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剤型別防除面積の推移

平成28農薬年度

水稲農薬の出荷動向
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　平成28農薬年度（平成27年10月～平成28年９月）の本会
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
195,274ha、前年比98％となり、大きな変動はないものの、
２年続けて減少傾向となっています。

１　いもち病防除剤の出荷実績
　本年度のいもち病防
除面積は、59,882ha、
前年比101％となりま
した。
　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　害虫防除剤の出荷実績
　本年度の害虫防除面
積は151,386ha、前年
比96％となりました。
　薬剤別で見ると、初
期害虫をはじめチョウ
目害虫にも効果がある
「フェルテラ剤」の育
苗箱処理と、斑点米カ
メムシを主体とした「スタークル剤」の本田散布による防
除対応が主力となっています。

３　剤型別の出荷動向
　剤型別に比較した場合、液剤が113,306ha（前年比100％）、
粒剤が16,639ha（前年比92％）、粉剤（ＤＬ）が14,044ha（前
年比93％）、育苗箱処理剤が51,284ha（前年比107％）となり、
省力化の面において有効性のある育苗箱処理剤の出荷伸長
が見受けられました。

４　おわりに
　農業を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いています。
　一方で、「食に対する安全性と信頼性」を求める消費者
の欲求は、年々高まっています。
　こうした消費者ニーズにこたえるために、農業関係者が
一丸となり、新潟米をはじめ
県内農作物の高品質かつ安定的な生産を実現・継続してい
く必要があります。
　そのためにも、収量や品質へ多大な影響を及ぼす病害虫
の防除が、今後も重要視されることに変わりはありません。
　生産者、地域、県関係機関及びＪＡ等が連携し、地域そ
れぞれの病害虫発生予察にもとづき、その時々の実態に適
した防除方法を選択・実施していくことが大切だと考えら
れます。

� （全農新潟県本部　肥料農薬総合課　甲野　翔太）
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イネごま葉枯病の防除対策について 

 

１ はじめに 

 イネごま葉枯病は従来は限られた地域で発生していましたが、平成 18 年頃から発生

面積が増加し、県内各地で発生が見られるようになりました（図１）。特に下越、新

潟地域を中心に、止葉の枯れ上がりや「穂枯れ」まで至る多発生となって減収する事例

も目立つようになりました。また、発生面積が拡大することで地域全体の伝染減量が

増加するため、今後の発生リスクの高まりが懸念されます。 

ごま葉枯病は土壌条件や肥料条件によって発病が大きく左右され、「秋落ち」と深い関

係があります。そのため、防除対策としては、まず「土づくり」や「秋落ちさせない肥培

管理」が基本となります。これらは、高品質米生産につながる基本技術でもありますので、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 症状と被害 

 主に葉と穂に発生します。育苗時の発生は稀で、本田の症状が主体になります。７月頃

から葉に病斑が出始め、葉身に周辺が黄色くなった黒褐色楕円形斑点（２～３mm 程度）の

病斑ができます。病斑が拡大すると、丸みを帯びた大型病斑となり、色は黒褐色から灰褐

色となりやや不鮮明な輪紋ができます。穂では、穂軸や枝梗が淡褐色～飴色になり、発生

が著しい場合には穂枯れ症状となります（図２）。 

 本病が多発すると、枯死葉の増加と穂枯れの発生により登熟歩合が低下し、最大で

２割程度減収します。また、激発条件では、玄米の光沢が劣り、腹白米、基白米およ

図１ 新潟県内のごま葉枯病発生推移（病害虫防除所調査） 

になります。 

（１）土づくり 

稲わらの秋すきこみを実施するとともに、完熟堆肥等有機物を積極的に施用しましょう。

また、土壌診断結果等を活用し、不足養分の補給を目的として鉄やケイ酸、マンガン等を

含む土づく資材を施用しましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 各種成分を含む土づくり資材の施用による減収抑制事例（平成 21 年） 

 

（２）作土層の確保 

作土層が浅い場合は土壌中の根の分布を広めるために、徐々に深耕を進めましょう。田

畑輪換も根の分布を広めるのに有効です。可能な場合には、鉄分を豊富に含む土壌を客土

することで土壌環境を改善できます。 

（３）施肥や栽培管理の改善 

施肥は適正量を施用し、後期栄養を確保できる施肥設計としましょう。ただし、硫酸根

肥料（硫安等）は根腐れを助長するため、使用を避けましょう。また、適切な中干しによ

り、イネの過剰生育を抑え、土壌の還元の発達を抑え、根の活力を維持させましょう。 

（４）殺菌剤散布 

毎年多発生するほ場では、上記耕種的防除を行った上で、適切な薬剤を選択して薬剤防

除を行いましょう。 

（作物研究センター 堀 武志） 
 

新品種導入と病害虫の発生

　多収性品種の新潟次郎やいただきなど、これまで作付けさ
れなかった新しい品種の栽培が増えています。また、本年度
は新之助の先行栽培が行われ、次年度から一般栽培が開始さ
れます。新しく導入される品種は、いもち病など重要な病害
に対する特性は育成の過程で評価されているものの、評価が
行われるのは多様な病害虫のごく一部にすぎません。このた
め、導入する新品種で実際にどのような病害虫が発生し問題
となるかは、栽培してみなければ解りませんし、問題となる
病害虫は地域によって異なる可能性もあります。病害虫の発
生経過をよく観察し、どの病害虫が問題となるかを見極める
必要があります。作付け初年目で病害虫の発生が問題となら
なくても、たまたまその年は病害虫の発生しにくい気象条件
だったのかもしれません。少なくとも数年間は注意深く観察
を続け、それぞれの地域でその品種に適した防除体系を組み
立ててください。
� （経営普及課　石川　浩司）

植防一口メモ　①

イネごま葉枯病の防除対策について
１　はじめに
　イネごま葉枯病は従来は限られた地域で発生していまし
たが、平成18年頃から発生面積が増加し、県内各地で発生
が見られるようになりました（図１）。特に下越、新潟地
域を中心に、止葉の枯れ上がりや「穂枯れ」まで至る多発
生となって減収する事例も目立つようになっています。ま
た、発生面積が拡大することで地域全体の伝染源量が増加
するため、今後の発生リスクの高まりが懸念されます。

素代謝の栄養凋落が急速に進んで抵抗力が低下します。こ
のような条件に加えて適度に降雨があると発生が多くなり
ます。

４　防除対策
　本病の発生には様々な要因が影響するため、総合的な対
策を行う必要があります。まずは発生しにくい環境にする
ために、土づくり、施肥・栽培管理の改善等の耕種的防除
を最優先に実施した上で、毎年多発生するほ場では薬剤防
除を行う、というのが基本的な考え方になります。
（１）土づくり
　稲わらの秋すきこみや完熟堆肥等の有機物の施用は土づ
くりの基本であり、稲を健全に生育させ本病を抑制する第

図１　新潟県内のごま葉枯病発生推移（病害虫防除所調査）

図２　穂枯れ症状

となります。これらは、高品質米生産につながる基本技術
でもありますので、しっかり取り組んでいただきたいと思
います。

２　症状と被害
　主に葉と穂に発生します。育苗時の発生はまれで、本田
の発病が主体になります。７月頃から葉に病斑が出始め、
葉身に周辺が黄色くなった黒褐色楕円形斑点（２～３mm
程度）の病斑ができます。病斑が拡大すると、丸みを帯び
た大型病斑となり、色は黒褐色から灰褐色となりやや不鮮
明な輪紋ができます。穂では、穂軸や枝梗が淡褐色～飴色
になり、発生が著しい場合には穂枯れ症状となります（図

２）。
　本病が多発すると、枯死葉の
増加と穂枯れの発生により登熟
歩合が低下し、最大で２割程度
減収します。また、激発条件で
は、玄米の光沢が劣り、腹白米、
基白米および茶米等が増加し、
品質が低下します。

３　発生生態
（１）伝染源
　伝染源は保菌種子、被害わらや籾がらです。苗での発病
がまれであることや本病の発生時期が生育の後半であるこ
とから、本田に残存した被害わらの影響が大きいと考えら
れます。
（２）発生しやすい条件
ア　土壌・栄養条件
　発病は土壌・栄養条件によって大きく左右されます。特
に、砂質土壌に代表される秋落ち水田では、地力や保肥力
が低く各種養分が流亡しやすい特性を持っています。その
ため、生育後期に栄養凋落が起こりやすくなり、本病に対
する抵抗力が低下して発病が助長されます。また、土壌中
の鉄やケイ酸、マンガン等の不足により、発病が助長され
ます。
イ　栽培管理条件
　生育制御や施肥設計が適切でなく、イネの初期生育が旺
盛で生育後期に栄養凋落となる場合や、ワキの発生等で根
腐れしやすい条件で発病が助長されます。
ウ　気象条件
　病原菌は比較的高温を好む菌です。イネへの侵入適温は
25～30℃で、侵入には約90％以上の湿度が必要です。また、
出穂期から登熟後期まで高温、特に夜温が高いとイネの窒

図３　各種成分を含む土づくり資材の施用による減収抑制事例（平成21年）

　ごま葉枯病は
土壌条件や施肥
条件によって発
病が大きく左右
され、「秋落ち」
と深い関係があ
ります。そのた
め、防除対策と
しては、まず「土
づくり」や「秋
落ちさせない肥
培管理」が基本

一歩となります。また、
土壌中の鉄やケイ酸、マ
ンガン等が不足したほ場
では、これらを含む土づ
くり資材を施用すると減
収抑制に有効な事例も得
られています（図３）。
土壌診断結果等も活用し、
適切な土づくりに努めて
下さい。
（２）作土層の確保
　作土層が浅い場合は土

壌中の根の分布を広めるために、徐々に深耕を進めると良
いでしょう。田畑輪換も根の分布を広めるのに有効です。
可能な場合には、鉄分を豊富に含む土壌を客土することで
土壌環境を改善できます。
（３）施肥や栽培管理の改善
　肥料は適正量を施用し、後期栄養の確保に努めることが
大切です。ただし、硫酸根肥料（硫安等）は根腐れを助長
するため、使用を避けましょう。また、適切な中干しは、
イネの過剰生育を抑えるとともに、土壌の還元の発達を抑
え、根の活力を維持させるため、発病抑制につながります。
（４）殺菌剤散布
　毎年多発生するほ場では、耕種的防除による被害軽減効
果が短期間では現れにくいこともありますので、薬剤防除
も検討して下さい。
� （作物研究センター　堀　武志）
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イネクロカメムシの発生について

　平成27−28年の冬は少雪であったためか、これまで発生が
見られなかったマイナー（？）な水稲害虫が確認されました。
　平成28年６月中旬頃、水稲多収性品種の生育調査中にイネ
ゾウムシの食害痕のような葉先枯れの症状が散見されたため、
近づいて見ると、一株当たり１～数頭の「イネクロカメムシ」
が株元に潜り込んでおり、部分的には被害株率が８割を超え
ていました。
　イネクロカメムシは、越冬した成虫が水田に侵入し、葉鞘
を吸汁するため、葉先枯れや黄白色の斑点症状が見られ、多
発すると草丈の伸長や分げつを抑制するとされており、他に
も糸魚川市内の数カ所のほ場で同様の食害痕が確認されまし
た。
　本年は、最も発生が多かったほ場で念のために防除を行っ
たこともあり、収量等への影響は見られませんでしたが、今
後の気象条件によっては徐々に発生が拡大することも考えら
れますので、今後とも関係機関・団体と連携して発生状況を
注視していきたいと考えています。
� （糸魚川農業普及指導センター　塚本　充広）

植防一口メモ　②

セイヨウナシ褐色斑点病の農薬登録状況と耕種的防除について
１　はじめに
　昨年、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）が猛威を
ふるい。平成27年度の被害額は推定約2億円となった。そ
こで、農業者や農業指導機関の関係者に褐色斑点病の防除
対応を喚起するために、昨年12月発行の第143号において
伝染環、防除上の問題点、現地の防除の取り組みを取り上
げた。本号では、新たな農薬の登録状況及び現地実証で明
らかになった耕種的防除の実践事例等の知見について述べ
る。

２　殺菌剤の登録状況について
　褐色斑点病に対しては既にポリオキシンAL水和剤、キ
ノンドーフロアブル、チオノックフロアブルおよびオキシ
ラン水和剤の4薬剤が農薬登録されている。しかし、褐色
斑点病は、西洋なしのほぼすべての生育期間で感染が見ら
れるため、防除薬剤数としては十分ではない。そのため、
県では防除指導上の必要性から新たな登録農薬の適応拡大
を目指した。褐色斑点病菌に対する活性を菌叢生育阻害試
験、胞子発芽阻害試験および西洋なし「ル レクチエ」葉
を用いた生物検定試験により調べた結果、有望と考えられ
る殺菌剤5剤を選定した。また「ル レクチエ」樹において、
実際に褐色斑点病の感染・発病時期である4月下旬～6月下
旬に薬剤を散布して、葉に対する効果および薬害の発生の
有無を調査したところ、これらの殺菌剤はいずれも褐色斑
点病の防除に有効であった。本病防除の緊急性から、これ
らの殺菌剤については農水省の特例措置により、次年の防
除暦に間に合うように登録を急いでいるところであり、12
月14日付でアスパイア水和剤、テーク水和剤およびオルフ
ィンプラスフロアブルの3剤が先行して登録された。他の2
剤は現在登録申請中である。

３　耕種的防除の実践事例
　褐色斑点病では主要な伝染源である病落葉の処理が最も
重要である。本年度、三条農業普及指導センターと協力し、
県央地区の主産地において落葉収集処理による褐色斑点病
低減効果を確認した。実証ほ場は、平成27年10月20日～12
月7日までに背負式ブロアと手動式の集葉機（スイーパー）
を用いて落葉収集を4回実施した（写真）。地表面には㎡あ
たり30～50枚の落葉が残る程度であった。その結果、実証
ほの果実発病は7月8日以降であり、地域全体の6月23日よ
り遅かった。また9月上旬の果実発病調査では、前年は80
％を超えたが、落葉収集処理を実施した本年は25％と低く
推移した。
　発病果率が低減した背景には、落葉処理に加え開花直前
から被袋前までの殺菌剤散布強化と早期被袋（6月4日終了）
との相乗効果があると考えられた。また、実証ほのある地
域では、地域ぐるみで落葉処理を行い、薬剤防除を徹底し
たことも効果を上げた要因であると考えられた。

４　落葉処理の課題
　一方、落葉の収集・除去処理は、労力や作業性の面から

生産者に負担がきわめて大きい。当センターでは作業の軽
労化や作業性の向上を目指し、乗用草刈機に接続して使用
する小型動力式スイーパーを用いた集葉試験を開始した。
この機械は元々公園やゴルフ場の清掃用に開発されたもの
で、棚が低い園、支柱の間隔が狭い園及び傾斜地に立地す
る園では効率的な運用はできなかった。そこで、メーカー
の協力を得ながら装置の小型化を図り、今後様々な園地に
おいて作業性を評価する予定である。落葉処理については、
ほ場の耕耘、イネや芝で用いる腐熟促進剤の利用など様々
なアイデアが出されているが、現状では、病原菌を撲滅す
るほどの効果を上げる方法は見つかっていない。確実に園
内から落葉を除去するのが最も発生を少なくする方法であ
る。併せて、現在は産地毎に個別で対応している収集した
落葉の処分方法の検討も必要であり、堆肥化等により病原
菌が不活性化するか否かについても研究を進めているとこ
ろである。今後は、研究、指導機関や生産者が一体となっ
て個々の園地にあった軽労で効率的な落葉の収集・除去の
方法を構築する必要がある。

５　おわりに
　現在、当センターでは落葉の収集・除去等の耕種的防除
法に関する研究に加え、効果的な殺菌剤の散布体系、被袋
時期の検討、樹体生育や気象、施肥と発病の関連調査等の
研究に取り組んでおり、その成果は逐一防除暦に反映させ
る予定である。褐色斑点病の防除には、落葉の処理は必須
の技術であり、是非とも指導機関である読者の方々には産
地における徹底した指導をお願いする。
� （園芸研究センター　棚橋　　恵）
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ブドウリーフロール病及びスイカ炭腐病、スイカ黒点根腐病の発生
　防除所では、県内で初めて発生が確認された病害虫を特
殊報として発表しています。今年発表した特殊報の一部は
本誌第145号で紹介していますが、引き続き確認された病
害虫をお知らせします。
１　ブドウリーフロール病（ブドウ葉巻病）
　平成27年８月、新潟市南区のぶどう園において、品種赤
嶺に紅葉及び葉縁が裏側に巻いている症状（葉巻症状）が
認められました（写真１）。そこで葉を採取し、農林水産
省横浜植物防疫所に同定依頼したところ、ブドウリーフロ
ール病（ブドウ葉巻病）と同定されました。

写真１　ブドウリーフロール病の紅葉、葉巻症状（品種：赤嶺）

写真２
スイカ炭腐病微小菌核

写真３　
スイカ黒点根腐病子
� のう殻
（提供：農研機構�
　　東北農業研究センター）

２　スイカ炭腐病、スイカ黒点根腐病
　両病に共通する急性萎凋症状は以前から新潟市のすいか
産地で問題となっていましたが、その多くは原因不明とさ
れていました。そこで、平成26年７月、新潟市で急性萎凋
症状が発生したほ場からスイカ根を採取し、秋田県立大学
でRISA法、NTRF-PCR法を用いて診断したところ、スイ
カ炭腐病菌、スイカ黒点根腐病菌が確認されました。
（１）特徴
　両病とも収穫間際に急激にしおれ、被害が甚だしい場合
は枯死します。スイカ炭腐病では、感染すると根の細根が
脱落し主根の表皮が黒炭色に変色します。この変色した部
位には直径0.1mmほどの黒色微小菌核が多数形成されてい
ます（写真２）。スイカ黒点根腐病では、主根は飴色に変
色し、やがて主根が枯死するようになると根の表面に直径
0.3mmほどの小黒点（子のう殻）を形成します（写真３）。

（１）特徴
　秋になると葉が巻き、果実が赤や紫に着色する品種では、
葉が葉脈の緑色を残しながら赤く変色し、果実が緑色の品
種では葉が黄化気味になります。品種により程度の差があ
り、巨峰やピオーネでは病徴は不明瞭です。
　発病すると果実の糖度低下、酸度の上昇、１果粒重の低
下などの被害があります。被害の程度は品種によって異な
り、生食用品種では赤嶺や甲斐路などで著しい傾向があり
ます。なお、病徴がなくても果実にこれらの被害が生じる
との報告があります。
　本病はウイルス病ですが、病原とされているウイルスは
９種類あります。国内の生食用ぶどうからはそのうち３種
類が検出されていますが、いずれも醸造用欧州種でみられ
るような顕著なリーフロールを発症するものは少ないよう
です。
　本病原ウイルスは接ぎ木で伝染します。台木にも潜在感
染している場合が多いようです。また、病原ウイルスのう
ち国内生食用ぶどうからも検出されているGLRaV-１、3と
呼ばれるウイルスは、カイガラムシ類による伝染が知られ
ており、国内ではクワコナカイガラムシによる伝染が確認
されています。
（２）防除対策
　ウイルス病に予防や治療効果を有する農薬はありません。
保毒樹がある場合はコナカイガラムシの防除を的確に行っ
てください。また、改植する場合はウイルスフリー苗木を
導入してください。

　スイカ炭腐病は微小菌核が土壌中で２～4年間生存して
伝染源となり、連作で菌密度が高まります。本病の被害は
スイカの他、ユウガオ、メロン、サツマイモ、マメ科植物、
キクで報告されています。一方、スイカ黒点根腐病では子
のう殻が土壌に残り伝染源となります。また、子のう胞子
は土壌中に５年以上生存するという報告があります。本病
原菌はキュウリ、メロン、ユウガオ、スイカ、トウガン、
シロウリ等、広範囲のウリ科植物に病原性が確認されてい
ます。
（２）防除対策
　発生ほ場では連作を避け、発病株は抜き取りほ場外で埋
却等処分してください。また残根処理は丁寧に行ってくだ
さい。栽培管理では摘果を適切に行い樹勢の衰えを防いで
ください。
　スイカ炭腐病は今のところ適用のある農薬はありません。
スイカ黒点根腐病ではクロルピクリン・D−Dくん蒸剤に
よる土壌消毒を行ってください。
  （病害虫防除所　横山　泰之）
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表１　普通作物殺虫殺菌剤
薬剤名 作物名 病害虫名

スターダム箱粒剤 水稲 斑点米カメムシ、イネカラバエ
ゴウケツ粒剤 水稲 イネいもち病
ゴウケツモンスター粒剤 水稲 イネいもち病
ルーチンエキスパート箱粒剤 水稲 紋枯病
ダイアジノン粒剤10 大豆 マメシンクイガ

表２　普通作物除草剤
薬剤名 作物名 処理方法等 成分数

ショキニー250グラム 水稲 初期剤 2
マットタブジャンボ 水稲 初期剤 2
メテオフロアブル 水稲 初期剤 1
アッパレＺ　1キロ粒剤 水稲 初中期一発剤 3
ウィナーＬフロアブル 水稲 初中期一発剤 3
ガンガンジャンボ 水稲 初中期一発剤 2
キマリテフロアブル 水稲 初中期一発剤 2
ゴエモンフロアブル 水稲 初中期一発剤 3
ゼータタイガー　1キロ粒剤 水稲 初中期一発剤 3
ゼータタイガーフロアブル 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
ベンケイ１キロ粒剤 水稲 初中期一発剤 3
アトトリ1キロ粒剤 水稲 中後期 1
スケダチエース　1キロ粒剤 水稲 中後期 1
ワイドショット　1キロ粒剤 水稲 中後期 2
プレキープ1キロ粒剤 水稲直播 初期剤 2
ベストパートナー　１キロ粒剤(カルパー） 水稲直播 初期剤 1
ベストパートナー　１キロ粒剤(鉄コーティング) 水稲直播 初期剤 1
テッケン1キロ粒剤 水稲直播 中後期 2
プロールプラス乳剤 大豆 一年生雑草 3
フルミオＷＤＧ 大豆 一年生雑草、広葉雑草、アサガオ類 1

表３　野菜殺虫殺菌剤
薬剤名 作物名 病害虫名

ラミック顆粒水和剤 きゅうり うどんこ病
エトフィンフロアブル きゅうり べと病
スクレアフロアブル すいか 菌核病

プリロッソ粒剤 だいこん
ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、
コナガ、アオムシ、アブラムシ類

フェニックスフロアブル えだまめ ネキリムシ類
ダントツ粒剤 かんしょ コガネムシ類
プロパティフロアブル なす うどんこ病

表４　果樹殺虫殺菌剤
薬剤名 作物名 病害虫名

デュアルサイド水和剤 なし ハダニ類
インダーフロアブル かき うどんこ病

「農薬実証ほ成績の概要について」
　平成28年度の農薬実証ほでは、殺菌・殺虫剤15剤、除草
剤23剤の合計38剤を延べ48か所で実証しました。普及性は、
地域で使用されている薬剤と防除効果や作業性を比較して
総合的に評価しています。12月９日に成績検討会が開催さ
れ、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水面施用粒剤、
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、斑点米カメムシ、イネカラバエを対象とした箱
施用剤の効果が確認されました。
　大豆の殺虫剤では、マメシンクイガを対象とした粒剤の
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９剤、中
後期剤３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３剤、中後期剤１剤が実証
され、効果が確認されました。
　大豆用除草剤では、一年生雑草等を対象とした２剤の効

果が確認されました。
　野菜では、きゅうり、すいか、だいこん、えだまめ、か
んしょ、なすの６作物でうどんこ病、べと病、菌核類、ハ
イマダラノメイガ等、ネキリムシ類、コガネムシ類を対象
とした実証が行われ、いずれも効果が確認されました。
　果樹では、なしのハダニ類、かきのうどんこ病を対象と
した実証が行われ、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
は、普及性があると評価された農薬は35剤で、表１～表４
のとおりになります。
　いずれの作物においても、近年問題となる病害虫や雑草
を中心に実証剤の普及性が評価され、今後、各地域の発生
実態に合わせた防除体系への組み込みが期待されます。ま
た、既存の薬剤と作用機作の異なる新規成分の薬剤もあり、
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。
� （事務局）
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編　集　後　記
○ 　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしく
お願いいたします。

　 　平成28年の新潟県の稲作は作柄・品質とも高水準となり、
関係者一同ホッとしているところです。

○ 　昨年を振りかえると、米国の大統領選やTPP案の国会承
認、新たな農業改革方針「農業競争力強化プログラム」の
正式決定など、今後の日本農業の先行きに係る、重要な節
目の年となったようです。

○ 　当協会の事業も円滑に進み、先日開催された農薬実証ほ
の成績検討会も終了しその概要について本号に掲載させて
いただきました。

○ 　11月に開催された植物防疫北陸地区協議会において、農
林水産省から「農薬登録後に都道府県の防除基準に採用す
るために実施される追加試験等について」と題して全国共
通議題の一つとして提案され、意見交換が行われました。

　 　この課題は、現場での薬剤選択に影響するとともに、当
協会の主要事業にも関わる重大案件であり、決して拙速な
見切り発車とならぬよう、関係者の慎重な検討を強く望み
ます。  （事務局）

無人ヘリコプターの散布技術向上と
安全な防除実施への取り組みについて

　ＮＯＳＡＩ新潟中央（五十嵐孝組合長）では、農家経営
の安定と農業生産性の向上を図るため、病害虫の広域一斉
共同防除を実施し、病害虫による被害の未然防止と安全・
安心な高品質・良食味米の生産支援を図っています。
　こうした中、消費者の食に対する安全・安心の意識の高
まりなどから環境保全型農業の推進や農薬の飛散防止によ
るポジティブリスト制度遵守に対応するため、無人ヘリコ
プターによる防除面積が年々増加してきています。
　無人ヘリコプター防除面積の増加に伴い、より安全で的

ー連絡協議会」を創設し、170名の会員が一堂に会し安全
研修会や技術講習会を開催し、安全防除に対する意識啓発
を図るとともに、操作技術の向上を図っています。
　また、防除期間中においては、機体の効率活用と体制強
化を図るため、所属地域を超えた応援体制やオペレーター

の人的支援体制の整備に取り組んでいます。
　オペレーターには地域の「担い手」が多数占めており、
病害虫防除の基礎となる水稲病害虫発生予察調査の、農家
代表調査員としても重要な役割を担っていただいています。
　こうしたことで、水稲の栽培技術や病害虫に関する技術
を習得し、病害虫防除の必要性を理解し、防除を実施して
いることは非常に意義深く重要であると考えています。
　今年度は６月29日にカメムシ類の多発生注意報が５年連
続で発令され、斑点米被害が心配されましたが、無人ヘリ
コプターを主体とした適期適正な共同防除の実施により、

確な防除が求められ、
当組合管内では、平
成22年度より管内８
地区で組織されてい
るオペレーター協議
会の連携・協力体制
及び安全対策等整
備・強化を目的に、
「NOSAI新潟中央
無人ヘリオペレータ

被害の発生を最小限に抑え
ることができました。
　更なる散布技術の向上を
図るため、地域ごとに行う
練習機や実機を使用した練
習会の他、雨天時やオフシ
ーズンでもＳＲＢ（電動室
内ヘリコプター）を使用し
練習を重ねています。
　こうした練習の成果は、

散布圃場のみならず各種飛行競技大会においても如実にあ
らわれており、今年度新潟県飛行技術競技会では最優秀賞
のほか対面の部、前後進の部で上位を独占しました。更に
県代表として参加した全国産業無人ヘリコプター飛行技術
競技大会（茨城県水戸市、10月26日開催）において、五泉
地域の井上良樹さん、波多野貴久さん組が全部門を通じ最
も優秀とされる「農林水産大臣賞」を受賞する快挙を達成
し、対面部門でも参加した２組が２位・４位と好成績を収
めることができました。
　今後は、消費者の食に対する「安全・安心」の意識が高
まる中、農薬の適正使用・飛散防止・ポジティブリスト制
度を遵守し、地域住民及び消費者から理解され、農家から
も信頼される適切な事業実施に努めるため、関係機関及び
団体等とより一層連携強化を図っていきたいと考えていま

す。また、改正航空法により注目されるマルチ
ローター（ドローン）の併用を検討し、より安
全精度の高い防除体制の整備・強化を図ってい
かなければならないと考えています。
� （NOSAI新潟中央　損害防止課）


