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作物残留試験への
GLP導入について
農薬登録に当たっては膨大な種類の試験データの提出が
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求められます。そのほとんどは安全性に関するデータであ

新潟県農作物病害虫スライドライブラリーを設置しました！…… ６

るため、データにはウソや偽りがあってはならないのは当
然です。現在、そのための信頼性確保の国際的な手法とし

ば寄せられます。たいて

てGLP制度があります。この制度は、米国で発覚した医薬

いの場合、どうやったら

品の安全性データ捏造の反省から考案された制度であり、

GLP対応が可能になるの

我が国の農薬登録でも毒性試験などに比較的早くから導入

かというものですが、む

されています。

しろ対応の必要性を冷静

GLP制度の基本原理をごく簡単にいうと、誰がいつ何を

に考える必要があると思

したかを克明に記録しそれを中立的な立場にある者が常に

います。ISOなど他の類

チェックするというもので、それを達成するための具体的

似の認証制度が施設全体

な共通原則がOECD加盟国間で定められています。例えば、

の管理規範であるのに対

試験施設では該当試験分野に関するあらゆる手続きや試験

し、農薬GLPは農薬登録

操作を文書化しなければならず（これを標準操作手順書と

のために行われるデータ
作成を対象としています。

いう）
、中立的な立場で検閲を行う組織（これを信頼性保
侵入害虫プラタナスグンバイ
（２面に関連記事）

証部門という）
、あらゆる記録を完全な形で長期間保管で
きる体制も作らなくてはなりません。我が国では、この共

㊟本稿とは関係ありません。

通原則を踏まえ、医薬品や農薬などそれぞれの分野ごとに

対象となるデータの種別
についても明確に規定さ
れており、薬効試験など

GLP基準とその認証等の仕組みが設定されています（農薬

はGLP制度とは異なる信頼性確保の手法が求められること

GLPの詳細はhttp://www.acis.famic.go.jp/glp/index.htmを

になっています。このように考えれば、業務として継続的

参照）
。

に農薬登録のための安全性データ作成を行っている試験施

今から１年半前の平成20年春に施行された農薬登録デー
タ作成ルールの改定により、これまで公的機関で行われて

設（植防協会とか民間受託試験機関など）以外では、基本
的にはGLP対応の必然性が乏しいことが理解できます。

いた作物残留試験にもGLP制度が導入されることとなりま

一方、農薬企業による登録推進が望めないマイナー作物

した。現在猶予期間中ですが、平成23年春以降に開始され

に対し、県試験場が積極的に作物残留データを作成する場

る作物残留試験は、マイナー作物を除いてGLP制度に準拠

合があります。しかし、今回の改定でもこれらマイナー作

していなければならなくなります。

物はGLPの対象とはしないことが明記されているため、こ

作物残留試験は異なる地域で複数のほ場試験を行い、そ

の点でもGLP対応を考える必要はありません。さらに、何

れらから得た分析サンプルを分析するという仕組みですす

らかの必要性を感じた場合でも、これまで農薬試験に片手

められます。従って、毒性試験のように単一の試験施設の

間程度にしか取り組んでこなかった試験施設が自らGLP試

みで完結するものとは異なり、作物残留試験では多くの関

験施設としての体制整備を行うことは、実際には容易では

係者をGLP制度に矛盾しないよう組織化する必要がありま

ありません。

す。このため日本植物防疫協会では、自らの機能を整備す

一部では受託組織の不足を懸念する声もありますが、い

る一方、作物残留試験の中心的な役割を担っている県植物

ずれは民間ベースでカバーされることになると思われます。

防疫協会や専門の分析機関との間で組織化をすすめている

「民間でできることは民間に任せる」という政府の規制緩

ところです。

和推進対策が今回のGLP拡大導入の背景にあることも知っ

さて、作物残留試験へのGLP導入の決定以降、県の試験

ておくとよいでしょう。

場や農業関係団体等からその対応についての質問がしばし
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（日本植物防疫協会

藤田

俊一）

に い が た 植 防 だ よ り 第124号

千客万来

多彩な顔ぶれ

〜県内侵入害虫たち〜
最近、分布を広げて県内で初確認される害虫が多いよう
に感じていたので、記録と記憶をたどりながら一覧表にし
てみた。
アカスジカスミカメ成虫

新潟県内で過去40年間に新たに確認された害虫は30種以

イラクサギンウワバ成虫

上に及ぶ（表）
。センチュウ、ダニからハエまで、７つの

有されるようになったため、新たな種の侵入に気付きやす

目に及び、原産地も多方面で、食性も特定の植物しか食べ

くなったことが大きいと思われる。

ない単食性の種から雑食性の種までさまざまである。
表

これらの虫には、いくつかの侵入パターンがある。ジャ

主として1970年以降に新潟県内で初確認された害虫

初確認年
害虫種名
参考
アメリカシロヒトリ
1954
参考
ナミクキセンチュウ
1963
1973
イモグサレセンチュウ

加害作物
街路樹、果樹

現在発生程度
＋＋＋

ヒアシンス、スイセン

±

アイリス
トマト等施設野菜・花
卉

±

備考（推定原産地等）
緊急防除実施

ガイモガ、チューリップサビダニ、トマトサビダニ、ミカ
ンキイロアザミウマなど微小な種は、ほとんどが苗や苗木
に着いて来る人為的な持ち込みとみられる。プラタナスグ
ンバイやアワダチソウグンバイなどは乗り物等による移動

野菜も加害可能性あるも未確認

のほか、風を利用した自力の移動もかなりあるものと思わ

1976

オンシツコナジラミ

1978

ジャガイモガ

ジャガイモ

±

1980
1982

チューリップサビダニ
イネミズゾウムシ
アカヒゲホソミドリカスミ
カメ
シバツトガ
アオマツムシ
グラジオラスアザミウマ
シルバーリーフコナジラ
ミ（備考参照）
ミナミキイロアザミウマ
シロイチモジヨトウ
カキクダアザミウマ
ハスオビキンモンホソガ
ミカンキイロアザミウマ
トマトサビダニ
アカスジカスミカメ
クモヘリカメムシ
モモサビダニ
イチモンジカメムシ
カツラマルカイガラムシ

チューリップ
イネ

＋＋＋
＋＋＋

アメリカ合衆国原産

カメなどは自力で分布を広げたとみられる。シロイチモジ

イネ

＋＋＋

斑点米発生

シバ
街路樹、カキ
グラジオラス

＋＋
＋＋
±

ヨトウ、イラクサギンウワバなどは長距離飛翔に加え、薬

トマト等施設野菜

−

北アメリカ原産
1990年代に増加
アフリカ南部
現タバココナジラミ バイオタイ
プB
東南アジア原産
長距離飛翔性
1975年岡山県で発見
被害は新潟県で初確認
アメリカ合衆国原産
世界の熱帯地域に分布
斑点米発生
斑点米発生
アフリカ、ヨーロッパに分布

1986
1980年代
1980年代
1989
1989
1990
1992
1993
1993
1995
1999
2000
2000頃
2001頃
2001頃
2003
2003
2004
2005頃
2006
2007
2007
2007
2008
2009
2009

トマトハモグリバエ
プラタナスグンバイ
キウイヒメヨコバイ
スモモヒメシンクイ
クロフタモンマダラメイ
ガ
イラクサギンウワバ
アワダチソウグンバイ
タバココナジラミ バイ
オタイプQ
サクセスキクイムシ
クビアカスカシバ

＋＋＋

北米、中米原産
食用として販売用流通イモで確
認

キュウリ、キク等
ネギ、キク等
カキ
クリ
施設野菜・花卉全般
トマト
イネ
イネ
モモ
大豆
クリ等果樹・樹木
キュウリ、トマト等施
設野菜・花卉
プラタナス
キウイフルーツ
スモモ、リンゴ、ボケ

＋
＋＋
＋＋
＋
＋＋＋
＋＋
＋＋＋
＋＋
＋＋
＋＋
＋＋

ナシ、カキ

＋＋

キュウリ、ネギ等
キク、食用ギク
トマト等施設野菜・花
卉
ナシ等果樹、樹木
ブドウ

＋
＋

長距離移動性?
北アメリカ原産

＋＋

イベリア半島原産

＋＋

南米〜北米南部原産

＋
＋＋
＋＋

北アメリカ原産
1991年神奈川県で発見

れる。
一方、アカスジカスミカメ、アカヒゲホソミドリカスミ

剤抵抗性の発達により害虫化したと考えられる。
なお、数年前から注目していてもなかなか見つからない、
マメハモグリバエ、アシグロハモグリバエ等の予備軍は多
く、侵入種のネタは尽きそうにない。今後も少なくともこ
のペースで、またはこれ以上のペースで各種害虫の侵入を
受けることになりそうである。
重要なことは、他県の状況に注目しつつ、本県侵入有無
の確認や発生状況を的確に把握すること、新潟県での生態、
防除技術などを調査・検討し適期に適切な情報を発信する
ことであろう。全くありがたいことに害虫研究の仕事は尽
きそうもない（苦笑）。
（園芸研究センター

中野

潔）

植防一口メモ

＋
＋

長岡地域で早生品種に葉いもち病被害が多発

ここで記した「初確認年」は研究機関等で正確に種が確
認された年で、たいていの種はこの数年前から県内に侵入
していたと推定される。そしてその大半が現在でも
「害虫」
として我々を悩ませている。
また、古くから少数の記録はあるものの、害虫としては
近年重要性が増加したオオタバコガなどは除外しているの
で、これらを入れるとさらに多くなる。
なお、まだ作物加害の確認は無いものの、県内でも成虫
の分布が確認されている、ニセタマナヤガ、ガマキンウワ
バ等は、近い将来リストに追加されると考えられる。
ところで、表を見ると確かに確認種は1990年代以降が多
いようにみられる。私の「記憶の密度」による面もありそ
うであるが、多くは世界的な人や物流の増加、気象の変動
等が影響しているとみられる。さらに近年は、昆虫の分類
学的研究が飛躍的に進み、また情報が迅速に全世界的に共
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長岡地域では、わたぼうし、こしいぶき等早生品種を中
心に一部地域で葉いもち病が多発生しました。
今年は７月の日照不足・長雨により、稲が軟弱化し、低
温が続いたことで、特に早生品種へいもち病の感受性が高
まりました。
発病が見られた地区の特徴としては、①早生品種の比率
が高い、②箱施用剤等による防除が不徹底、③大豆跡や基
盤整備跡の肥沃土壌、④遅植で後半肥効が出たことが挙げ
らます。
緊急対応で、防除薬剤の散布が行われましたが、一部で
は葉いもち病から穂いもち病へ移行し、収量・品質への被
害がありました。
次年度対策として、①予防粒剤散布等の葉いもち病防除
の徹底、②病害虫予察情報に基づく病害の早期発見による
対応等が考えられます。
近年、長岡地域では、いもち病以外にもイネ墨黒穂病、
稲こうじ病、ごま葉枯病が増加していることから、これら
の対応について現在検討されています。
（長岡農業普及指導センター 遠藤由紀夫）
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イネミズゾウムシの翌年の
防除を今年の発生程度から考える
イネミズゾウムシは水稲の代表的な初期害虫で、成虫が
葉を、幼虫が根を加害します。要防除水準が設定されてお
り、田植えの２週間後頃に成虫密度や被害葉を調査して防
除の要否を判断します。この方法は水田１枚ごとに高い精
度で防除要否を判断できますが、育苗箱施用剤の場合は、
調査の前に薬剤を処理しなければならず、これまで利用で
きませんでした。今回、イネミズゾウムシの翌年の防除を、
地域全体で判断できるめやすを作成したので紹介します。

位です。イネミズゾウムシは畦畔や土手などの雑草地で越
冬しますが、越冬後に前年と同じほ場に戻るわけではあり
ません。したがって、発生量は地域全体として捉えること
が必要で、ほ場単位では利用できません。
図２は、３年間、地域全体で無防除を継続した場合、発
生程度が年々上昇する状況を示しています。Ａ地区は平坦
地域で上昇率が極めて緩やかです。一方、Ｂ地区は上昇率
が高く、イネミズゾウムシが発生しやすい、典型的な山沿
い地域です。両地域とも、地域全体で無防除にした場合、
発生程度は徐々に上昇しましたが、１年で急激に上がるこ
とはありませんでした。

図２ 地域全体で無防除を継続した場合の発生程度の年次推移
イネミズゾウムシの被害と成虫
◆地域全体で翌年の防除が不要となる めやす
地域ごとに被害株率を調査し、その平均値が30％以下
の場合、地域全体で翌年の防除は不要です。
【調査方法】
６月第３半旬に、１地域30〜40ほ場で、畦畔ぎわ３・４
条目、計50株の被害株率を調査します。なお、１地域の範
囲はほ場環境が均一な地域を原則とし、水田面積で数十ヘ
クタール程度をめやすとします。また、調査地域は、防除
と無防除のほ場が混在していても問題ありません。

◆新しい めやす を上手に使おう
今年は調査の時期を過ぎましたが、市町村病害虫発生実
態調査などから近年少発生が続いている地域では、図２を
よりどころにして、ある程度の判断も可能と思われます。
そして来年は、防除を判断する調査を実施してみましょう。
水田初期に重要な害虫としてはイネドロオイムシもいま
す。しかし、近年著しい少発生が続いており、発生程度が
極めて少ない地域では、しばらくは防除不要と思われます。
この他にも箱施用剤で防ぐ害虫にはニカメイチュウなど
ありますが、問題となる地域は多くはありません。
育苗箱施用剤は、効果が高く作業が容易なことから、広
く普及してきました。でも、慣行に流されて不要な防除を
していないか、改めて検討したいものです。
（作物研究センター栽培科 山代千加子）
み

ち

く

さ

平成21年度果樹振興事業半ばにて

図１ イネミズゾウムシの当年と翌年の発生程度の関係
◆翌年の発生量はどうなる？
前述のめやすの根拠を図１に示しました。６月の被害株
率が地域平均で30％以下の場合は、ほ場ごとに見ても、翌
年に要防除水準の「50株当たり15頭」に達するほ場はあり
ません。ほ場ごとのバラツキも十分に加味されていますの
で、「このレベル以上で防除が必要」ではありません。
このめやすを用いて防除を判断する場合は、必ず地域単
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４月１日に県果樹振興協会事務局にお世話になって、関
係の皆さんに支えられながら半年になります。
技術的なことは正直なところまだ、分かりませんが実際
に現地研修会などで見事に整枝・せん定された果樹園を観
ると高度な技術と多くの労力がこうした結果に繋がるので
あると、感心させられるばかりです。
しかしながら、高齢化、後継者不足が進行し、いつまで
こうした果樹園を維持管理していけるのか心配でなりませ
ん。
栽培管理に技術力と多くの労力が必要な果樹は稲作など
のように容易に引き受け手を見つけることはできません。
長い間、手を掛けて、育んできた立派な果樹園も手を抜
けば瞬く間に荒れた原野と化します。
果樹産地維持のために産地全体の取組により問題解決の
ための仕組みづくりができないものでしょうか。
次年度果振協事業計画の検討作業に入る段階に来ており
ますが、「みちくさ」を食っている今日この頃です。
（新潟県果樹振興協会事務局 川口 芳雄）
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カメムシをよく知り、斑点米を減らすために
〜カメムシ見きわめ板（Ver.２）の作成・配布〜

１

「カメムシ見きわめ板」とは

して欲しいとの要望が寄せられました。そこで基本的なス

カメムシがイネの登熟期に籾を吸汁加害し、斑点米が発

タンスをそのままに、①重要種としてアカスジカスミカメ、

生することはよく知られています。全国で60種類以上いる

クモヘリカメムシの２種を加える（ただし、クモヘリカメ

といわれる斑点米カメムシですが、新潟県ではそのうちの

ムシの県内での被害実態は不明で現在調査中）、②「防除

４〜５種類が重要種と考えられています。しかし、県内で

の要点」の中で雑草管理をより詳しく記述する、③新潟県

も地域によって主要加害種が異なっており、種類によって

病害虫雑草防除指針から転載していた「防除薬剤」は年に

大きく生態が違うことは必ずしも十分理解されていません。 よって変更されることを考慮して割愛し、剤型別の使用方
重要種の１つであるアカヒゲホソミドリカスミカメは、

法を掲載する、④カメムシの種類別発生消長を雑草地と水

当初、下越地方の限られた地域にだけ被害がみられるロー

田内とに分け、雑草地における世代交代と水田侵入〜水田

カルな種類でしたが、平成10年頃から各地で発生や被害が

内増殖の経過を理解し易くする、といった点を加筆・修正

目立つようになりました。そして、試験研究機関が本種の

して「カメムシ見きわめ板（Ver.２）」としました（下図）
。

生態や防除対策を研究する一方で、本種を含めたカメムシ

３

「見きわめ板」の利活用

類全般について発生状況や被害実態を知る必要となりまし

下越・魚沼・佐渡地域の各防除協議会は、病害虫防除所

た。県では、平成12〜14年に斑点米被害の多かった11地域

が作成した原版を基に「見きわめ板」を印刷し、平成20年

を対象に「新カメムシ斑点米防止対策事業」を実施して詳

夏に病害虫防除員や関係者に配布しています。「見きわめ

しいカメムシの発生経過や防除上の問題点をまとめていま

板」の内容は、本来、防除員をはじめとした予察調査の実

す。その際に、新規のカメムシになじみの薄い人でも分か

施者や防除指導の担当者を想定して作られたものです。し

るようにと関係機関・団体に配布されたのが、「カメムシ

かし、佐渡地域では生産者にも理解を深めてもらおうとＪ

見きわめ板」
（新潟県農林水産部作成）です。

Ａが別途必要部数を増刷し、穂肥指導会などの指導用資料

２

として活用され、本資料の活用の輪が広がっています。

「カメムシ見きわめ板」のバージョンアップ
初めに作られた「見きわめ板」の特徴は、①Ａ４判両面

斑点米カメムシ類は、イネの最重要害虫ですが、まだま

カラー印刷にラミネート加工を施し、調査現場にも持ち歩

だ未解明な点も多く、現在も精力的に調査・研究が続けら

ける、②表側に重要種（アカヒゲホソミドリカスミカメ、

れています。病害虫防除所としても、予察や防除対策の新

オオトゲシラホシカメムシ、コバネヒョウタンナガカメム

知見が得られ、新たな情報提供の必要がある場合には、随

シ、ホソハリカメムシ）の成幼虫の写真を掲載し、絵合わ

時「見きわめ板」を見直していくつもりです。また、カメ

せ的に種類を判別できる、③裏側に「防除の要点」や「カ

ムシだけでなく、イネのその他の病害虫についても「見き

メムシの発生時期」
、
「簡易予察法」を掲載し、防除指導に

わめ板」として作成・配布できないか、現在検討している

も活用できる、というものでした。

ところです。

この「見きわめ板」は、事業実施地域限定で配布された

（病害虫防除所

ものでしたが、数年を経て内容も古くなり、新しく作り直

図

カメムシ見きわめ板（Ver.２）の表面（左）と裏面（右）
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永瀬

淳）

に い が た 植 防 だ よ り 第124号
〜カメムシ類の防除まで残効を持たせた育苗箱処理剤〜

「育苗箱処理」で斑点米カメムシ類防除回数の低減
はじめに

２．有効成分：ピロキロン：12％、 チアメトキサム：8％

県内では「コシヒカリＢＬ」導入から５年が経ち、水稲
の主要病害であった「いもち病」の防除が大幅に見直され、 ３．特
防除体系も大きく変わってきました。

⑴

カスミカメムシ類による斑点米の被害を箱処理で防除
できる。

近年の防除は「斑点米カメムシ類」による「斑点米」の
発生防止を主眼に実施しております。

⑵

箱処理なので天候の影響がなく、防除適期を逃しませ

「斑点米カメムシ類」の防除は、無人ヘリを主体に共同
防除を実施している地域、また、残効性のある粒剤で個人

ん。（特に散布適期の狭いカスミカメムシ類防除）
⑶

「斑点米カメムシ類」の本田防除の回数を減らすこと

防除を実施している地域など、使用する薬剤や防除体系な
どを含めると様々な手段が用いられています。

徴

ができれば省力的。
⑷

いもち病や主要病害虫を２成分で長期間にわたり防除
できる。

本会の「品名・剤型別流通実態」から見ると、「液剤タ
イプ（乳剤、
水和剤含む）
」がコスト面からも多く使用され、

おわりに

次いで「粉剤」
、
「粒剤」の順になっています。
その一方で、早生品種での「いもち病」発生が年によっ

本薬剤は、育苗箱処理で「斑点米カメムシ類」まで効果

て問題となっており、県内の重要防除対象であることに変

が期待される画期的な薬剤ですが、いもち病の防除が不要

わりはありません。

な地域や大型のカメムシが主要加害種である地域などには
向かないため、県内全域において使用できるわけではあり

省力化に貢献する新しいタイプの薬剤

ません。

「斑点米カメムシ類」の防除は、気象条件、稲の生育状

しかし、各地域で発生するカメムシ類の傾向を把握し活

況、カメムシの密度や種類により出穂前後の２回散布が必

用することにより、防除回数の低減＝省力化がはかれる可

要となり、労力的にもきついものとなっています。

能性を秘めた薬剤といえます。

特に個人防除地域では、その負担が大きくなっています。
そこで、「斑点米カメムシ類」防除回数の低減および主

【参考：試験データ（全農営農技術センター）】

要病害である「いもち病」に効果が期待される新たな薬剤
をご紹介いたします。
現状の「本田で使用する薬剤」とは異なり、「育苗箱で
使用する薬剤」により「斑点米カメムシ類」を防除する新
たな発想の薬剤です。
「デジタルメガフレア箱粒剤」の登録
デジタルメガフレア箱粒剤は、斑点米カメムシ類に効果
を示す初めての箱粒剤であり、平成20年10月22日に登録取
得しました。デジタルコラトップアクタラ箱粒剤の殺虫成
分であるチアメトキサムの成分含量を２％から４倍の８％

図１．アカヒゲホソミドリカスミカメに対する斑点米抑制効果

に増加させ、溶出を制御することによりカスミカメムシ類
（小型カメムシ）への効果を実現しました。チアメトキサ
ムの増加によりウンカ類への効果の増強や一部チョウ目害
虫への効果も期待されています。
１．登録内容
作物名

適用病害虫

いもち病
ウンカ類
イネミズ
稲
ゾウムシ
（箱育苗）
イネドロ
オイムシ

使用量

育苗箱
（30 × 60
×３cm、
使用土壌
５L）
１箱当り
カメムシ類 50g/箱

使用時期 使用方法 使用回数
移植前３ 育苗箱の
日〜移植 上から均
当日
一に散布
する

１回

図２．セジロウンカに対する効果

移植当日

（全農新潟県本部
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肥料農薬推進課

鈴木

豊國）

に い が た 植 防 だ よ り 第124号

新潟県農作物病害虫スライドライブラリーを設置しました！
１

ライブラリーの設置について

エ

長年、病害虫研究会において懸案の「蓄積ある貴重な病

⑵

利用した印刷物等の成果物を病害虫研究会に送付
画像の利用申込

害虫スライドを鮮明なデジタル画像化」について、このた

別に定める利用申請書を管理責任者に提出します。

び体制を整えることができましたので、その利用が円滑に

○普通作物：作研センター病害虫担当、経営普及課専

行えるよう、平成21年度からこれまでのライブラリーの利

門技術指導担当（病害虫）

用規定等を変更することにしました。

○園芸作物：園研センター病害虫担当、 同

ライブラリーに蓄積しましたデジタル画像につきまして

⑶

上

画像貸出料金

は、病害虫防除業務に長年勤務されておりました、元県職

公共機関・農業団体：無償

員の小池賢治氏、江村一男氏を中心にして半世紀弱にも及

その他：原則有料（第３者への再配布禁止）画像一枚

ぶ膨大な保存スライドの中から特徴的・特異的な病害虫を

当たり5,000円（振込先は新潟県病害虫研究

セレクトしたものです。

会口座）

先般行われました病害虫研究会シンポで、多くのスライ
ドを提供いただいた前述の小池氏から、病害虫撮影にかけ

４

内容の詳細について

る熱意と執念（１枚の写真に数日を要した苦労談など）が

上記は、概略ですので、細部規定等は下記によります。

紹介されたところです（番外紹介：双頭蓮…１本の蓮の茎

なお、不明の事項につきましては、上記３の管理責任者に

に２つの蓮の花が咲く極めて珍しいスライドも有り）。今

お問い合わせ下さい。

後もデジタル画像を追加していくこととしています。

⑴

新潟県農作物病害虫スライドライブラリーの管理・運
営規定

なお、このデジタル化に要した経費は、県病害虫研究会
員の会費によるものであり、今後の管理運営は会費及び画

⑵

スライドライブラリー画像使用時の著作権の扱いにつ

像使用料をもって当てることとしています。

いて
⑶

新潟県病害虫研究会スライドライブラリー画像リスト

新潟県病害虫研究会スライドライブラリー画像リスト

（県病害虫研究会幹事：堀

武志）

（21．６．18現在）
作物

病害名数

枚数

作物

害虫数

枚数

稲

20

216

稲

24

220

麦類

10

112

麦類

４

６

大豆

12

53

大豆

19

66

小豆

4

27

他

3

133

計

（42）

（381）

計

編

たが、９月15日時点の作況は平年並と報道されました。

（54） （452）

関わるため、管理・運営に関して、事前に関係者協議・調
整し、総会において承認されました。
主なポイントは下記のとおりですので、是非とも多くに
研究会員や病害虫関係者に活用され、病害虫防除の啓発に
役立てていただきたいと考えています。

⑴

画像使用上の基本的な事項
ア

記

防除に多くの方が気をもみ、米の作柄が心配されまし

このライブラリー設置に当たり、近年、著作権が大きく

ライブラリーの利用上の留意事項等

後

○本年は梅雨明けもなく、特に出穂前後の栽培管理、

（総計833枚）

３

集

このことは、生産者始め、関係者の皆様の新潟米にか
ける思いが実ったものと感じており、収穫の秋を喜び
たいと思います。
○新農薬開発に係る動きは、農薬は「国際商品」であ
り、その枠組みで検討され、作物残留性試験のＧＬＰ
制度（試験例数、作物のグループ化）、稲わらやＷＣＳ、
飼料用米等家畜飼料への対応などが新たな課題となっ
ています。
当協会が委託を受けている残留性試験についても、
ＧＬＰ制度の平成23年４月からの本格施行に向け、円
滑な対応について準備を進めているところです。
○先般、日植防主催のシンポジウムが開催され、「防

著作権：新潟県病害虫研究会に属する。利用する場
合は、必ず表示

除と農薬をめぐる新たな検討課題」をテーマに、ＧＬ
Ｐ制度、農薬の天敵影響、土壌くん蒸剤を巡る課題な
ど各分野の講師から発表があり、活発な質疑が行われ

イ

コピー、無断転用・配布：禁止

ウ

インターネット等：不特定多数閲覧媒体への公開禁
止
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たところです。

（事務局）

