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平成27農薬年度

水稲農薬の出荷動向
平成27農薬年度（平成26年10月～平成27年９月）の本会

３

剤型別の出荷動向
剤型別に比較した場合、液剤が113,580ha（前年比104％）
、

出荷実績にもとづき防除面積を算出しました。
育苗箱処理剤も含めた本年度水稲農薬の延べ防除面積は

粒剤が18,037ha（前年比94％）、粉剤（ＤＬ）が15,075ha（前
年比91％）、育苗箱処理剤が48,112ha（前年比89％）となり、

199,076ha、前年比99％となりました。
コシヒカリＢＬの導入後、防除面積が最小となった平成

近年の出荷動向と大きな変化はありませんでした。
なお、本田防除の場面では昨年同様、粒剤使用による個

20年度以降は、大きな変動は見られません。

人防除から、液剤を主体とした共同防除への移行が一部地
１

いもち病防除剤の出荷実績

域で見受けられました。

本年度のいもち病防除面積は、59,577ha。過去４か年推

この点については、地域の防除体制整備も含め、省力・

移では最小の面積となり、前年比では93％となりました。

低コスト化に向けて各種取組みがすすんでいる結果だと考
えられます。

薬剤別では、１成
分で他病害にも有効
な「トップジン剤」
をはじめ、「オリゼ
メ ー ト 剤（Dr.オ リ
ゼ含む）
」
「ブラシン
剤」が、昨年に引き
続き大きくシェアを占める結果となりました。
また、育苗箱処理の分野では近年、
「ルーチン剤」が伸
長傾向にあります。
【参考】
本稿には記載していませんが、作付品種の構成、現場からの防除
要請等を受け、育苗箱処理を含めて紋枯病の防除面積が増加してい
ます。

２

４

害虫防除剤の出荷実績
本年度の害虫防除面積は157,209haで、前年比97％とな

りました。

おわりに
農業を取り巻く環境は依然厳しい状況が続く反面、「食

に対する安全性と信頼性」を求める消費者の欲求は、年々
高まりを見せています。

薬剤別で見ると、初期

こうした消費者ニーズが、病害虫防除の体系にどのよう

害虫をはじめチョウ目害

に反映され、変化をもたらせていくかは予測がつきかねま

虫にも効果がある「フェ

すが、新潟米をはじめ、県内農作物の高品質かつ安定的な

ルテラ剤」の育苗箱処理

生産を実現していくためにも、病害虫防除の役割が重要で

と、斑点米カメムシを主

あることには変わりありません。
地域それぞれの発生予察にもとづき、その時々の実状に

体とした
「スタークル剤」
の本田散布による防除対

適した防除方法を選択・実施していくことが大切だと考え

応が主力となっています。

られます。
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（全農新潟県本部

肥料農薬総合課

徳吉正臣）
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セイヨウナシ褐色斑点病の防除の問題点と
その改善策について
１

はじめに
新潟県内の西洋なし「ル レクチエ」産地において、セ
イヨウナシ褐色斑点病（以下：褐色斑点病）が近年増加傾
向にある。本年度は主産地である県央地域において多発生
し、その被害が問題となっている。この状況を受けて、本
年８月に県では、普及、研究、市町村の行政、ＪＡ及びＮ
ＯＳＡＩ等の果樹栽培指導担当者を招集して、褐色斑点病
の対策会議を立ち上げた。現在、これらの県内の果樹担当
者と生産者が一体となって、褐色斑点病の防除対策に取り
組んでいる。
本稿では、次年度以降このような被害を繰り返さないた
めに、防除上の問題点を明らかにするとともに、一部地域
で行われている新たな防除の取り組みについて述べる。
２ 褐色斑点病の病原菌とその伝染環
本病は、糸状菌の一種であるステムフィリウム属菌によ
る病害である。本病の第一次（越冬）伝染源は、園地土壌
表面に散乱した前年の罹病落葉と罹病果実である。それら
の病斑上に形成された子のう胞子の飛散によって伝染が起
こる。併せて枝の越冬病斑上に形成された分生子も伝染源
となると考えられ
ている。これら子
のう胞子と分生子
の感染により、葉、
枝、果実が発病し、
さらに病斑上に大
量の分生子を形成
し、周りの葉、枝、
果実に再度感染を
繰り返す（図１）
。
３ 褐色斑点病の防除上の問題点
防除を難しくしている理由は、他の西洋なし品種と比べ
て「ル レクチエ」が本病原菌に対して極めて感受性が高
いことである。しかし、
「ル レクチエ」をブランド品目と
して位置づけて生産振興に取り組んでいる本県にとっては、
本病はなんとしても克服しなければならない課題である。
防除の基本は、伝染源を少なくすることである。そのた
めには、剪定時に発病枝を剪除するとともに、収穫後～発
芽前までに病落葉、発病果実を徹底的に除去する。さらに
生育期間中に発生する罹病した葉、果実、枝は可能な限り
除去する。中でも、越冬伝染源の主体となる落葉を園地か
らの収集・除去することが最も重要である。しかし、落葉
の収集・除去処理は、労力や作業性の面から生産者から敬
遠されている。依然として過度に薬剤防除による効果を期
待する生産者が大多数を占めているのが現状である。しか
し、本病は薬剤の効果が出にくい病害であり、登録薬剤が
４剤と少ない。現地の現状は、残念ながら薬剤防除で抑え
切れる伝染源量を遙かに超えていると考えられる。落葉の
収集・除去等の耕種的防除の重要性は理解されても、その
実践に結びつかないことが、防除指導上の大きな問題とな
っている。

４

新たな現地の試み
近年、主産地の普及センターと生産者が一体となって新
たな落葉の収集・除去の方法が提案され、現地で実践され
はじめている。一部地域では、その高い防除効果を確認し
ている。その一方で、落葉の収集・除去は、園地を除草し
た後、熊手を用いて人力で行っており極めて効率が悪かっ
た。そこで、背負い式動力散布機及びブロア（以下：ブロ
ア）の風圧を利用して、落葉を集める軽労で効果的な手法
が提案されている。さらに、現地ではこの方法により集め
た落葉を、簡易な手動式および動力式の集草機（以下：ス
イーパー）を用いて、更なる効率化を図っている。現地で
実際に試してみたが、従来の熊手を用いた方法に比べて、
格段に効率的であると感じた。ただし、この方法を適用す
るためには、園地が除草されていることが前提となる。ま
た、降雪後には落葉が園地地上面に張り付いた状態になる
ことから、処理は降雪前に実施する方が良い。このブロア
とスイーパーを用いた落葉の収集・除去の方法がベストな
方法とは言いきれないが、耕種的防除を実践する手始めと
してはベターな方法であると考えられる。
５ 最後に
現在、当センターでは薬剤、有袋栽培による防除に加え、
上記のような落葉の収集・除去等の耕種的防除法に関する
研究を進めている。これまでの現地における落葉の除去処
理の優良事例から、越冬伝染源を減らせば発病が少なくな
ることは明らかである。是非とも指導機関である読者の
方々の御助力を賜りたい。

（園芸研究センター 棚橋 恵）
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植防一口メモ
セイヨウナシ褐色斑点病に挑む

新潟県のブランド品目として、県民の皆様に愛されている
西洋なし“ル レクチエ”
。
近年、ル レクチエに感染し、落葉や果実落果を引き起こ
す病害「セイヨウナシ褐色斑点病（以下褐色斑点病）
」が蔓
延し、県内各産地に大きな被害を与えています。
ここ佐渡も例外ではなく、大きな影響を受けています。
褐色斑点病の病原菌が落葉や枝で越冬することから、佐渡
羽茂地区では、多く発生した園地で、出荷が終わった年末に
落葉を集める対策を続けています。
具体的には、トレンチャーで
溝を掘って、そこへ竹ほうきや
熊手を使い落葉を集めて投入し、
土をかぶせます。
作業前は、落葉を集める大変
さに懸念を示していた方も、実
際の作業では、慣れると比較的にスムーズに行っています。
その結果、落葉を埋めた畑で発病が減少し、収穫量も発生
前と同程度まで回復しました。
今年も次年度の褐色斑点病の発生を抑えるため、落葉処理
に汗を流しています。




（佐渡農業普及指導センター羽茂分室

渡邊嘉顕）
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粘着式フェロモントラップ利用における２つの工夫
害虫調査においては、フェロモントラップの利用が徐々

製品です（図３）。１枚の価格は約120円で、発生予察用（約

に増えてきています。フェロモントラップにはいくつかの

290円）の１/２以下です。ただし、発生予察用は台紙が白

種類がありますが、粘着板を利用したトラップ（粘着式ト

色でマス目も印刷されているのに対して、ネズミ捕り用は

ラップ）がよく使われています。このトラップでは、専用

台紙の色が茶褐色でマス目もありません。そのため、アカ

の発生予察用粘着板を使用しますが、粘着板は比較的高価

ヒゲホソミドリカスミカメなどでは誘殺虫の識別がやや難

で、調査を行うにはその

しくなり、不慣れな場合には計数に時間がかかるという欠

コストが問題になります。

点があります。

特に斑点米カメムシのア

ネズミ捕り用粘着紙には何種類かがあり、粘着剤が一部

カヒゲホソミドリカスミ

にしか塗られていないものや、台紙に耐水性がないものな

カメで使用されているト

ど、フェロモントラップに使用するには適さないものがあ

ラップでは、１回に２枚

ります。購入する際には注意してください。

の粘着板を使用し
（図１）
、
また、１週間程度の間隔

図１ ア
 カヒゲホソミドリカスミカメ用の
フェロモントラップ

２

アマガエル対策
粘着板の粘着面全体に食塩（１枚当たり0.8～１ｇ程度）

で新しいものに交換する必要があることから、その負担が
大きく、調査の普及の障

をまいておくと、アマガエルによる捕食がほとんどなくな

害になっています。他方、

ります。食塩を均一にまくには、ガラス瓶に入って売られ

水稲害虫のフタオビコヤ

ている食卓塩が適しています。秤に粘着板を載せて、秤の

ガや大豆害虫のマメシン

表示を見ながら食塩をまきますが、慣れれば秤なしでも所

クイガでは、粘着板に捕

定量をまくことができるようになります。非常に簡単です

獲された虫がアマガエル

ので、アマガエルで困っている場合は試してください。

により捕食されることが
頻繁に起こり（図２）
、

図２ 粘
 着板上でフタオビコヤガを捕食し
ているアマガエル

３

さいごに

正確な調査ができずに困る場合があります。アマガエルに

フェロモントラップの利用は害虫調査の簡便化や精度向

よる捕食は、比較的小型の他の害虫でも問題になっている

上に有効な手段です。これまでは果樹などの害虫が中心で

と思われます。それぞれの解決策を紹介します。

したが、最近は水稲害虫のアカヒゲホソミドリカスミカメ
や大豆害虫のマメシンクイガでも、具体的な発生予察技術

１

安価な粘着板の使用

が示されています（成果情報は農業総合研究所のＨＰ

発生予察用の粘着板の代替としてネズミ捕り用の粘着紙

http://www.ari.pref.niigata.jp/ にあります）
。是非、こ

を使用できます。水稲害虫のアカヒゲホソミドリカスミカ

れらの害虫についてもフェロモントラップによる調査を検

メ、アカスジカスミカメを対象に調査した結果、ネズミ捕

討してください。

り用粘着紙を使用したフェロモントラップの誘殺数は発生



予察用とほぼ同じで、降雨や高温による悪影響もありませ

（作物研究センター
み

ち

く

さ

お米と家畜

んでした。
調査に使用したネズミ捕り用粘着紙は、発生予察用の粘
着板と形や大きさがほぼ同じで、耐水性が表示されている

図３ ネズミ捕り用粘着紙（上）と発生予察用粘着板（下）の外観
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石本万寿広）

畜産研究センターでは、自給飼料の利用拡大や飼料費を
安くするため家畜に飼料用米を食べさせ、輸入とうもろこ
しの代替がどこまでできるのか、さらに一歩進めて、家畜
や生産物に優位性が見いだせないかと多くの試験を行って
います。この試験の中で、家畜のお米に対する好みが少し
見えてきたので紹介します。
豚はとうもろこしよりもお米が好きなようです。玄米の
挽き割りを配合飼料と同じく、ぱくぱく食べます。
次に鶏は個体差があり、ほとんど食べない鶏もいれば、
お米ばかり選んで食べる鶏もいて様々です。でも、牛や豚
は籾米や玄米を粒のまま食べると、消化されなかったお米
がふんに多く出てしまいますが、鶏は砂肝（筋胃）ですり
つぶすので全て消化できます。スゴイ！
そして牛は、お米のみを与えると食べ残す牛がいますが、
色々な飼料と混ぜて食べさせるときれいに食べます。現在、
お米主体で牛がもっと食べてくれる方法を研究中です。

（畜産研究センター 生産・環境科 増子正弘）
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平成27年度主要農作物病害虫の発生概況
病害虫防除所では普通作物３作物、果樹４作物、野菜５
作物の巡回調査ほ場で病害虫の発生実態調査を行っていま
す。平成27年度の調査結果をまとめましたので、水稲・大
豆の主要病害虫、果樹・野菜で特徴的な発生のあった病害
虫の発生状況について紹介します。
１ 水稲の病害虫
（１）いもち病
葉いもちの本田初発生は６月23日と平年（６月26日）に
比べやや早まりました。７月第２半旬から各地で発病が認
められ、7月下旬には早生品種でズリ込み症状を伴う多発
生事例がみられましたが、コシヒカリＢＬの発病は少なく、
全般に平年並に少ない発生でした。
穂いもちの初確認は８月５日で平年並でした。葉いもち
の発病が少なく、コシヒカリの出穂期にあたる８月上旬の
降雨が少なかったため、８月下旬～９月上旬に各地で稀～
少発生が散見されましたが、発生量は平年比やや少ない発
生でした。
（２）紋枯病
初確認は７月９日で平年に比べ遅くなりました。７月下
旬から発生し始めましたが、８月上旬までは降雨日数が少
なかったため、病勢進展は緩慢でした。しかし、８月下旬
～９月上旬は降雨日数が多く、９月上旬の病勢進展は急速
で止葉葉身まで発病した株が散見されました。発生量とし
ては平年並でしたが、発病地点率は高く、本病の発生は近
年やや増加傾向が続いています。
（３）斑点米カメムシ類
主要加害種のうち、アカヒゲホソミドリカスミカメの畦
畔雑草での発生地点率は平年比やや高く、水田内の発生量
は平年比やや多くなりました。アカスジカスミカメは畦畔
雑草での発生地点率は平年比高くなりましたが、水田内の
発生量は平年並でした。６月下旬の畦畔雑草上での多発生
を受けて、県では7月1日に注意報を発表しています。
10月末現在の斑点米による格落ち率は、県全体で平年よ
り高い発生となっています。品種別では極早生・早生品種
で平年より高い～やや高かったのに対し、中生品種のコシ
ヒカリは平年並でした。気象経過をみると８月上旬まで高
温少雨でしたが、８月中旬からは一転して低温多雨傾向で
す。熟期の早い品種では出穂期からカメムシ類の水田侵入・
加害活動が助長されましたが、熟期の遅い品種ではその影
響が小さかったために品種による差が大きかったとみてい
ます。
（４）その他病害虫
育苗箱に発生する病害は全般に平年比やや少ない発生で
したが、ばか苗病は各地で発生が目立つ状態が続いていま
す。ごま葉枯病は６月５日に補植用置苗で発病が確認され、
６月下旬には本田発病がみられ、発生時期は平年比早くな
りました。７月上旬から各地発生し、８月上旬には中発生
ほ場が確認されました。しかし、出穂期以降の発病進展は
緩慢で、上位葉の病斑や穂枯れ症状は少なく、発生量は全
般に平年比やや少なくなりました。害虫では、ニカメイチ
ュウの被害は平年並～少なく、セジロウンカは飛来量が少
なく増殖率も低く、平年比やや少ない発生でした。
２ 大豆の病害虫
（１）病害
生育期間中の主要病害の発生は平年並～やや少なく、子

実被害粒の発生は
紫斑粒、べと病粒
は平年比やや少な
く、褐斑粒は平年
並で多発生事例は
確認されませんで
した。
（２）害虫
食葉性鱗翅目幼
写真１ 鱗翅目幼虫による大豆の被害
虫の発生が平年比
多く、８月下旬にツメクサガ、オオタバコガが多発生し、
上位葉が葉脈を残して食害される被害が各地で認められま
した。子実被害粒は平年比やや少ない～少ない発生でした。

写真２

ツメクサガ幼虫

写真３

オオタバコガ幼虫

３ 果樹の病害虫
（１）セイヨウナシ褐色斑点病
葉の発病は４月下旬から、果実の発病は７月下旬からみ
られ始め、地域間差は大きいものの、全般に平年比多い発
生でした。
（２）モモせん孔細菌病
５月上旬に発病が認められ、７月上旬まで概ね少発生で
推移しました。７月下旬以降、発病葉が急増し、甚発生園
地も認められるなど発生量は平年比やや多くなりました。
果実の発病は全般にはやや少ない発生でしたが、一部の地
域では多発生園地も認められました。
（３）ブドウ褐斑病
７月上旬に発病が認められ、９月上旬以降に発病葉が増
加し、９月下旬には多～甚発生園地が認められ、発生量は
平年比多くなりました。
４ 野菜の病害虫
（１）キュウリうどんこ病
抑制栽培では、８月下旬頃から発病葉が急増し、９月上
旬に多発生ほ場が確認されました。９月下旬には中～多発
生ほ場が散見され、地域によっては甚発生ほ場も認められ
ました。全般に平年比やや多い発生でした。
（２）ネギさび病
６月上旬から発生し、７月上旬には一部ほ場で多発生し
ました。７月下旬にはさらに発病が進み甚発生ほ場も確認
されました。夏期の発病は減少しましたが、９月下旬以降、
再び発病の増加が認められ、発生量は平年比やや多くなり
ました。
（３）ねぎのネギアザミウマ
常発地では５月下旬から被害が認められ、６月下旬には
一部ほ場で甚発生ほ場が認められました。発生盛期は８月
上旬で、夏期の被害は徐々に低下しましたが、秋期まで密
度の高い状態が続きました。地域間差は大きいものの、発
生量は全般に平年比やや多くなりました。

（新潟県病害虫防除所 平野俊和）
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農薬実証ほ成績の概要について
平成27年度の農薬実証ほでは、殺菌・殺虫剤22剤、除草
剤21剤の合計43剤を延べ60か所で実証し、普及性を評価し
ました。12月11日に成績検討会が開催され、検討会参加者
による熱心な検討の結果、それぞれの薬剤の総合評価が決
定されましたので、その概要をお知らせします。
水稲の殺菌剤ではいもち病を対象とした粉・液剤、紋枯
病を対象とした箱施用剤の効果が確認されました。殺虫剤
では、イネミズゾウムシ、ドロオイムシ等を対象とした箱
施用剤の効果が確認されました。
水稲用除草剤では、初期剤３剤、初中期一発剤11剤、中
後期剤１剤の実証が行われ、いずれも効果が確認されまし
た。直播水稲用除草剤は初期剤、初中期一発剤、中後期剤
が各１剤ずつ実証され、対象雑草の発生が全く無かった中

表３

野菜殺虫殺菌剤
薬

にんじん

しみ腐れ病

プリロッソ粒剤

トマト

コナジラミ類

コルト顆粒水和剤

アスパラガス

ネギアザミウマ

ディアナＳＣ

アスパラガス

アザミウマ類

プロパティフロアブル

きゅうり

うどんこ病

表４

果樹殺菌剤
薬

名

作物名

病害虫名

ぶどう

べと病

フルーツセイバー

ぶどう

うどんこ病、褐斑
病

ムッシュボルドー

もも

せん孔細菌病

エクシレルＳＥ

もも

モモハモグリガ

コテツフロアブル

かき

カキサビダニ

ダニコングフロアブル

なし

ハダニ類

花き殺虫殺菌剤
薬

普通作物殺菌殺虫剤
作物名

剤

エトフィンフロアブル

アグリメック

名

病害虫名

ユニフォーム粒剤

除草剤１剤も効果が確認されました。

剤

作物名

うどんこ病

表５

薬

名

いちご

後期剤を除いて効果が確認されました。また、水田畦畔用

表１

剤

プロパティフロアブル

剤

名

作物名
きく

病害虫名
ハダニ類

大豆用除草剤では、一年生雑草を対象とした実証剤の効

病害虫名

果が確認されました。

トライスタークル粉剤ＤＬ

水稲

イネいもち病

トライフロアブル

水稲

イネいもち病

トライＫ粉剤ＤＬ

水稲

イネいもち病

エバーゴルフォルテ箱粒剤

水稲

イネ紋枯病

エバーゴルワイド箱粒剤

水稲

イネ紋枯病

ネギアザミウマ、アザミウマ類を対象とした実証が行われ、

パディート箱粒剤

水稲

イネミズゾウムシ、
イネドロオイムシ、
ニカメイチュウ

いずれも効果が確認されました。

スタウトパディート箱粒剤

水稲

イネミズゾウムシ、
イネドロオイムシ、
フタオビコヤガ

のせん孔細菌病、モモハモグリガ、かきやなしのハダニ類

Ｄr.オリゼプリンススピノ箱粒剤6

水稲

フタオビコヤガ

を対象とした実証が行われ、結果的に発生が多くなってか

表２

野菜では、いちご、にんじん、トマト、アスパラガス、き
ゅうりの７作物でうどんこ病、しみ腐れ病、コナジラミ類、

果樹では、ふどうのべと病、うどんこ病、褐斑病、もも

らの散布となってしまった日本なしのハダニ類を対象とし

普通作物除草剤
薬

剤

名

作物名

処理方法等

成分数

た薬剤を除き、実証剤の効果が確認されました。

メテオフロアブル

水稲

初期剤

1

かねつぐ１キロ粒剤

水稲

初期剤

2

ホットコンビフロアブル

水稲

初期剤

2

ガンガン豆つぶ250

水稲

初中期一発剤

2

ウイナーLジャンボ

水稲

初中期一発剤

3

カチボシLジャンボ

水稲

初中期一発剤

3

は、普及性があると評価された農薬は41剤で、表１～表５

クミスターLジャンボ

水稲

初中期一発剤

3

クミスターL豆つぶ250

水稲

初中期一発剤

3

のとおりになります。

月光１キロ粒剤

水稲

初中期一発剤

3

いずれの作物においても、近年問題となる病害虫や雑草

ゴエモン1キロ粒剤

水稲

初中期一発剤

3

ナギナタ豆つぶ250

水稲

初中期一発剤

3

を中心に実証剤の普及性が評価されました。今後、各地域

ベンケイ1キロ粒剤

水稲

初中期一発剤

3

の発生実態に合わせた防除体系への組み込みが期待されま

モーレツ１キロ粒剤

水稲

初中期一発剤

3

ライジンパワーフロアブル

水稲

初中期一発剤

3

す。また、既存の薬剤と作用機作の異なる新規成分の薬剤

フルチャージジャンボ

水稲

中後期剤

2

ヒエクリーン１キロ粒剤

直播水稲

初期剤

1

ザンテツ1キロ粒剤

直播水稲

初中期一発剤

2

グラスショート液剤

水田作物

水田畦畔除草剤

1

コダールＳ水和剤

大豆

一年生雑草

2

プロールプラス乳剤

大豆

一年生雑草

3

花きでは、キクのハダニ類を対象とした実証剤の効果が
確認されました。
検討の結果、実施機関１か所以上で普及性が高い、また

もいくつかあり、薬剤抵抗性病害虫対策としての「作用機
作の異なる薬剤のローテーション散布」にも活用されると
期待されます。
今後も多くの実証を積み重ね、生産現場への速やかな活
用を図ることが望まれます。
−5−

（事務局）
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新潟県産業用無人ヘリ飛行技術競技会報告

新潟県産業用無人ヘリコプター推進協議会主催による飛
行技術競技会を平成27年10月14日（水）に新潟県の後援を
得て県農業大学校において開催しました。
当協議会は平成７年に設立され、無人ヘリコプターの安
全運行の推進と利用促進を図るため、研修会や技術向上の
ため毎年飛行競技会を開催しています。
全国大会の予選も兼ねた競技会は21回目を数え、一昨年
から前後進飛行の部及び対面飛行の部に区分して開催して
おります。
選手は、今年認定証を取得した人から指導員クラスのベ
テランまでと多彩な顔ぶれで、前後進飛行には30組、対面
飛行には２組の合わせて32組が出場しました。

野ペア（ＮＯＳＡ
Ｉ新潟中央）及び
伊藤・佐藤ペア（Ｎ
ＯＳＡＩ新潟中
央）がメーカー推
薦として出場しま
した。
各選手健闘の結
果、上位入賞を果
上位入賞ペア（全国大会）
たすことができ、
本県のオペレーターのレベルの高さが示されました。
競技終了後、話題のドローンを使った空中撮影のデモフ
ライトが行われました。
あらかじめエリアや高度などの飛行方法をスマートフォ
ンで入力し、自動操縦による離着陸やホバリング撮影など
の身軽で機敏な飛行が実演されました。

（事務局）
編

天候は雲一つ無い快晴で、微風がある状況でしたが、絶
好の飛行条件の下、全国大会に準じた競技方法及び審査方
法に従い、各選手の熱演が繰り広げられました。
審査の結果、最優秀賞各部１組、優秀賞３組、努力賞３
組を入賞とし、協議会長から表彰状及び副賞等が授与され
ました。
競技会終了後、審査委員長から講評として、オペレータ
ーと合図マンの緊密なコミニケーションが安全飛行に繋が
ることや、ベテラン選手の飛行を参考に技量の向上と事故
防止の徹底を図るようコメントされました。
また、各選手には、後日、審査項目毎の採点結果に加え、
審査員からのアドバイスを添えてフィードバックし、今後
の自己研鑽の参考としていただくことにしています。
さらに、10月30日に水戸市で開催された全国産業用無人
ヘリコプター飛行技術競技大会には、最優秀賞に輝いた佐
藤・渡部ペア（ＮＯＳＡＩ新潟中央）及び山崎・小松ペア
（ＮＯＳＡＩ上越）を協議会推薦、優秀賞受賞の冨山・大
−6−

集

後

記

○ 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
い申し上げます。
 新潟の年末年始は、暖冬やエルニーニョの影響なのでし
ょうか、雪は少なくとても過ごしやすく助かります。山の
スキー場は大丈夫だったでしょうか、ちょっと心配です。
 遅くなりましたが「にいがた植防だより」143号をお届
けします。
○ 今号では、産業用無人ヘリコプターの飛行技術競技会の
模様を紹介させていただきました。
 昨年、ドローンの首相官邸への墜落等を契機に航空法が
一部改正されました。
 重量200ｇ以上のドローン等無人航空機に対し、飛行さ
せる空域及び飛行方法等についてのルールが定められたも
のです。
 これにより、現行の産業用無人ヘリコプターによる農薬
空中散布についても、規制の対象 となり、事前に飛行に
関する国土交通大臣の許可、承認を受けることが必要とな
ります。
○ 本県の平成26年度産業用無人ヘリによる水稲
（麦、大豆）
病害虫防除実施面積は、
 7,300ヘクタール余で、基幹的な防除手段として定着し
ている状況にあります。
 今後とも円滑な防除作業が継続できるよう関係者のご理
解とご協力を、さらには、事故防止に努めていただきたい
と思います。
○ 今回の法改正を機に、近い将来、ドローンなどの無人飛
行機が、農薬散布のみならずその特性を活かし、リモート
センシング等新たな農業分野での利活用に期待したいもの
です。
○ 今年もにいがた植防だよりのご愛読よろしくお願いいた
します。
（事務局）

