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食品安全委員会 小泉先生の講演

会場からも活発な、意見が出された

講演の後に行われた、パネルディスカッション。消費者、農業者、行政のそれぞれの立場で意見交換を行った

「にいがた食の安全・安心フォーラム 2007」開催される
　去る８月１日、新潟自治会館（新潟市）で県主催の「に
いがた食の安全・安心フォーラム2007 ～みんなで考える
農薬の必要性と安全性～」が開催されました。
　農薬をテーマにして、消費者・農業者・行政それぞれが、
お互いの思いを分かち合い、共通理解を深めるために開催
されたものです。
　今回は、食品安全委員会の小泉先生の基調講演の概要に
ついて報告したいと思います。
【基調講演の概要】
　講演者：食品安全委員会

　小泉直子（医学博士）
①　食の「リスク管理」について
　現在、食の安全に関する国際的
な考え方は「どんな食品にも危険
要因は存在する」という前提にた
ち、健康に影響を及ぼす要因（ハ
ザード）は存在するとの前提で、この危害要因を科学的に
評価し、健康等への影響を許容範囲まで抑制・管理すべき
（リスク分析手法）という考え方が一般的となっています。
②　農薬の安全性確保について
　通常、食品中の有害物質は、腸管を素通りしてほとんど
排出されますし、血中に移行したとしても、肝臓で分解さ
れたり、腎臓を通じてほとんど排出されてしまいます。
　農薬の登録に当たっては、毒性や残留性、環境への影響
等について、各種試験を実施しています。それらの結果に
基づき、無毒性量（NOAEL）が決定されるとともに、個
人差等を考慮（安全係数100でNOAELを割った数値）の上、
体重１kg当たりの許量１日摂取量（ADI）が設定されます。
　過去の厚生労働省調査では、１日に食品中から摂取する
残留農薬は、ADIの0.04％～31％であったとの報告がなさ
れています。

③　「賢い消費者」になろう
　食の安全・安心を脅かす事件等が発生した場合には、マ
スコミ等から、様々な情報（有識者の意見や科学論文の結
果等）が提供されてきます。
　しかし、科学論文等では、偏りがあることを理解しなけ
ればなりません。
　科学論文は、「影響がある」データを集めています。反面、
「影響のない」論文は、まず掲載されません。
　食品の安全を評価するにあたって必要な情報は、「この
量までは健康上大丈夫」といえる論文です。
　無用な不安を避けるため、また適切な判断・行動をする
ためには、行政や専門家等からの積極的な情報公開が必要
です。また、消費者は、食の安全・安心に係る情報がどの
ような科学的根拠・知見に基づいているのかを確認する、
あるいはその食品の安全性等について積極的に情報収集す
ることで、納得した上で選択・購入できる「賢い消費者」
になっていく必要があります。
【フォーラムで使用した資料について】
　県庁ホームページ「食の安全・安心インフォメーション」
で公開しています。
http：//www.pref.niigata.jp/fukushihoken/seikatueisei/syokuinfo/
ここでは、食の安全・安心に関する情報を総合的に提供し
ています。一度
　今後、県では、消費者と食品関連事業者とのリスクコミ
ュニケーションの一環として、年度ごとにテーマを変えて
このフォーラムを開催する予定です。また、地域振興局段
階でもフォーラムが開催されています。
　「食の安全・安心」に興味のある方や食品事業に携わる
方（農業者や食品事業者等）からは、このフォーラムに積
極的に参加し、意見交換や正しい知識を共有する場として
活用していただけることを期待しています。
 （新潟県農林水産部農産園芸課副参事　滝沢　敏弘）
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水稲育苗期病害の診断結果
2002 2003 2004 2005 2006 2007

もみ枯細菌病 37 38 19 60 16 7
褐条病 3 6 3 5 14 7
苗立枯細菌病 1 0 0 2 0 0
苗立枯病（ピシウム） 1 3 2 1 3 9
ごま葉枯病 0 0 0 0 0 1
※作物研究センターに持ち込まれた病害の件数

長岡市長倉町における平均気温（℃）
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ムレ苗によるドーナツ状の萎凋症状

ピシウム属菌による苗立枯病の特徴と対策について
１　平成19年度における水稲育苗期病害の診断状況
　新潟県農業総合研究所作物研究センターでは、新潟県病
害虫防除所や普及センターと協力して県内の水稲育苗期病
害発生苗を収集し、その種類と発生程度の把握ならびに分
離細菌の薬剤感受性検定等を行っています。

温、日照不足、高いは種密度、乾燥と過湿の繰り返しなど
で、苗が弱ることによりさらに発病が助長されます。

３　ピシウム属菌による苗立枯病の防除
　ピシウム属菌による苗立枯病を防ぐためには、ピシウム
属菌の感染を防ぐことと、発生を助長させない管理を行う
ことが必要です。
　感染を防ぐ方法として、育苗資材の消毒、無菌の培土の
利用、清水（水道水・井戸水）の利用、育苗箱を苗床の土
と接触させない等、設置方法を工夫することが考えられま
す。育苗資材の消毒は、蒸気出芽施設等を利用し、60℃で
１時間以上の処理を行う湿熱消毒や、イチバンの瞬時浸漬
または散布処理により行います。床土は山土、人工培土、
人工成型培地等、無菌の培土を利用することで菌の感染を
防ぐことができます。かん水は河川水等、ピシウム属菌が
生息するおそれがあるものを利用しないこととし、また、
苗床の土からピシウム属菌が侵入しないように育苗箱を枕
木やシート等で土壌と切り離すようにします。発生を助長
させない方法としては、緑化期以降低温にあてないように
します。特に、1.5葉期前後に８℃以下の低温にあわせな
いことが重要です。また、土壌が過湿にならないように、
粒子が細かい土を使わないことや、くん炭やピートモス等
で床土の保水性や透水性を改良するとともに、土壌phを
4.5～5.5程度とします。他にも、過かん水等により過湿に
しないこと、は種密度をあげすぎないこと、日照不足にし
ないこと、傷もみを使用しないこと、乾燥と過湿を繰り返
さないことなどがあります。薬剤による防除としては、タ
チガレエース粉剤をは種時に育苗箱１箱あたり６～８g育
苗箱土壌に均一に混和することで発病を抑えることができ
ます。また、タチガレエース液剤は、は種時または発芽後
に500～1000倍の希釈液を500ml／箱土壌かん注処理する
方法もあります。

４　ムレ苗は生理障害？
　ムレ苗は、育苗方法や
防除技術の変化に伴い、
昔に比べ問題となること
が少なくなってきました。
しかし、有機栽培の増加
等により、今後どのよう
な発生推移となるかわか
らない面もあります。ムレ苗の発生原因については、育苗
中の低温による根の吸水低下や高温による蒸散増加など、
吸水と蒸散の不均衡によっておこる生理的な急性萎凋障害
による発生と、ピシウム属菌による発生という報告があり
ます。学会により意見が分かれている面もあり、今一度整
理が必要と感じます。
 （作物研究センター栽培科　佐藤　秀明）

　平成19年度における調査件数は、例年に比べもみ枯細菌
病や褐条病の発生が少なく、ピシウム属菌によるムレ苗が
多い傾向にありました。これは４月下旬の気温が平年より
低く、もみ枯細菌病及び褐条病菌の発生が抑えられた一方
で、温度管理がうまくいかずに緑化期以降のピシウム属菌
の発生が多くなったことが主な原因と考えられます。そこ
で、今回はピシウム属菌による苗立枯病についてのお話を
したいと思います。

２　ピシウム属菌による苗立枯病の特徴
　ピシウム属菌による苗立枯病の病原菌には、Pythium 
graminicola、P.spinosum、P.irregulare、P.sylvaticum が
あります。病徴は、出芽後まもなく根が水浸状になり、そ
の後褐変・腐敗し枯死する幼芽立枯症状と、２葉期以降に
根が水浸状に褐変し、葉が緑色のまま枯死する急性萎凋症
状（ムレ苗）の２通りがあります。ムレ苗は、初め直径
10cm前後の円盤あるいはドーナツ状の萎凋症状が局部的
に発生し、次第に拡大して箱全体へと広がります。他の立
枯病と異なり、苗の地際部やもみの周辺にカビが見えない
のが特徴です。
　発生は、ピシウム属菌の密度が高いことにより起こりま
す。本病菌は土壌伝染性で、種もみの傷口から侵入して地
際部及び根を侵します。水田土や畑土などの土壌中や、河
川等の水にも生息しており、感染経路は資材、育苗土、か
ん水等です。また、発生に適した環境は、土壌の高ph、
土壌の細粒化による過湿、傷もみの使用、緑化期以降の低
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表　トマト青枯病に対する糖蜜を用いた土壌還元消毒法の防除効果

土壌還元消毒区 9.7 15.3 73.8 5.3 5.6 85.7

無処理区 37.0 59.2 37.4 51.3

発病度：Σ（発病程度別株数×発病指数/（4×調査株数）×100、発病指数：0（外部病徴無し）～4（枯死）の5段階で評価
防除価：無処理区の発病度を100として算出

 A圃場(平成16年) B圃場(平成17年)
処理 発病度 発病株率(%) 防除価 発病度 発病株率(%) 防除価

トマトハウスほ場への糖蜜水溶液の潅水状況

糖蜜を用いた土壌還元消毒法による青枯病に対する防除効果

無処理区 還元消毒区

はじめに
　土壌還元消毒法は北海道立道南試験場で開発され、環境
にやさしい防除法として注目を集めてきました。有機物に
フスマや米ぬかを用いた土壌還元消毒法は、各地で試験が
実施された結果、各種土壌伝染性病害に対する防除効果が
明らかとなりました。現在では、千葉県や岐阜県では広く
普及しています。また、新潟県農業総合研究所では有機物
に糖蜜を用いた土壌還元消毒法について検討した結果、フ
スマや米ぬかの利用では困難であった下層土の消毒が可能
となり、トマト青枯病に高い防除効果を示すことを明らか
にしています。そこで本稿では、土壌還元消毒法の有効性
について紹介したいと思います。

１　土壌還元消毒の原理と効果
　実際のほ場で土壌還元消毒を行う場合、処理を行う時期
が問題となります。新村（2001）の報告では、消毒期間の
アメダスの平均気温が15～18℃以上あれば可能であると推
定されており、新潟県では６月～９月に処理が可能です。
ほ場での還元消毒の手順は、有機物としてフスマまたは米
ぬかを10aあたり１t散布し、トラクターで耕耘し、土壌と
十分に混和します。次に潅水むらが出来ないように土地を
平らにし、潅水チューブを使って潅水します。潅水量は
100～150L/m2必要です。目安としては土壌に水分が十分
に浸透し、それ以上に浸透できずに一時的に湛水状態にな
れば適量と考えられます。この状態でビニールで土壌表面
を覆い、ビニールハウスを密閉し、地温の上昇を促します。

土壌中に十分な
水分量と地温が
30℃以上に上昇
すると、土壌の
還元化が進み、
ドブ臭がします。
処理から20日後
には土壌消毒が
完了します。

　本消毒法の原理は以下のように考えられています。分解
されやすい有機物が土壌中に混和されると、それを餌とす
る土壌細菌が急激に増殖するとともに、土壌中の酸素が消
費され還元状態になります。植物病原菌の多くは好気性で
あるため、酸素がない還元条件化では生育が抑制されてし
まうのです。さらには土壌細菌が有機物を分解する過程で
生成する酢酸を主体とする有機酸が植物病原菌に対して殺
菌効果を示します。これらが相互に影響していると考えら
れています。したがって、太陽熱消毒のように熱のみに消
毒効果を依存することなく、土壌還元消毒では地温30℃で
も高い防除効果を得ることができるのです。
　土壌還元消毒が有効とされる病害としては、ネギ根腐萎
凋病、ホウレンソウ萎凋病、トマト褐色根腐病、ウリ類ホ

モプシス根腐病、イチゴ萎黄病、ナス半身萎凋病等が報告
されています。また、ネコブセンチュウに対しても高い防
除効果が認められています。一方、トマト青枯病、トマト
萎凋病に対しての防除効果は不安定であり、ウリ類の黒点
根腐病やがんしゅ病には防除効果は認められていません。

２　糖蜜を用いた土壌還元消毒法によるトマト青枯病の防除
　上記のフスマや米ぬかを利用した土壌還元消毒では地表
下20cm程度までしか消毒ができないため、トマト萎凋病
や青枯病などの病
害に対する効果は
低いとされていま
す。深耕すること
なく、有機物を下
層土まで処理する
ためには、水溶性
の有機物を土壌に
浸透させる必要が
あります。糖蜜を
用いた土壌還元消毒の効果を検討した結果、重量比で0.6
％の糖蜜水溶液を150L／m２潅水することで、地表下
60cm程度まで土壌は還元化し、トマト作付け後の青枯病
に高い防除効果を示すことが明らかとなりました（表）。
　実際の処理方法としては、耕耘後にほ場を平らにし、潅
水チューブを設置後、糖蜜水溶液を液肥混入機と潅水チュ
ーブを使って潅水します。その後のビニール被覆等の作業
や処理期間はフスマや米ぬかを用いた場合と同様です。

土壌還元消毒法による土壌病害防除

３　土壌還元消毒法の問題点と今後
　土壌還元消毒法の問題点としては、ほ場の排水性が良く、
水分の維持が難しい土壌では消毒の効果が不十分な場合が
あること、太陽熱消毒ほどの地温は必要ではありませんが、
30℃程度の地温を必要とするため、処理期間が限られてしま
うことなどがあげられます。使用する場面によっては、抵抗
性品種・台木を組み合わせた病害防除を行う必要があります。
　一方で、本消毒法の研究は各地で行われており、露地で
の利用や、有機物のスクリーニング、低温下における消毒
効果等について検討されています。また、オランダやアメ
リカでも試験が開始されています。国内外問わず本消毒法
に対する期待があり、様々な場面で利用されることで、技
術が改善されていくことと思われます。
 （農業総合研究所　基盤研究部　前田　征之）
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図1　セジロウンカの飛来世代と次世代の密度の関係
　数値は水田内20回振りすくい取り数（平成17年、新潟県内）
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図2　セジロウンカの８月10日前後と８月20日前後の密度の関係
○は確実に無防除、このうち赤○　は遅植えで生育が遅いほ場。
頭数は20回振りすくい取り数（平成17年、新潟県内）
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セジロウンカ吸汁によるイネの枯れ上がり始めセジロウンカ

１　重要度アップ
　新潟県病害虫雑草防除指針には水稲のいくつかの病害虫
に、「防除のめやす（要防除水準）」が設定されています。「△
△時期に○○調査をして、□□以下なら防除不要、××以
上なら◇◇時期に防除する。」などと表現されています。
これらは、環境に配慮した農業生産、病害虫の面では総合
防除の推進、住民の環境に対する意識の高まり、消費者の
意識の変化（農薬使用の少ない農産物への志向）により農
薬の使用が減少する中、「農薬を使用する根拠」として、
ますます重要性が高まっています。
　この「めやす」は、さまざまな試験、調査のデータをも
とに設定されますが、一度設定された「めやす」でも最新
の知見を加えることにより、より精度の高い、時代にマッ
チしたものに改良をして行くことが求められます。

２　環境の変化で以前より増えにくく
　病害虫防除所では、関係機関と連携しながら「防除のめ
やす」の有効性の確認や基準見直しを目的として、データ
集積を行っています。ここでは、このたび見直しを行った
セジロウンカを例にお話します。
　昨年まで使用してきたセジロウンカ「防除のめやす」は
設定後25年余りが経過し若干の改変を経ながらも、基本的
には設定当時のままでした。しかしこの間、①育苗様式や
移植時期、施肥体系など水稲栽培体系の変化、②中生品種
増加、早生品種減少という品種構成の変化（葉色の淡い稲
の増加、早生は出穂期の早期化でウンカが増殖しにくい環
境に）、③使用殺虫剤の種類の変化（ネオニコチノイド剤
など効果の高い農薬の登場）、④農薬使用体系の変化（長
期残効型薬剤の育苗箱施用の増加、本田散布回数の減少）
などウンカ飛来後の増殖率を左右する多くの栽培環境の変
化がありました。また、わずかですが発生予察技術も向上
しています。一方、コスト低減のため直播栽培が増加し、
生育が遅く葉色が濃い稲が混在する状況が増えています。
　また、共同防除の推進という観点から、より早い時期で
の防除要否の判断が求められています。

来が６月末に一回大きな飛来があり、その後の飛来はわず
かで、密度が高い割に産卵、幼虫の発生、羽化が斉一であ
ったことで、解析がしやすい年でした。
　６月末～７月上旬（飛来世代成虫期、コシヒカリBLの
出穂30～35日前）と７月下旬（飛来次世代幼虫期）の多発
地域を中心とした各地のすくい取り調査の頭数の関係をみ
るとこの時期は増殖率が高く７月上旬に50頭（／20回振り
すくいとり：以下同）以上の場合、次世代は300頭以上に
達しこれは７月下旬の防除の「めやす」のレベルに匹敵し
ました（図１）。この結果をふまえて、従来設定が無かっ
た７月上旬に「50頭以上のときは７月中下旬（幼虫増加期）
に防除必要」というめやすを新たに設定することができま
した。
　また、同様に、８月10日前後の密度が高くても成虫比率
が高い場合は、通常は殺虫剤無散布でも８月20日前後まで
密度が増加しない傾向が確認されました（図２）。ただし、
生育の遅い、葉色の濃いイネは急激に増殖する事例もあり
ました。このこと等から８月上旬の防除実施のめやすは「直
接被害が出始めるとみられる1000頭以上で幼虫比率が高い
場合に防除を検討する。（ただし生育が遅いイネ等は８月
中下旬の発生状況にも注意する）」に変更しました。

防除所通信 より良い「防除のめやす」に向けて最新知見を
～セジロウンカ「めやす」バージョンアップを例に～

３　現場のデータから「めやす」の見直し
　平成17年は、セジロウンカの飛来が下越地域を中心に多
く、一部で緊急防除も実施されました。この年の特徴は飛

　なお、翌平成18年も少発生ながら結果は17年に沿ったも
のでした。
　以上、病害虫はいずれも多発年でないとデータが集積で
きない面があり、多発の兆候が見られる年は、できるだけ
多くのデータを集めたいと考えています。常発ほ場等の多
発ほ場や、防除をしない条件下でのデータが参考になりま
す。ご協力をお願いします。 （病害虫防除所　中野　潔）
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IPM資材の紹介について
　近年、環境中への不必要な化学物質の放出防止や薬剤抵抗性発達の回避など観点から、薬剤を効率よく利用しながら、薬剤のみに
頼らず、複数の方法で病害虫の密度を抑える「IPM（Integrated Pest Management・総合的害虫・雑草管理）」の取り組みが重要に
なってきています。そこで、今回はIPMとその資材についてご紹介します。
１．防除方法とIPM資材
　IPMとは、全ての技術を使って病害虫・雑草密度の増加を抑え、かつ経済的に適正で、人と環境への負荷を軽減あるいは最小にす
る、適切な手段の統合のことをいいます。
　防除方法は様々ありますが、ひとつの防除方法だけに頼らず、いくつかの制御手法や被害防止手段を組み合わせて、合理的な防除
を行うことが重要です。
　防除方法別にいくつかオススメのIPM資材を説明します。
⑴　化学的防除； 農薬を使用する防除。IPMを行う場合、天敵に影響の少ない農薬（選択性殺虫剤）を用いたり、天敵発生前に防除

したりすることが大事です。
商品名 成　　分 作物・適用場所 対象病害虫 希釈倍率 使用方法 登録メーカー

エ ス マ ル クDF BT菌産出蛋白質 野菜、果樹、茶等 アオムシ、コナガ
他各種鱗翅目害虫

野菜1000～2000倍
果樹2000～3000倍

散布 協友アグリ

ノ ー モ ル ト 乳 テフルベンズロン 野菜、花き類、茶等 アオムシ、コナガ
他各種鱗翅目害虫

1000～2000倍 散布 クミアイ化学他

カ リ グ リ ー ン 炭酸水素カリウム 野菜類、花き類、た
ばこ等

うどんこ病、さび病、灰
色かび病

800～1000倍 散布 石原バイオサイ
エンス他

　 　BT剤は、チョウ目（鱗翅目）だけに作用し、IGR剤は脱皮に異常を生じさせるという選択性があります。またカリグリーンは、
有効成分が食品としても使用されており、人畜安全性が高く、環境に影響が少ない剤と言えるでしょう。

⑵　生物的防除； 天敵微生物、天敵昆虫、生物産生物質（フェロモン、ホルモン等）を利用する防除。効果は緩やかですが、作物残
留の心配が無く、抵抗性が発達しにくい特徴があります。

●天敵微生物・線虫・昆虫
商品名 成　　分 作物・適用場所 適用病害虫 10a当り使用量 使用方法 登録メーカー

パ ス ト リ ア 水 和 パスツーリアペネトラン
ス

野菜類・いちじく・
かんしょ ネコブセンチュウ １～５kg 土壌表面に

散布し混和 サンケイ化学

バ イ オ セ ー フ
スタイナーネマ カーポ
カプサエ オール株の感
染態３期幼虫

果樹類、花き類、観
葉植物、芝など

モモシンクイガ、ハスモ
ンヨトウ、キンケクチブ
トゾウムシなど

約100g
（２億5000万頭） 土壌潅注 協友アグリ他

ア ブ ラ バ チAC コレマンアブラバチ 野菜類（施設栽培） アブラムシ類 ４～８ボトル
（1000～2000頭） 放飼 シンジェンタ

カ ブ リ ダ ニPP チリカブリダニ 野菜類・ばら（施設
栽培） ハダニ類 ３ボトル

（6000頭） 放飼 シンジェンタ

コ マ ユ バ チDS ハモグリコマユバチ羽化
成虫

トマト・ミニトマト
（施設栽培） マメハモグリバエ １～２ボトル

（250～500頭） 放飼 シンジェンタ

　 　生きた生物であるため、低温保存・輸送、到着後すぐ使いきることが基本です。また、施設内で放し飼いにする際には、施設内
の温度や直射日光等の条件にも注意が必要です。

●フェロモン剤
商品名 成　　分 作物・適用場所 適用病害虫 10a当り使用量 使用方法 登録メーカー

コンフューザーMM
オリフルア、トートリル
ア、ピーチフルア、ピリ
マルア

果樹類
モモハモグリガ、ナシヒ
メシンクイ、リンゴコカ
クモンハマキ

100～120本
ディスペンサー
を対象作物の枝
に巻き付け設置

信越化学

コンフューザーV
ダイアモルア・アルミゲ
ルア、リトルア、ビート
アミルア、ウワバルア

野菜類
コナガ、オオタバコガ、
ハスモンヨトウ、ヨトウ
ガ等

100本
ディスペンサー
を支持棒に巻き
付け設置

協友アグリ他

ハ マ キ コ ン-N トートリルア 果樹類、茶
リンゴコカクモンハマキ、
ミダレカクモンハマキ、
チャハマキ等

果樹100～150本
ディスペンサー
を対象作物の枝
に巻き付け設置

北興化学他

　 　圃場一帯に性フェロモンを充満させることで、雄が雌を探せなくなり、結果的に交尾ができず、害虫密度を減少させます。フェ
ロモン剤自体に直接殺虫力が無いため、害虫密度が低い発生初期に、広範囲で設置することが大切です。

●微生物殺菌剤
商品名 成　　分 作物・適用場所 対象病害名 希釈倍率 使用方法 登録メーカー

エコホープドライ トリコデルマ アトロビ
リデSKT-１ 水稲 ばか苗病、もみ枯細菌病、

苗立枯細菌病、いもち病等 200倍 種子浸漬 クミアイ化学

エ コ シ ョ ッ ト バチルス ズブチリス 
D747株の生芽胞

野菜類、トマト、ブ
ドウ、かんきつ 灰色かび病、葉かび病 1000倍 発病前に散布 クミアイ化学

　　微生物殺菌剤は、病原菌より先に定着し、病原菌の活動を抑制します。
　　予防効果が主体であるため、発病前に散布や種子浸漬することが大事です。
⑶　物理的防除； 手で捕殺したり、袋かけやビニールによる被覆をしたり、また光（誘蛾灯、ブラックライト）、色（ITシート）、

熱（加温法、低温法）等を利用する防除。
商品名 成　　分 作物・適用場所 対象病害虫 希釈倍率 使用方法 登録メーカー

エ コ ピ タ 液 還元澱粉糖化物 野菜類、花き類、観
葉植物等

アブラムシ類、ミカンハダニ、
うどんこ病 100倍 散布 協友アグリ

ア カ リ タ ッ チ 乳 プロビレングリコールモ
ノ脂肪酸エステル 野菜類、果樹類 ハダニ類 1000～2000倍 散布 石原バイオサイ

エンス他

　 　ともに物理的な気門封鎖により対象害虫を抑えます。直接害虫にかからないと効果がないため、むらなく連続散布する必要があ
りますが、有効成分が食品や食品添加物として使用されるものであり、安全性の高い剤です。

２．おわりに
　IPMというと、化学農薬を使わない、自然に優しい防除体系、と誤解されるかもしれませんが、「IPMによって農薬を○％減らす」
という考えではなく、自然の害虫制御要因の働きを最大限に活用し、最も適したタイミング、手段により必要最小限の防除を実施す
るという、理想的最適防除がIPMの基本的な考え方です。
　IPMを実践することは、化学農薬の使用を工夫することであり、また各種防除手法を組み合わせることで、病害虫の薬剤耐性・抵
抗性の発達や土着天敵の減少による害虫の異常発生を抑制するとともに、環境負荷を軽減しながら、安全で安心な農産物の安定生産
に資するものであるといえるでしょう。 （JA全農にいがた　肥料農薬総合課　伊藤あき子）
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植防一口メモ

県飛行技術協議会

佐渡地区における防除をめぐる動きと今後の方向
　佐渡地区における広域的一斉防除は、カメムシ類、穂い
もち病、ツマグロヨコバイ、ウンカ類を主要病害虫に位置
付け、平成18年度まで有人ヘリコプターにより実施して来
ました。しかし、「佐渡米」を取り巻く情勢の変化により
有人ヘリコプターによる防除実施が難しい状況となり、関
係機関で協議を重ねた結果、散布回数の減、対象病害虫の
見直し等をはかることとなり、平成18年度よりカメムシ類
に絞った１回防除へ切替えることとなりました。更に、平
成19年度では、有人ヘリコプターによる一斉防除を取り止
め、無人ヘリコプター及び集落共同防除、個人による防除
へと移行しました。
　有人ヘリコプターの取り止めにあたっては、平成17年度
より関係者へチラシ等で周知し理解を求めて来ましたが、
高齢化及び長年に渡る有人ヘリでの防除実績からして、取
り止めに対する苦情もたくさんいただいた状況でありまし
た。また、佐渡地区については、ウンカ類の飛来や斑点米
カメムシ類の発生が特に心配され、一斉防除で発生密度を
効率良く抑え「佐渡米」の品質低下を抑制していた経過も
あり、取り止め後の代替防除体制については関係機関の頭
を痛めたところでした。そこで、佐渡市病害虫防除協議会
では、集落共同防除における機械導入に対する補助案や、

編 集 後 記

産業用無人ヘリコプターによる防除で佐渡市における一斉
防除を継続する方向性を打ち出し、平成18年度より新穂地
区において有人ヘリコプターの散布区域の約半分を産業用
無人ヘリコプターによる防除に切替え実施して来ました。
また、平成17年度より実施して来た粒剤での効果試験を平
成19年度では大型ダスターによる広域的実証に切替え、経
済性、防除効果の確認も行って来ました。
　佐渡地区においては、今後も「担い手」への集積が増加
すると考えられますが、「米価の下落」や「生産コストの
増加」など、「担い手」への負担が増えると考えられます。
そうした場合「担い手」へ掛かる加重により、生産意欲の
低下も考えられ、強いては「佐渡米」の品質低下にも繋が
ります。広域的一斉防除はその一端を担って「佐渡米」の
品質低下や、「担い手」の省力化においては重要な役割と
私は考えています。
　平成20年度からの「ときの自然放鳥」や「５割減々栽培」、
における一斉防除の位置付けなど、時代に併せた防除を今
後は展開して行かなければならないと考えますが、そのた
めに、現在までに確立された一斉防除手段を有効に利用し
て、今後も「佐渡米」の生産に寄与できればと考えていま
す。 （NOSAI佐渡　志和　祐二）

産業用無人ヘリ飛行技術競技会の結果
　新潟県産業用無人ヘリコプター推進協議会主催の飛行技
術競技大会が10月17日農業大学校ほ場を会場に開催されま
した。一日中やや強風が吹くコンディションの中、30組が
技を競い合いました。本県においては平成18年度をもって
有人へりによる防除が全廃され、産業用無人ヘリ防除のウ
ェイトが高まり、防除者にとってさらなる安全運行・適正
防除の徹底が求められています。夏季の防除作業において
も、無人ヘリによる接触落着事故が数件あったことから操
作技術のレベルアップが叫ばれており、本大会の意義はま
すます大きくなっています。
　厳正審査の結果、最優秀
賞にはNOSAI新潟中央所
属の石田和哉、同じく金澤
俊彦の両名が受賞しました。
優秀賞にはNOSAI新潟中
央所属の笠巻稔、NOSAI
魚沼の川上智広、NOSAI
中越の杵渕隆則の３名が受賞しました。努力賞は真嶋智広、
荒川正義、小林貴弘、小出由之、中野俊英の５名でした。
おめでとうございます。
　その後10月31日に茨城県水戸市・農林水産省農業技術研
修館で開催された全国大会には、県大会の上位入賞者を含
めて６組出場し、前後進飛行Bの部でヤンマー農機新潟推
薦の桜井貴志、渡部貴二巳の両名が見事上位入賞を果たし
ました。 （事務局）

「水田の除草剤使用法」
　新潟県では水田除草剤は現在100銘柄以上も使われてい
ます。これを出荷量から剤型別にみるとフロアブル剤22％、
粒剤44％、ジャンボ剤12％、その他顆粒・液剤・乳剤等が
22％です。このうちジャンボ剤が増加傾向です。この剤は
10アール区画の水田では畦畔から２分間程度で処理できる
上、散布器具も不要で極めて省力・軽作業ですが、水が十
分に張れる水田が条件で、価格がやや高いのが難点です。
　除草剤の使用法では一発処理剤の１回処理で除草を済ま
せる水田が約25％、初期剤＋中期剤の体系使用が10％、残
りの65％は初期剤＋一発処理剤の体系を中心に様々な除草
体系が想像されます。これはあくまでも出荷量からの私の
推定ですが、県専技室が普及指導センターを通しての地域
を限定した調査では一発処理剤の１回処理が49％、初期剤
＋中期剤の体系使用が14％、初期剤＋一発剤の体系使用が
34％と推定しています。両者の推定値にはかなりの違いが
ありますが、草の発生量や主要草種は地域により年次によ
って差異があるからでしょう。また、同一地域でも新剤の
普及や認証米制度の採用、抵抗生雑草の発生などでも大き
く変化するものと思います。
　北陸地域内の特異的な点は、富山県では体系使用が多く、
石川県では粒剤の田植え同時処理、福井県ではジャンボ剤
の使用割合が高いことです。
 （（財）日植調　北陸支部長　成保　俊一）

○ 「にいがた植防だより」116号、ようやく発行にこぎつけました。予定を２ヶ月以上遅れてしまいました。記事によっては時
期を逸した内容になってしまったものもあり、早くにご寄稿いただいた方々には誠に申し訳なく思っております。昨今の植物
防疫を取りまく環境の変化は年々速さと厳しさを増してきており、それに応えるためにもできるかぎりタイムリーな情報をい
ち早くお届けすることが求められていると思います。今後とも関係する皆様のご協力を切にお願いする次第です。

○ 上記とも関連することなのですが、当協会では公益法人としての情報公開を念頭において「ホームページ」の作成に取り組ん
でいます。今年度末までには起ち上げられるように目下努力をしています。その暁には皆様からもご意見をいただき、さらに
よいものに成長させたいと考えています。 （事務局）


