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１　QoI剤耐性いもち病菌とは
　QoI剤は、菌の細胞のミトコンドリアにある複合体Ⅲと
いうタンパク質に作用し、その働きを阻害する薬剤の総称
で、多くの病害に優れた効果を示し、本県でも水稲のいも
ち病防除等を中心に幅広くに使用されています。（表１参照）

３　今後の対応
　今回、本県でQoI剤耐性いもち病菌の発生が確認された
のは、魚沼地域の一部のみですが、QoI箱施用剤は県内各
地で広く使用されており、他の地域でも耐性菌発生のリス
クは高いため、全県で下記の対応をとる必要があります。
（１）いもち病防除にはQoI剤は使用せず、作用機構の異
なる農薬を使用すること。
（２）いもち病防除以外の目的（紋枯病、ごま葉枯病、墨
黒穂病）でQoI剤を使用する場合は、育苗箱施用は避け、
年１回以内とすること。なお、いもち病以外の目的でQoI
剤を使用したほ場で、いもち病防除の必要がある場合は、
QoI剤以外の薬剤を使用すること。

表１�　平成28年度新潟県病害虫雑草防除指針掲載のQoI剤
（いもち病防除のみ）

施　用　方　法 薬　　剤　　名

育苗箱施用剤 嵐箱粒剤

水面施用剤
オリブライト１キロ粒剤
イモチエース粒剤

※ 29年度の防除指針では、これらの薬剤はいもち病防除の
項目から削除されます。

　しかし、QoI剤は耐性菌が発生しやすく、これまでにも
多くの耐性菌が確認されています。
　QoI剤耐性いもち病菌については、国内では平成24年に
山口県で初確認され、その後全国で発生が確認されてきま
した。
　なお、QoI剤耐性いもち病菌に対して、QoI剤を使用し
ても防除効果はありません。

２　県内の発生状況
　本県でもQoI剤耐性いもち病菌の検定を行っており、こ
れまで発生は確認されておりませんでした。しかし、今年
度、県内各地から採集した葉・穂いもち病の病斑から得ら
れた960菌株について、感受性検定を行った結果、十日町市、
小千谷市及び南魚沼市の一部でQoI剤耐性菌の発生が確認
されました。
　また、発生ほ場のうち１ほ場では、葉いもち病が多発生
しており、異なる作用機構の殺菌剤による緊急防除が実施
されました。

図　QoI耐性いもち病菌に感染した稲体

４　最後に
　QoI剤以外の農薬でも、薬剤耐性菌、抵抗性害虫の発生
の可能性はあります。
　病害虫防除に使用する農薬については、同一作用機構の
薬剤の連用を避け、異なる作用機構の農薬をローテーショ
ンで使用するなどして、薬剤耐性菌、抵抗性害虫の発生を
防ぐようにしてください。

� （新潟県農林水産部農産園芸課　種田　祐士）
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図２ 大豆におけるマメシンクイガの発生消長

簡易屋根被覆によるアスパラガス茎枯病対策
　近年、新発田地域のアスパラガス産地では茎枯病が多発生
して大きな問題となっています。ハウス化することで大幅に
発病低減が可能となりますが、導入経費がかかることが課題
となっています。
　そこで経費低減のため、長野県において導入されている簡
易屋根被覆を昨年、新発田市において実証したところ、無被
覆区では残存茎率が53%であったの
に対し、６月上旬から簡易屋根被覆
することで残存茎率は86%となり、
大幅に茎枯病の発病低減が図られま
した。さらに、２畦またぎで被覆す
ることで、茎枯病の低減に加えて、
降雨時の作業性が大きく改善されま
す。
� （新発田農業普及指導センター　本間　昌彦）

植防一口メモ

マメシンクイガの発生消長と防除対策
　マメシンクイガは大豆の子実を食害する重要害虫です
（図１）。大豆連作ほ場で発生が多く、被害粒率が数十％
を超え、甚大な被害となる事例も確認されます。この害虫
は、成虫は小型で地味な色であり、卵は小さく、幼虫も莢
内にいることから、いずれもほ場で見つけることは困難で
す。このため多発生の兆候がわかりにくく、収穫時になっ
て初めて被害に気づく場合がほとんどです。大豆での発生
パターンと殺虫剤の防除効果をよく理解して、効果的な対
策をとることが重要です。

連作によって発生量が増加する傾向が強い害虫であること
から、大豆の連作年数や前年の発生量に応じて、防除の要
否や殺虫剤の種類・散布時期を判断することが重要です。

１．年間の発生消長
　幼虫で越冬し、年１回の発生です。大豆莢内で十分成長
した幼虫は莢の外に脱出し、土中の浅い位置で土繭を作り
ます。この状態で越冬し、さらに夏まで過ごすことから、
一生のほとんどの期間を土中で過ごすことになります。７
月下旬から、土繭中で蛹になり、蛹になってから10～15日
で成虫になり、地上部に現れます。前年の秋に土中に移っ
た幼虫が、翌年のそのほ場の成虫発生源になり、成虫の移
動範囲も狭いとみられることから、前年の幼虫発生量（被
害粒発生量）が、当年の成虫発生量に強く影響します。

２．大豆での発生消長
　成虫は８月上旬から発生し始め、８月第６半旬～９月第
１半旬が盛期で、その後減少して、９月中下旬に終息しま
す（図２）。成虫は羽化後間もなくから、莢や茎の表面に
産卵します（莢が主体）。卵の期間は７～９日です。ふ化
した幼虫は莢内に入り込み、最初は莢の内面、その後子実
を食害します。幼虫は最初に入った莢に居続け、他の莢に
移ることはありません。また、１つの莢に２頭以上が入っ
た場合も最終的には１頭しか生き残らないのが普通です。
幼虫は９月下旬以降に莢から脱出します。

図１　マメシンクイガ成幼虫と大豆子実の被害

３．主要殺虫剤の防除効果と防除適期
　マメシンクイガでは、殺虫剤の種類によって防除効果に
違いがあり（表１）、散布時期・回数も異なります（表２）。
また、前年の幼虫発生量が当年の成虫発生量に強く影響し、

表１　マメシンクイガに対する主な殺虫剤の散布時期と防除効果
農薬名 8月 9月

第5半旬 第6半旬 第1半旬 第2半旬
スミチオン乳剤 × 〇 △
トレボン乳剤 △～× 〇 △
ダイアジノン粒剤 △ 〇 〇
プレバソンフロアブル５ 〇 ◎ 〇～△
アディオン乳剤 〇～△ ◎ 〇
パーマチオン水和剤 ◎ ◎ 〇～△
◎：効果が特に高い　〇：効果が高い　△：効果はあるが、やや低い
×：効果低い 空欄：試験例なし

表２　薬剤別、発生量別の散布時期・回数
薬剤名 散布時期・回数

通常の発生 多発生
エルサン乳剤

9月第1～2半旬
（1回）

8月第6半旬と
9月第2半旬（2回）

スミチオン乳剤
トレボン乳剤
ダイアジノン粒剤５
アディオン乳剤
プレバソンフロアブル５ 8月第5半旬～

9月第1半旬（1回）

8月第6半旬（1回）

パーマチオン水和剤 8月第6半旬～
9月第1半旬（1回）

多発生：被害粒率が10％以上と見込まれる発生．

図２　大豆におけるマメシンクイガの発生消長

４．防除の基本は水田転換
　マメシンクイガの幼虫は土壌中にいることから、水田転
換によりそのほとんどは死亡します。前年に被害が多発生
した大豆ほ場は、水田転換することが最も有効な対策です。
本来、多発生に至る前に計画的に田畑輪換することが基本
で、これも地域的に実施することが重要です。これまでの
調査でも、ブロックローテーションが確実に実施されてい
る地区では、マメシンクイガの発生量が極めて少なく、防
除が不要なレベルであることが確認されています。
� （作物研究センター　石本万寿広）
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図１ 散布開始後に展開した葉のイチゴうどんこ病発病度
※記号の違うものはｔ検定で5%水準の有意差あり
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図３ イチゴうどんこ病（白色菌叢）発病度と赤褐色病斑の関係

「土壌分析と塩化カリウム」
　土壌コロイドは、通常表面が負の電荷を帯びていて、作
物の生育に必要なカルシウムやマグネシウム、カリウムな
どの陽イオンを吸着保持します。その保持する力を表す値
として陽イオン交換容量が用いられます。陽イオン交換容
量を測定するには、土壌に吸着している置換基を一旦アン
モニアイオンに全て置き換えて、その後塩化カリウム溶液
（カリウムイオン）でアンモニアイオンを置換浸出して、
そのアンモニアイオンの量を測定しています。
　また、土壌中の窒素を測定する際にも、吸着しているア
ンモニア態窒素を塩化カリウム溶液で置換浸出してから測
定しています。
　さらに土壌pHは、通常土壌を水で懸濁して水素イオン
濃度を測定しますが、施設土壌などでは塩化カリウム溶液
で懸濁するpH（KCl）も測定します。
　土壌分析を行うようになって、塩化カリウムを用いる場
面が非常に多くあるのに気づかされました。
� （佐渡農業技術センター　金井　政人）

イチゴうどんこ病の薬剤防除と赤褐色斑点の関係
　新潟県のイチゴ栽培は、現在「越後姫」の促成作型を中
心に行われている。それまでの主力品種だった宝交早生に
比べうどんこ病の発生が多いことや、栽培期間の延長によ
り防除が難しくなっている。これまで、温湯浸漬や紫外線
（UV-B）照射等、効果的な防除技術を紹介してきたが、
全ての農家でこれらの技術を導入しているわけではないた
め、薬剤による防除を主体とした従前通りの防除体系が組
まれている。
　新潟県におけるイチゴうどんこ病の薬剤防除では、2006
年にQoI殺菌剤の耐性菌が確認されている。また、現地か
ら薬剤防除による効果が十分でないという意見が多い。他
県でもQoI殺菌剤やDMI殺菌剤の耐性菌が確認されていた
り、薬剤防除データを見ても防除効果が十分でない事例が
見られることから、2012年に各種薬剤の防除効果を確認し
た。供試した薬剤は、ペンチオピラド水和剤（2000倍）、
フルチアニル乳剤（5000倍）、メパニピリム水和剤（2000倍）、
DBEDC乳剤（500倍）、キノキサリン系水和剤（3000倍）、
炭酸水素ナトリウム・銅水和剤（750倍）、トリフルミゾー
ル水和剤（3000倍）、ジフェノコナゾール水和剤（2000倍）、
ポリオキシン水和剤（1000倍）、イミノクタジンアルベシ
ル塩酸塩水和剤（5000倍）で、展着剤としてポリオキシア
ルキレン（5000倍）を加用し、300リットル/10aの散布量
で試験を行った。散布開始時の発病株率100％の多発条件
での試験であったが、最終散布から７日後における散布開
始後に展開した葉（第１～４葉）の発病は、薬剤により差
が見られた（図1）。ペンチオピラド水和剤、フルチアニル

ており、夏季高温時に白色菌叢が消失した時など、発病に
好適でない条件の時にうどんこ病菌が潜伏している場所と
考えられている。赤褐色病斑の形成条件は、罹病葉が成熟

すると形成されること以外はわ
かっていなかった。本試験で、
散布前にうどんこ病を発病して
いた葉で、散布２～３日後から
赤褐色病斑（図２）の形成が確
認された。防除効果が高い（散
布後展開した葉の白色菌叢の発

病度を抑えている）薬剤ほど赤褐色病斑の発生が多い傾向
が見られた（図３）。どのようなメカニズムで赤褐色病斑

乳剤、メパニピリム水和剤の効果が高く、散布後に展開し
た葉の発病を抑制していることから、これら薬剤は予防効
果が高いと考えられた。一方、イミノクタジンアルベシル
塩酸塩水和剤は無処理との差は小さく、本試験のような多
発条件下では十分な効果を発揮できないと考えられた。ま
た、散布開始前に発病している葉では、全ての薬剤で散布
１～２日後には分生子の形成が確認された。そのため、す
でに発病している葉への薬剤散布ではうどんこ病は死滅し
ておらず、十分な効果がないと考えられた。以上から効果
的な薬剤散布タイミングは発病前の葉への予防散布と考え
られる。薬害はDBEDC乳剤、キノキサリン系水和剤、炭
酸水素ナトリウム・銅水和剤で散布２～３日後に確認され
た。症状は葉の表面の黒変で、液だまりと考えられるとこ
ろを中心に発生した。散布した薬液の乾燥に時間がかかっ
た時に薬害が発生すると考えられた。
　一方、イチゴうどんこ病の病徴の一つに赤褐色病斑があ
る。赤褐色病斑は、うどんこ病罹病部に形成される不整形
な赤褐色斑点で、葉裏に分生子を形成することが確認され

図２　イチゴうどんこ病赤褐色病斑

が増加しているかは不明であるが、薬剤散布の影響と考え
られた。
　薬剤散布によりイチゴうどんこ病の発病を抑制できると
ともに、赤褐色病斑が多く形成され、うどんこ病罹病葉を
より見つけやすくなると考えられる。この赤褐色病斑を目
安として罹病葉の摘葉による耕種的防除が行いやすくなる
と考えられる。薬剤防除は、うどんこ病多発生時には十分
な効果が出ないため、そのような時は薬剤散布の２～３日
後以降に形成された赤褐色病斑を摘葉して菌密度を下げる
ことが出来ると考えられる。多発生時には薬剤防除効果が
十分に得られないので、薬剤散布だけに頼るのではなく、
耕種的防除として摘葉を組み合わせたＩＰＭの構築により、
うどんこ病をより効率的に防ぐことができると考えられる。
� （園芸研究センター　佐藤　秀明）
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平成28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、園芸作物（果樹・野菜）の
病害虫発生実態調査を行っています。平成28年度の主要病
害虫及び特徴的な発生のあった病害虫について結果を取り
まとめましたので紹介します。
１　水稲の病害虫
（１）いもち病
　葉いもちの初発確認は６月20日で平年より早まりました。
７月第２半旬後半には各地で稀～少発生し、７月下旬には
早生品種等で多発生ほ場が認められるなど、初期の発病進
展は比較的活発と考えられました。しかし、その後発病は
ほとんど進展せず、出穂期頃の上位葉の病斑は少なく、発
生量は平年並となりました。
　穂いもちの初確認は８月１日で平年並～やや早まりまし
た。８月第２半旬頃から早生品種の発病が確認されるよう
になり、８月中下旬には各地で稀～少発生ほ場が散見され
ました。発生量は平年比やや少なくなりました。
　また、県内で初めてQoI剤（ストロビルリン系殺菌剤）
に耐性を示すイネいもち病菌が確認されました。耐性菌対
策としていもち病を対象とした防除は、QoI剤から切り替
えましょう。
（２）紋枯病
　初発確認は７月９日で平年より遅くなりました。７月中
旬から各地で稀～少発生し、８月下旬の発生ほ場率は平年
比やや高く、一部地域で中発生ほ場が認められましたが、
病斑の上位葉鞘への進展は緩慢でした。９月上旬の発病は
第２葉鞘～止葉葉鞘に止まり、発生量は平年比やや少なく
なりました。
（３）斑点米カメムシ類
　６月上旬頃の畦畔雑草での確認地点率はアカヒゲホソミ
ドリカスミカメ、アカスジカスミカメとも平年比やや高く、
水田内の発生量は平年比多いことなどから、６月29日に注
意報を発表しました。
　その後はアカヒゲホソミドリカスミカメは平年並、アカ
スジカスミカメは平年並に多く推移しました。近年、カス
ミカメムシ類は多発生傾向で越冬密度が高いことに加え、
５～６月が高温傾向で畦畔等雑草地で増殖しやすかったこ
とが要因として考えられます。
　その結果、12月末現在の斑点米による格落ち率は平年よ
り高く、特に早生品種での発生が高く、中生品種のコシヒ
カリは平年並でした。
（４）その他病害虫
　育苗期の病害は、ばか苗病が県内全域で発生し、発生箱
総数の約70％を占め依然として多発生状態が続いています。
その他の育苗期病害は散見される程度で平年比やや少ない
～平年並の発生となっています。
　害虫ではニカメイチュウの被害は平年比少ない～やや少
なく、セジロウンカは早めに県内広く飛来しましたが飛来
数は少なく、増殖率も高まらなかったため平年並の発生で
した。
２　大豆の病害虫
（１）病害
　生育期間中の発生量はウイルス病のモザイク症状株が一
部の地域で認められました。子実被害粒の発生は紫斑粒は
平年比多く、各地で少発生し平年比多く、褐斑粒は平年比
やや多くなりました。
（２）害虫
　ウコンノメイガは平年よりやや早く７月上旬から成虫や

葉巻が各地で認められました。８月上旬には多～甚発生ほ
場が確認され、発生量は平年比多くなりました。その他の
食葉性鱗翅目幼虫の発生量も平年比多くなりましたが、大
豆の生育に大きく影響するような食害は観察されませんで
した。子実被害粒の発生はカメムシ類の被害粒が各地で平
年並に認められました。
３　果樹の病害虫
（１）なしの病害虫
　ナシ黒星病は葉の発病が６月下旬から認められ、８月下
旬には多発生ほ場も散見されるなど、発生量は平年比やや
多くなりました。また、果実の発病は７月上旬から確認さ
れました。セイヨウナシ褐色斑点病は５月上旬に花葉そう
で発病を認め､ ５月下旬から新梢葉で発病が認められまし
たが、全般には平年並の発生量となりました。また、果実
発病は７月上旬から認められました。
　害虫ではアブラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ等
の発生量が全般に平年比多くなりました。
（２）ももの病害虫
　モモせん孔細菌病は葉の発病が５月上旬に平年より早く
認められました。５月下旬には各地で発生し、９月上旬ま
で病勢進展が続き、発生量は平年比やや多くなりました。
また、果実も発病時期は早まりました。
　モモ灰星病は花腐れを稀に認めた程度でしたが、果実発
病は平年に比べ多い発生量でした。
　害虫ではナシヒメシンクイの被害新梢の発生量が平年に
比べ多くなりました。
（３）ぶどう・かきの病害虫
　ブドウ褐斑病は巨峰で多発生ほ場が認められ、平年比や
や多い発生量でした。ぶどうのチャノキイロアザミウマは
５月、６月中下旬並びに夏期の高温・少雨が増殖を助長し、
平年比多い発生量となりました。かきのハスモンヨトウは
８月上旬から各地で被害葉や若齢幼虫が認められ、10月上
旬には被害果実が確認され、発生量は平年比多くなりまし
た。
（４）果樹カメムシ類
　前年のスギ毬果量は豊富で果樹カメムシ類の越冬密度は
高く、春先の高温・少雨傾向は果樹園地への飛来を助長し
たと推定され、なし、ももの被害果は平年比多い発生量と
なりました。
４　野菜の病害虫
（１）冬春トマトの病害虫
　３月以降の高温傾向は害虫の増殖を助長し、コナジラミ
類は平年比多い、アザミウマ類は平年比やや多い発生量で
した。
（２）夏秋きゅうりの病害虫
　キュウリ褐斑病は８月下旬から発生が確認され、10月上
旬に各地で発生し被害の多いハウスも散見されました。全
般に平年比多い発生量となりました。
（３）秋冬ねぎの病害虫
　ネギ黒斑病は８月上旬に各地で認められ、発生量は平年
比やや多くなりました。ねぎのネギアザミウマは常発地で
５月下旬から被害が認められ、７月上旬以降各地で多～甚
発生ほ場が確認されるなど、発生量は平年比多くなりまし
た。また、産雄単為生殖型が確認されており、分布は拡大
傾向にあります。

� （新潟県病害虫防除所　平野　俊和）
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(図1-1)共同防除の防除方式別割合
(延防除面積)

(図1-2)作付面積に対する防除方式割合
(実防除面積)

(図2)防除対象別の延防除面積実施割合

(図1-1)共同防除の防除方式別割合
(延防除面積)

(図1-2)作付面積に対する防除方式割合
(実防除面積)

(図2)防除対象別の延防除面積実施割合

(図2) 防除対象別の延防除面積実施割合
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平成28年度　水稲病害虫防除事業及び病害虫地域予察強化事業の概要について
【はじめに】
　平成28年産水稲は、春先の水不足による移植不能や移植
後の干害、一部地域で病害や獣害が発生しましたが、台風
の直接的被害も少なく全体としては低被害で推移し、農林
統計の作況指数は県全体で108の「良」となりました。なお、
コシヒカリの１等米比率は前年産より高くなったものの平
年並の82％となりました。県下ＮＯＳＡＩ団体では、無人
ヘリコプター等による共同防除活動を通じて、新潟米の品
質向上に協力してきました。
　本年度の水稲共同防除は、梅雨明けが平年より５日早く、
その後の降雨も少なかったことから順調に防除が実施され
ました。６月29日には、カメムシ類による斑点米の多発生
注意報が出され被害が心配されましたが、共同防除による
一斉防除によって被害の拡大を抑えることができたものと
推察いたします。関係者のご尽力に感謝いたします。
［水稲病害虫防除事業の概要］
【実施概要】
　ＮＯＳＡＩと防除協議会等が実施主体として行った水稲
共同防除の延防除面積は67,366㌶で、昨年度に比べ331㌶
減少しました。減少理由として、ダスター等により共同防
除を実施していた地区で農薬配布等による個人防除に移行
したことなどが挙げられます。
　共同防除の延面積における方式別割合では、無人ヘリコ
プターによる請負防除が98.3％を占め、共同防除の基幹的
防除方法となっています。なお、平成28年産水稲統計作付
面積に占める共同防除実施割合は、51.8％となりました。
（図１−１、図１−２）

き続き、事故防止・安全対策を最重要課題として安全対策
の徹底を図り、無人ヘリコプター防除の実施に取り組む必
要があります。
【防除対象別面積の割合】
　防除対象別の延防除面積の割合は、いもち病・紋枯病・
害虫の同時防除が45.9％、害虫の単独防除が31.3%、紋枯病・
害虫の同時防除が13.2％の順になりました。また、防除対
象に害虫を含む防除面積の割合では昨年度と同じ99.5％と
なりました。（図２）

（図1-1）共同防除の防除方式別割合
（延防除面積）

（図1-2）作付面積に対する防除方式割合
（実防除面積）

【無人ヘリコプター防除の安全対策】
　無人ヘリコプター請負防除による延防除面積は、66,202
㌶で、昨年度に比べ414㌶増加し、地域の要望により年々
増加しています。
　防除は７月下旬から始まり、８月上旬にピークを迎え、
１日の最高稼働機体数は187機となりました。限られた期
間に集中的に稼働するため、防除面積の増加に伴い、更に
スケジュールが過密にならざるを得ない状況となっていま
す。
　本年度は、電線等との接触事故が６件発生しました。引

（図２）防除対象別の延防除面積実施割合

　防除回数は、減々栽培等の面積が増加したこと、コシヒ
カリＢＬに対応した防除体系の定着や病害虫発生予察調査
に基づく必要最小限の防除により、平均1.1回と大半の市
町村（地区）でカメムシ類の防除を主体とした１回防除が
定着しています。

［水稲病害虫地域予察強化事業（病害虫発生予察調査）の概要］
【実施概要】
　県全体の調査員数は４人減少して1,096人となり、１市
町村（地区）当たりの平均調査員数は18.3人(昨年度同数)
でした。そのうち農家調査員は３人減少の344人で、全体
に占める割合は31.4％（同31.5％）と年々減少しています。
農家調査員の参画は、農家からの情報収集、病害虫発生予
察調査の宣伝効果、農家との接点強化などの意義があり調
査員数の確保のみにとどまりません。今後も参画への積極
的な働きかけをお願いします。
　県全体での延調査地点は13,777地点で、53㌶に１地点の
割合で調査地点が設置されました。１市町村（地区）当た
りの平均調査回数は5.8回となりました。(表１)
　各市町村（地区）では、予察調査結果を分析し、防除要
否や防除時期等の判定を行いました。また、情報提供の手
段は、チラシを中心に全農家に配布している地区が多く、
他に、ホームページ・有線、掲示板等を活用し、調査結果
等を掲示する取り組みを実施しています。

【終わりに】
　多収性品種や晩生品種の作付など、病害虫防除を取り巻
く環境は変化しています。今後も関係機関・団体等が連携
し、地域住民の理解と協力のもと、地域の実情に合った防
除が実施できますよう、一層のご尽力をお願いいたします。

� （ＮＯＳＡＩ新潟　川瀬　竜也）

（表１）平成28年度水稲病害虫地域予察強化事業実績表

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

当たり
面　積市町村 ＪＡ NOSAI 農業者 普及指導

センター 防除所 その他 計 平均
回数

平　均
地点数

延地
点数

延調査 
員　数

左の内
農業者

人 人 人 人 人 人 人 人 回 点 点 人 人 ha
県 計 127 313 198 344 74 40 1,096 5.8 38.9 13,777 5,205 1,432 53
１市町村平均 2.1 5.2 3.3 5.7 1.2 0.7 18.3 − − 229.6 86.8 23.9 −
前 年 実 績 128 306 204 347 79 36 1,100 5.8 39.4 13,883 5,259 1,417 53
前年実績対比 △ 1 7 △ 6 △ 3 △ 5 4 △ 4 △ 0.5 △ 106 △ 54 15
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(表）水稲無人ヘリコプター防除延面積の推移

H24 H25 H26 H27 H28
5,207ha 5,444ha 4,778ha 4,453ha 4,411ha

NOSAI機 1,549ha 1,779ha 1,656ha 1,580ha 1,582ha
委託機 3,658ha 3,665ha 3,122ha 2,873ha 2,829ha

824ha 855ha 963ha 1,077ha 1,043ha
計 6,031ha 6,299ha 5,741ha 5,530ha 5,454ha

ＮＯＳＡＩ請負

他団体等請負

5,207ha
5,444ha

4,778ha
4,453ha 4,411ha

824ha 855ha 963ha
1,077ha 1,043ha
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2,000ha

3,000ha

4,000ha

5,000ha

6,000ha

H24 H25 H26 H27 H28
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NOSAI機

他団体等請負

産業用無人ヘリコプター運用連絡票 

平成 年 月 日 

上越市無人ヘリコプター防除対策委員会 御中  

（ＦＡＸ：○○○－○○○－○○○○）                         住 所 上越市北城町四丁目 4番 11 号 

団体名 ＮＯＳＡＩ上越        

下記のとおり連絡します。 

使用日時 機種名 周波数 使用内容 使用薬剤名 使用場所 

平成２８年○月○日（月) 

から 

平成２８年○月○日（金） 

  5:00 ～ 12:00 

 

ヤマハ 

ＲＭＡＸ他 

 

 

73. 

 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

１ 水稲防除 

２ 大豆防除 

３ 水稲直播 

４ 除草剤散布 

５ 水稲施肥 

６ テストフライト 

７ その他(スクール) 

 

  

 

 

上越市○○ 

※この連絡表に記載された内容につきましては、上越市無人ヘリコプター防除対策委員会の事務にのみ利用するものでその他の目的に利

用することはありません 

編　集　後　記
○ 　２月21日農林水産省主催平成28年度農林水産航空事業検
討会において、本年度の無人ヘリコ プターによる散布等
の実施延べ面積（速報値）が前年実績106万haに対し95%
の実績となったことが示され、これまで増加傾向が面積が
頭打ちとなりました。

　 　併せて、航空法改正後初めての小型無人航空機（ドロー
ン等マルチローター）による散布等が13道県、延べ543ha
実施されたことも示されました。（内新潟県は276ha）

○ 　今号で紹介いただいたＮＯＳＡＩ新潟水稲病害虫防除事
業実績では、無人ヘリコプター請負防除による延べ防除面
積は66,200ヘクタール余で、前年に比べ414ha増加しており、
地域の要望により年々増加しているとのことです。

○ 　今後、全国的に小型無人航空機の普及が進むものと想定
される中で、本県の水稲病害虫防除の在り方と当協会が事
務局を務める新潟県産業用無人ヘリコプター推進協議会の
役割を検討するが必要となりそうです。  （事務局）

無人ヘリコプター防除安全運行の取り組みについて
【はじめに】
　ＮＯＳＡＩ上越管内の無人ヘリコプター防除は、当初、
航空防除実施地区の除外地を防除することを目的に開始さ
れ、平成５年、７年に導入した無人ヘリコプター２機でそ
の一部に対応してきました。その後、平成12年にＪＡえち
ご上越が無人ヘリコプターを４機導入し、大豆防除を主体
に取り組む中で、水稲防除についてもＮＯＳＡＩと作業分
担を図ってきました。
　一方、「上越市食料・農業・農村基本条例」の策定により、
平成17年度までに航空防除を中止することとなり、水稲栽
培農家の高齢化等が懸念されることから、無人ヘリコプタ
ーでの防除面積が拡大することが予測されました。
　これを受け、オペレーターの収入確保による若手農業後
継者の育成を図り、無人ヘリコプターをＮＯＳＡＩ及びＪ
Ａで増機しながら、水稲防除についてはＮＯＳＡＩ、大豆
防除についてはＪＡが実施主体となり、お互いが連携して
効率的な防除を実施してきました。

【水稲防除面積等の推移】
 航空防除の中止により水稲の無人ヘリコプター防除面積
については年々増加していましたが、近年では、コシヒカ
リを中心とした１回防除を基本としていることや、飼料用
米を個人防除としたことなどにより、平成25年の延防除面
積6,299haをピークに減少傾向となっています（表）。その

めることを目的とした「上越市無人ヘリコプター防除対策
委員会」が設置されました。
　当委員会は、上越市、新潟県上越地域振興局、えちご上
越農業協同組合、上越農業共済組合、上越市内で無人ヘリ
コプター防除を実施する事業者が構成員となります。事務
局はＮＯＳＡＩが担っており、平成28年度会員及び機体数
は９団体等29機となります。
　当委員会では、設置当初から無人ヘリコプターの機体数
が多いことや機体所有事業者が請負防除等を実施している
ことから、安全運行のため機体の所有状況の把握と「産業
用無人ヘリコプター運用連絡票」（稼働日時や使用周波数、
使用場所などを記載する票）を活用し周波数の管理を行っ
ています。
　特に、当管内では防除期間中の稼働機体数や散布団体数
が多いため、周波数の混信を招く恐れがあり、周波数管理
が重要となります。そのため、事務局のＮＯＳＡＩは７月
上旬に散布区域及び周波数を記入した図面を委員会で示し、
その予定を考慮して各委員は自ら請負った防除作業を計画
しています。また、その計画内容を無人ヘリコプター稼働
前に連絡票に記載、事務局にＦＡＸし、事務局は各委員へ
その内容を周知・調整する方法で周波数の管理を行ってい
ます。なお、平成28年度は93枚の連絡票が運用されました。

一方でＮＯＳＡＩ・ＪＡ以外で無人ヘリコプターを所有・
稼働している団体等の請負防除面積は増加傾向になってい
ます。また、散布場所については、平坦地の防除面積が減
少する一方で、中山間地の防除面積が増加し非効率的な状
況となっています。
　ＮＯＳＡＩ請負防除に使用する機体については、平成22
年より防除協力体制が構築され、上越市内の団体等が所有
する機体で実施できるまでになり、平成28年はＮＯＳＡＩ
請負防除において、６団体等24機で対応しました。

【無人ヘリコプター安全運行の取り組み】
　上越市内で無人ヘリコプターを所有・稼働する団体等は
ＮＯＳＡＩも含め、平成20年に５団体等24機、平成21年に
７団体等27機が予定されていました。そのため、平成21年
４月に上越市病害虫防除協議会内に、産業用無人ヘリコプ
ター防除等を安全かつ適正に実施するための必要事項を定

【今後について】
　平成29年から、籾出荷の飼料用米にも現在使用している
農薬が登録されたため、請負防除面積は増加すると見込ま
れます。今後も、各委員と無人ヘリコプター防除の安全対
策等の情報を共有しながら連携を強化し、地域に根ざした
安全な防除を実施していきたいと思います。
� （ＮＯＳＡＩ上越　日下部　修）


