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《主　な　内　容》

国の無人ヘリコプター
利用技術指導指針に基づいた

安全対策について

３　今後の無人ヘリコプター利用に向けた課題及び対応
⑴　課　　題
　事故の発生は、病害虫防除に対する地域住民や消費者等
からの信頼を損ない、今後の病害虫防除の実施に支障を及
ぼす恐れがあります。地域によっては、協議会に属さない
個人のオペレーターによる防除請負いの実態もあることか
ら、協議会の設置等指導指針に基づいた安全対策の徹底が
必要です。
⑵　対　　応
　県では、毎年、通知や関係団体と連携した無人ヘリコプ
ター防除安全対策会議の開催により、安全対策の徹底を図
っているところです。しかしながら、無人ヘリによる防除
の拡大とともに事故の発生件数が増加していることから、
今後、市町村段階の協議会の設置を一層推進するとともに、
オペレーターや合図マン（無人ヘリの操縦を補助誘導する
役割を担う者）から役割の重要性を再認識していただき、
事故防止に対する意識が一層高まるよう、安全な病害虫防
除を推進していきたいと考えています。

（新潟県農林水産部農産園芸課　　岸田　賢一）

１　無人ヘリコプターによる病害虫防除の現状
　水稲における病害虫防除については、環境保全型農業等
栽培様式の多様化等により、47年間続いた本県の航空防除
事業が平成18年度をもって廃止され、無人ヘリコプター（以
下、無人ヘリ）等の代替防除方法に切り替えられました。
　平成20年度の水稲における無人ヘリによる病害虫防除は、
県内水稲作付け面積全体の約４割に当たる46,193ヘクター
ル（NOSAI新潟調べ）で実施されており、共同防除の９
割以上を占め、地域における重要な防除手段となっていま
す。
　また、面積の拡大とともに無人ヘリによる事故の発生件
数も増加しており、平成20年度には、墜落や電線への接触
等10件の事故が発生しました。

２　無人ヘリコプター利用技術指導指針
　　　　　〔平成20年７月15日改正〕の概要
⑴　改正の経緯
　国は、近年、無人ヘリ利用が盛んな地域の住民や市民団
体等から、無人ヘリ利用における安全対策の強化を求める
動きが活発化していることから、平成20年７月15日に、パ
ブリック・コメントで寄せられた意見を反映させた無人ヘ
リ利用技術指導指針（以下、指導指針）を関係者に通知し
たところです。
⑵　改正内容
　無人ヘリの安全対策のため、以下の事項について改正さ
れました。
〔主な改正事項〕
①各都道府県段階で設ける無人ヘリコプター協議会、市
町村や実施区域単位で設ける地区別協議会の役割、構
成員等を明確化

②防除等を実施する際の事前周知や危被害防止対策等の
留意事項の追加

③防除等を実施する者が個別である場合の安全対策につ
いて、組織である場合と区別せず、一律に規定
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年 圃場面積（a)
ササニシキBL6号

の総病斑数
ササニシキBL6号

総株数
罹病性品種の
株あたり病斑数

突然変異頻度

2006 5 4 5,427 15.8 4.7×10-5 (1.3×10-5〜1.2×10-4)＊

2007 6 11 5,904 21.1 8.8×10-5 (4.4×10-5〜1.5×10-4)＊

表1　水田圃場におけるイネいもち病菌株の病原性突然変異頻度

注）抵抗性品種にはササニシキBL6号(����)、罹病性品種には、2006年の試験ではコシヒカリ、2007年の試験ではササニシキを供試し
た。＊は95％信頼区間を示す。

区
抵抗性品種の総病斑数

（R)
抵抗性品種の総株数

（N)
罹病性品種の株あたり

病斑数（S) 突然変異頻度（M)

1 3 22,932 9.0 1.5×10-5

2 5 26,107 9.9 1.9×10-5

3 2 24,948 6.4 1.3×10-5

平均 ..3.3 24,662 8.4
1.6×10-5

（7.7×10-6〜2.9×10-5）

表2　畑晩播圃場における病原性突然変異頻度（2007年）

注）区あたりの面積は１a、抵抗性品種にはササニシキBL6号(Pita)、罹病性品種にはササニシキを供試した。＊は
95％信頼区間を示す。

植防一口メモ

大豆の害虫発生予察調査について
　上越地域では平成12年から大豆作付が本格的に始まりま
したが、13年にジャガイモヒゲナガアブラムシによる早期
落葉とハダニによる株の枯死、14・15年にウコンノメイガ
による葉の食害など、突発的に害虫が発生し収量や品質を
低下させる被害が発生しました。これら害虫の防除には基
幹防除以外の緊急防除が必要ですが、特にウコンノメイガ
幼虫による被害は短期間で急激に広がるため、防除適期を
逃しやすい問題がありました。
　そこで、上越地域では16年から関係機関による害虫の発
生予察調査を行い生産者に情報を提供しています。地区毎
に害虫の発生予察状況を確認し、詳細な防除適期を設定す
ることで適期防除が実施され、ウコンノメイガ等の被害が
減少しました。
　現在は確実・即日に生産者へ情報が届くよう伝達方法を
見直すと共に、栽培管理情報も併せて提供することで収量
と品質の向上に役立てています。今後も関係機関の連携に
より調査を継続する予定です。
 （上越農業普及指導センター　　今井　直子）

水田圃場におけるイネいもち病菌の病原性突然変異頻度
はじめに
　イネの中にはいもち病菌の発病を許さない強い抵
抗性を持つものがあります。これは、真性抵抗性と
呼ばれるもので、多くの種類があり、古くから品種
の育成に利用されてきました。しかし、真性抵抗性
を導入した品種においても、いもち病が発生するこ
とがあります。1960年代には、このような事例が多
数報告されました。これは、導入した真性抵抗性を
侵害できる突然変異菌が出現し、蔓延したためです。

おわりに
　新潟県では、マルチラインのコシヒカリBLが栽培され
ています。マルチラインにおいても真性抵抗性を長く利用
するためには、突然変異菌の出現や定着を予測する事が重
要です。最近、実用技術開発事業によってマルチラインに
おけるいもち病流行予測システムが開発され、北陸研究セ
ンターのウエブサイトで「いもち病菌レースの長期変動予
測モデル」として公開されています。これは、マルチライ
ンに利用されている真性抵抗性を侵害する突然変異菌がい
つ現れて増殖するのかを計算するモデルで、混植するイネ
の真性抵抗性の種類、数、比率、交替の時期等を決めるこ
とができます。今回ご紹介した突然変異頻度は、このモデ
ルにおいても、重要なパラメーターの値として利用されて
います。
　私たちは、圃場で採集されたいもち病菌の病原性変異株
についてDNAレベルの解析も進めています。これにより、
どのような遺伝子変異によっていもち病菌の病原性変異が
起こるのかを明らかにしていく予定です。
 （中央農業総合研究センター北陸研究センター　　高橋　真実）

抵抗性品種を長く利用するためには、真性抵抗性を侵害で
きるいもち病菌の出現や定着を予測する必要があります。
そして、これらの予測を行うには、いもち病菌の病原性突
然変異頻度を明らかにすることが重要です。ここでは、圃
場試験によって推定したいもち病菌の突然変異頻度につい
てご紹介します。
試験方法
　2006年は５a、2007年は６aの水田圃場を使って試験を行
いました。圃場には、抵抗性品種（真性抵抗性遺伝子Pita
を持つササニシキBL６号）と罹病性品種（コシヒカリあ
るいはササニシキ）を列ごとに品種をかえて移植しました。
　この圃場に、いもち病菌株（レース007）を接種したイ
ネを伝染源としていもち病を蔓延させました。この菌株は
突然変異によって病原性を獲得しない限り抵抗性品種には
病気を起こしません。また、この菌株はDNAマーカーに
よって他の菌株と識別することが可能です。このような菌
株を使ったのは、周辺の水田から飛んできたいもち病菌と
試験に使用した菌株を区別して、結果に影響しないように
するためです。
　水田圃場での試験は年一回しか行うことができません。
そこで2007年には、いもち病が発生し易い畑晩播圃場でも、
水田圃場と同様な試験を実施しました。
　突然変異頻度は、各品種に生じた病斑数から下記の式に
従って推定しました。
　　　M　＝（R/N）/S
　　　　　　　　M： 病原性突然変異頻度
　　　　　　　　R： 抵抗性品種の総病斑数
　　　　　　　　N： 抵抗性品種の総株数
　　　　　　　　S： 罹病性品種の株あたり病斑数
結　　果
　2006年の水田圃場の試験では、抵抗性品種に４個の病斑
が認められ、突然変異頻度は4.7×10-５と推定されました。
　2007年の試験では、11個の病斑が認められ、突然変異頻
度は8.8×10-５と推定されました（表１）。畑晩播圃場での
試験では３区の合計で10個の病斑が認められ、突然変異頻
度は平均で1.6×10-５と推定されました（表２）。これらの
結果からイネいもち病菌の圃場における病原性突然変異頻
度は10-５のオーダーであると考えられました。
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み ち く さ

　佐渡では、平成20年９月に朱鷺の試験放鳥されたことも
あり、島内では「人と朱鷺が共に生きる島づくり」「美し
い島・佐渡づくり」等の環境保全に対する運動が活発に取
り組まれています。この運動の一環として、農業部門にお
ける取り組みでは「朱鷺などの餌場となる環境にやさしい
農法による水田の拡大」を目指し、餌場となる棚田作りや
冬期湛水栽培などの取り組みが試みられているところです。
　また、農薬の散布成分回数や化学合成由来肥料の使用量
を削減する減減栽培への取り組みも増加してきています。
地元農協では平成20年産からコシヒカリについては３割以
上の減農薬減化学肥料栽培、平成24年には５割以上の減農
薬減化学肥料栽培に完全に移行する計画で、環境負荷の少
ない農業生産を目標としています。稲作生産者をはじめ、
農作物の生産現場に携わる人は誰もが農薬のありがたさを
実感している一方で、できるだけ化学農薬等に頼らない多
様な防除技術を導入し、有利販売にもつなげていこうとい
う気運が、佐渡島内では高まっています。
　こういった背景から、稲作にとどまらず園芸生産におい
ても関係機関から環境にやさしい技術開発についての研究
課題化が要望されているところです。

園芸作物での減農薬栽培の研究状況
　佐渡農業技術センターでは2005年度からおけさ柿におけ
る減農薬防除効果の確認を行っていますが、病害虫の発生
状況をみながら新潟県特別栽培農産物認証基準内（農薬成
分回数11成分以内）での生産が可能という結果が得られて
います。しかし、かき園地の周辺環境や様々な条件のなか
で、主要病害虫である円星落葉病やすす点病、カメムシ類
など害虫の発生は当然違ってきます。
　防除実施については園地ごとに判断していかなければな
らず、どの園地でも一律に指導できるものではありません。
病害虫の予察情報による防除対応や農薬削減技術の一つ一
つを総合的に組み立てるなかで、減農薬栽培に取り組んで
いかなければならないと考えています。
　野菜類においては、短期間で収穫できる葉菜類（ほうれ
んそう、コマツナ、チンゲンサイ、ミズナ）において、露
地及びハウスでの実証試験を行っています。キスジノミハ
ムシやカブラハバチ類など土中にいる害虫対策やモンシロ
チョウ、ヨトウ類やコナガ類等の進入防止を目的に、太陽
熱消毒及び防虫ネット被覆（0.6㎜目）をすることで栽培
が可能でした。しかし、ヨトウ類やコナガ類の幼虫が進入
する場合もあり、減収する事例もでており、こういった物
理的な防除方法の他に、化学農薬に頼らない技術としては
◎生物的防除（天敵の大量放飼や拮抗微生物剤による病害
防除等）◎化学的防除（フェロモントラップによる害虫の

そ　の　昔
　その昔、奈良の都の貴族は煙たなびく里村を山から見下
ろして庶民の生活を偲んだという。
　春の彼岸を過ぎると、村々のあちこちから煙が立ち昇っ
た時代があった。苗代に撒く籾殻燻炭づくりや、畦畔の枯
れ草の焼却であり、百姓が春の農作業を始めた風物詩でも
あった。
　籾殻は燻炭や堆肥となり、田畑に撒かれ作物の生長を助
け、畦畔雑草の焼却は越冬害虫の退治となり、再生してく
る雑草を家畜の飼料とするための事前準備でもあった。
　そこには、「バイオマス資源」の活用や「IPM」理念な
どの哲学があったに違いない。
　科学の発達により農業は近代化され、百姓は「農業者」
と称され事業主・経営者」となった。
　煙は、大気汚染の原因といわれ罰則の対象ともなった。
「トキ」が住む社会を目指して、今「科学」（化学）」が問
い直されている。今一度足下を見直して農業を考えたい。
　百姓は気ぜわしい。周辺で農作業が始まると、いてもた
ってもいられなくなる。豊作を目指して頑張ろう。
 （試験員　　中川　武則）

１　円星落葉病による被害

大量誘殺法等）などの効果が実証されており、これらの防
除法を現地の状況に合わせながら総合的に組み入れ、新技
術の確立や普及に今後も取り組む必要があると考えます。
 （佐渡農業技術センター　　西澤　靖樹）

佐渡地域における
減農薬栽培の取り組みについて

【写真】かきの主要病害虫被害

２　すす点病被害果 ３　カメムシ類による被害果
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 （新潟県病害虫防除所）

平成20年に新潟県で初確認された病害情報
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H20統計
作付面積
116,900ha

無人
　  ヘリ
　　    コプ
　　        ター
　　         防除

ダスター・スプレー等防除
　3,491ha　3.0％

共同
   　防除
        49,955ha

　　　　　42.7％

請
負

請負以外の共同防除
  271ha　0.2％

個人
一斉防除
12,647ha
10.8％

個人・その他
66,945ha
46.5％

4,6193ha
 39.5％

49,684ha
42.5％

作付面積に対する防除面積割合(実面積)

平成20年度水稲防除実施成績及び
病害虫地域予察強化事業実施成績について

　今年度の水稲防除実施成績及び病害虫地域予察強化事業
の実施成績が取りまとまりましたので、その概要をお知ら
せします。

１　水稲病害虫防除実施成績
　共同防除は、粟島浦村を除く県下30市町村のうち28市町
村で実施しています。そして防除の実施主体の数は、
NOSAI組合が40地区、市町村、防除協議会、JAが13地区
となっています。
　共同防除の延防除面積は、57,671haで前年に比べ2,014ha
減少しました。その原因は、生産調整の強化等により水稲
作付面積が3,800ha減少したためです。この延防除面積に
占める請負防除面積は、57,353haで99.4％、無人ヘリコプ
ター防除は、53,731haで93.2％（前年度91.2％）を占めて
います。この結果、共同防除のほとんど全てが請負防除で
あり、防除方法は多くを無人ヘリコプターで行われる状況
になっています。また水稲作付面積に対する共同防除の割
合は、42.7％（前年比0.7％増）で、その他、NOSAIや地
域の防除協議会等が農家へ農薬を配布して行う個人一斉防
除が、10.8％（前年同率）となっています。
　次に剤型別延防除面積は、液剤が53,636ha、粉剤が
1,885ha、粒剤が2,150haとなっています。無人ヘリコプタ
ー防除の面積が９割以上を占めることから、液剤の割合が
93％になっています。また防除における対象病害虫を、い
もち病、紋枯病、害虫及びその組み合わせにより分類する
と、その面積割合は害虫の単独防除が50.5％、いもち病・
害虫の同時防除が20.7％、紋枯病と害虫の防除が14.8％と

に基づく必要最小限の防除の実施や、減農薬栽培等の面積
の増加、さらにはコシヒカリBLの定着により、平均1.2回
となっています。この防除回数は、３年連続1.2回（地上
防除）であり、県内では、ほぼ１回防除が定着したと言え
ます。
　以上のことから、平成20年度の共同防除は、無人ヘリコ
プター防除の割合が増えたこと以外は、共同防除等の割合
も昨年とほぼ同じであり、前年度と比べ、大きな変化はな
かったと言えます。
　防除手段が無人ヘリコプターに集中する中で、今年度は
10件の事故が発生しました。このため県から、安全対策の
徹底について文書が発出され、さらに安全対策会議も開催
されました。次年度は、無人ヘリコプター防除の安全対策
が最重要課題であり、各実施主体には、事故を起こさない
ための安全体制の整備・強化が求められています。

２　病害虫地域予察強化事業実施成績
　予察調査員の人数は1,114人（前年比１名減）で、１市
町村（地区）あたり18人でした。近年関係機関の機構改革
等により、調査員の減少が続いていますが、その中で農家
調査員が10名増加しました。農家調査員の参画は農家の予
察調査に対する意識啓発や口コミによる情報伝達効果が期
待できることから、引き続き積極的な調査参画への取り組
みをお願いします。
　次に全県の調査地点数は、2,677地点で、昨年とほぼ同
じ45㌶に１地点の割合で設置されています。また調査回数
は全県で11回増加し、平均調査回数も0.1回増え６回とな
りました。増加分は、近年局地的に発生しているニカメイ
チュウの越冬前・越冬後の調査です。

３　終わりに
　水稲共同防除は、防除効果やコスト削減のため有効な方
法であり、今後も継続していくためには、安全対策に万全
を期し、地域住民等の理解を得て実施することが重要です。
今後とも発生予察結果に基づく適期・的確な防除の実施に
協力をお願いいたします。
 （NOSAI新潟　　小林　久史）

病害虫地域予察強化事業実績表（水稲）

項　　目
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 普及セ

ンター その他 計 平均
回数

延地
点数

延調査
員　数

人 人 人 人 人 人 人 回 点 人 ha
県 計 140 311 214 346 77 26 1,114 6.0 16,177 5,604 45
１市町村平均 2.3 5.0 3.5 5.6 1.2 0.4 18.0 － 260.9 90.4 －
前 年 実 績 144 317 216 336 83 19 1,115 5.9 16,416 5,465 46
前年実績対比 △ 4 △ 6 △ 2 10 △ 6 7 △ 1 0.1 △ 239 139 △ 1

なっています。防
除対象に害虫を含
む防除面積の割合
は99.4％で、ほぼ
すべての共同防除
で、害虫を対象に
防除をおこなって
います。
　さらに平均防除
回数は、予察調査
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表２　平成20年度の予察調査員設置状況　
項目

市町村名 市町村 JA NOSAI 農業者 普及指導
センター 計

小千谷市 1 6 5 2 1 15
川 口 町 2 1 1 1 5
魚 沼 市 3 8 2 22 1 36
南魚沼市 3 5 3 35 3 49
湯 沢 町 1 1 1 2 1 6
十日町市 8 9 4 11 3 35
津 南 町 3 3 1 1 8
合 計 21 33 17 72 11 154
平 均 3.0 4.7 2.4 10.3 1.6 22.0

（単位：人）

編　集　後　記
○例年にない暖冬・少雪の年、農作業準備が着々と進
められています。20年産の農作物に関する各種の検討
会、シンポなどにおいて思いもしなかった、また、こ
れまで県内で見られなかった病害虫が新たに発見され
る報告があり、今回の植防だよりにも掲載されていま
す。
　農作物、特に県の基幹作物である稲作は、年１作で
あり、環境保全型農業の進展により、今後も拡大の一
途の中、予期しない病害虫発生による減収や品質低下
の懸念が払拭できない状況において、生産者自らがこ
れまでの経験、各機関の予察情報や生育情報などとと
もに、ほ場観察をこまめに行って適切に対応し、安全・
安心でかつ高品質生産が行われる年になることを願っ
てやみません。 （事務局）

予察調査と連携した防除実施について
○共同防除の現状
　NOSAI魚沼は、平成11年の広域合併により２組合２広
域事務組合が合併、現在では４市３町で事業を展開してい
ます。
　この間、水稲病害虫共同防除の体系も大きく変わり、平
成17年度コシヒカリBLの一斉導入によって現在の共同防
除回数は平均1.2回と減少しています。魚沼地域の代表的
な病害虫は、何と言っても「いもち病」です。常発生地域
であり、いもち病による被害は農家経営に大きな影響を及
ぼしてきました。
　従来、その対策として殆どの地区で一斉防除を重要と考
え、共同防除が実施されてきました。しかしながら、防除
作業員の高齢化や兼業農家の増加、大区画圃場整備により、
既存の体制維持が困難となり防除班の数は減少しました。
　共同防除の手段として、背動散による一斉防除や、大型
ダスター・スプレーヤと、一部地域で有人ヘリコプターに
よる航空防除が実施されてきました。しかし、近年、農薬
取締法の改正や環境保全型農業の推進により、防除方法が
見直され、有人ヘリコプターによる航空防除は平成11年を
最後に、その補完的役割であった無人ヘリコプターによる
共同防除へ全面移行となりました。また、その他共同防除
実施地域でも殆どが無人ヘリコプター防除体制へ移行され
ています。

○病害虫発生調査の実施状況
　病害虫発生予察調査の体制については、市、町を中心に
普及指導センター・JA・NOSAI及び地域の中核的な農家
調査員によって構成されています。農家調査員が構成員に
なることは、技術・知識向上はもとより、地元の最新情報
を地域へ持ち帰るといったメリットがあります。
　現在の病害の発生状況については、平成17年度のコシヒ
カリBLの導入を機に、それまで最大の難敵であった「い
もち病」の発生が極地的な発生となっています。よって、
常発生地域であった魚沼でも発生予察調査時での発病確認
は、極少発生となっています。
　虫害では、飛来性の斑点米カメムシの存在が、信濃川下
流に位置する地域から徐々に上流へ生息地を拡大している
ように思われます。調査においてもその結果が現れており、
現在では、従来生息している歩行性の斑点米カメムシと併
せた防除指導が課題となっています。
　また、近年多発生傾向にあるのが、イネアオムシ（フタ
オビコヤガ）であり、一部地域では緊急防除を実施される

ほどになっています。発生は、防除が実施された一部地域
だけではなく、魚沼各地において増加の声が聞かれ注目さ
れています。今年度、病害虫の発生で話題となった稲こう
じ病や、ごま葉枯病と併せて注視していきたいと思います。
　このようなことから、従来の防除体系や、病害虫の発生
状況が変化していることもあり、今後も充実した調査活動
を継続実施するためには、農家調査員の担い手への移行に
対応した研修が重要と考えます。

○今後の防除対応
　今後の共同防除の実施にあたっては、栽培体系が異なる
圃場が混在するため、効率的な共同防除体制がとりにくい
現状がありますが、それぞれの地域に適した防除方法を、
ポジティブリスト制度に対応しながら実施し、必要に応じ
追加防除を圃場ごとに検討することが大枠と考えます。ま
た、加えて事故防止対策の徹底には再度の注意をはらい、
作業従事者間の情報共有と意識統一を図っていきたいと考
えています。
　終わりに、魚沼地域では平成19年に掲げられた「魚沼米
憲章」に基づく、安全・安心な米づくりを展開する上で、
病害虫発生予察調査は重要な役割を担っています。調査結
果を基にした最小限の防除を実施するためにも、地域の現
状を的確に把握し、情報の早期伝達に努める必要がありま
す。
　安全・安心な防除を励行しながら、地域に根ざした役割
を果たしていきたいと思います。
 （NOSAI魚沼　　佐藤　　守）

表１　NOSAIが実施主体となる共同防除延面積の推移


