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１　はじめに
　昨今、いわゆるドローン等の無人航空機が急速に普及し
てきており、今後様々な分野での活用が期待される一方で、
落下事案が発生するなど、安全面での懸念が高まりつつあ
ります。
そのため、航空法の一部が平成27年９月に改正、12月10日
に施行され、無人航空機に新たな飛行のルールが導入され
ました。
２　対象となる「無人航空機」
　今回の改正で対象となる「無人航空機」は、「飛行機、
回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗るこ
とができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛
行させることができるもの（機体本体の重量とバッテリー
の重量の合計が200g未満のものを除く）」です。いわゆる
ドローン（マルチコプター）、ラジコン機、農薬散布用ヘ
リコプター等が該当します。
３　改正の内容
　改正に伴い、今後、無人航空機を飛行させるエリアや方
法によっては、事前に国土交通大臣の許可・承認が必要と
なります。
⑴　飛行禁止空域の設定
　今回の改正で、以下の「飛行禁止空域」が設定されま
した。
①　空港周辺
②　150m以上の上空
③　人家の密集地域（国勢調査の結果から設定される
「DID」）
　これら①～③を飛行する場合は、事前に国土交通大臣
の許可が必要になります。
⑵　飛行の方法
　飛行させる場所に関わらず、以下の飛行方法を守るこ
ととなりました。
①　日中（日の出から日没まで）に飛行させること
②　目視（直接肉眼による）範囲内で無人航空機とその
周囲を常時監視して飛行させること
③　人（第三者）又は物件（第三者の建物、自動車など）

との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④　祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行
させないこと
⑤　爆発物など危険物（農薬も含まれる）を輸送しない
こと
⑥　無人航空機から物（農薬、肥料、種子も含まれる）
を投下しないこと
　これら①～⑥の飛行の
方法によらずに飛行させ
る場合は、あらかじめ国
土交通大臣の承認を受け
る必要があります。
　例えば無人航空機で農
薬を散布する場合には、
⑴の③、⑵の①、③、⑤、
⑥に該当する可能性があ
るため、事前に国土交通
大臣の許可・承認を受け
なくてはなりません。

４　許可・承認について
　「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」等
のガイドラインがある無人航空機（現状では産業用無人ヘ
リコプターのみ）については、都道府県協議会や（一社）
農林水産航空協会を通じた代行申請が可能です。
　しかし、ドローン等、現状ではガイドラインの無い無人
航空機は、各自で機体の機能及び性能、操縦者の飛行経験・
技能等、安全確保のための対策等の審査に必要な書類を作
成し、国土交通省に飛行の許可・承認申請をする必要があ
ります。
　なお、ドローン等による空中散布に関しては、現在農林
水産省で運航基準の策定に向けて検討がなされています。

　飛行のルールについての詳細は、新潟県産業用無人ヘリ
コプター協議会又は新潟県農林水産部農産園芸課まで問い
合わせください。

（新潟県農林水産部農産園芸課　種田祐士）
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植防一口メモ
図１　ばか苗病の発生状況
（新潟県病害虫防除所調査）

図２　ばか苗病により枯死した稲株
枯死茎上に形成された胞子が飛散し、開
花中の籾に感染して種子伝染する。

図３　温湯消毒（60℃）とタラロマイセス・フラバス（TF）水和剤の体系処理の防除効果
対照の化学農薬処理は、イプコナゾール・銅水和剤浸種前24時間浸漬とした。

斑点米カメムシ類対策について
　魚沼農業普及指導センター管内の平成26年産米は、斑点米
カメムシ類による被害が多発生したため、色彩選別機を活用
し１等級比率の向上を図りました。
　その反省を踏まえ、平成27年度重点対策にカメムシ対策を
掲げ、生産者、関係機関・団体で一体的に活動しました。
　具体的には、作付前にカメムシの生理・生態や一連の防除
対応などの研修会、作付期間中には、各地に設置した性フェ
ロモントラップや病害虫発生予察調査を基にカメムシ発生消
長や防除に関する情報提供、のぼり旗の設置や現地研修会で
のカメムシの確認などによる意識啓発を行いました。
　活動の結果、平成27年産米の斑点米による格落ちは減少し、
大きな成果となりました。
今後も普及センターでは、地域一体となった病害虫防除活動
に取り組んでいきます。

（魚沼農業普及指導センター　神田慶太郎）

温湯消毒の普及にともなって増加した水稲病害について
　新潟県では、県で定める「持続性の高い農業生産方式の
導入に関する指針」に適合する「土づくり技術」「化学農薬・
肥料低減技術」の一体的な取り組みに対して、実践する農
業者をエコファーマーとして認定しています。このエコフ
ァーマーの認定要件の一つ、化学農薬低減技術の中に水稲
の温湯種子消毒が含まれており、県内では水稲作付面積の
約４割で実施されています。水稲の温湯種子消毒とは、種
子を60℃の温湯に10分間程度浸漬することで、種子伝染性
病害の病原菌を死滅させる技術です。農薬コスト低減と減
農薬を同時に達成できるメリットは大きいのですが、一方
で技術の普及にともなって様々なデメリットがあることが
分かってきました。とりわけ消毒効果については、全般的
に化学農薬に比較して劣り、特に褐条病、ばか苗病につい
ては著しく劣ることが報告されています。また、もち品種
はうるち品種に比べて全般的に耐熱性が劣ることから、現
場では発芽率確保のため上記の条件よりも温度を低くし、
処理時間も短縮しています。そのため、現場における防除
効果は、実験室における試験結果よりもさらに低くなって
いると考えられます。県内におけるばか苗病の発生状況は、
ここ数年発生率が高く推移しており（病害虫防除所調査、
図１）、今後温湯消毒では対処できない多発生になること
が危惧されます。ばか苗病の恐ろしいところは、本田発病
した場合に防除手段がないことです（図２）。発生ほ場か
ら500mまで胞子が飛散するという報告もあり、付近に採
種ほがあると極めて大きな影響を及ぼします。

　温湯消毒は化学農薬と異なって残効性が無いことから、
消毒後の種子の取り扱いにも特別な注意が必要になります。
例えば、温湯消毒した種子を収穫物の乾燥施設内で浸種し、
ばか苗病を誘発させた事例があります。乾燥施設内では籾
に付着した病原菌が乾燥中に飛ばされて空気中を浮遊して
いることがあり、これが浸種液に飛び込んで感染したので
はないかと考えられます。また、温湯消毒後、種子を十分
に乾燥させなかった場合、保管中に生き残ったばか苗病菌
が健全種子に感染することも報告されています。化学農薬
は消毒と予防の効果を併せ持っていますが、温湯消毒は消
毒効果しかないのです。
　新潟県農業総合研究所作物研究センターでは、平成21年
に温湯消毒とタラロマイセス・フラバス水和剤（商品名：
タフブロック）の体系種子消毒法の研究成果を公表してい

ます。この技術は、種子で病原菌が最も増殖する催芽時に
生物農薬を処理する方法で、温湯消毒で死滅させられなか
った病原菌の増殖を抑えることができます。その結果、育
苗箱における発病苗の発生を大幅に低減することができま
す（図３）。

　ただし、体系処理は化学農薬と比較して効果の安定性が
やや劣ることから、減々栽培を必要としない種子は化学農
薬により確実に種子消毒してください。発病させてしまっ
た育苗箱の苗は育苗中に防除するか、用いないことも重要
です。いもち病の育苗箱からの本田持ち込みは、植え付け
後早い段階から伝染環を繰り返すので、いもち病に強いコ
シヒカリBLでも穂いもちにより大きく減収することがあ
ります。特にばか苗については、育苗箱の段階で発病が見
られた場合、たとえ発病苗を抜き取ったとしても、潜在的
に感染している苗が残っています。ばか苗病は本田におけ
る防除手段がないので、体系種子消毒法を行ってください。
万一、採種ほ周辺で本田発病した場合は、種子への感染が
懸念されます。この場合は、地域の普及センターや病害虫
防除所などの指導機関にご一報いただければ幸いです。
  （作物研究センター　黒田智久）
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子苗温湯浸漬20日後のワタアブラムシ株あたり寄生虫数（8月8日）
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温湯浸漬１４日後のナミハダニ寄生度（平成23年11月29日）
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図１　いちご空中採苗子苗の温湯浸漬によるワタアブラムシの防除効果

図２　いちご空中採苗子苗の温湯浸漬によるナミハダニの防除効果

離農と直播栽培
　皆様もご存知の通り、最近離農する農家の方が増えてい
ます。
　特に平成25年度の米価下落以降離農が急激に増加し始め
ました。
　農業従事者の平均年齢は67歳。
　離農した農家の方の田んぼを譲り受けても面積が大きく
なれば使用する機械も効率を考え大型化する。「この歳で
また借金はしたくない。子供に負担を掛けさせたくない。」
こんな言葉を良く聞きます。
　そんな中、ここ最近移植栽培から水稲直播栽培へ以降す
る農家の方が増えて来ています。
　メリットは新しい資材（ハウス、育苗箱、床土等）にコ
ストを掛けずに作付け出来る事、当然播種機は購入しなけ
ればなりませんが！
　ここで問題なのは直播栽培の技術です。移植栽培と違い
直接田んぼに種を巻くわけですから、初期の栽培管理が違
います。
　この栽培技術を確立し、農家の方のコストダウンと増収
に繋がる様、私達農業に係る者全員で努力し頑張って行き
たいと思います。

（株式会社冨山　佐々木義一）

いちご「越後姫」の苗の温湯浸漬による害虫への防除効果
１　はじめに
　イチゴうどんこ病の発病を無くす画期的な技術として、
いちご「越後姫」の苗の温湯浸漬によるうどんこ病防除技
術（平成24年度新潟県農林水産業研究成果）を第134号で
紹介しました。現在、新潟県内の「越後姫」作付の30％以
上の面積で導入されており、うどんこ病による減収防止に
加え、農薬や労力の削減によるIPM・低コスト栽培に一役
かっています。本技術は、うどんこ病だけでなく害虫にも
防除効果が認められておりますので紹介します。
２　温湯浸漬によるワタアブラムシへの防除効果
　いちご栽培において、ワタアブラムシはウイルス病を媒
介するとともに、すす病の発生により葉や果実を汚染し、
多発時には生育にも影響を与えます。主に葉裏や芽の生長
点付近に寄生します。慣行の防除は発生初期に薬剤による
防除を行っています。

４　温湯浸漬による総合防除
　いちご「越後姫」の苗の温湯浸漬によるうどんこ病防除
技術は、イチゴうどんこ病の発生を無くすことを主目的と
し、50℃の温湯に３分間浸漬しています。この条件で処理
すると、ワタアブラムシも同時に死滅させることができま
す。また、ナミハダニについては寄生頭数を減らすことが
できます。その他の害虫については未検討ですが、ミカン
キイロアザミウマの卵、幼虫、成虫は45℃５分の温湯浸漬
で死滅することが明らかになっており（北村・柏尾,2000）、
浸漬時間が３分と短いものの、一定の防除効果はあるもの
と考えられます。今後、未検討のアザミウマ類、オンシツ
コナジラミについて、効果を明らかにすることや、温湯浸
漬で生き残るナミハダニに対しての対策を構築していきた
いと思います。

（園研センター　佐藤秀明）
　温湯浸漬による効果は、株あたり約３頭寄生している空
中採苗子苗（寄生株率100％）を用いて行いました。ワタ
アブラムシは45℃５分、50℃３分、55℃３分、60℃１分の
温湯浸漬により発生が見られなくなりました（図１）。し
かし、40℃１分の条件では、無処理よりもかえってアブラ
ムシの頭数が増える結果となっています。この原因はわか
っていませんが、ワタアブラムシに寄生する寄生蜂等の天
敵のみを殺してしまっている可能性があると考えています。
３　温湯浸漬によるナミハダニへの防除効果
　いちご栽培において、ナミハダニは多発すると株を弱ら
せ、果実肥大を阻害して減収します。主に葉裏に寄生し、
多発するとクモの巣状に糸で植物を覆います。慣行の防除
は発生初期に薬剤による防除を行っています。
　温湯浸漬による効果は、株あたり約８頭寄生（寄生度約
30）の空中採苗子苗（寄生葉率100％）を用いて行いました。
ナミハダニは50℃３分、55℃１分の温湯浸漬により、無処
理に比べ寄生度が小さくなり、発生を抑制している事がわ
かります。50℃では浸漬時間が長くなる程寄生が少なくな
りますが、完全には死滅しませんでした（図２）。浸漬14
日後の調査時に観察された個体は全て第２若虫であったこ
とから、温湯浸漬でも卵は生き残っていると考えられます。
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図１　斑点米による格落ち率の年次推移

図２　カスミカメムシ２種の水田内すくい取り虫数（巡回調査ほ）

図３　畦畔の平均すくい取り虫数と斑点米格落ち率の年次推移

平成27年の斑点米カメムシ類の多発生
　平成24年に斑点米カメムシ類の著しい密度増加がみられ、
新潟県としては８年ぶりにカメムシ注意報を発表しました。
その後もカメムシの多発生は解消されず、平成27年も４年
連続となる注意報を発表しています。斑点米の発生はカメ
ムシの種類別の発生動向と密接に関連しており、発生実態
を踏まえて対策を講じる必要があります。
１　斑点米被害の発生状況
　本年の斑点米による農作物検査等級の格落ち率は、全品
種で1.79％と平年（1.16％）に比べやや多い発生でした。
地域別では魚沼地域（平年比やや少）を除く５地域で平年
比やや多～多となりました（図１）。

３　斑点米の多発生要因
　本年は５月下旬、６月中旬が高温少雨でカスミカメムシ
類の雑草地での増殖を助長しました。７月中旬以降も高温
で降雨日数が少なく、早生品種ほ場では登熟期前半にあた
る８月中旬頃までカメムシの侵入や加害が促進されました。
他方、８月中旬以降は一転して低温多雨となり、コシヒカ
リほ場での発生は助長されませんでした。
　本田内侵入時の重要なほ場条件として水田内雑草、特に
ノビエ・ホタルイの増加が注目されます。これらの雑草の
多発生がカスミカメムシ２種の水田侵入を早めたり増殖を
助長することにより薬剤の防除効果が不良となる事例が認
められます。
　無人ヘリコプター等の共同防除は７月中下旬の降雨によ
って散布日程に若干の変更がありましたが、７月末～８月
上旬は好天でほぼ順調に作業が進みました。品種によって
は防除適期をはずれるケースも見られましたが、コシヒカ
リほ場が主体の散布では効果は概ね安定していました。他
方、個人防除地域の極早生品種など早い時期の粒剤施用で
は処理後の降雨や日照不足で効果が不十分となる事例もみ
られました。
４　防除対策の要点
　カスミカメムシ２種を対象とした防除対策が基本です。
特にアカスジカスミカメは、イネ出穂期後の水田侵入がア
カヒゲホソミドリカスミカメより遅く、水田内雑草の発生
が増殖を大きく助長することから、防除対策の徹底や改善
が必要です。
　畦畔除草：カスミカメムシ２種は出穂したイネ科植物に
寄生し増殖します。畦畔等雑草地のカメムシ発生を抑える
ため雑草の出穂前に草刈りを実施します。６月中下旬と７
月中下旬の２回の一斉草刈りは、地域全体で餌植物をなく
し、再生後の雑草の出穂も抑えてカメムシ密度を抑制しま
す。イネの出穂期後も、メヒシバなど出穂したイネ科雑草
が繁茂しないよう刈り取りを続け、カメムシの増殖地や水
田侵入前の生息場所とならないよう注意します。
　水田内雑草対策：イヌホタルイやノビエなどの水田内雑
草はカスミカメムシ２種を誘引し、アカスジカスミカメで
は産卵場所となって増殖も助長します。これらの草種が発
生しないよう、基本技術に従って確実に除草剤を施用しま
す。
　薬剤防除：基本は品種（出穂期）に合った適期の薬剤散
布です。粉剤・液剤では、カスミカメムシ２種に対して出
穂期３日後頃（穂揃い期）～出穂期10日後が防除適期で、
多種類のカメムシを対象とした最適期は出穂期７日後頃と
なります。水面施用粒剤は、出穂期～出穂期７日後が防除
適期で、施用した薬剤が速やかにイネに吸収できる好天時
に使用します。  （新潟県病害虫防除所　永瀬 淳）

　品種別では前年特異的に被害の多かったコシヒカリの格
落ち率は平年並となりましたが、その他の品種では、こし
いぶきのやや多をはじめ主力の早生品種で被害が多くみら
れました。
２　主要なカメムシ類の発生状況
　シラホシカメムシ類（多くはオオトゲシラホシカメムシ）
の畦畔での確認地点率は平年並で、アカヒゲホソミドリカ
スミカメ、アカスジカスミカメ両種は平年比高い～やや高
い発生でした。カスミカメムシ２種の６月後半の多発生状
況から７月１日に防除徹底の注意報を発表しました。
　アカヒゲホソミドリカスミカメの水田内発生量（虫数）
は７月後半～８月前半の密度が高く、全般に平年比やや多
の発生でした。他方、シラホシカメムシ類の水田内発生量
は平年比やや少なく、アカスジカスミカメは７月後半以降
の増加傾向はあったものの全般には平年並で、前年のよう
な著しい密度上昇はみられませんでした（図２）。

　なお、主要加害種の発生量と斑点米格落ち率には密接な
関連が認められます（図３）。平成23年頃からアカヒゲホ
ソミドリカスミカメやアカスジカスミカメの密度が増加す
る傾向がみられ、平成27年の発生量も高い水準でした。他
のカメムシ類に目立った発生量の変動はなく、カスミカメ
ムシ２種が斑点米多発生に大きく関与していると考えられ
ます。
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（図1-1）共同防除の防除方式別割合（延防除面積） 
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（図1-2）作付面積に対する防除方式割合（実防除面積）  
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図１-１　共同防除の防除方式別割合
（延防除面積）

（図２）病害虫別の延防除面積実施割合

図１-２　作付面積に対する防除方式割合
（実防除面積）

平成27年度水稲病害虫防除事業及び
病害虫地域予察強化事業の概要について

【はじめに】
　平成27年産水稲は、８月25日から26日にかけて台風第15
号の影響により強風が吹き荒れ、脱粒、白穂、変色籾が発
生し、県内各地において大きな被害が発生しました。また、
９月９日から10日にかけて台風第18号の影響による福島県
内の豪雨により、阿賀野川が増水し、堤外の一部地域で冠
水、浸水被害が発生しました。
　農林統計の作況指数は県全体で97の「やや不良」となり、
特に台風被害が大きかった下越北地域では91の「不良」と
なりました。コシヒカリの１等米比率は、76％と台風被害
や出穂期以降の低温、日照不足の影響による未熟粒の発生
などから前年産より低くなりました。県下NOSAI団体では、
無人ヘリコプター等による共同防除活動を通じて、新潟米
の品質向上に協力してきたところであります。
　本年度の水稲共同防除は、梅雨明けが平年並となり、そ
の後の降雨も少なかったことから概ね予定どおりに防除が
実施されました。７月１日には、カメムシ類による斑点米
の多発生注意報が出され被害が心配されましたが、一斉防
除効果によって被害の拡大を抑えることができたものと推
察いたします。関係者のご尽力に深く感謝申し上げます。

［水稲病害虫防除事業の概要］
【実施概要】
　NOSAIと防除協議会が実施主体として行った水稲共同
防除の延防除面積は67,697㌶で、昨年度に比べ238㌶増と
なりました。主な増加要因として、地域の要望により既に
防除を実施している地域の散布面積が拡大したことがあげ
られます。
　共同防除の延面積における方式別割合は、無人ヘリコプ
ター防除が97.1％、ダスターやスプレー等による請負防除
が1.6％となりました。（図１−１、図１−２）

粒剤1,640㌶（同2.4％）、粉剤435㌶（同0.7％）となりました。
　ポジティブリスト施行後、ダスター等による粉剤の防除
面積が大幅に減少し、液剤使用の無人ヘリコプターによる
防除が中心となっています。
【病害虫別防除面積の割合】
　病害虫別の延防除面積の割合は、いもち病・紋枯病・害
虫の同時防除が45.8％（昨年度40.7％）、害虫の単独防除が
31.7％（同31.9％）、紋枯病・害虫の同時防除が12.9％（同
12.8％）の順になっています。また、防除対象に害虫を含
む防除面積の割合は99.5％、いもち病を含む割合は55.4％、
紋枯病を含む割合は58.9％となっています。（図２）

【無人ヘリコプター防除の安全対策】
　無人ヘリコプターによる請負防除は実面積で58,944㌶、
延面積で65,788㌶でした。
　防除は７月下旬から始まり、８月上旬にピークを迎え、
１日の最高稼働機体数は191機となりました。限られた期
間に集中的に稼働するため、スケジュールが過密にならざ
るを得ない状況となっています。
　本年度は、電線等との接触事故が７件発生しました。引
き続き、事故防止・安全対策を最重要課題として安全対策
の徹底を図り、無人ヘリコプター防除の実施に取り組む必
要があります。
【剤型別防除実施面積】
　剤型別での延防除面積は、液剤が65,622㌶（全体の96.9％）、

表１　平成27年度水稲病害虫地域予察強化事業実績表
項　目

組　合

病害虫地域予察調査員の設置状況（実） 調　査　概　要 １地点当り
面　　　積市町村 JA NOSAI 農業者 普及指導センター 防除所 その他 計 平均回数 平均地点数 延地点数 延調査員数 左の内農業者

人 人 人 人 人 人 人 人 回 点 点 人 人 ha
県 計 128 306 204 347 79 0 36 1,100 5.8 39.4 13,883 5,259 1,417 53
１市町村平均 2.1 5.1 3.4 5.8 1.3 0 0.6 18.3 − − 231.4 87.7 23.6 −
前 年 実 績 135 320 196 353 74 0 36 1,114 5.8 39.9 14,007 5,201 1,450 52
前年実績対比 △ 7 △ 14 8 △ 6 5 0 0 △ 14 0.0 △ 0.5 △ 124 58 △ 33 1

　防除回数は、減々栽培等の面積が増加したこと、コシヒ
カリBLに対応した防除体系の定着や病害虫発生予察調査
に基づく必要最小限の防除により、平均1.1回と大半の市
町村（地区）でカメムシ類の防除を主体とした１回防除が
定着しています。

［水稲病害虫地域予察強化事業の概要］
【実施概要】
　全体の調査員数は14人減少して1,100人となり、１市町
村（地区）の平均は18.3人（昨年度18.6人）でした。その
うち農家調査員は６人減少の347人で、全体に占める割合
は31.5％（前年31.7％）と年々減少しています。農家調査
員の参画は、農家からの情報収集、病害虫発生予察調査の
宣伝効果、農家との接点強化などの意義があり調査員数の
確保のみにとどまりません。今後も参画への積極的な働き
かけをお願いします。
　県全体での延調査地点は13,883地点で、53㌶に１地点の
割合で調査地点が設置されました。１市町村（地区）当た
りの平均調査回数は5.8回となりました。（表１）
　各市町村（地区）では、予察調査結果を分析し、防除要
否や防除時期等の判定を行いました。また、情報提供の手
段は、チラシを中心に全農家に配布している地区が多く、
他に、ホームページ・有線、掲示板等を活用し、調査結果
等を掲示する取り組みを実施しています。

【終わりに】
　売れる米づくりや環境保全型農業の推進を図るため、
減々栽培等の面積が拡大し、病害虫防除を取り巻く環境が
変化しています。今後も関係機関・団体等が連携し、地域
の実情に合った防除が実施できますよう、一層のご尽力を
お願いいたします。

（NOSAI新潟　川瀬竜也）
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フェロモントラップの様子 水田内雑草量調査の様子

編　集　後　記
○　平成27年度分最後の「植防だより」をお届けいたします。
○　昨年12月10日に改正航空法が施行され、基幹防除手段と
なった産業用無人ヘリコプターの飛行にも規制の網が掛か
りました。規制内容は農産園芸課種田氏からご紹介いただ
いたとうりです。

○　改正に先立ち、国は２回農林水産航空事業検討会を開催
し、都道府県及び競技会関係者に対し、改正内容や空中散
布等における無人航空機利用技術指針等について詳しく説
明を行っています。県段階においても、水稲病害虫事業検
討会で関係団体担当者等に改正内容や許可・承認手続等を
詳しく伝達いたしました。
　　来年度の産業用無人ヘリ防除事業がこれまでのよ
うに円滑かつ安全に実施されることが強く望まれます。
  （事務局）

平成27年度中越植物防疫協議会の取組みについて
【はじめに】
　中越植物防疫協議会（田中新一会長）では、水稲発生予
察調査に必要な捕虫網などの資材配付による調査支援や、
病害虫防除の適正・安全性の確保を図り円滑な支援が行え
るよう毎年研修会を開催しています。また市町村病害虫防
除協議会と協力し、カメムシ類による斑点米被害防止を目
的に、関係機関へ堤防や河川敷等雑草地の適期除草を依頼
しているほか、県病害虫防除所や当協議会を構成する関係
機関・農業関係団体等と連携し、稲作を中心とした農作物
を生産する上で、課題となっている病害虫の発生調査や防
除対策の実証試験を行なっています。
【今年度の取組み】
　今年度当協議会では、水稲のカメムシ防除におけるジノ
テフラン剤とエチプロール剤２剤の水面施用粒剤による防
除効果の比較試験を実施しました。
　長岡市では平成19年度に有人ヘリコプターによる航空防
除から無人ヘリコプターに移行後、長年にわたりネオニコ
チノイド系殺虫剤による共同防除が実施されてきました。
現在まで同一系統薬剤の連用による防除効果の低下は見ら
れていないものの、連用による今後のカメムシ感受性の低
下、また薬剤ローテーションを行う際、選択の幅を広げる
ことを目的に、防除所が主体となりJA越後ながおか、JA
越後さんとう、事務局（NOSAI中越）が連携・協力し、
２剤の比較試験を実施しました。
　試験場所の選定にあたり、長岡市越路地域の加工用米「ゆ
きみのり」で斑点米カメムシによる格落ち被害が多発して
いることから、この品種の７圃場を選定し、３圃場をジノ
テフラン剤の試験区、４圃場をエチプロール剤の試験区に
設定しました。
　試験内容については、水田内すくい取りによるカメムシ
発生消長の調査や水田内雑草量調査、各圃場25株から採取
したサンプルの斑点米発生状況調査を実施しました。また
各試験区の１圃場にアカヒゲホソミドリカスミカメとアカ
スジカスミカメの性フェロモントラップを設置し、誘殺数
調査も行いました。
　試験結果としては、ジノテフラン剤試験区の斑点米率は
0.06％から0.55％となり３圃場中、２圃場が３等格落ち水

準となりました。エチプロール剤試験区では、斑点米率
0.31％から1.81％となり３等格落ち水準が２圃場、規格外
水準が２圃場となり、どちらの薬剤も防除効果は不十分と
いう結果になりました（表１参照）。効果不良の要因とし
ては、薬剤散布２日後にまとまった降雨と日照時間の減少
があり、薬剤成分の吸収が阻害された可能性が高いこと、
また圃場が河川に近いため水持ちが悪く、継続的な潅水で
水深が深めの圃場やオーバーフローした圃場があるなど、
水面施用粒剤の使用に際し必要な水管理が実施されていな
かったため稲体に薬剤成分が十分吸収されなかったと考え
られました。またもう一つの大きな要因として、どの圃場
も割れ籾率の発生率が極めて高く、他品種よりも「ゆきみ
のり」がカスミカメ類の加害を受けやすい特性があるため
と考えられました。
【終わりに】
　今年度の試験結果を踏まえ、来年度については２剤の効
果比較試験から、「ゆきみのり」の品種特性における効果
的な防除体系の検証に焦点を絞り、再度試験を実施する予
定で関係機関・団体と協議を行なっています。
　今後も中越植物防疫協議会では、生産現場で課題となっ
ている病害虫の発生調査や防除対策支援を行ない、地域農
業の安定的な生産に繋がるよう取組んでまいります。

（中越農業共済組合　損害防止課　西脇孫仁）

表１　試験圃場における斑点米等発生状況

試験区 圃場番号 割れ籾率
（％） 調査精玄米数 斑点米粒数 斑点米率

（％）

ジノテフラン

Ⅰ 27.4 35,217 192 0.55
Ⅱ 38.8 35,381 188 0.53
Ⅲ 37.8 29,905 18 0.06
平均 - - - 0.38

エチプロール

Ⅰ 50.0 31,619 142 0.45
Ⅱ 29.6 37,144 116 0.31
Ⅲ 40.5 49,229 660 1.38
Ⅳ 30.2 44,448 804 1.81
平均 - - - 0.99

注）斑点米数は25株の精玄米（1.85mm篩選別）を対象に調査


