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気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  

これまでの気象経過 

◆ ２月上旬～２月下旬の概要 

岐阜地方気象台速報  

２月上旬は冬型の気圧配置や高気圧に覆わ

れて晴れの日が多くなった。平均気温は岐阜、

高山ともに高くなった。降水量は岐阜、高山

ともにかなり少なくなった。日照時間は岐阜

はかなり多く、高山は多くなった。 

２月中旬は、低気圧や前線の影響により、

曇りや雨の日が多くなった。また、１７日か

ら１８日は冬型の気圧配置となり雪となった。

平均気温は岐阜、高山ともにかなり高くなっ

た。降水量は岐阜はかなり多く、高山は平年

並となった。日照時間は岐阜はかなり少なく、

高山は平年並となった。 

 ２月下旬は、天気は周期的に変わった。平

均気温は、岐阜、高山とも高くなった。降水

量は、岐阜は少なく、高山は平年並となった。

日照時間は、岐阜は多く、高山は平年並とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ３月７日～４月６日までの天候見通し 

名古屋地方気象台３月５日発表  

 天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みである。岐阜県山間

部では、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ない見込みである。向こう１か月の平均

気温は、高い確率８０％である。降水量は、平年並みまたは多い確率ともに４０％であ

る。週別の気温は、１週目は高い確率８０％である。２週目は高い確率５０％である。

３～４週目は、高い確率６０％である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は、高気圧に覆われて晴れる日もある

が、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日がある見込みである。

２週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みである。３

～４週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みである。 

 

 

 

2019～2020 年 冬作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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気象災害に対する農作業管理  

１ 麦類 ～凍霜害対策～ 

  各農林事務所からの報告（２月１５日時点）によると、令和２年産の麦類は、暖冬傾

向により生育は進んでおり、現地ほ場では、例年より草丈は長く、茎数は多く、葉色は

低下の傾向が見られる。幼穂の生育も早いところでは１週間以上進んでおり、追肥の施

用も例年より早く計画されている。このまま高温傾向が継続すれば出穂期が早まると推

定されるが、令和２年産の麦類は昨年よりも播種作業のピークが後退しているため、ほ

場にあわせ継続的に幼穂の確認が必要である。 

今年のように生育が進んでいる年には、麦の凍霜害の心配も早まる。麦における凍霜

害の危険は、幼穂分化から出穂までの長期間に及ぶが、節間伸長が始まり幼穂の位置が

高くなるにつれその被害程度が大きくなる。その症状は茎葉の枯損よりも主に穂に現れ、

幼穂の凍死、穂の奇型や部分不稔などにより収量に直接影響する。 

 

(1) 幼穂の凍死 

      節間が伸長し始めると幼穂は地上に押し上げられ、そこで低温に遭遇すると凍死

が起こる。小麦では幼穂の位置での気温が－２℃以下、大麦では－４℃以下になる

と凍霜害が発生し、その程度は気温が低いほど、また幼穂の発育が進んでいるほど

大きい。凍霜害の最も深刻な被害は、幼穂の凍死である。 

     幼穂の凍死は、幼穂の位置、すなわち稈の長さが影響することが多い。稈長５cm

程度以上になると幼穂の発育に関係なく凍死が見られる。幼穂の位置の気温には、

注意が必要である。 

 

(2) 不稔 

      出穂前では、出穂前８～１０日頃に－１～－１．５℃の低温に３～４時間さらさ

れると花粉不稔となる。一方、開花期では２℃程度の気温でも持続時間によってか

なりの不稔を生じる。低温により不稔となりやすい時期は、受精中、花粉母細胞の

形成もしくは分裂期、花粉第１核分裂期等で、被害を受けると子房や葯が萎凋し、

不稔のまま白穂化する。 

 

(3) 事後対策 

    幼穂の凍死は、うどんこ病の発生を助長するので防除に努める。幼穂の凍死によ

り弱小穂が発生すると遅れ穂となるので、収穫時期に注意する（例：登熟の早い穂

に合わせ収穫をする）。また、未熟粒が混入するので、整粒歩合を高めるために調

製は丁寧に行う。不稔の頴には赤かび病が発生しやすく、感染が拡大して被害が大

きくなることがあるので、適期防除（１回目は出穂期から約５日後）を徹底する。 
 

 

 

２ 野菜 ～凍霜害対策～ 

(1)被害発生の条件と様相 

 凍霜害は通常０℃以下で発生するが、野菜では高温期によく生育する果菜、豆、いも

類の被害が多い。 

晩霜は、冷たい空気を持った移動性高気圧に覆われた時に発生する。一般に降霜の前

日は快晴で肌寒い気温の時や雲があっても夕方から晴れあがり、無風になると放射冷却
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現象により、地面が冷え、その翌日に凍霜害の危険が大きい。 

 特に雨が降り、野菜がやわらかく生長したあとの晴れあがった翌朝は起こりやすい（図

１）。彼岸を過ぎて日射量が多くなり、平均気温が 10℃を超えるようになると野菜の生

育は一気に進むようになる。この生育段階で強い寒波にあうと凍霜害を著しく受ける。 

 標高別にみた平均の終霜日は美濃平坦地では５月７日、美濃山沿い～標高 500m 以下で

は５月 12 日、標高 500～900ｍでは５月 20 日、標高 900m で６月５日となっている。                            

 予測の目安としては、18 時の気温から８℃を引いた値を翌朝の最低気温とするとよい。

例えば 18 時に６℃であれば翌朝は－２℃まで下がって霜害が起きる可能性が高い（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  霜発生日前の降雨状態         図２ 18 時の気温、湿度から翌朝の最低気

温を推定する図（名古屋地方気象台） 

 

 (2) 事前対策 

①情報連絡 

 地域における気象条件を認識し、凍霜害の発生メカニズムを十分理解し、栽培作物

がどの程度の感温作物か事前に把握する（表１）。また、異常低温情報、霜注意報に注

意し、生産者相互の連絡による予防策を推進する。 

 

                       表１  野菜の生育限界温度（℃） 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

②被覆の改善 

危険度が高い作型、前進栽培は保温性が高い被覆材料を使用し、べたがけ、マルチ、

多重被覆を併用する。 

 

 

 

 最低限界  最低限界 

トマト 5 はくさい 5 

なす 10 キャベツ 5 

ピーマン 12 だいこん 5 

キュウリ 8 にんじん 3 

温室メロン 15 たまねぎ 10 

いちご 3 えだまめ 10 

ほうれんそう 0 さといも 10 
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表２  べたがけ資材の種類と特性比較 

商品名 材 質 重さ 

g/㎡ 

平均 

温度℃ 

透光率 

％ 

耐候性 ﾌｨﾙﾑ面の

結露 

ﾀﾌﾍﾞﾙ 3000 ﾎﾟﾘﾋﾞﾆｰﾙｱﾙｺｰﾙ 50 12.0 78.7  ◎ 無～極少 

日石ワリフ ポリエチレン 35 11.7  81.6  ◎   少 

ﾊﾟｵﾊﾟｵ 90 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾞﾚﾝ白 20 13.8 76.5  ○   多 

ﾗﾌﾞｼｰﾄ 20207 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ白 20 13.4 58.8  △   少 

パスライト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ白 17 14.3 72.0  △   多 

 

③保温対策 

 多重にするほど保温効果は増す（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 保温方法と保温力 

  

 トンネル栽培等ではビニールやマルチ被覆を早めに行い、十分に地温を確保してから

は種作業や定植を行う。 

 晩霜が予想される場合の前日は早めにハウス、トンネル等を密閉しておく。 

 露地でワラ、モミガラ等を敷いた場合、この表面は地表よりも乾燥して潜熱を出すこ

とが少ないため、その付近が裸地より低温となり被害を大きくすることがある。 

④作期の調整 

 育苗中は最低温度を下げすぎないように注意し、十分に順化してから定植する。 

⑤直前の予防策、準備 

（ア）土寄せ 

豆類は発芽初期の霜害に弱いので、やや深めに土寄せする。 

 寒季に収穫するニンジンは根首部がかくれる程度に土寄せする。 

（イ）散水・煙霧及び通路潅水 

 放射冷却を防ぐ目的で散水・煙霧を行う。また、土壌が乾燥していると被害を受けや

すいので潅水・散水によって地面を湿らせておく。 

（ウ）温度管理 

 春だいこんでは日中の温度差が大きいと肩こけになりやすいので、注意する。 

 春まきはくさいは平均気温 13℃以上で定植する。 

 

 (3)事後対策  

 降霜があった朝は、日の出前に散水により霜を溶かすか、野菜体温の急激な変化を起

こさないようべたがけ資材等で覆い、直射日光を当てないようにする。被害を受けた場

合は、その被害程度によって処置が必要である。 

①果菜 

生長点が枯死した果菜は枯死部分を摘除して側枝、腋芽を利用し、殺菌剤の散布、追
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肥（葉面散布、速効性肥料）で草勢の回復を図る。草勢のバランスが崩れた場合は摘果、

ホルモン処理で調整する。 

②根菜 

追肥（葉面散布、速効性肥料）や殺菌剤の散布等で草勢の回復を図る。 

低温によって組織が破壊されたり、とう立ちが予想されるものはまき直しをする。 

③豆類 

 被害程度の高いものは、まき直し、または作目変更する。 

④いも類 

 生長点が枯れても新芽が発生することが多いので良く観察して、追肥や予防散布（殺

虫剤）で回復を図る。 

 

３ 果樹 ～凍霜害対策～ 

 ３月に入り、各樹種において芽が動き出す。生育が進むと、耐凍性も低下してくるの

で、晩霜害に注意し、対策を講じておく必要がある。今年は冬季の気温が高く推移して

いるので、発芽期が早まると予想されるため、晩霜害が懸念される。今後の気象情報を

見ながら細心の注意を払ってほしい。 

 

これから５月上旬までは、移動性高気圧に覆われ風が止むと、夕方から朝方にかけて

放射冷却により晩霜が発生しやすい。凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組

織が凍結破裂した結果生じる。植物体の温度はほ場の気温より１℃程度低くなる場合が 

あるので、対策を講じる場合は注意する。 

 各樹種における生育時期別耐凍性については、表１のとおり示されている。また、低

温の継続時間にも影響することから一概に断定は困難であるが、目安として参考にして

ほしい。 

最低気温と生育時期別の耐凍性との関係をグラフに示した（図１）。最近では、2019 年

の飛騨地域のリンゴにおいて、4/28、5/8 に晩霜害が発生しているが、耐凍性の限界を示

す温度域まで気温が下がると被害が発生している。 

 

表１ 農作物の生育時期別耐凍性（農水省果樹試、1987） 

 

 

樹種 発芽前 発芽期 展葉期 開花期 幼果期

リンゴ -2.0～-0.2 -2.0～　0 -1.8～-1.0

カキ -3.4～-0.9 -2.7～-0.8 -2.0～　0

モモ -4.0～-3.0 -4.0～-0.1 -1.3～-1.0

ニホンナシ -5.6～-1.5 -2.7～-0.8 -2.0～-0.2 -2.5～-0.4

ブドウ -2.8～-1.3 -3.1～-0.3 -2.8～-1.0

キウイフルーツ -3.1～-0.1 -3.0～-0.5 -1.1～-0.1

ウメ -2.0～-1.2 -3.6～-0.3
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写真１ 防風ネットの巻き上げの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事前の予防対策 

 ①冷気の流れをさえぎる位置に防風ネット等の遮蔽物があると、その風上側で被害が

ひどくなる。ネットを巻き上げたり、防風垣の下枝

を払っておく。 

 ②土壌が乾燥している場合には散水を行う。散水は日

中の温度が高い時間帯に行い、地中へ蓄熱させる。 

 ③草生栽培の場合は、短く刈りこみ、地温が地表面の

気温に伝わりやすいようにする。また、敷き藁やマ

ルチの敷設は、霜の心配がなくなる５月以降とする。 

 ④直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・ 

燃焼法等を用い、ほ場内気温が霜害危険温度まで

低下しないよう努める。なお防霜ファンやスプリンク 

ラー等は事前に稼働点検を行っておく。 

ア） 送風法（防霜ファン）・・・上空の暖かい空気を下方に吹き降ろすことで空気

を撹拌し、園地内の気温を高めることによる防霜を図る。 

イ） 散水氷結法・・・凍霜害を受けるような気象下で散水すると、枝幹に付着した

水滴は氷結する。この水が氷に変わる際に８０cal/gr の潜熱を放出するため、

この熱量で細胞内の凍結を抑制し、０℃前後に保温する方法。 

ウ） 燃焼法・・・樹園地内で資材を燃焼させ、その熱を利用して被害を防ぐ方法で、

資材としては固形燃料、灯油、重油、市販の防霜資材等がある。 

 

 写真２ 送風法（防霜ファン） 写真３ 散水法（ナシ園） 写真４ 燃焼法（カキ園） 

図１ リンゴの晩霜害発生年（2019 年）の状況 

（アメダス高山 2019.3.21～5.20、発芽・開花期は中山間農業研究所（品種：ふじ）） 
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（２）万一被害にあった場合には 

 ①被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分はせん除する。不定芽が発

生する場合もあるので、今後の樹形を考慮し作業を行う。 

 ②病害虫の発生に注意し、防除の徹底を図る。 

 ③結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果量確保に努める。 

 ④結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着果させる。副芽や

不定芽などから発生した徒長枝は整理し、翌年の結果枝・結果母枝として利用可能

な枝は誘引などを実施する。 

 ⑤結実量が少ない樹では、枝は過繁茂になりやすいため、結実量の減少程度や樹勢に

応じて施肥量を減らす。         

 

 

４ 茶 ～凍霜害対策～ 
晩霜害は、３月中旬から５月初旬までの一番茶の新芽の萌芽から摘採までの時期に発

生する。４月の中～下旬に氷点下になる日が発生し、とくに発芽が早かった南向き及び

東向き斜面の茶園は被害が大きくなる。 

 晩霜害は、新芽が約－２℃の温度で細胞が凍結し、それが解凍されるときに細胞壁が

破壊され枯死する。凍結した時期や程度により差があるが、摘採が近くなって凍霜害に

遭うと、一番茶の収量は大幅に影響を受け、その年の生産に大きな打撃を受ける｡   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

（１）防霜対策  

実用的な防霜法は、被覆法、送風法、散水氷結法がある。近年は送風法が普及してい

る。しかし、現時点での防霜方法は、－３℃前後までしか期待できず、それ以下の低温

になった場合の対策は困難である。それぞれの特徴は表２のとおりである。 

 

  表２ 防霜法の比較 

防 霜 法 防霜効果 設置経費 作業障害 維持管理 

被覆法 棚がけ やや適 難 難 やや難 

トンネルがけ やや難 やや難 やや難 難  

送風法 防霜ファン やや適～

やや難 

やや難 やや適 やや適 

  

散水氷結法 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 適 難 やや難 やや難 

 

①被覆法 

被覆法には、棚がけ、トンネルがけなどがあり、棚がけは、茶株面から 60～90cm の位置

に棚を作って被覆物によって保温する保温効果は１～２℃である。一方、トンネルがけ

写真５ 被害茶園の様子 写真６ 新芽の被害 
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は茶株面から 40cm以上離して、被覆物によって保温する。保温効果は 0.5～1.0℃である。 

 

②送風法(防霜ファン) 

霜の降りるような風の弱い夜は、気温の逆転現象が起こり、地上６ｍぐらいの気温は

茶株面付近の気温より４～５℃高くなる。 

 防霜ファンは、気温の逆転度が強いほど効果を発揮する。気温が非常に低い場合は効 

果が発揮できない可能性がある。その限界温度は－３℃である。その効果は、送風機の 

規模や気象条件、地形などによって異なるが、750Ｗのものでは、支柱の前方 14～16m、 

支柱の両側 16～20m で比較的安定した効果がある。この範囲は、気象や地形条件が良け 

ればさらに広がる。    

        表３ 防霜ファン稼働の目安 

 萌芽期前後  １～２葉期  ３～５葉期  

 ＯＮ    ３℃    ４℃    ５℃  

 ＯＦＦ    ５℃    ６℃    ７℃  

※事前に防霜ファンの作動確認し、サーモスタットの調整を行うこと。 

 

③散水氷結法(スプリンクラー) 

 気温が低下し、茶の芽が凍霜害を受けるようなときに散水すると、水が氷結するとき

に放出する潜熱により、茶の芽は０℃前後に保温され、被害の回避が可能である。 

保温に必要な水量は、そのときの気温、湿度、風速によって異なるが、必要な水量は 2.

6～4.0mm/hr 程度（10a 当たり３～４t/hr）である。散水時間は過去の凍霜害から考えて

６時間程度と思われるので、総水量は１８～２４t/10a 程度を準備する必要がある。   

 

（２）凍霜害に遭遇した場合  

茶園全体を調査して被害時の生育ステージ、被害程度を

確認し、その後の処置を決定する。 

①被害は芽の生育ステージによって異なり、萌芽期の被

害は収穫にそれほど影響はなく、開葉期以降の被害は

深刻である。 

②萌芽期であっても最低気温が著しい低温の場合、芯芽

まで凍死することもあるので、最低気温が何度だった

のかを記録しておく。 

③萌芽期の被害では芽が不揃い（ムラ）になる等の現象

があるので、摘採時期の決定に留意する必要がある。 

   

（３）凍霜害の処置と摘採  

 凍霜害にあってしまった場合、被害時点の芽の生育ステージによって次のように処置

する。 

①萌芽期、一葉期の被害ではそのままにしておき、生育のムラを配慮しながら摘採時

期を決定してそのまま一茶を摘採する。  

 ②二葉期以降の被害では、摘採前に整枝によって被害葉を除去し、遅れ芽として出た

芽を収穫するという方法をとる（一茶半とも呼ぶ）。これは、二番茶以降の生育の

乱れを整える意味をもつ作業である。 

 ③部分的な被害の場合、摘採面にまだらに出た場合などは判断がとても難しい。良い

部分を残して被害葉を先に刈り落とす方法か、その逆に被害葉を残して、良い葉を

先に摘採する方法の２つから摘採葉に混入しにくい処置を正しく選択する。 

写真７ 散水法(散水の様子) 
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

AI と病害虫管理 

 

１ はじめに 

国では、成長戦略実行計画(令和元年６月２１日)で、わが国が目指すべき未来社会の

姿として Society 5.01)の実現を大きな目標として掲げている。 

トヨタ自動車(株)が人々の暮らしを支えるあらゆるモノやサービスがつながる実証都

市「コネクティッド・シティ」のプロジェクトに取り組むことを発表したことは、記憶

に新しいところである。「自動車会社が街づくり？？？」と思われた方も多いのではな

いだろうか。このプロジェクトは、2020 年末に閉鎖予定の工場跡地を利用して、将来的

に約 70.8 万 m2 の面積で、自動運転、ロボット、人工知能（AI）技術などを導入・検証で

きる実証都市を新たに作るというものである。 

農業分野においては、本県ではスマート農業の推進による生産性や収益性の高い農業

の実現を目指した取り組みを進めている。今回は、スマート農業、特に AI(Artificial 

Intelligence、人工知能)の病害虫管理への応用について概観する。 

 

２ AI について 

AI の定義については、確立しておらず、立場により様々な定義がありそれぞれに意味

があるのが現状である。令和元年版情報通信白書によれば、広い概念としては、AI とは

人間のプロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情

報処理・技術といった定義で理解されている。手法や切り口によって、様々な定義が可

能なようである。 

AI 研究は 1950 年代から続けられ、現在までに３回のブームがあった。現在は、2000

年から続く第三次 AI ブームで、機械学習(ML)、特にディープラーニング(DL、深層学習)

がさかんに行われている。「ビッグデータ」と呼ばれる大量のデータを AI が特徴を自分

で見つけながら整理、解析して、目的とする情報を出力するので、実用化できればその

効果は非常に大きい。コンピュータなしでは、人はビッグデータをほとんど解析できな

いからである。 

 

３ 農業における AI について 

AI は人間社会のあらゆる面に応用が期待されている。それらのうち農業分野では、ニ

ューラルネットワーク 2)、ファジィシステム 3)、エキスパートシステム 4)などが応用され

ている。また、自動化や無線通信によるクラウドへの接続なども組み合わせて使われて

いる。 

農業における AI のメリットは、生産効率アップ、農作業の省力・軽労化、生産過程の

低コスト化といわれている。AI により農作業が合理化されれば、農作業に必要な資材が

効率よく利用され、ロスやコスト削減につながる。その結果、農業所得向上にもつなが

ることが期待されている。 

また、今まで長い時間が必要であった作業や意思決定にかかる時間が短縮され、効率

化とともに農業生産が向上することが農業者のメリットである。 

農業における AI の世界市場規模は、2023 年までに 135 億米ドル(約 1 兆 4850 億円) 5)

に達すると予想されている。 

このような背景から、広い分野の技術が農業の多くの場面で活用されつつある。そこ

で、ここでは AI の病害虫管理への応用について紹介する。病害虫管理には、防除、例え

ばドローンによる農薬散布などが含まれるが、今回は病害虫の同定への AI の活用事例に
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ついて紹介する。 

 

(1) 海外における AI の病害虫管理への応用 

農業とは分野が異なるが、農業における応用が可能と考えられるので、有害生物の同

定支援システムについて紹介する。 

レントキルは、イギリスに本拠を置き、世界 70 ヵ国以上で害虫駆除や環境衛生マネジ

メント事業を行っている企業であり、「PestID」を自社の害虫同定システムとして開発

した。PestID はアンドロイドのアプリケーションで、害虫の同定(種名を調べること)を

支援するシステムである。 

スマートフォンで撮影した害虫などの画像が、レントキルの保有する膨大な害虫の写

真データベースと瞬時に突き合わされて同定され、その害虫等に対する防除法なども示

される。害虫駆除の業界では、害虫や害獣の種の同定が必要であるが、多くは同定に時

間と労力がかかる。それが PestID で大幅に短縮できるわけである。 

農業における害虫同定も労力と時間が必要であり、特に過去に例のない害虫を同定で

きるようになるためには多くの経験が必要であるので、PestID の応用が期待される。 

 

(2) 我が国における AI の病害虫管理への応用 

農林水産省は「人工知能未来農業創造プロジェクト」等で様々な研究開発・技術の実

用化を急速に進めている。 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が代表機関となってい

る研究課題に「AI を活用した病害虫早期診断技術の開発」(平成 29 年度～令和 3 年度)

があり、岐阜県農業技術センターが参画して「AI を活用した病害虫診断技術の開発」、

「AI を活用した土壌病害診断技術の開発」が実施されている。「AI を活用した病害虫診

断技術の開発」では、PestID と同様に病害虫の写真を送ると同定結果や処方箋が瞬時に

送られてくるシステムを構築しようとしている。 

「AI を活用した土壌病害診断技術の開発」では、栽培履歴や土壌の生物性・理化学性

情報等から、発病危険度や対策を示してくれるシステムを構築しようとしている。研究

終了後には、行政・農業者向けのシステムが稼働することが期待される。 

また、農研機構の「戦略的プロジェクト研究推進事業」では、「ドローンやセンシン

グ技術を活用した果樹の病害虫防除管理効率化技術の開発」に取り組んでおり、ドロー

ンを使って果樹の病害虫発生状況を把握する研究を行っている。立体的に枝を伸ばして

いる果樹の病害虫調査は、重労働で時間もかかる。これをドローンにより、軽労化や効

率化を図るものである。また、果樹園は急傾斜地にあることも多く、病害虫調査は非常

に大変であり、この問題の解決も期待される。 

各都道府県農試でも、PestID 型の技術開発研究を行っており、病害虫診断の改善を目

指し、前述の国の研究事業に参画したり、独自研究を行ったりしている。 

 

(3) 民間企業による AI システム開発状況 

多くの企業が AI の病害虫管理への応用システムを開発・提供しているので、いくつか

を紹介する。 

(株)NTT データ CCS は、スマートフォンで水稲の生育を診断できる AI システム「水稲

AI 画像解析ソリューション」を提供している。スマートフォンで撮影した画像を AI が診

断して、イネの生育ステージを判定したり、病害虫・雑草を同定したりするシステムで

ある。病害虫・雑草の防除法などを示すこともできる。 

(株)山東農園は LINE を使った AI によるかんきつの病害虫診断システム「アグリショ

ット」を開発した。画像を LINE で送ると 5 秒程度で結果が送られ、専門のスタッフに問
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い合わせることもできるという。誰でも無料で使える点も特徴である。 

 

４ おわりに 

病害虫管理の分野における AI の活用は、今後の展開が大いに期待されるので注目して

いきたい。国内外を問わず、民間企業による AI システムの開発では、自由な発想や様々

な手段を用いて開発が行われている。農業以外の業種の企業が開発中のシステムにも病

害虫管理に応用が期待されるシステムもあり、AI システム開発にあたってはそれらの企

業等との連携も重要と思われる。近い将来には、多くのシステムが稼働し、病害虫管理

の合理化が進むことを期待している。 

 

注）掲載の企業・製品について、効果等を岐阜県が確認・認定したものではありませ

ん。 

 

【用語解説】 

 
1)Society 5.0 

仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の

解決を両立する、人間中心の社会（Society）で、第５期科学技術基本計画において

我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

 
2)ニューラルネットワーク（神経網、neural network、NN） 

脳機能に見られるいくつかの特性に類似した数理的モデルである。 

 
3)ファジィシステム(Fuzzy system) 

ファジィ論理(「0」と「1」の 2 値に限定されず、0 以上 1 以下の実数値を取る)で

動くシステムである。 

 
4)エキスパートシステム（expert system） 

人間の専門家の意思決定能力を模倣するコンピュータシステムである。 

 

5)為替レートは、1 米ドル＝110 円で換算した。 
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大豆の安定生産に関する実証調査について 

～「令和元年度 全国農業システム化研究会最終成績検討会」より～ 

 

「全国農業システム化研究会」は、農作業の省力化と生産の安定・向上を目的に発足

した研究会である。 

令和元年度は、「農業イノベーションの加速化を目指した実証」をテーマとして、全

国 12 県で 20 課題の実証調査に取組まれてきた。その取組み結果について、令和２年２

月 18 日から 19 日に「令和元年度 全国農業システム化研究会最終成績検討会（東京都）」

が開催された。そのなかで岐阜県でも問題となっている大豆の雑草対策についての調査

報告があったので、発表内容の一部について取りまとめ情報提供する。 

 

＜第２分科会：大豆の安定生産に関する実証調査＞ 

１．広葉対象新規茎葉処理剤とイネ科対象茎葉処理剤の混用の効果 

宮城県美里農業改良普及センター 

 〇背景と目的 

宮城県では、土地利用型作物等を主要事業とする農事組合法人が、経営発展を目的

に園芸作物の導入を進めている。大豆栽培において中耕培土は時間を費やす作業であ

り、導入した園芸作物などの作業と競合するため回避が必要となった。 

現在、中耕培土の代替技術として茎葉処理剤による除草を行っているが、特定の草

種が残るようになり新規広葉茎葉処理剤への変更が必要である。 

そこで、新規広葉対象茎葉処理剤とイネ科対象剤との現地混用について効果を確認

する。 

 〇実証内容 

   実証圃にフルチアセットメチル乳剤、フルアジホップＰ乳剤を、対照圃にベンタ

ゾン液剤、キザロホップエチル水和剤を大豆 11 葉令の時期に散布した。なお、実証

圃および対照圃ともに播種後アラクロール・リニュロン剤（土壌処理剤）を散布し

た。 

 〇実証結果 

  実証圃の除草効果は高く、ノビエおよびシロザは手取り作業の必要がないほどで

あった。また除草剤による薬害は、処理７日後に「微」程度発生したが、その後新

葉が展開し薬害はわからなくなり、生育の遅延も見られなかった。また対象圃も同

様に症状が発生した。 

〇発表者からのコメント 

  今回の実証は、ベンタゾン液剤の普及にともないシロザの発生が見られるように

なったため、新規広葉茎葉処理剤を検討した。また県として混用を推進しているわ

けではない。 

 

２．大豆雑草「ヒロハフウリンホオズキ」の無培土＋狭畦による防除法の検討 

福岡県朝倉農林事務所久留米普及指導センター 

 〇背景と目的 

福岡県の実証地域では、「ヒロハフウリンホオズキ」が問題雑草となってきている。

この雑草防除に有効な「リニュロン」成分を含む除草剤（土壌処理剤）を利用するこ

とで効果が期待できるが、その後の中耕培土により除草剤の処理層を壊してしまう。 

そこで、処理層を壊す中耕培土をしない条件で、フルチアセットメチル乳剤による

処理と、雑草の生育抑制に効果が期待できる狭畦栽培を組み合わせ、効果を確認する。 
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〇実証内容 

   播種は、実証区を条間 37cm、対照区を条間 74cm で行い、除草剤は、耕起前にグリ

ホサートカリウム塩液剤、播種後の土壌処理にジメテナミドＰ・ペンディメタリン・

リニュロン乳剤、茎葉処理剤にフルチアセットメチル乳剤を散布した。 

 〇実証結果 

   ヒロハフウリンホオズキに対する体系処理の除草効果は両区とも高く、残草の生

育量は小さいことからフルチアセットメチル乳剤散布後に発生したものと推察され

た。また残草量は実証区のほうが少なく、狭畦栽培により大豆の生育とともに地表

を早く被覆されたことによる効果と考えられた。しかし中耕培土をしないことによ

り両区とも大豆の倒伏が発生したため、倒伏しない播種条件等を検討することが必

要となった。 

〇参加者からのコメント 

  茎葉処理剤は、狭畦栽培の場合は大豆が生育しない（除草剤が大豆の葉に遮られ

ない）うちに処理をすることが推奨される。 

  グリホサートカリウム塩液剤は、翌日から耕起ができるため、耕起前日や耕起日

の近くまで散布を待って、耕起、播種、除草剤（土壌処理剤）散布をすると効果が

高い。 

 

 今回の検討会で発表されたパワーポイント等の資料については、ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭ

（（一社）全国農業改良普及支援協会）で閲覧ができるので、詳細はそちらを参考にし

てほしい。また、フルチアセットメチル乳剤については、農研機構のホームページに技

術資料があるので、薬剤利用の際はそちらも参考にしてほしい。 

この全国農業システム化研究会の実証調査を活用して、新たな技術の実証に今後取り

組んでいくことも検討すると良いと思われる。 


