
 

トマト栽培で最も問題となる害虫タバココナジラミは、

次々に新しい農薬への耐性を発達させるため、農薬だけ

に頼らない防除方法が長く望まれていました。

そこで、コナジラミ類の天敵と忌避剤の利用を中心と

した総合的な防除体系を検討しました。その結果、コナ

ジラミ類を捕食する土着天敵タバコカスミカメを導入し

た防除体系の実施により栽培期間を通してタバココ

ナジラミの密度は抑制され、これにコナジラミ類成虫

忌避剤のグリセリン酢酸脂肪酸エステル乳剤を組み合わ

せることで、さらに高い効果が得られることを明ら

かにしました。

なお、この防除体系を用いると慣行栽培よりも殺虫剤

の使用回数を約40％削減でき、自ら捕獲した天敵を使用

するので低コストで実施できます。（病害虫部）

�������は、��������の部において22���で���を獲得するな���が高いこと

で�られています。�������の栽培には、�����の�期����の��な�高度な��が�

�です。しかし、その��は����々の����によるため、��の�ら�きが��ていました。

そこで、����の����タを����し、����の�いが��に��す��を検討しました。

その結果、0.8�1�期に�すまき�な�のわら��で���96�98％になるよ�����し、����

�の���度が����から約200 �に達した�に����な�で���99％��になるよ��い�け

して、3�6��に��すると、高��な�������が��できることを明らかにしました。また、

���������マ���ルを�成し���へ��しました。（����）
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����度（� 18回）��農��������

����部 �� � ����

�低コスト���に�けた��り���に�する��� 

2022�度���������� 

����部 �� � ����

��合��によ�て�なるス����の��り��の�����

������に�きな��とな�ている��りコスト削減

のため、これまで�の��に��られていた��り��の��

��を、�合��（���の�類�成長�）とい�新たな��

で�した��により��しました。

��������� ��部 �� �� ���� � 10�

�Strawberry fruit shape: quantification by image analysis and QTL detection 

by genome-wide association analysis� 
���では 2,969 �の���の��を数�で��し、それらの��を��的に��  

した結果、果�に��する����を�数検�しました。より��な��が�め�、

果�を���ンできる��が��となり得ます。

����������� 

��農���� �� �� ����（�バ��マス部） ���

�タ��コ�の���における����の�合が低�脂肪酸と

�ン���の発��度に��す���

 ���施�における���度の����により、タ��コ���で��されるタ� 

�コ�に����を�合し�����することで、���度が低減できることを明ら

かにしました。

� 76回��農�食���� ��発�部� 最���

�通��部 �� �� ��

�����に�した���、��ジ�およ�カ�の����ジ���

�行の����に����およ��度����を�すことで、���の����に

おいても果実の��を��できる����ジ��を�発しました。

��������� ��部 �� ��� �����

���る���の����の�発�、新�はかた��り�の��およ��はかた�

��り�の������の�発における��が高く��され、（��）������か

ら��されました。

��������� ������� �� �� �（���部 ��������）

 �農��の������方法�、����の�������発における��が高く��され、���

���長�から��されました。
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