～７月２０日）

使用薬剤防除回数
【使用薬剤の内訳】

図２ 赤色防虫ネットとの併用 

図１ 天敵導入面積及び利用者割合の推移 
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桐生・みどり地域 

写真 1 大規模ナス経営の事例 

表 1 管内の主な施設果菜類の作型 

群馬県 

天敵導入を契機としたナス産地の防除意識革命 
 

活動期間：平成２２～(継続中) 

 

１．取組の背景 

桐生・みどり地域は、群馬県の東部に位置し、昭和 30 年

代に当時県内で主力だった養蚕中心の経営から、積極的に施

設栽培に転換するなど、県内でも先駆的な施設園芸産地であ

る。現在は、キュウリ・トマト・ナスなどの果菜類を中心と

する施設野菜が栽培されている。また、1 戸あたりの施設経

営面積が 50a以上の大規模農家が多く、雇用労力や選果機等

を活用し効率的な農業経営の実現を進めている。 

しかし、近年コナジラミ類やアザミウマ類などの難防 

除の微小害虫によるウイルス病等の発生が問題となり、 

キュウリ・トマトでは様々な防除対策を行っていたが、 

ナスにおいては大きな問題とならなかったため対策が遅 

れていた。微少害虫によるまん延防止対策は、地域全体 

での取り組みが必要であり、施設ナスにおける早急な技 

術対策が望まれていた。 

そこで、当指導センターでは、施設ナス（無加温の半 

促成作型）における微小害虫抑制に取り組み、微少害虫 

によるウイルス病被害軽減を図った。半促成ナス栽培農 

家の生産および経営安定を目指し普及活動を行った。 
 
２．活動内容（詳細） 
（１）農家が「やりたくなる」技術の模索 

 平成 12 年以降、群馬県内ではタバココナジラミが媒介するトマト黄化葉巻病や

キュウリ退緑黄化病、ミナミキイロアザミウマが媒介するキュウリ黄化えそ病が発

生し、年々被害面積が増加していた。桐生・みどり地域は、キュウリ・トマト・ナ

スを栽培する施設が隣接し、施設内の作物が完全になくなる期間がほとんどないこ

とから保毒したコナジラミ類やアザミウマ類を絶やしにくい環境であった。特に、

半促成ナス終了後まもなく抑制キュウリやミニトマトの作付けが始まるため、施設

内の微小害虫を一度きれいに駆除しても、しばらくすると施設内に微小害虫が飛び

込み、ウイルス病の被害

を拡大する要因となっ

ていた。 

 一方で、半促成ナスで

はアザミウマ類やコナ

ジラミ類は果実等に被

害を及ぼす害虫として

生産者に認識されてい

たものの、経営面積が大

きいこともあり、徹底し

た防除は行われていなか
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＜防除技術の確立＞ ＜生産コストの検討＞

防除効果の確認

（調査1年目）

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

防除経費調査

（通常の半促成）

防除効果の確認

（調査2年目）

防除経費調査

（長期切り戻し栽培）

適正放飼時期の検討

展着剤の影響評価

IPM推進研究会

の設立

全戸巡回による指導

全
体
で
取
り
組
み
開
始

ぜひみんな

で取り組もう

導入失敗リス

クの低減

複数天敵との併用

他の防除資材との併用

より良い生産

環境の維持

図 1 主な普及課題と指導経過 

った。そこで、地域全体で微小害虫による被害を軽減するため、半促成ナス生産者

にもメリットが実感できる防除方法の検討を行い始めた。 

平成 21 年に新たな天敵昆虫としてスワルスキーカブリダニが登録となった。過

去に天敵の導入で失敗した経験もあったことから、当初この天敵の試験的導入を見

送っていたが、若手を含む有志生産者 3名からの強い要望で、防除効果について予

備的な調査を実施した。その結果、収穫期間を通してこれまで問題となっていた微

少害虫の発生抑制とナスの果実への被害軽減だけでなく、防除回数削減などの労力

軽減効果を確認することができた。この技術が、地域で課題となっている微小害虫

の被害軽減に活用できると考え、平成 22年より JAや関係機関と連携を取り、現地

での普及を目指した。 

（２）実証ほの設置と研修会の開催 

ア 地域性を反映した技術の確立 

早速、前年の予備調査結果をふまえ、技術普及を行うための基礎データを得た 

ため、実証ほの設置を行った。初年度は本来の収穫期間である半促成作型で、次

年度は長期切り戻し作型で調査を実施した。実証ほの設置にあたっては、初年度

積極的に取り組んでもらった有志の農家に引き続き協力を依頼した。そして、実

証ほの調査や個別の巡回では、JA営農指導員と連携し、生産者に対して一体的な

指導ができる体制を整えた。 

天敵導入のためのデータが集まるに従い、より詳細な課題（放飼時期、ほ場管 

理方法、展着剤の影響評価など）が浮き彫りとなったため、その都度これらの課

題解決のための調査等を行い、天敵昆虫による防除技術を徐々に体系化していっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ きめ細かい研修会の実施 

天敵昆虫導入戸数が徐々に増加していく中で、ナス生産農家の栽培技術レベル

や経営規模の大小による管理の差を埋め技術の平準化を図るため、定期的に研

修会を実施した。栽培開始期には天敵利用講習会を実施し、天敵を管理するう

えで必要な農薬・ほ場環境等の基礎知識の指導、さらに実証ほで得られた情報

のフィードバックを行った。また、天敵放飼時期には、実際のほ場で微小害虫・
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写真２ 天敵利用講習会の様子 写真３ 現地研修会 

殺虫剤 殺菌剤

実証区 ４回 ６剤 ５剤 １剤

慣行区 ５回 １１剤 ８剤 ３剤

半促成栽培（平成２２年４月２８日～７月２０日）

使用薬剤防除回数
【使用薬剤の内訳】

図２ 天敵導入による防除回数の削減 

図３ 天敵導入面積及び利用者割合の推移 

天敵の観察、ほ場管理方法等について研修を行った。その後は、導入農家の全

戸巡回を行い、化学農薬とは異なる天敵昆虫の使用について、導入失敗による

害虫のまん延など最悪の事態が発生しないよう万全のサポート体制をとり、技

術支援を行った。 

         
 

 

３．具体的な成果（詳細） 

（１）半促成ナスにおけるＩＰＭの実践 

当初、地域の生産者や関係機関からは、

スワルスキーカブリダニの導入に懐疑的

な意見も出ていた。しかし、若手生産者

が試験的に取り組んだ結果、ポイントを

きちんと押さえれば、天敵昆虫が確実に

定着し、化学農薬による防除回数を減らせることが実証されたことから、天敵利用

講習会や実践した農家の話を通じて、徐々に「天敵昆虫は良いらしい」という話が

広がっていった。その結果、

平成 21 年に 3 名から始まっ

た天敵昆虫の活用は、平成 25

年にはナス生産農家の 75％

にあたる 80名となった。 

また、天敵導入の技術平準

化を図るため実施した実証ほ

や課題解決調査、巡回のデー

タを元に、桐生・みどり地域版の簡易マニュアルともいえる防除作業計画表を作成

し、対象農家全戸へ配布した。併せて、併用可能な他の天敵昆虫や防除資材（赤色

防虫ネット）の情報も盛り込み、天敵昆虫の導入から出発した防除技術を、総合的

病害虫管理技術（IPM)へと発展させる事ができた。 

（２）生産者の意識革命 

 産地の歴史が古いこともあり、ナス生産者の中には新しい技術や管理方法には見

向きもしなかった人も多かったが、天敵導入が伸びた背景として①経験年数の比較

的浅い若手が取り組んでも良い生産物を販売して売り上げを伸ばせる、②化学農薬

による防除から比べ圧倒的に作業が楽、という点が地域で評価されたことが大き

い。特に、経営規模の大きなナス農家にとって、農薬による防除は重労働であり、

一連の管理作業の中で占める割合も大きかったことから、“確実に成功できる天敵

昆虫の導入”は「ぜひやってみたい技術」となり普及した。 

また、天敵を確実に定着させるためには、施設内の整枝・摘葉などの草勢管理も
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重要なポイントとなることから、ほ場管理の指導を徹底したところ、地域全体で劇

的にほ場管理状況が改善された。今までは、「害虫が出たら対応すれば良い」とい

う待ち受け型の管理であったが、天敵と害虫の観察による必要最小限の防除という

「攻めの防除」へと大革命が起こった。こうした努力が実り、A 品率の向上による

収益の増加など、経営改善のきっかけとなった。 

（３）地域ぐるみの微小害虫対策の実現 

これまで、地域の微小害虫対策で最も対応が遅れていた半促成ナスが、化学農薬

使用量を減らして天敵を利用する最先端の形となった。この結果、天敵利用率は栽

培面積の９０％を超え微小害虫の特定時期における野外の発生量が低下し、地域ぐ

るみでのまん延防止対策の重要な一手となることができた。 

また、天敵利用の新技術を推進し定着させる過程で、生産者同士の意見交換は活

発化し生産技術の向上につながり産地の活性化になった。 

 

４．農家等からの評価・コメント（桐生市新里町 Ａ氏） 

これまでは栽培期間の後半になると害虫（アザミウマ類、コナジラミ類）がまん

延し、防除をすることすらおっくうになるようなこともあったが、天敵昆虫を導

入したことで、これほどまで防除が楽になるとは正直思っていなかった。天敵代

は確かに高いが、防除の手間と管理作業の楽さを考えると、もう昔の防除方法に

戻りたくない。天敵の定着を考えて、以前より手が入るようになったせいか、Ａ

品率も上がった。 

 以前は、栽培終了時にハウスから害虫がわっと飛び出し、周辺の農家にいやが

られたものだが、今はそういうこともなくなり、良い技術を教えてもらって本当

に良かった。 

 

５．普及指導員のコメント 

（桐生地区農業指導センター 副主幹 後藤瑞依） 
以前、施設ナスで天敵導入に失敗した経験があったことから、うまくいくか非常

に心配していたが、安定した防除効果が得られており、技術普及の成功を実感して

いる。多くの生産者が喜ぶ技術を普及できたことは、普及指導員冥利に尽きると感

じている。引き続き大きなトラブルが発生しないよう、現地の情報を入手していき

たい。 

 

６．現状・今後の展開等 

（１）半促成ナスにおけるＩＰＭの進化 

病害虫防除＝化学農薬による防除を払拭することができ、ハウスへの侵入害虫を

抑制する換気部への赤色防虫ネット利用が増加している。また、土着天敵を施設内

に呼び込むことができれば、導入天敵では対処しきれない害虫への対応等さらなる

安定的な生産環境の維持が考えられる。そこで、土着天敵の生息状況等調査を実施

しながら活用の可能性を検討し、ＩＰＭ技術を進化させていきたい。 

（２）地域ぐるみでの産地を考える 

 ＩＰＭ技術の効果を上げるには個人のみで取り組むのではなく、産地として取り

組むことが重要である。地域内の他品目の生産者とも連携し、関係者（普及、ＪＡ、

市）が支援しながら、まん延防止対策をはじめとした産地のさらなる発展に向け活

動を行っていきたい。 
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