◆ 試験名◆

の元 で使用可 能な資材 であ
有機

◆ 試験のね らい◆

◆ 使用資材 ◆

セン チにロー タリーを 使用

散布 区の８％ に比べて 、３ を 実 施 し た こ と か ら も、

の欠 株率は５ ％であり 、無 は定 植３日後 に捕殺、 捕植

栽 植密度
して 混入した 。

％ま るネ キリムシ （カブラ ヤガ
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お、 欠株には 機械定植 に伴

株を ３反復で 調査した 。な

と比 較して大 きな増加 は見

布区 は６％で 、定植３ 日後 効果 が確認さ れた。

で欠 株率が拡 大したが 、散 の幼 虫）に対 する被害 回避

アル ミナやカ ルシウム など

ケ イ酸に結 合されて いる

■ 活性ケイ 酸とは？

※ 相双農林 事務所双 葉農

られ なかった 。無散布 区で 業普 及所の資 料より抜 粋

恵 みの ケイ 酸ゾ ル

け いすい

う植 え痛み等 のロスが 含ま
欠株 まわりを 掘り起こ し、
その 有無を確 認した。
◆ 結果◆
左 表の通り 。
定 植３日後 には無散 布区

のご 紹介です 。恵水は 、バ 結合 したもの を切り離 すこ

灌注 用ケイ酸 資材「恵 水」 のを いいます 。一般的 には

新 商品の葉 面散布・灌水・ を切 り離しケ イ酸単体 のも
でネ キリムシ の食害が 見ら

イオ ケイ素に 含まれる 成分 とが 困難なこ とからあ まり

ます 。

全で すこやか な成長を 促し

的効 果を発揮 し、作物 に健

酵素 が含まれ ており、 相乗

ン酸 等の土壌 有機酸、 糖、

抽出 したアミ ノ酸、レ ブロ

ルの ほかに、 完熟堆肥 から

ん。 恵水には 活性ケイ 酸ゾ

■ 販売価格 （税込）

キロ１ 万５００ 円

５キロ３ １５０円

※ お問い合 わせは株 式会

ゾ ル で な け れ ば な り ませ ４８ ・４１・ ２６２１ ）

物に 吸収され るにはケ イ酸 社井 手商会ま で（電話 ０２

化し たケイ酸 ゾルです 。植

水に 含まれる ケイ酸は 活性

茶褐 色の透明 液体です 。恵

合液 肥で、無 臭かつ無 害な

にし た有機質 と無機質 の混 イ酸 （シリカ ゾル）で す。

面と 土壌に散 布できる よう 率の 高いケイ 酸は、活 性ケ

を特 殊な製法 で抽出し 、葉 知ら れており ません。 吸収

れ欠 株が発生 した。散 布区

◆ 考察◆

恵
恵水
水

れる 。また、 ネキリム シは

日後 では無散 布区は

ニー ム顆粒の 全面散布 によ

条間 セ ンチ

日

キロ） を圃

％低 かった。 また、定 植

◆ 調査方法 ◆

に

調 査区あた り連続し た百

株間 セ ンチ

月

あた り四一六 七本

散 布日
平成 年
外からの 害虫飛び 込む

そ の他

ミリ目 合）

で圃 場全面を トンネル 被覆

の元 で使用可 能な資材 であ

ニ ーム顆粒 （井手商 会）

3 10
.
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◆ 施用方法 ◆

る回 避効果を 調べるた め、
る「 商品名

キロ

のネ キリムシ （カブラ ヤガ （

験は 、「ブロ ッコリー での
窒 素２．０ ～５．０ ％

アールあ たり約

福島 県の相双 農林事務 所双

ネキ リムシに 対する回 避効

燐 酸０．６ ～１．０ ％

20

ニーム顆 粒」

葉農 業普及所 で試験を 行っ

規格適応 栽培 した 。

るニ ーム顆粒 の、虫に 対す

する 虫害回避 効果実証 試験 防虫 ネット（

工品 ）のブロ ッコリー に対 を防 ぐため、 定植直後 より

ニ ームの実 の核（顆 粒加

13

の幼 虫）に対 する回避 効果 場全 面に散布 し、土中 約

果試 験」です 。ある程 度の

加 里１．２ ～１．６ ％

を確 認する。

効果 は予測し ておりま した

今 回行って いただい た試

が、 実際には 予測をか なり

ニ ームの種 を圧縮し て、

10
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30 80

18

10
a

てい ただきま した。

57

有 機ＪＡＳ 規格適応 栽培

8

1

ニーム顆粒
ニーム顆粒
虫害回避効果
虫害回避効果
実証試験
実証試験
上回 る効果が 現れまし た。

ニー ムオイル を抽出す る際
にで きる絞り 粕を粒状 に固
めた もの。
◆ 耕種概要 ◆
品 種 沢ゆ たか
前 作 カボ チャ
残 さ鍬込み ・耕転日
平成 年 ８月 日
定 植日
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平成 年 ８月 日
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