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  今 月 の 農 政 情 報   

 

岐阜県の鳥獣害対策とジビエの取組みについて 

１ はじめに 

野生鳥獣による農作物被害に対応するため、県は、平成２３年１月に知事を本部長とする「岐阜県鳥獣被

害対策本部」を設置し、全庁的な施策の協議の場を設けた。その後、県独自の総合鳥獣害防止柵「猪鹿鳥無

猿柵（いのしかちょうむえんさく）」や猿捕獲囲いワナ「失楽猿（しつらくえん）」等の開発、鳥獣被害対

策未実施集落の解消、森林・環境税を活用したシカの個体数調整捕獲の実施など、「防護」と「捕獲」の一

体的な取り組みを推進してきた。 

そこで今回は、本県の鳥獣害対策とジビエの現状や取り組みについて紹介する。 

 

２ 野生鳥獣による農作物被害額の現状 

・ 県内の野生鳥獣による農作物被害額は、平成２０年度以降、４億円前後で推移。被害額の約７割は、イ

ノシシ、シカ、サルが占めている。 

・ 平成２６年度以降、農作物被害額

は減少傾向にあり、平成２７年度の

被害額は約３．４億円（前年比約１

億円減）となった。 

・ 農作物被害額減少の主な要因とし

ては、集落ぐるみによる防護柵の整

備が進んだことが上げられる。 

 

３ 鳥獣害対策の取り組み状況 

(1) 防護柵整備の推進 

・ 平成２８年度、２９年度の２年間を防護柵整備の重点期間と位置付け、鳥獣被害防止総合対策交付金

（国交付金）を活用しつつ、市町村要望に対応するため、県単補助金を２８年６月補正で予算化。 

２９年度は、対策に取り組む体制が整った全ての集落で防護柵整備を進め、鳥獣被害の軽減を図る。 

    ※ 県単補助金  補助金名：野生獣被害集落緊急支援事業費補助金   

             事業実施主体、補助率、補助対象は国交付金に準ずる。 

             当該予算措置は、平成２８年度、２９年度の２年間のみを予定。 

 

※平成２９年度の国交付金、県単補助金は、県当初予算額ベース 

(2) 対策に取り組む集落の育成 

・ ２７年度、農林事務所に鳥獣被

害対策専門指導員を１名ずつ配

置し、被害集落への指導体制を強

化した結果、２９年２月に対策未

実施集落が全て解消された。 

・ ２９年度は、各集落の対策レベ

ルを１～２段階向上することを

目指した集落指導を実施する。 

 市町村数 延長 市町村要望額 国交付金 県単補助金 

Ｈ２８ 23 301 370,385 232,290 138,095 

Ｈ２９（計画） 22 263 315,732 216,130 191,662 

表１ Ｈ２８、Ｈ２９の防護柵設置状況 

図 1 野生鳥獣による農作物被害額の推移（Ｈ２０～Ｈ２７） 

（ｋｍ、千円） 

図２ 対策未実施集落の推移 
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(3) 捕獲対策 

・ 国交付金、森林・環境税等を活用し、イノシシ、シ

カ、サルを中心に捕獲を実施。 

・ シカの捕獲目標頭数（１５，０００頭／年）が確保

できていないことから、平成２９年度は、シカの個体

数調整捕獲事業の捕獲報奨金を増額（1 万円／頭→  

１．５万円／頭）し、当該事業に取り組む市町村数の

拡大を図る。  

 

４ ジビエの取り組み状況 

ジビエを捕獲個体の利活用としてではなく、地域の有効な資源と捉え、安全でおいしいジビエの供給体制

の整備や拠点づくりに取り組み、新しい産業としてブランド化を図る。 

(1) 安全でおいしいジビエの供給体制づくり 

・ Ｈ２５．１１ 「ぎふジビエ衛生ガイドライン」の策定 

    Ｈ２６．１２ 解体処理事業者、飲食事業者等からなる「ぎふジビエ推進ネットワーク」を設立。 

           （Ｈ２９．３月末現在の構成員 解体処理事業者１１、飲食事業者１４、関係団体３、岐阜大学、県） 

    Ｈ２７．１１ ぎふジビエ登録制度の創設 

            ぎふジビエの提供体制の整備とブランド化を目指して登録制度を創設。 

・ ２９年３月末現在で、６５の事業者が登録。２９年度も県内外の事業者の掘り起こしを進める。 

(2) 解体処理施設の整備 

・ ぎふジビエの販売量を増やすため、ぎふジビエ衛生ガイドラインに則って解体処理を行う施設の整備

を支援。Ｈ２９．３月末現在で、１８事業者まで増加し、販売量も前年の２倍以上の１０ｔを見込む。 

・ ２９年度以降も、施設整備の支援を実施する。 

 

    

 

 
 
(3) ジビエの拠点「森のごちそうの里」づくり 

平成 29年度から、本県ジビエを担う人材の育成や情報発信等の拠点として、揖斐川町において「森の

ごちそうの里」づくりを推進。 

① 認定解体師育成 

    ・ 研修プログラムによる講習会を実施し、一定レベルに達した者を解体師として県が認定する制度を

創設。 

② 商品開発・流通促進 

    ・ 食品製造業者、女性グループ等によるジビエ加工品（惣菜、お土産等）の開発。 

    ・ ジビエを取扱う飲食店、小売店などを開拓。 

③ 効率的な捕獲技術の開発 

    ・ 「捕獲者支援アプリ」や「ドローンを活用した捕獲技術」等について実証試験等を実施。 

④ 「森のごちそうの里」のＰＲ 

・ ジビエサミットの開催(11月) ※鳥獣被害対策フォーラム、ジビエ・グルメ・グランプリも同時開催。 

 ・県内外の飲食店等を招聘しての交流会、商談会を開催。 

 H26 H27 
H28 

(推計) 

H28/H27 

比 

販売量(t) 1.9 4.3 10 2.33 

処理頭数 468 521 1,200 2.3 

 初回登録 
（H28.1) 

29年 
3月末 

解体処理業者数 7事業者 18事業者 

取扱店舗数 32店舗 46店舗 

 

 

県内 23店舗 36店舗 

愛知県 8店舗 9店舗 

東京都 1店舗 2店舗 

合  計 ３９ ６５ 

表２ ぎふジビエ登録事業者数 表３ ぎふジビエ年間販売量 

サル 

イノシシ 

シカ 

図３ イノシシ、シカ、サルの捕獲実績 

計 34,891頭 

計 21,221頭 計 22,868頭 
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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月下旬～３月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

                              

 ２月下旬は、高気圧に覆われ晴れとなった

日が多くあったが、冬型の気圧配置となり、

晴れまたは曇りで山地では雪となった日もあ

った。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに平年並とな

った。降水量は、岐阜は平年並、高山は多く

なった。日照時間は、岐阜、高山ともに多く

なった。 

 ３月上旬は、高気圧に覆われ晴れとなった

日があったが、冬型の気圧配置となり晴れま

たは曇りで雪や雨となった日もあった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに平年並とな

った。降水量は、岐阜は少なく、高山はかな

り少なくなった。日照時間は岐阜、高山とも

に少なくなった。 

３月中旬は、高気圧に覆われて晴れた日が

多くなったが、旬の中頃に冬型の気圧配置や

寒気の影響で雨や雪となった日があった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに平年並とな

った。降水量は、岐阜、高山ともにかなり少

なくなった。日照期間は、岐阜はかなり多く、

高山は多くなった。 

 

   

 

今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 ３月 18日～４月 17日までの天候見通し  

                                名古屋地方気象台３月 16日発表 

＜特に注意を要する事項＞ 

 期間の前半は、降水量の少ない状態が続くところがある見込み。 

 

＜予想される向こう１か月の天候＞ 

 天気は数日の周期で変わるが、平年に比べ晴れの日が多い見込み。 

向こう１か月の平均気温は、平年並または低い確率ともに 40％の見込み。降水量は少ない確率 50％の見込

み。日照時間は、平年並または多い確率ともに 40％の見込み。 

週別の気温は、１週目は、平年並の確率 50％、２週目は、低い確率 50％の見込み。 

 

2016～2017 冬作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：太線、本年：細線) 
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１ 麦  ～凍霜害対策～ 

 平成２９年産の小麦は、普及課からの報告（３月１５日時点）では、おおむね平年並みに生育をしており、

幼穂は「イワイノダイチ」で５mm程度、「さとのそら」で３mm程度、「タマイズミ」で６mm程度である。 

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。 

     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。幼穂の位置での温度は、地表面からの高さなどによって、気温よ

り低温となることがあるので注意が必要である。 

 

(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℃程度の低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 

     低温に遭遇した場合には、生育状況と幼穂の状況を確認することが必要である。その結果しだいで、

生き残った穂の充実を図るため、また幼穂の大部分が枯死した場合には遅発茎や再分げつからの穂の養

成を行う必要がある。この際、弱勢穂は遅れ穂となるので収穫方法に注意する必要がある。 

また、幼穂凍死は、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。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、防除を徹底する。 

 

 

 

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」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）。 
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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）。 

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

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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（表 2）、マルチ、多重

被覆を併用する。 

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）。 

 
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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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、その付近が冷却して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 

ａ．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。 

         寒気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。 

ｂ．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。 

ｃ．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したり、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 

 今年の冬は比較的寒い日が続き、３月に入っても寒暖の差はあったものの気温は低く推移している。また

図 3 保温方法と保温力 
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降水量も比較的少ないこともあり、各樹種の発芽期は平年より遅れている状況にある。４月以降は気温も上

がり、展葉も始まり、それに伴い耐凍性も低下してくるので、晩霜害に注意し、事前にできる対策を講じて

おく必要がある。今後の気象情報を見ながら細心の注意を払ってほしい。なお、具体的な晩霜害対策につい

ては、３月に発行した 521号に掲載しているので参考にしてほしい。 

 なお、3/24時点の県内主要果樹の生育状況について、かきの発芽期は「早秋」が 3/15、「太秋」は 3/18、

「富有」は 3/21と品種によって早晩の差はあるが、概ね平年並みとなっている。またなしの発芽期は「幸水」

は 3/19、「豊水」は 3/17、「あきづき」は 3/19と平年より２～５日遅い状況であった（表２）。 

東濃地域のくりはまだ発芽期を迎えていない状況で、平年よりやや遅いと予想される。 

また、飛騨地域のもも、りんごについてもまだ発芽確認されておらず、平年より遅くなると予想される。

今後の気温の変化が生育に影響されるので、気象状況を確認しながら作業を進めていただきたい。 

表１ かきの生育相（農業技術センター調べ） 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    表２ なしの生育相（農業技術センター調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 茶 

茶にとってはこの４月から５月中旬までが一番茶の重要な時期となる。新芽の萌芽期は農業技術センター

池田試験地の萌芽予測調査から萌芽期は 4/6頃と予想され、平年より３日遅い生育となっている。 

今後、萌芽から摘採までの期間の気温及び降水量が、新芽の生育に大きく影響する。また、この時期の晩

霜害は、茶産地に大きなダメージを与えるため、気象情報を十分見ながら細心の注意をしていただきたい。 

晩霜害対策については、３月に発行した 521号に記載しているので、参考にしていただきたい。 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終
早秋 2017 3/15

2016 3/13 4/3 5/13 5/14 5/18
平年 3/15 4/6 5/19 5/20 5/23

太秋 2017 3/18
2016 3/18 4/6 5/14 5/15 5/19
平年 3/20 4/10 5/18 5/20 5/23

富有 2017 3/21
2016 3/17 4/6 5/16 5/17 5/20
平年 3/20 4/11 5/20 5/22 5/26

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終
幸水 2017 3/19

2016 3/17 3/27 4/6 4/7 4/10 4/17
平年 3/17 3/27 4/11 4/9 4/14 4/20

豊水 2017 3/17
2016 3/15 3/25 4/4 4/4 4/8 4/15
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17

あきづき 2017 3/19
2016 3/16 3/26 4/6 4/6 4/9 4/15
平年 3/14 3/26 4/11 4/9 4/12 4/19

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

ＩＰＭの取り組みの現状について 

～全国農業システム化研究会ＩＰＭ実証調査最終成績検討会資料(抜粋)から～ 

 

はじめに 

全国農業システム化研究会の重要病害虫対策に係る生物農薬等の利活用に関する実証調査（ＩＰＭ実証調

査）の平成２８年度最終成績検討会が３月８日・９日に開催された。ＩＰＭとは Integrated Pest Management

（総合的病害虫・雑草管理）の略で、化学合成農薬一辺倒の病害虫防除から脱却し、耕種的防除、生物学的

防除、物理的防除、化学的防除を適切に組み合わせて、環境負荷が少なく、かつ病害虫の発生を経済的被害

が生じるレベル以下に抑制することを目指すものである。本検討会に参加し、各発表内容を取りまとめたの

で情報提供する。 

           

 冒頭、全国農業改良普及支援協会の原康洋氏から、システム化研究会のこれまでの取り組みの概要につい

て紹介された。実証調査に取り組んできた県は１１年間で２２県、１５作物に及び、研究会が目指す目標に

対する今年度までの達観による達成度等について紹介された。表１のとおり、現時点で作業者に安全・快適

であること及び食の安全・安心に寄与し環境負荷が少ないことは、ほぼ達成できているとされた。 

 

 表１ ＩＰＭの目標達成度（達観） 

ＩＰＭ の 目 標 達成度 

防除効果が高いこと ５０～１００％ 

作業者に安全・快適であること １００％ 

食の安全・安心に寄与し、かつ環境負荷が少な

いこと 

１００％ 

導入技術・システムとして誰にでも導入できる 

安易なものであること       

５０～９０％ 

経済的であること ５０～１００％ 

 

 また、品目別の達成度ではピーマンでは１００％、ナス、キュウリでは９０％程度とされたがが、トマト

では３０％と、まだまだ難しいと考えられている。 

 

品 目 目 標 達 成 度（％） 

トマト ■■■■■■■ 30 

ナス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■90 

露地ナス ■■■■■■■■■■■■■■■70 

キュウリ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■90 

ピーマン ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■100 

イチゴ ■■■■■■■■■■■■■■■■■80 

スイカ ■■■■■■■■■■■■■60 

メロン ■■■■■■■■■■■■■ 60 

ハウスミカン ■■■■■■■■■■■■■■■70 

  図１ ＩＰＭの品目別目標達成度（達観） 
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１ 茨城県鹿島南部地域のピーマンにおけるＩＰＭ技術体系の組み立て 

茨城県鹿行農林事務所経営・普及部門 佐藤 潤次 氏   

    ピーマンは栽培面積４５０ha と全国１位。長年の連作で TSWV の被害は深刻。天敵利用面積は２３２

haに増加。リモニカスカブリダニ（リモニカ）の検討２年目。リモニカは、スワルスキーカブリダニ（ス

ワルスキー）より明らかに増殖力が高く、コナジラミ類、アザミウマ類の繁殖を低く抑え、従前のタイ

リクヒメハナカメムシ（タイリク）に比べても良好で、リモニカ単独で済むため、コストも安く、使用

できる農薬の種類も多くなり、ピーマンに適した天敵資材のひとつである。 

 

２ 栃木県芳賀地域の露地ナスにおける天敵資材「スワルスキー」「スパイカルＥＸ」の利活用 

栃木県芳賀農業振興事務所 坂本 敏雄 氏   

    スワルスキーの農薬登録が「なす(露地栽培)」で適用拡大となって２年目。加えて露地で使用可能と

なったミヤコカブリダニ（ミヤコ）を同時放飼し、ハダニ類の対策を強化した。アザミウマ類について

は、慣行防除と同等の効果が得られた。ハダニ類も両区とも抑えることができた。ＩＰＭ区では大型カ

メムシの果実被害が一部で発生し、薬剤防除が必要となったため、スタークル剤で防除を行ったところ

ヒメハナカメムシ類も減少したが、その後の被害には繋がらなかった。 

コナジラミ類は慣行区で多く、増加したがＩＰＭ区ではカブリダニ類により抑制された。 

農薬散布回数はＩＰＭ区は慣行区の６～７割となり労力は軽減できた。防除経費は２割高となったが

収量品質は同等であった。 

 

３ 群馬県伊勢崎市の露地ナス栽培における天敵農薬及び土着天敵を活用した微小害虫防除効果の検証 

群馬県中部農業事務所伊勢崎地区農業指導センター 新井 光 氏   

    アザミウマ類の発生はスワルスキー、土着天敵（ヒメハナカメムシ類）でよく抑えられたが、一部被

害果の発生が認められた。ヒメハナカメムシ類はアルバリン剤散布で大きく減少した。アルバリン剤を

散布しない区では秋まで発生が認められた。選択性農薬の使用により、カスミカメ類、チャノホコリダ

ニの発生が問題となった。ハダニ類はどの区でも低密度で推移し、判然としなかった。アザミウマ類の

種類については生育前半はヒラズハナアザミウマが多く、７月以降ミナミキイロアザミウマが発生し、

１１月には７２％がミナミとなった。 

 

４ 岐阜県恵那地域での夏秋なすにおける天敵資材を利用した微小害虫防除技術の実証 

岐阜県恵那農林事務所農業普及課 山本 芳範 氏   

アザミウマ類は６月、７月に薬剤防除を実施したが、その後はスワルスキー放飼によるＩＰＭ区・慣

行区とも少なく推移した。１花あたりのアザミウマ類及び天敵も７月は多かったがその後少なくなった。

マリーゴールドのアザミウマ類、ヒメハナカメムシ類は８月にピークとなったが９月に台風の影響等で

減少したが１０月には回復した。ハダニ類は雨が多かったこともあり、ミヤコカブリダニの防除効果は

判然としなかった。 

栽培終盤にうどんこ病が広がった際、薬剤選択が難しくなったが、地区平均を上回る収量・品質を上

げることができた。コストはＩＰＭ区は５割程高くなったが、散布回数は８剤に対して５剤と抑えるこ

とができ、労力軽減につながった。 

 

５ 高知県四万十市西土佐地区における露地ナスの天敵利用型ＩＰＭ実証調査最終成績報告 

高知県幡多農業振興センター 行弘 恵 氏   

    平成２７年には土着天敵タバコカスミカメの導入面積は９５％となったが、チャノホコリダニや害虫

カスミカメの被害が課題となっている。タバコカスミカメは７月頃から１０月中旬頃まで発生が見られ

たが、スワルスキーは放飼後もなかなか発生が確認できなかった。 

露地米ナスでも、タバコカスミカメのインセクタリープランツとしてクレオメが有効で、タバコカス

ミカメによるアザミウマ類、タバココナジラミに対する効果は高かった。スワルスキーはうまく定着さ

せることができず、チャノホコリダニに対する効果は判然としなかった。 
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６ 千葉県におけるイチゴＩＰＭ実証調査 

千葉県山武農業事務所改良普及課 武内 里香 氏   

    ４月１９日にミヤコを放飼したが、すでにハダニが多く発生しており、抑制することはできなかった。

予想以上に放飼前にハダニが増えてしまっていた。タイベックパックは設置に時間を要した。天敵放出

も遅く、発生を抑えられなかった。育苗期においても、天敵放飼までにハダニをゼロにしておく必要が

ある。 

 

７ 熊本県玉名地域の促成イチゴにおける天敵資材を用いたＩＰＭ技術体系の検討 

熊本県県北広域本部玉名地域振興局農業普及・振興課 鶴田 伸二 氏   

    ミヤコとチリを６月７日に同時放飼。４０日程度ハダニの発生が抑制できた。レスキュー防除は２剤

で対照区の１２剤よりかなり削減でき、ハダニ類も少なく維持できた。 

本圃でも、ミヤコとチリを１１月１５日に同時放飼、リモニカを１１月２２日に放飼したが、ハダニ

等の発生は少なく、効果は判然としなかった。 

 

８ 熊本県における加温施設「不知火類」のミカンハダニに対するスワスルキーカブリダニの防除効果 

熊本県農林水産部生産経営局 農業技術課 杉浦 直幸 氏   

    ３月にスワルスキーを放飼。①紙コップ区、②タイベック防水バック区、③パックのみ区を設置した。

今年度は実証区、対照区ともにカンザワハダニの発生及び果実の食害は確認されなかった。スワルスキ

ーの発生は紙コップ区のみで認められた。 

放飼資材上におけるスワルスキーの生存は、パックのみでは設置後約１カ月、防水バックで約２か月

であったが、紙コップでは約３か月後も確認された。 

今年度は放飼量を半分に減らしたことで、農薬防除とのコスト差を縮小できた。 

 

９ 鹿児島県における施設さやいんげんにおける天敵利用技術の確立 

                  鹿児島県大隅地域振興局 農林水産部農政普及課 蛯原 直人 氏   

    さやいんげんは登録農薬が少なく農薬だけでの防除体系が困難となっている。 

    リモニカは、スワルスキーと比較してコナジラミ類の発生を抑えることができた。スワルスキーより

捕食量が多いか老齢幼虫まで捕食していることが示唆された。 

    スワルスキーは単独では防除効果が十分でないため、タバコカスミカメとの組み合わせなどの検討が

必要である。 

 

１０ 栃木県における天敵普及状況及び普及経緯 

  アリスタライフサイエンス㈱ 製品営業本部 岡 裕実英 氏   

    ミヤコカブリダニは、定着・確認・効果発現まで２ヶ月以上要するため、技術習得に時間がかかる。

ハダニの薬剤感受性も極端に低下てしおり、化学農薬のみの防除が難しくなっている。 

    天敵導入意識の高いＪＡを優先的に実証圃を設置。実証圃はＪＡ担当者、普及員、メーカーの３者に

よる運営を基本スタイルとしている。調査は最初の１カ月は１０日間隔、その後２週間隔で実施。 

    化学農薬のみを利用した慣行防除と天敵利用者のハダニ防除満足度のアンケートでは、平成２４年産

では１２４名のうち、良かったが２７％、まあまあ良かったが３９％、併せて６６％であったが、平成

２８年産では２２３名のうち、良かったが６９％、まあまあ良かったが２６％、併せて９５％とかなり

の満足度となった。 

    天敵は生産者にとっては見えない商品のため、技術の定着には成功体験の積み重ねが必要である。技

術的なフォローが最も重要な業務となる。 

 

１１ 天敵温存植物の利活用について  

農研機構 安部 純一郎 氏   

バンカープランツと天敵温存植物については、まだ、はっきり整理されていないが、バンカープラン
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ツは、天敵維持増殖作物で天敵を維持・増殖する機能を有するのに対し、インセクタリープランツは花

粉・花蜜供給植物とされ、天敵に補助食を供給する機能を有する。 

 

表２ 植生管理に使われる二次植物の区別  

 (Parolin et al.(2012)から引用) 

対象 植 物 病 害 虫 天 敵 

機能 栄養増強 

化学防衛 

忌避 妨害 早 期

発見 

害 虫

誘引 

誘引 給餌 

(成虫) 

個体群 

維持 

協栄植物 

Companion plants 

  ◎ ◯ ◯   ◯   

忌避植物 

Repellent plants 

 ◎       

障壁植物 

Barrier Plants 

  ◎      

指標植物 

Indicator plants 

  ◯ ◎     

トラップ植物 

Trap plants 

  ◯ ◯ ◎  ◯  

ｲﾝｾｸﾀﾘｰﾌﾟﾗﾝﾂ 

Insectary plants 

     ◯ ◎  

バンカー植物 

Banker plants 

     ◯ ◯ ◎ 

 

表３ バンカープランツとインセクタリープランツ(天敵温存植物) 

                                    宮崎大学 安部純一郎   

 狭 義 広 義 

バンカープランツ 

（天敵維持増殖作

物） 

施設において、人為的に代替餌（代替

寄主）を接種し、それを餌として放飼

された天敵が維持・増殖される植物 

（例）コレマンアブラバチを利用した

バンカー法における大麦 

左記に加え、露地において土着天敵（放飼

天敵でも可）の餌となる植物が増え、それ

を餌にして天敵が維持・増殖される植物 

(例)露地ナスにおける障壁栽培のソルゴー 

インセクタリー 

プランツ 

（花粉・花蜜供給

植物） 

露地において、土着天敵（放飼天敵で

も可）に花粉や花蜜を供給する植物 

（例）ヒラタアブにとってのスイート

バジル 

花蜜や花粉に限らず、天敵に植物由来の餌

を供給する植物 

(例)タバコカスミカメにとってのクレオメ 

 

まとめ 

 西日本等では、アザミウマ類、ハダニ類、コナジラミ類等の化学農薬に対する薬剤抵抗性を持つ病害虫の

存在が顕在化し防除が困難になってきていることもあって、タバコカスミカメ等天敵利用技術の普及が進ん

でいる。県内では、イチゴにおいては、本圃でのミヤコカブリダニ、チリカブリダニの利用に続いて、育苗

期におけるバンカーシートの試験も開始され、まずまずの成果を上げつつあるが、他品目においては、展示

ほの取り組みが始まったところである。しかし、今回紹介したようにスワルスキーカブリダニ、リモニカス

カブリダニ、バンカープランツ及び天敵温存植物の利用、天敵に優しい選択的化学農薬であるジアミド剤等

の普及等の新しい天敵利用技術の潮が高まっている。２９年度においては、恵那地域での露地ナスにおける

ＩＰＭの取り組みも２年目となり、今後の進展が期待される。 
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大規模水田営農を支える省力・低コスト技術について 

～平成 28年度 新稲作研究会成績検討会資料（抜粋）より～ 

 

「新稲作研究会」は、大規模経営・持続的農業を支える機械化技術の構築を目指しており、生産性の高い

農業を実現するために必要な高度な農業技術の確立を支援している。 

平成 29年３月２日に開催された「平成 28年度 新稲作研究会成績検討会（東京都）」に参加し、発表内容

の一部を取りまとめたので情報提供する。 

 

１  多様なほ場条件に対応した鉄コーティング種子の無代かき湛水直播栽培技術の確立 

                      岩手県農業研究センター プロジェクト推進室   

    岩手県では、稲作の規模拡大の手段として鉄コーティング湛水直播栽培（以下、「鉄コ栽培」とする）

が取り組まれており、平成 28 年度の実績は直播栽培 1,200ha の 90％に及んでいる。今後の面積拡大の

制限要因が「代かき」と考え、無代かきの鉄コ栽培の適応性を検討した。 

    無代かき鉄コ栽培のほ場準備は「チゼルプラウ＋レベラ＋縦爪駆動ハロー２回」で播種床の造成をし

播種前入水する方式とした。その結果、労働時間が分散され、全体の労働時間も代かき方式と比較し 82％

まで低減できる試算となった。 

    また、播種床造成の縦爪駆動ハローを２種類のローラ（スパイラル、パッカ）で鎮圧効果（２回目の

仕上げ耕にローラを使用する「強鎮圧区」と使用しない「弱鎮圧区」を設定）を比較した。その結果、

明瞭な差は見られなかったが、担当者の意見としては鎮圧が強すぎると発芽が悪くなり、収量に影響す

るのでは、ということであった。 

 

２  多彩な条件下でのモリブデンコーティングによる水稲湛水直播栽培技術の確立 

                      宮城県古川農業試験場 水田利用部   

    宮城県では、鉄コ栽培を中心に取り組まれており、平成 28年度の実績は直播栽培 2,245ha（直播栽培

普及率３％）となった。東日本大震災からの復旧農地においても直播栽培が増加している。今後の面積

拡大の制限要因が「苗立不良」「コスト」等と考え、べんがらモリブデンコーティング（以下、「べん

モリ」とする）の可能性を検討した。 

    種子被覆処理方法は「べんモリ」「鉄コーティング」及び「カルパーコーティング」で比較した。そ

の結果、作業性、コスト、及び資材費等から「べんモリ」が今後の普及拡大に繋がると考えられた。 

    また、土中播種のカルパーコーティング湛水直播栽培と比較すると、播種条件により苗立ちが悪くな

る場合もあるが概ね良好であった。表面播種の鉄コ栽培と比較すると、倒伏が鉄コ栽培より弱いため品

種の検討が必要と考えられた。「カルパーコーティング」が普及している地域では、播種後落水し出芽

揃時に入水する管理で、「鉄コ」が普及している地域では、播種後５日間湛水その後落水し出芽揃後に

入水する管理（湛水後落水出芽）で栽培するのが適していると考えられた。 

    「べんモリ」栽培は、安価で加工が容易で、（コーティングで酸化させないため）機械にも優しい。

ただし、鉄コのような鳥害抑制の効果が低いため、その被害の多少により収量に影響しやすい。 

 

３  安定した水稲直播栽培の確立 

                      京都府農林水産技術センター 農林センター 作物部   

    京都府では、鉄コ栽培が集落営農法人を中心に取り組まれている。今後の面積拡大の制限要因（鉄コ

のコシヒカリ栽培）が「倒伏」と考え、土中播種のべんモリ直播栽培の実用性を検討した。 

    シャーレ上において各コーティングをした３品種について発芽試験を行った。その結果、「べんモリ

区」の発芽勢が高く品種による差はなかった。また、実際のほ場に播種した苗立数の結果においても「べ

んモリ区」の方が良好であった。ほ場における播種深度は、「べんモリ区」は「鉄コ区」よりもやや深

い２～３mmであった。また「コシヒカリ」における倒伏程度は「べんモリ区」で軽減された。 

    これらのことから、「べんモリ直播栽培」は「鉄コ栽培」と比較すると、作業の容易性、当初の目的
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である倒伏軽減効果が確認できたほか、収量性は多収傾向で品質も同等であることから、現地での適応

性が高いと考えられた。 

 

４  高密度育苗及び精密移植による低コスト稲作技術の確立 

宮崎県総合農業試験場 作物部   

    焼酎原料、飼料用米等の新規需要米を低コスト栽培で対応するために、既存の疎植栽培の精度を高め

ることと、それに併せ高密度育苗技術を組み合わせて大幅な低コスト化と省力化が可能な新たな移植栽

培方法を確立することを目的とした。 

    早期水稲（３月１日播種）における密播疎植（播種量 250ｇ/箱、株間 25cm）は、慣行（播種量 150ｇ

/箱、株間 18cm）と比較しても苗質が良好で、移植についても欠株が少なく、植付け本数に差がなく、

同等の収量が確保できた。この際の 10ａあたりの利用箱数は密播疎植が 7.1 枚で、慣行が 16.5 枚であ

った。 

    普通期水稲における密播疎植（播種量 250ｇ/箱及び 300ｇ/箱、株間 25cm）は、慣行（播種量 150ｇ/

箱、株間 18cm）と比較しても苗質が良好で、移植についても欠株が少なく、植付け本数に差がなく、同

等の収量が確保できた。この際の 10ａあたりの利用箱数は密播疎植が 250ｇ播種で 9.6枚、300ｇ播種で

9.3枚、及び慣行が 18.4枚であった。今回の試験には、高密度移植期（Ｙ社製）が利用されており、欠

株率及び植付本数に問題もなく収量も確保できたことから、機械利用評価としては高いと思われた。 

 

５  高密度育苗による省力・低コスト化技術 

鹿児島県農業開発総合センター 園芸作物部 作物研究室   

    水稲の大型農家においては、大規模化にともなう育苗箱数が増加することが、コスト・労力の面から

の課題となっているため、一箱あたりの播種量を高密度にし、苗の掻取量を少なくすることによって、

育苗箱数を削減し、低コスト化及び労働力の軽減を検討した。 

    高密度育苗は、苗箱の使用量を３～４割程度削減でき、疎植をすることで約６割削減でき、省力化技

術として有効と考えられた。欠株率は、播種量が少なく掻取量も少ないと欠株が増加するという優位な

関係が認められた。これを解消するためには播種量を増やすことで１株当たりの植付け本数を増やすこ

とが重要と考えられた。収量調査の結果では、各試験区の収量差は判然としなかった。しかし穂数と栽

植密度には特に寄与率の高い有意差が認められ、極端な疎植が穂数の減少となり収量減に繋がる可能性

が考えられた。この技術の普及にあたっては、欠株率が多くならないように掻取量をしっかり調整し、

穂数減にならないように栽植密度に注意することが必要である。 

   

 

 

 

 

＜鉄コーティング＞ 

   湛水直播を行う際の種子コーティングの１種。水稲種子に鉄粉を被覆するもので、鉄粉をコー

ティングすることで種子を重たくする。 

農研機構 近畿中国四国農業研究センター（現：農研機構 西日本農業研究センター）が開発し

た表面播種タイプの湛水直播技術である。 

 

＜べんがらモリブデンコーティング＞ 

湛水直播を行う際の種子コーティングの１種。水稲種子にモリブデン化合物と酸化鉄「べんが

ら」を被覆するもので、資材費が安価で被覆作業も簡易である。 

   農研機構 九州沖縄農業研究センターが開発した土中播種タイプの湛水直播技術である。 

 

＜高密度育苗＞ 

   従来の播種密度(乾籾 200～250g/箱)をさらに高密度(乾籾 250～300g/箱)にした育苗方法。10

ａあたりに必要な育苗箱数、資材費及び運搬等の作業時間の削減が可能。 

石川県農林総合研究センターが県内生産者及びメーカーと共同開発した育苗コスト削減技術。 


