
お知らせ

平成２３年１１月２４日

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター

イモゾウムシ・アリモドキゾウムシの根絶事業の現状と研究戦略

－農研機構 平成 23年度研究活動強化費による国際セミナーのご案内－

ポイント

・南西諸島におけるサツマイモの重要害虫アリモドキゾウムシ・イモゾウムシの根絶防除に関する

研究・調査の成果を国際的な第一線の研究者が11月30日から、沖縄県農業研究センターで発表

します。

・研究・事業に携わる関係者間で情報交換を行い、今後の情報網を確立します。

・これら害虫の根絶の研究戦略に関して討議し、今後必要な研究・調査の方向付けを図ります。

概要

１．この度、農研機構 九州沖縄農業研究センター【所長 井邊 時雄】は、「イモゾウム

シ・アリモドキゾウムシの根絶事業の現状と研究戦略」をテーマに、平成23年度研

究活動強化費による国際セミナーを開催いたします。

２．日本でのサツマイモ生産は、世界第８位です。南西諸島では、アリモドキゾウムシ・

イモゾウムシが侵入しているため、生産される優良なサツマイモをこれら害虫のいな

い他地域へ出荷できません。果実類を加害するミバエ類が根絶された南西諸島では、

これら害虫が次の根絶目標です。本シンポジウムでは、日本と海外３か国における第

一線の研究者・事業関係者が研究・事業成果を発表し、アリモドキゾウムシ・イモゾ
ウムシの南西諸島からの根絶に向けた今後の研究戦略を討議します。

３．報道機関各位におかれましては、当日は是非取材にお越しいただき、紙面、番組等で

ご紹介いただければ幸いです。

記

開催日時：平成 23 年 11 月 30 日（水）08:30～12 月 1 日（木）17:00

開催場所：沖縄県農業研究センター （沖縄県糸満市真壁 820）

※開催内容は、下記の URL でもご覧頂けます。
http://konarc.naro.affrc.go.jp/oshirase/2011/07_weevil_pests_of_sweetpotato/j/

以上

問い合わせ先など

広 報 担 当 者：農研機構 九州沖縄農業研究センター 広報普及室長

松岡 誠 TEL 096-242-7682

FAX 096-242-7543

プレス用 e-mail：q_info@ml.affrc.go.jp

本資料は九州沖縄各県の県政記者クラブ、日本農業新聞九州支所に配付しています。



農研機構国際シンポジウム 2011
「イモゾウムシ・アリモドキゾウムシの根絶事業の現状と研究戦略」

開催要領
１．趣旨

特殊病害虫に指定されているイモゾウムシ・アリモドキゾウムシは、サツマイモの重要害虫であ

り、南西諸島のミバエ類の根絶成功の後は、これらの害虫が次の根絶目標とされている。しかし、

新熱帯区が起源とされるイモゾウムシに関する情報量が国際的にも特に不足しており、本害虫の根

絶に向けた国際的な研究戦略の構築が求められている。本研究セミナーでは、日本国内はもとより、

国際的な第一線の研究者を招聘するとともに情報交換を行い、両種の根絶に向けた研究戦略を検討

する。

２．主催等

主催 （独）農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）九州沖縄農業研究センター

共催 沖縄県農業研究センター、沖縄県病害虫防除技術センター

３．開催日時

平成 23 年 11 月 30 日（水）8:30 ～ 12 月 1 日（木）17:00

４．開催場所

沖縄県農業研究センター （〒901-0336 沖縄県糸満市真壁 820）

５．参集範囲

根絶防除に関連する研究を実施している農業関係独立行政法人、大学、都道府県の試験研究機

関、植物防疫所等、その他主催者が必要と認める者

６．日程（プログラム）

11 月 30 日（水） 第１日目（講演会）

8:30- 8:45 受付

開会の部（司会：農研機構九州沖縄農業研究センター 松村 正哉）

8:45- 8:50 開会挨拶 農研機構九州沖縄農業研究センター 企画管理部長 土肥 宏志

8:50- 8:55 開会挨拶 沖縄県農業研究センター 所長 高江洲 賢文

8:55- 9:00 本研究会の意義

農研機構中央農業総合研究センター 情報利用研究領域長 渡邊 朋也

基調講演－米国におけるアリモドキゾウムシ・イモゾウムシの管理技術

9:00-10:15 アメリカにおけるイモゾウムシ・アリモドキゾウムシ根絶のための研究戦略

グァム大学西太平洋熱帯研究所 Gadi V. P. Reddy

10:15-10:40 休憩

10:40-12:00 セッション１－アリモドキゾウムシ・イモゾウムシの管理と根絶事業

12:00-13:00 昼食時間

13:00-15:00 セッション２－アリモドキゾウムシ・イモゾウムシ根絶事業の実践

15:00-15:15 休憩

15:15-17:30 セッション３－イモゾウムシ根絶のための緊急開発技術

17:30-17:35 事務局からの連絡

18:30-20:30 懇親会：サザンプラザ海邦

12 月 1 日（木） 第２日目（講演会及び現地見学会）

8:30- 8:55 セッション４－アリモドキゾウムシ・イモゾウムシ研究最前線

10:15-10:30 休憩



10:30-12:00 セッション５－サツマイモ化学特性の管理技術への応用

12:00-13:00 昼食時間

13:00-14:00 総合討論

討議内容

１．これまでの根絶事業における問題の検討

２．根絶の効率化を図る要因

３．今後の根絶事業への取り組み

閉会の部

14:00-14:15 閉会挨拶 沖縄県病害虫防除技術センター 所長 西村 真

14:30-17:00 沖縄県病害虫防除技術センター視察

11 月 30 日（水） 第１日目（講演会）

08:30-08:45 Registration
08:45-09:00 Opening session: Greetings
09:00-10:15 Key note address

The management of the sweetpotato weevils in the USAand possible future studies for the

eradication programs of the pests

Gadi V. P. Reddy

Western Pacific Tropical Research Center, University of Guam

10:40-12:00 Session 1: The management of the sweetpotato weevils in two countries
13:00-15:00 Session 2: Eradication programs of the sweetpotato weevils
15:15-17:30 Session 3: Suggestions for the eradication programs
18:30-20:30 Welcome Party

12 月 1 日（木） 第２日目（講演会及び現地見学会）

08:30-10:15 Session 4: Frontier studies on two weevil pests of sweetpotato
10:30-12:00 Session 5: Resistance of sweetpotatoes against two weevil pests ofsweetpotato
13:00-14:00 General discussion

Subjects

1. The influential factors in the past eradication programs s

2. Concentrated studies for the eradication programs

3. Anticipation of the success in the future eradication

14:00-14:15 Closing session
14:30-17:00 Excursion

７．参加費

無 料（ただし、茶菓代 2 日間分 500 円をいただきます。）

８．定 員

研究会 70 名、現地視察 20名程度 ※定員に達し次第、申し込みを締め切ります。

９．参加申し込み・お問い合わせ先

11月 11日（金）までに別紙申込用紙にご記入の上、下記宛てにファックスあるいはＥメール

にてお申し込み下さい。

農研機構九州沖縄農業研究センター 生産環境研究領域 糸満駐在 市瀬克也

〒901-0336 沖縄県糸満市真壁 820 沖縄県農業研究センター内

電話：098-840-3553 FAX：098-840-3578 E-mail：ichis@affrc.go.jp


