
 
                                               平成２４年１０月１日 
                                                       第４６８号 

     今月の技術 
                            農政部農業経営課 
 

                 目 次  
 
 

  １ 今月のトピックス 

   ○大豆の帰化雑草対策の情勢について 

     ～全国農業システム化研究会に参加して～ ・・・・・・・・・  １ 

                              （吉田一昭） 

 

  ２ 気象概況（１０月）    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

                              （赤地伸夫） 

   (1) これまでの気象経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

   (2) 今後の気象予測   ・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 

３ 農作業管理（１０月）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

          (吉田一昭 成田久夫 石川嘉奈子 赤地伸夫 若園鎮靖) 

   (1) 水 稲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

   (2) 大 豆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

   (3) 野 菜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

(イチゴ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

(トマト・キュウリ等の施設野菜)・・・・・・・・・・・  ７ 

(ホウレンソウ（高冷地）) ・・・・・・・・・・・・・  ８ 

(トマト（高冷地）) ・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

(ダイコン) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

(夏秋ナス) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

(サトイモ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

(その他の露地野菜) ・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

   (4) 果 樹 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

   (5) 花 き  

(フランネルフラワー、かれん、サルビア) ・・・・・・ １５ 

   (6) 畜 産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

 

  ４ 専門項目に関する情報 

○薬剤抵抗性対策の現状と取組について ・・・・・・・・・・・・ １９ 

                              （鈴木俊郎） 

 



- 1 - 

 

今月のトピックス 

 

大豆の帰化雑草対策の情勢について 

～全国農業システム化研究会に参加して～ 
 

 平成２４年度全国農業システム化研究会・大豆安定生産促進事業における「大豆の帰化

雑草対策に関する全国現地検討会」（主催：（社）全国農業改良普及支援協会）が７月 

３１日に兵庫県加西市のＪＡ兵庫みらい本店と現地ほ場の２会場を使って開催された。北

は東北（宮城・山形県）から南は九州（熊本県）まで、国・独法・大学・県・ＪＡ・生産

者・資材及び農機メーカーの総勢２５０人以上が集まり、講師の情報提供に耳を傾けた。 

 室内検討では、農研機構中央農研から「帰化雑草の生態と対策について」、クボタアグ

リソリューション推進部から「大豆の機械作業について」、兵庫県（加西農業改良普及セ

ンター、光都農業改良普及センター、農林水産技術総合センター）から「兵庫県内におけ

る帰化雑草の現状と対策について」の５つの情報提供が有り、総合検討が行われた。 

 現地検討では、２５０名以上の参加者が一度に現地ほ場へ移動することが困難であった

ため、二班に分かれて、ＪＡ駐車場に展示された最新の大豆栽培管理に用いる農機の見学

と、現場ほ場で中耕ディスクに除草剤ノズルを取り付けた同時作業の見学を行った。 

 

１ 「帰化雑草の生態と対策について」（室内検討）から 

(1)難防除な帰化雑草の特徴 

①種子が大型であり、休眠があり、土壌処理除草剤が効きにくく、生育期に使用出来る

茎葉処理剤（ベンタゾン）が効きにくい。 

②短日性種子繁殖であり、早く出芽したものは大型となって多量の種子を生産し、遅く

出芽したものは、すぐに開花して確実に種子を生産する。 

③大豆の草冠から上に出やすく、つる性で巻き付いて作業を妨げたりする。 

④発生期間や生育期間が長く、いつまでも茎葉が青く、液果で大豆に汚損する。 

(2)新規の土壌処理除草剤の出現 

フルミオキサジンが帰化アサガオやイヌホオズキ類に効果高いと期待されている。しか

し、アメリカの登録よりも低濃度、休眠種子に効果が低い、散布器具の洗浄が通常以上に

煩雑、地域限定の販売もある等の問題点もあり、使用者・指導者・メーカーの協力体制が

求められる。 

※岐阜県では、農業技術センター作物部が受託試験として現地実証を進めており、結果に

ついては今後の取りまとめが待たれる。また、前述の地域限定使用に対応できるよう体

制を整えている。 

(3)今後新たに注意すべき雑草 

注意すべき雑草としては、キク科のオオオナモミ、マメ科のアメリカツノクサネム、ウ

リ科のアレチウリ等が挙げられる。ここまで被害が拡大した理由としては、ほ場へ侵入す

る前の防除が手薄だったことやそれほど深刻な雑草であるとの認識が低かったことがあり、

ほ場侵入前の防除が重要であることが訴えられた。 
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２ 「中耕ディスク作業機（ディスクカルチ）による作業時の畦間株間除草剤散布」

（現地検討）から 

(1)ディスクカルチによる中耕培土作業 

中耕培土は、従来はロータリカルチで実施されてきている。降雨後の土壌水分が高い状

態では土を練ってしまうために、作業時期を延期してきたところも多かった。 

ディスクカルチによる中耕培土作業の特徴は、以下にあげるようなものがある。 

・平常時でも（作業機に動力を伝達することなく牽引するのみのため）高速作業が可能

（1.5～２倍の効率）である。 

・土壌水分が多少高くても（これまで降雨始めや降雨後で中断していた）作業が可能で

ある。 

・作業の遅延が少なくなり、適期に実施できることから雑草防除効果が高い。 

(2)畦間株間除草剤散布の同時作業 

今回の作業実演の売りである（兵庫県農試の講演でも触れられた）畦間株間除草剤散布

ノズルを作業機に取り付けることにより、液剤散布の中耕培土同時作業が実施でき、今後

の雑草対策に期待される技術となる可能性が見出された。 

※散布ノズルは培土作業機につけてあり、散布位置が安定して大豆株基部への散布精度が

高く、薬害リスクも軽減できるところにある。 

 

 

 

 県内にも中耕ディスク作業機が導入されているが、接続させるトラクタに制約があった

り、帰化アサガオ問題が顕在化していなかったりして、体系的な問題解決には至っていな

い。また、フルミオキサジンの県内導入を進めるものの、剤の効果を十二分に発揮させる

だけの条件解明が進んでいない。この２つの技術の組合せ、非選択性茎葉処理除草剤を用

いた体系除草による帰化雑草の軽減を積極的に進める必要があると感じられ、今後問題を

抱えた地域へ波及させたい。 
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               気 象 概 況  
 

１ これまでの気象経過 

 ◆８月下旬～９月中旬の概要   

：岐阜地方気象台農業気象速報 

８月下旬は、高気圧に覆われて晴れた日

が多くなったが、旬の終りは、天気がぐず

ついた。特に３０日と３１日は、南からの

湿った空気や寒気を伴った上空の気圧の谷

の影響で大雨となった。平均気温は岐阜、

高山ともにかなり高くなり、降水量は岐阜、

高山ともに平年並であった。日照時間は岐

阜、高山ともに多くなった。 

９月上旬は高気圧に覆われ晴れた日も

あったが、上空の寒気や南からの湿った空

気の影響で天気がぐずついた。特に２日か

ら３日や７日、８日は雷を伴った激しい雨

が降った。平均気温は岐阜、高山ともに高

くなり、降水量は岐阜、高山ともに平年並

であった。日照時間は岐阜、高山ともに平

年並であった。 

９月中旬は、高気圧に覆われて晴れた日

もあったが、南からの湿った空気の影響で、

美濃地方を中心に曇りや雨の日が多くなり、

特に１１日や１５日、１８日から１９日は、

非常に激しい雨の降った所があった。平均

気温は、岐阜、高山ともにかなり高くなり、

降水量は、岐阜では多くなり、高山では少

なくなった。日照時間は、岐阜では平年並

となり、高山ではかなり多くなった。 

 

２ 今後の気象予測 

 ◆東海地方１か月予想：名古屋地方気象台９月２１日発表 

向こう１か月の天候は、低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わる見

込み。 

【１ヶ月予報（９月２２日～１０月２１日）まで】  ＜名古屋地方気象台＞ 

9/22～9/28 期間のはじめと終わりは、気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がり

やすいが、中頃は高気圧に覆われて概ね晴れる見込み。 

9/29～10/5 低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わる見込み。 

10/6～10/19 低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わる見込み。 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

気 温℃

夏作半旬気象図（岐阜市）夏作半旬気象図（岐阜市）

0

10

20

30

40

50

60

70

3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1

日照時間hr

半 旬（岐阜市、太線：平年値、細線：本年値）

0

50

100

150

200

降水量mm



- 4 - 

 

ハツシモ

草
丈

(
c
m
)

茎
数

(
本

/
㎡

)

移植後日数

○：羽島市　（6/13植） △各務原市：（6/20植）
□：瑞穂市　（6/13植）
●：大垣市　（6/10植） ■：海津市　（5/27植）
▲：養老町　（6/ 8植） ◆：輪之内町（5/26 植）
▽：揖斐川町 （6/ 6植）

0 20 40 60 80 100

30

60

90

120

0

200

400

600

 

 

図 水稲「ハツシモ」の生育状況 

（図中の▲は農技セのデータ） 

 

農 作 業 管 理 

１ 水 稲 

(1)生育状況 

 あきたこまちの収穫は終了し、平坦地の早植コシヒカリや中山間地のコシヒカリの収穫

作業が進んでいる。今年は、昨年のような台風接近による強風等に曝されることはなく、

また、９月上旬の昼間の気温は高いものの朝晩は涼しいため、順調な登熟が進んでいる。 

一部の平坦地のコシヒカリでは、登熟良好で地上部重が重くなった登熟後半に秋雨が当

たり、局所的な倒伏が見られている所もあるが、ほ場に滞水はないことから、速やかに刈

り取られ、集荷されている様子も見られている。 

平坦地のハツシモは、昨年は出穂期から開花期

にかけて台風の強風に揉まれ、籾に傷がついて細

菌病が多発し、加えて登熟自体も不良となり、豊

作が期待されたものの不作に終わった。今年は、

生育状況の推移や現在のほ場状況を見ると、障害

を受けている様子は無いため、平年並以上の収穫

量が期待される。 

気になるのは、９月に入ってからも出穂してい

るノビエが多いほ場が増えてきていることである。

９月の気温が高めであったため、イネ科雑草が残

っているほ場内へカメムシが飛来し、中晩生品種

の斑点米被害が増加することが予想される。仮に

今年の品質は良好で斑点米被害を回避したとして

も、今後地球温暖化で気温上昇が続けば、被害が

増加するかもしれないので、次年度以降の雑草対

策を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、今年はセジロウンカによる被害が報告されている。セジロウンカは越冬できずモ

ンスーンに乗って日本へ飛来する害虫であるが、中山間地～平坦地山沿いの飛来が多かっ

たために、美濃市、恵那市、下呂市でスス症状の発生が報告されている。注意すべきは、

殺卵遺伝子 Ovc を有しない外国稲や農林 8 号に由来する水稲品種では殺卵反応が弱い点に

あり、品種によってセジロウンカが多発しやすいことが報告されている。（愛知県農業総

合試験場発表）。今後はセジロウンカの飛来数にも注意を払う必要が出てきたといえる。 

 高温障害については、９月に入った後も３０℃以上の最高気温ではあるが、朝晩の涼し
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さと着実にピーク温度が低下しているため、障害が無とはならないものの、２２年産のよ

うな被害は起こりにくいと考えられる。 

 

(2)適期収穫 ～積算温度のみに頼らない的確な

収穫開始～ 

 帯緑籾割合が５～１０％程度で確実に収穫され、

乾燥調製された米は、胴割れも少なく、玄米特有

のツヤを有し、良効な外観品質を保つことが出来

る。 

 

 

 

 

 

 

２ 大 豆 

(1)中期除草 

 近年、帰化アサガオやホオズキ類を大豆ほ場だけでなく、稲ほ場や水路沿いの畦畔で頻

繁に見かけるようになった。一旦発生し始めると、条件によっては年３回開花して稔実し、

大量の種子を残すこととなる。また、当初はマルバルコウのみが見られていたほ場でも、

その後、マメアサガオやマルバアメリカアサガオまで見られるようになっている。水路や

道路沿いでは綺麗に見えるアサガオでも、大豆ほ場では勿論のこと、水稲ほ場でも中干し

後に発生し始めてイネに絡み付いて、収穫機械を破損させたり、米に混入するとクサネム

と同様に品質低下に影響する厄介な雑草である。 

 また、地域は限られているが、フウリンホオズキもそのスピードは遅いものの、拡大し

ている。液果（ホオズキの実）は潰れると青紫の汁を大豆に付着させ、まるで紫斑病に

罹ったような大豆に見せてしまう。 

 その他、イヌホオズキ（黒い液果）は潰れずにそのまま大豆の中に混入すると、加工業

者からクレームが入るだけでなく、その実にはアルカロイド（植物毒、ジャガイモの芽等

と同じ）を含んでおり、食品流通には配慮が必要である。また、ジュズダマ（ハトムギの

野生種）は、見た目はベージュ色で大豆と似ており、加工過程の最後まで気付かれない場

合もある。消費者の口に入って硬い実があるというクレームが出てからでは遅い。 

 収穫時の広葉雑草による大豆汚損粒の発生だけで済まされない問題が起こる前に雑草を

防除する必要がある。 
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図 適期収穫と玄米品質 
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３ 野 菜 

台風１６号の影響により西濃地区を中心に大量の降雨があり、今後の秋冬露地野菜やい

ちご等冬春野菜への影響が心配される。 

秋冬の露地野菜等を中心に、播き直しや植え替え品目転換などが発生したものについて

は、潅水や肥培管理、簡易な耕起、土寄せなどを行って、生育の促進や草勢の回復に努め

る。いちご等の冬春向け施設野菜については、ハウス内の温湿度等の環境管理と適切な肥

培管理を行い、草勢の回復と維持に努める。 

夏秋野菜は終盤となるが、市場のみならず地場直売所も活用し、できるところまで出荷

に努める。 

 

(1)イチゴ 

頂花房の花芽分化は、７月以降高温傾向で推移したことから全般的にやや遅れていると

思われる。また、定植直後に台風１６号の激しい降雨を受けたことによる、活着や生育の

遅れが心配される。今後は短期間で、長期の生産出荷を支える根張りと株づくりを行わね

ばならないため、潅水や肥培管理など徹底した栽培管理が求められる。 

１０月は、腋花房（第２花房）の花芽分化と頂花房の出蕾及び開花を目安にマルチング

やビニール被覆、ミツバチの導入などを実施するが、実施後のハウス内温度や地温管理に

も配慮が必要となる。急激な気温低下に備えて、早めの保温資材・加温機器類の準備や試

運転等を実施しておきたい。 

なお、腋花房（第２花房）の検鏡調査を行った際には必ず未展開葉数を確認して、頂花

房に連続するか否か、かなり空くのかなど考慮して、花数制限や保温・加温、電照時間な

どの栽培、環境管理を実施する必要がある。 

①根張りと株づくり 

１１月下旬から来春までの長期間の栽培や出荷に耐えられるよう、十分な根張りが基

本となる。活着以降は、クラウン周辺は湿潤な状態を保ち「不定根」の発生を促す。連

続して「不定根」が発生しはじめたら、過剰な潅水を避け除々に潅水間隔を空けながら、

伸長と張り出しを促して十分な根圏の確保に努める。 

葉色の濃い大きな葉が展開し始めたら、採光性をよくして葉の展開を促す。また、濃

姫は草高２５～３０ｃｍ、美濃娘は草高２０～２５ｃｍを目安に株の養成を図る。特に、

「美濃娘」は、頂花房出蕾以降に草勢を高めることが難しいため、初期の株作りを意識

して行う。 

②腋花房（第２花房）の花芽検鏡の実施 

今年は、おおむね１０月１５日頃が適期であろうと想定されるが、腋花房（第２花

房）の花芽検鏡を実施して、頂花房と第２花房間の葉数や出蕾・開花の時期、花数など

を把握しておく。 

ちなみに、頂花房と腋花房（第２花房）の間に発生する葉数が３枚前後と少なければ、

頂花房並びに腋花房の花数制限（摘蕾摘花）を実施する。また。気象条件にもよるが、

早めに、保温や加温、電照などの栽培環境づくりにも努める。 

③マルチング 

頂花房の出蕾前か出蕾始めで、第２花房の花芽分化を確認してから行うのが好ましい。

また、マルチ設置後は畝の肩程度までめくり上げて、地温上昇を抑制する。 

 



- 7 - 

 

⑤ビニール被覆 

頂花房の開花前に実施したいが、やはり第２花房の花芽分化を確認してから被覆する

のが好ましい。その後、気温にもよるが、サイドビニールや内張被覆等も早めに行う。 

⑥ミツバチの導入 

頂花房の出蕾・開花に合わせて導入する。導入直後は巣箱の移動は極力避け、活発に

飛び回るよう特に温度管理に注意する。 

 

⑦機械・機器類の整備や点検 

最近は、突然、極端に寒くなることがある。内張ビニール等による保温の準備はもち

ろんのこと、加温機や炭酸ガス発生機の整備や点検、電照の準備を早めに行っておく。 

高設栽培においては、加えて温湯ボイラーや温湯管の整備・点検、液肥供給装置の点 

検や調圧、回数や濃度、供給時間の変更など適宜対応する。 

⑧温度管理 

最低温度が１３℃を下回りはじめたら保温・加温を開始する。草勢が強い場合はやや 

低め、草勢が弱い場合はやや高めで管理する。 

高設栽培で根圏加温ができる場合は積極的に活用し、草勢を維持する。 

⑨花（果）数制限による草勢維持 

腋花房（第２花房）の花芽検鏡等により、頂花房と腋花房（第２花房）が連続する傾

向が強ければ、“成り疲れ”が発生して第３花房の出蕾や開花、収穫が大幅に遅れやす

くなるので、その場合は、頂花房については着果数７～１０果を目安に“摘花(果)”を

実施する。できれば“摘花”が好ましい。 

⑩葉欠きと芽の生理 

美濃娘は、活着して生育が旺盛になると横芽や泥芽などの腋芽が立ちやすい。放任す

れば過繁茂となり細い花房が多数出て奇形果や小玉になりやすくなる。 

地域によっては、１１月上旬から天敵（スパイカル等）を導入されるところもあり、 

１０月中に葉欠きと余分な芽欠きを行い、導入前の防除（ハダニ中心）を実施する。 

⑪病害虫管理 

防虫ネット等の利用によりヤガ類の被害を抑え、化学農薬や生物農薬等を上手に利用 

して微小昆虫の発生を抑えていく。ハダニ等は年内の発生を低く抑えることができれば

翌年の発生も少なくなる傾向がある。また、ホコリダニの被害報告が増えている。今の

うちに徹底した対策をしておきたい。 

炭疽病や萎黄病の発生があった場合は、周辺の株も含めて慎重に掘り採り、場外へ廃

棄する。早急に植え替えてしばらくは防除等を実施する。 

「美濃娘」「紅ほっぺ」はうどんこ病にも注意し、定期的な予防散布を実施する。 

保温や加温開始により、灰色かび病の発生が増える。排水対策や敷きワラ・もみがら 

等の利用、花がら葉くずの処理など、発生させない環境づくりに努める。 

 

(2)トマト・キュウリ等の施設野菜 

①草勢管理 

ハウス内環境の適切な調節や肥培管理によって、草勢の維持に努める。 

②温度管理 

朝晩を中心に気温が低下し保温や加温が必要になってくる。早めの内張や暖房機器類
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の試運転など実施する。また、ビニールの破れなども確認し補修する。 

③病害虫対策 

黄化葉巻病、黄化えそ病は発生株が確認できしだい、引き抜き処分する。引き続き、

コナジラミ類、アザミウマ類の侵入を防ぎ、定期的な防除を実施する。 

また、降雨や気温低下等によりハウスを閉め始めると、灰色かび病やべと病の発生が

増える。循環扇の活用や定期的な防除により予防に努める。 

 

(3)ホウレンソウ（高冷地） 

①生育適温の確保 

１０月に入ると気温の低下が顕著となり生育が鈍化し、計画的な出荷が困難となるこ

とから、ホウレンソウの生育適温（１５～２０℃）を確保するためサイドビニールを被

覆し、生育の促進を図る。ただし、サイドビニールの被覆やハウスの密閉は、ハウス内

気温・湿度を上昇させ、特に、べと病の発生する危険性が高まるため、日中は換気を行

い空気を動かすように努める。 

②病害虫防除 

ア べと病 

気温の低下する秋期は、分生子の発芽適温（８～１８℃）となることが多く、夜間 

は特に湿度も高く推移することから、レース１～８抵抗性品種以外は注意が必要とな

る。 

子葉展開から本葉第１～２葉展開時までに感染しやすく、発病後では被害は抑えら

れないことから、初期（本葉展開時）からの予防防除が重要となる。特に秋期は生育

日数も長くなり粒剤の効果が低下しやすいことから、生育後半（Ｓサイズ時）にも予

防防除が必要となる。また、夜間の多湿条件は発病を助長することから夕方の潅水は

避け、合わせてこまめな換気によりハウス内湿度を下げる等の耕種的防除も実施する。

発生後は病害葉をほ場内から持ち出し適正に処分する。 

イ ホウレンソウケナガコナダニ 

比較的低温で多湿条件を好み春と秋に発生が多くなり、発育適温は１０～２０℃と

される。未熟な有機物やほうれんそうの残さ等の未分解有機物を餌として増殖し、ほ

場の乾燥に伴い湿度のある新芽に移り食害を行うと考えられる。特に低温期は有機質

肥料の施用は避け、薬剤散布はコナダニに薬液がかかるよう丁寧に行うように心掛け

る。また、土壌の乾燥により被害が増加する傾向があることから、生育期間中の土壌

水分を下げすぎないように注意するとともに、発芽勢を揃え初期からの生育むらを避

けることも被害軽減には効果的である。 

 

(4)トマト（高冷地） 

①着色適温の確保 

トマトの着色（リコピンの生成）適温は１９～２４℃と比較的高いことから、平均気

温が適温を下回る時期を目安にサイドビニールを被覆するなどして、昼間の温度確保に

努める。ただし、日中の高温障害を防ぐため、ハウス妻の三角部分は開放し密閉は避け、

晴天日でハウス内が３０℃以上となる場合には換気を行うとともに、被覆によりトマト

の蒸散量が増えるため、定期的な潅水を行い水分を補う。また、夜間の保温効果は限定

的なため、結露による病害発生や果実の濡れを防ぐために夜間は積極的に換気すること
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も効果的である。 

②収穫期後半の管理 

ア 潅水 

上位花房の果実肥大促進を図るために極端に潅水量を減らすことは避け、あくまで

日射量やハウス内の気温に合わせて潅水量を徐々に減らすように心掛ける。特に、乾

燥しやすいほ場では土壌水分の維持が効果的である。ただし、多潅水は昼夜の気温差

によりハウス内の結露発生の原因となるため、通路等は乾燥状態を保つように注意す

る。 

イ 整枝・玉出し 

摘心後も定期的に脇芽かきや葉先枯れ葉の整理を行い、放任状態とならないように

管理作業を継続することが、上位段の玉伸び促進には効果的である。特に、強樹勢以

外は玉出しを行い、果実には日射が適度に当たるように心掛ける。 

③来年の栽培に向けて 

収穫終了後、平均的な株について土壌断面（根がどの方向へ、どこまで伸びている

か）を観察し、さらに根を掘り出して根の色、量などを確認する。特に近年、褐色根腐

病の発生圃場が増加していることから、他の生産者の根と比較し、土壌病害対策や土壌

の物理性改良等に取り組むための材料とする。また、屋根ビニールをはずす前に土壌診

断を行うことにより、作付け期間中の施肥管理が適正であったかを判断することが可能

となる。 

 

(5)ダイコン 

今年は、梅雨明けが比較的早く高温乾燥傾向が続いたことから、湿害等の発生は少な

かったが、平成２１年のような長雨が続いた際には、排水条件や保肥力等の土壌条件の違

いが顕著な生育差となる事例が多い。 

その対策として、生育不良圃場においては作付け終了後にサブソイラー等により耕盤破

砕を行うとともに、完熟堆肥の適量施用（２～４ｔ／10ａ）により団粒構造の形成や地力

の維持を図る。ただし、未熟堆肥の施用は、根部障害や土壌病害等の発生につながる恐れ

があり、逆効果となることから注意が必要である。完熟堆肥が確保できない場合は、エン

バク等の緑肥作物の鋤混みを行う等、計画的なほ場利用を考える。また、土壌診断により

土壌の化学性を把握し適切な改良を行うことも、基本的な取り組みとして重要である。 

 

(6)夏秋ナス 

今年の栽培や収穫・出荷は終盤となるが、高温傾向が続いたことから、県内各産地とも

に出荷量は前年を上回る状況にある。まだまだ、気温は十分であるため、肥培・栽培管理

に努め、地場の直売所なども活用しながら、収穫量や売り上げを確保したい。 

８月の高温以降、腐敗果の発生が止まっておらず、一部では褐色腐敗病も発生している。

品質の確保には十分に留意したい。 

①潅水管理 

まだまだ、日中の温度は十分にある。潅水管理を積極的に行い、品質の良いナスのみ

を出荷する。 

一時的な冷え込みが予想されるが、その場合は畝間などに湛水してしのぐ。 
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②肥培管理 

着果の状況によるが、１０月中旬ころまで追肥を実施するとよい。窒素単体でよいが、

液肥や葉面散布が効果的な時期が来ている。 

③葉欠き 

株内に万遍なく光が入るよう葉欠きを行う。 

④保温管理 

写真１のような被覆を行ってねばり強く収穫・出荷を続けている事例もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 寒さ避け対策 

⑤次年度対策 

出来る限り３～５年以上作付け間隔のあるほ場を確保する。 

今年、半身萎凋病が発生したほ場は水田等に戻し、今後５年程度は作付けしない。 

次年度の育苗資材、パイプなどの資材消毒を行う。 

収穫量や収穫パターンを整理し、部会等での反省会を実施する 

 

(7)サトイモ 

今年は、種芋の植え付け後の低温傾向により、発芽や生育遅れとなったが、定期的に降

雨もあり子イモ孫イモの着生や肥大はまずまずであった。親ダツや子ダツやその葉もしっ

かりしているため、最後まで十分に肥大させたい。 

次年度へ向けた種イモは、品種と品質が揃うよう注意して確保する。 

①収穫に向けて 

親ダツや子ダツが黄変・枯葉し同化された養分が転流されるのを待って、試し堀りの

後に収穫作業を実施する。 

掘り取り作業は、原則、晴天で土壌がよく乾いている時に実施する。 

掘り取った株は、ほ場での風乾後、排水のよいほ場に積み上げ、通気性と保温性を確

保するためワラで覆った後に覆土し貯蔵する。 

５℃以下で凍害を受け、１５℃以上で病害発生と発芽しやすくなるので注意する。 

②出荷 

出荷は、順次掘り出して洗浄後、選果機等で選別して出荷する。 

③次年度に向けて 

次年度に向けて、良質な“種いも”の確保を行う。 

丸いも率の向上には、八名丸の特徴である「蓮葉系（はすばけい）」を選び統一する

ことが必要である。 
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(8)その他の露地野菜 

①タマネギ 

ア 播種後の管理 

播種後約１０日前後で発芽し始めるので、早めに寒冷紗等を取り外し徒長を防ぐ。 

乾かさないように潅水するが、過湿にならないように排水に注意する。 

苗が５ｃｍ程になれば２ｃｍ間隔で間引きを行い、茎太約８ｍｍ程の苗を目指す。 

イ 定植の準備 

腐植に富んだ壌土を好むため、堆肥等を十分に投入して土づくりを行う。窒素成分 

で１０ａ当たり１５～２０ｋｇ程度を目安に施肥するが、リン酸は初期から吸収され

不足すると肥大等に影響するため、１０ａ当たり２５ｋｇ程を目安に施用する。 

②カブ 

・高温下では発芽、生育、根部の肥大が劣るため、は種時期には注意する。 

・品種や収穫期に合わせて順次播種する。発芽不良となった場合は直ちに播き直す。 

・今後の播種については途中トンネル被覆を必要とし、２～３月以降の出荷となる。 

・防虫ネット等を活用して害虫対策を行う。 

③ハクサイ、キャベツ 

・ほ場は滞水しないよう排水には注意する。 

・生育に合わせて追肥する。特に結球前には吸肥が強いため必ず追肥と培土（中耕）を

行う。 

・病害虫の発生に注意して適宜防除を実施する。 

④ブロッコリー 

・ほ場は滞水しないよう排水には注意する。 

・定植後２０日頃と出蕾期を中心に追肥と培土を実施するが、栽培期間を通して肥切れ

させないよう注意する。出蕾期までに葉数を確保し葉色を保つ。また、出蕾期前後は

特に肥料を必要とするため、特にこの時期の肥切れ（葉の退色）には注意する。 

・病害虫防除を徹底しておく。 

・下旬頃から早い産地では収穫・出荷となるが、規格を確認し適期収穫に努める。 

⑤ニンニク 

・植え付け床には十分な潅水を行い、やや表面が乾いたら黒マルチで被覆しておく。 

・植え付けには、７ｇ程度の種球を利用すると収量が安定する。 

・種子消毒を実施して条間２５ｃｍ、株間１５～２０ｃｍ程度で植え付ける。 

・覆土は３ｃｍ程度として、発芽遅れと不揃いの原因となるため深植えにしない。 

・植え付け後に乾燥が続くような場合は、植え穴に潅水する。 

・滞水させないようほ場内の排水には十分注意する。 

・植え付けが長期にわたる場合や種球が不揃いな場合には、小さなものから植え付ける。 

・春先、とう立ちしたあと、その花茎を“にんにくの芽”と称して販売する場合は、使

用できる農薬は「野菜類」の適用に限られるので、予め確認しておく。 

⑥その他秋収穫の野菜類 

・品目の生育ステージに合わせて、肥培管理を実施する。 

・病害虫も多く、べと病やうどんこ病、灰色かび病に注意する。ハスモンヨトウなど 

の食害が発生するので、定期的な防除とともに防虫ネットなどの利用も検討する。 

・降霜などで品質低下を招かぬよう注意し適期収穫する。 
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４ 果 樹 

(1)生育（表１～５、図１～６） 

①カ キ 

 早生種の着色が平年より遅れており、産地では「西村早生」の収穫が９月７日から始

まった。続く「早秋」は１０月から出荷が始まる予定である。「早秋」は、生理落果が

少なかったため前年より着果数が増加している。果実肥大はほぼ平年並である。「太

秋」の着果量は前年並みで、果実肥大は平年よりやや遅れている。なお、「富有」の果

実肥大は平年よりやや遅れている。 

②ナ シ 

 平年より３日遅く９月５日から「豊水」が収穫時期を迎えた。着果数、果実肥大は平

年並であるが、シンクイムシ類の被害が散見される。 

③ク リ 

 「丹沢」の収穫は平年より５日遅れで９月４日から始まった。収量は平年並みで、１

果重は大きく、そのために裂果率が高くなっている。「ぽろたん」の収穫期も平年より

５日遅れで始まった。「ぽろたん」の黒変果は少ない傾向である。 

 ④モ モ 

 「白鳳」は、収穫時期が平年より２～４日遅れたが、昨年問題となったミツ症は少な

かった。大玉・高糖度で、食味は良好であった。「昭和白桃」も収穫時期が平年より５

日遅くなり、大玉で高糖度であった。 

 ⑤リンゴ 

 「つがる」の収穫始めはほぼ平年並みであったが、高温のため果実の着色が悪く、成

熟が急速に進み収穫終期は４日早くなった。「ふじ」の肥大はほぼ平年並みに推移して

いる。 

 

 表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2012 3/21 4/15 5/21 5/22 5/25

2011 3/11 4/8 5/24 5/25 5/29 10/4 10/4 10/11 261 16.5
平年 3/16 4/6 5/18 5/19 5/23 9/28 10/2 10/5 238 16.1

太秋 2012 3/23 4/18 5/21 5/21 5/26
2011 3/20 4/14 5/24 5/25 5/28 10/11 10/23 10/31 342 16.8
平年 3/23 4/11 5/18 5/20 5/23 10/15 10/23 11/1 340 17.3

富有 2012 3/22 4/18 5/23 5/24 5/27
2011 3/19 4/14 5/25 5/28 5/31 11/7 11/15 11/28 275 17.1

平年 3/23 4/11 5/20 5/22 5/25 11/6 11/19 11/30 277 17.0

開花期 収穫期

 

 

 表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2012 3/17 4/15 4/15 4/18 4/25 8/12 8/22 8/27 347 13.1

2011 3/20 4/15 4/12 4/17 4/23 8/10 8/22 8/29 337 12.2

平年 3/18 4/12 4/10 4/14 4/21 8/6 8/17 8/24 362 12.6
豊水 2012 3/15 4/9 4/12 4/16 4/17 9/5

2011 3/16 4/11 4/9 4/13 4/21 9/6 9/16 9/26 463 13
平年 3/13 4/8 4/5 4/11 4/17 9/2 9/10 9/18 444 13.4

開花期 収穫期
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 表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重

始 盛 （ｇ）

丹沢 2012 4/10 4/30 6/18 6/13 9/4 9/14
2011 4/6 5/6 6/23 6/20 9/5 9/12 25.2
平年 3/31 4/27 6/16 6/11 8/30 9/8 25.3

筑波 2012 4/9 4/28 6/19 6/12
2011 4/3 5/4 6/24 6/18 9/22 10/6 24.8
平年 3/28 4/24 6/16 6/9 9/16 9/28 23.9

ぽろたん 2012 4/10 5/1 6/18 6/17 9/17
2011 4/7 5/6 6/23 6/23 9/14 9/18 30.4
平年 3/30 4/26 6/16 6/14 9/12 9/18 28.5

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

 

 表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2012 4/9 4/30 5/2 5/6 8/5 8/17 341 16.0

2011 4/3 5/5 5/7 5/10 8/6 8/14 289 15.8
平年 3/26 4/26 4/29 5/4 8/3 8/13 285 15.2

昭和 2012 4/9 5/1 5/3 5/8 8/23 8/31 385 17.3
白桃 2011 4/3 5/6 5/8 5/11 8/18 8/29 432 16.6

平年 3/26 4/27 4/30 5/5 8/18 8/28 326 15.3

開花期 収穫期

 

  表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2012 4/14 5/5 5/8 5/15 9/6 9/18 317 13.9

2011 4/10 5/10 5/14 5/19 9/3 9/25 325 14.6
平年 4/4 5/3 5/7 5/13 9/5 9/22 355 13.7

ふじ 2012 4/15 5/4 5/8 5/14
2011 4/10 5/10 5/13 5/18 11/10 11/30 317 17.6
平年 4/5 5/3 5/7 5/12 11/10 11/29 368 15.6

開花期 収穫期

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ カキ太秋肥大推移         図４ ナシ豊水肥大推移 

図１ カキ富有果実肥大推移       図２ カキ早秋果実肥大推移 
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※ 図１～４ 農業技術センター（岐阜市）調査による。 

   図５～６ 中山間農業技術研究所（飛騨市）調査による。 

 

(2)カキ「早秋」、「太秋」の出荷について 

①早秋 

早秋の健全果の果皮色と糖度は、平年で 

 １０月以降向上してくる（図７）。早秋の 

 特色を出すため、収穫基準の着色を守る必 

 要がある。赤く高糖度な果実を出荷し、早 

 秋全体の市場評価を高めるよう努める。  

また収穫時期が早い時期には、出荷時に軟 

 化する果実を混入しやすい。こうした果実は、 

 病害虫の被害果ならば外観から判断できるが、 

 外観から判断できない果実が混在する。収穫後 

 1 日保管して、軟化しない果実を出荷するなど 

対策をとる。 

②太秋 

 太秋は着色がそれほど進んでいなくても糖度が高くおいしい特徴がある。着色が進む

と糖度が高くなるが、サクサク感が失われる。過去に行ったアンケート調査でもカラー

チャート３～４でおいしいとの意見が多かった（データ省略）。 

 しかし、ヘタ周りの緑が濃い果実は渋味が残ることがあるため、出荷時は食味を確認

して、収穫基準を守り品種の特徴が失われないようにする。 

 

(3)ナシの黒星病対策について 

今年は春季の低温、多雨により、ナシの黒星病の発生が春から夏にかけて多かった。な

かには「幸水」の収量が減少するほど多発生した園があった。来年に向けた対策として、

秋期防除を実施する。薬剤選択や時期は、各地域の防除暦を参考にする。 

また越冬伝染源となる落葉や生育期間中に発病した葉・果実を園外へ持ち出す耕種的防

除を徹底する。 

 

 

 

図５ リンゴふじ果実肥大推移（縦径）  図６ リンゴふじ果実肥大推移（横径） 

図７ 「早秋」収穫日および果皮色別の 
FQA 値（非破壊糖度） 

※ 垂線は標準誤差（N=15） 

H20 農業技術センター 
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５ 花 き 

(1)フランネルフラワー 

①秋出荷の作型 

ア ２月から３月上旬にかけて播種され栽培管理された株は、先月から開花が始まり、

出荷をしている。出荷の際は、黄化葉を取り除く。 

イ ハダニ等の害虫が発生しやすい時期のため、花き類で登録のあるダニ剤を有効に

利用する。 

ウ 水切れを起こさないよう、かん水管理に注意する。また、底面給水の場合は、過

湿による根傷みに注意する。 

 ②春出荷の作型 

ア ７月に播種され、２.５号ポットで管理を行っている株の最終鉢替えを今月末か

ら行う。鉢土にはピートモスを主体とする用土を用い、微量要素入りの緩効性肥料

を混和する。なお、移植時は、出来る限り根を切らないよう注意する。 

イ 移植や鉢替えなどの作業の遅れにより、生育が極端に悪くなる恐れがある。また、

開花期も遅れるため、適期作業に心がける。 

ウ 鉢土の水分状態を確認し、適切なかん水管理を行う。 

 

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の作型】  

月･旬 

作型 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

秋出荷作型 

 

春出荷作型 

 

 

 

                                         

                                                

    ○：播種  ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷        

 

③親株管理 

ア 親株はスペーシングにより株間を十分に確保して管理する。 

イ 同じハウスで別の品種と混在させないよう十分に注意する。 

ウ 摘心は行わず、頂花で採種するよう心がける。 

エ 柔らかい筆等で花の中心を撫でてやることにより、確実に受粉させる。 

オ 種子はプラスチック等の密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管する。 

 

(2)かれん 

 ①鉢上げ後の管理 

ア 葉が隣の株と触れ合う程度に生育したら、切り戻しにより株張りを良くする。 

切り戻しは２回程度行う。 

  イ ４号鉢などを使用する場合は切り戻し後に鉢替えを行う。 

  ウ 切り戻し後、葉が隣の株と触れ合ってきたら、鉢広げを行う。 

エ 最終切り戻し後にわい化剤処理を行う。 
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  オ 病害虫防除を定期的に行う。特に、アブラムシ、コナジラミ、ヨトウムシ、うど

んこ病に注意する。 

 ②出荷 

  ア 花が数輪開花した状態で出荷する。 

  イ 出荷時には、指定のラベルを使用して出荷する。 

 

【かれんの栽培体系】  

月･旬 

作型 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

 

１１月出荷作型 

 

 

 

    ○：挿し芽 ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷  

 

(3)サルビア フェニックス 

 ①秋出荷作型 

  ９月に２回目のピンチを行った株から、花穂が伸長したものを順次出荷する。出荷が

遅れると、花落ちの恐れがあるため注意する。 

 

【サルビア フェニックスの栽培体系】  

月･旬 

作型 

５ ６ ７ ８ ９ １０ 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

 

秋出荷作型 

（１０月） 

 

 

 

    ：挿し穂  ：鉢上げ(3.5 号)   ：ピンチ ■■：出荷  
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６ 畜 産 

(1)養 蜂 

 秋になり涼しくなると秋草が花を開きミツバチの活動も活発になるが、多くは採蜜せず

に、越冬に向けて必要な蜜を貯えておく。 

 また、この時期に生まれた蜂が越冬し、来春生まれる新しい蜂児を育てる保母蜂となる

ことから、来春の強勢群を作る為、越夏した蜂を秋に生まれた若い元気な蜂に換えるよう

に管理をする。 

 ①巣門の縮小 

  巣門の広さは、外気温と蜂量によって決定し、朝夕寒さを感じるようであれば、巣門

を１０cm 程度に狭めて巣箱内の温度を下げないようにする。今後さらに寒くなり、山

に雪が降る時期となった場合は、巣門を２cm 程度にして温度の低下を防ぐ。 

 ②越冬に必要な貯蜜量 

  ミツバチは冬期においても冬眠することなくエサ(蜜)を必要とし、その量は越冬群の

蜂量によって決まる。一般的には、５枚群（約８，０００匹）で越冬する場合では、全

面貯蜜枠が両外側に１枚ずつあれば、２月中旬頃までは問題ないとされている。貯蜜量

がそれ以下の時は出来るだけ早めに給餌し、越冬に入るように心掛ける。 

 ③越冬時の蜂数 

  貯蜜が十分であっても蜂数が少ない場合は、そのまま越冬に入ると寒さによって全滅

する可能性もある。保温効果を考えると、５枚群（約８，０００匹）以上の群が良く、

蜂数の少ない巣箱は合同して十分な蜂数を確保する。 

 

(2)花粉交配（ポリネーション）用ミツバチの管理 

 イチゴの栽培においては、ミツバチの導入が始まる。導入したミツバチに６カ月近くの

長期にわたって働いてもらう場合には、ミツバチの生態をよく把握し、状況に応じた気配

りをする必要がある。ハウスでミツバチを利用する場合は、以下の事項に留意する。 

 ①ハウスの大きさと適正群数 

  ミツバチにうまく働いてもらうためには、ハウスの面積やハウス内の花の量に見合っ

た規模の巣箱(蜂群)を置くことが重要であり、導入群が多すぎるとエサ不足となり、ミ

ツバチが減少し、結果的に受粉率が高まらない。 

  イチゴの場合は、１０ａあたり１群（6,000～8,000 匹）が目安で、大型の連棟ハウ

スの場合には、面積に合わせて２～３群設置する。 

 ②巣箱の設置場所 

  温度差の大きいところや湿度の高いところを避け、環境変化が少ない場所を選び、台

座等を設けてミツバチからよく見えるように巣箱を設置する。また、巣門が南向きとな

るように設置する。 

ハウス内で転々と巣箱の位置を変えると帰巣に失敗して死ぬ蜂が出てくるので、予め

設置場所を決めておき、設置後はなるべく巣箱を動かさないようにする。 

 ③導入時の注意事項 

  導入時期が早すぎると、エサが無くミツバチが消耗するため、開花時期に合わせて導

入する。蜂群が届いたら、１０分程度静置して蜂を落ち着かせてから巣門を開け、巣の

位置や周辺環境を学習させる。 
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 ④温度管理 

  ミツバチの訪花活動は２０～２５℃で盛んになるが、それ以上ハウス内の気温が上

がっても訪花するミツバチの数は増えない。 

また、ミツバチは巣の中心温度を３３～３４℃に維持するため、気温の日格差が大き

いハウス内では、夜間は暖房のための行動をとり日中は冷房のための行動をとり体力を

消耗する。特にハウス内の温度が３０℃以上となると巣箱内の温度が高くなりすぎ、危

険な状態となるため温度管理に注意が必要である。 

 ⑤農薬の使用 

  ミツバチに対する毒性が低い農薬でも、訪花活動に影響が出る場合がある。散布時は

必ず散布前日の日没後にハウスの外に出す。ハウス内に戻す際は、ミツバチに対する安

全日数を確認の上、出来る限り余裕をみて、必ず元の場所に戻す。 

 ⑥利用後の処分 

  買い取り巣箱の場合は、利用期間の終了後、ミツバチが残っているいないにかかわら

ず、伝染病の感染源となるのを防ぐため、必ず焼却処分する。リースの場合は、養蜂家

に返却する。 

 

詳細な管理方法については、「ハウスでの花粉交配(ポリネーション)用ミツバチの管理

マニュアル」（平成２４年３月 みつばち協議会編）を参考とする。

（http://bee.lin.gr.jp/new/PDF/H23engeika.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bee.lin.gr.jp/new/PDF/H23engeika.pdf
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専門項目に関する情報  
 

薬剤抵抗性対策の現状と取組について 

 

同一系統の薬剤の連続使用等により、薬剤抵抗性を持つ病害虫の存在が顕在化し、防除

が困難となってきている。９月１２日に東京・一ツ橋の日本教育会館で行われたシンポジ

ウム「薬剤抵抗性対策の課題と対応」（主催：日本植物防疫協会）では、薬剤抵抗性の発

現リスクを小さくして、持続可能な防除指導体系の確立にむけて取組むべき課題が検討さ

れた。本シンポジウムに参加し、各講者の発表を取りまとめたので、情報提供する。 

 

１ 薬剤抵抗性対策の現状と今後の対策  農林水産省 黒谷氏 

国の施策としてこれまでの経緯、現状および今後について報告があった。 

(1)薬剤抵抗性対策に関するこれまでの取り組みの経緯 

農林水産省は、昭和４６年度から都道府県病害虫防除所の経費として農薬抵抗性検定費

を計上して事業を実施している。当初の１０年は、害虫の農薬抵抗性検定について事業を

実施し、一定の成果が得られたことから、その後の害虫の農薬抵抗性検定は病害虫防除所

の通常の運営上の対応とされた。昭和５７年度からは農薬耐性菌に関する事業を開始し、

耐性菌の出現の有無およびその比率について各都道府県で調査・検定が行われた。平成７

年からは、より効果的、効率的な薬剤防除を推進するため、農薬耐性菌検定、薬剤抵抗性

害虫検定、ウィルス診断等に関する事業を実施してきた。 

 

(2)薬剤抵抗性対策に関する現在の取り組みについて 

農水省から年１０回発表される病害虫発生予報では、以下の内容を記載し、注意喚起を

図っている。 

「薬剤防除を実施する場合には、適切な薬剤を選択するとともに、病害虫が薬剤抵抗性

を獲得しないように、同一系統薬剤の連続使用を避けて下さい。」 

また、各県で感受性検定を実施し、その結果を公表している（岐阜県でも、平成２３、

２４年度にトマト灰色かび病菌、イチゴ炭そ病菌について検定を行っている）。 

さらに、シンポジウム、検討会等の開催、協力を通じて情報の共有化や対策の検討を

行っている。検討会資料の一部については、以下のホームページで公開されているので参

考にされたい。 

・シンポジウム「薬剤抵抗性を考える」（主催：（社）日本植物防疫協会） 

http://www.jppa.or.jp/symposium/data/S220119.pdf 

・薬剤抵抗性病害虫対策検討会（主催：農林水産省各地方農政局） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120316_teikousei.html 

 

全国的な実態把握のため、詳細な調査を実施した（平成２３年１１月）。その結果、多

くの発生事例の報告があり、常発化、多様化している状況が明らかとなった。 

＜報告の内訳＞ 

①薬剤別：殺菌剤１４８件、殺虫剤１８９件、除草剤２２件 

②作目別：普通作物４件、果樹類９件、野菜類２３件、特用作物３件、花き類６件 

http://www.jppa.or.jp/symposium/data/S220119.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120316_teikousei.html
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(3)薬剤抵抗性対策の今後について 

 各都道府県からの意見や要望を参考に、以下の項目について実施を検討している。 

①薬剤抵抗性を発生させない、または拡大させないようにする対策 

・生産現場からの情報収集と情報共有により使用する薬剤の検討 

・天敵農薬等の使用による IPM 技術の導入推進 

②薬剤抵抗性の発生の確認と発生原因の解明 

・感受性簡易検定法の確立と検定の実施 

・薬剤抵抗性の発生または発生が疑われる原因の解明 

③薬剤抵抗性病害虫への防除方法の検討 

・防除方法の見直し検討と防除指導 

・薬剤抵抗性が発生した病害虫の広がり状況の継続的調査 

 

２ 各都道府県の薬剤抵抗性のマネジメント事例 

 ３道県から、現状と今後の方向性について報告があった。 

(1)北海道の事例 北海道中央農業試験場 清水氏 

①薬剤抵抗性への対応の現状 

ア 薬剤抵抗性の顕在化を防ぐ適正使用指導のため、薬剤耐性及び抵抗性に関する情

報を病害虫防除指針に掲載している。 

イ 薬剤感受性の定期的なモニタリングは行っていないが、診断や多発要因解析の一

環として、または課題試験の中で重要病害虫について実施している。 

ウ 薬剤抵抗性病害虫が確認された場合には、原体メーカー等と協議を行い、病害虫

発生予察情報特殊報などにより現場へ公表する。その中で、当面の対策として使用

制限や注意喚起など具体的な対応策を示すこととしている。 

②課題と方向性について 

ア 関連する情報について、指導機関が伝えやすく、現場が理解しやすいよう工夫す

る。たとえば、薬剤の系統の表示や、耐性菌の発達リスクなどの注意書きをラベル

に分かりやすく付記する等。また、あわせて耕種的防除法、物理的防除法の推進や、

耐性菌発達リスクを高める農薬の使用方法について見直す必要がある。 

イ 予防的防除、健全種苗生産、種子消毒技術の高度化を推進し、菌密度が高まって

からの防除により耐性菌の発生リスク高めることを防ぐことが必要である。そのた

め、減農薬栽培における種子消毒の農薬使用回数のカウント方法について見直す検

討も必要。 

ウ モニタリングと発生実態の把握については、販売者責任として農薬メーカーが薬

剤抵抗性の監視を行うことが本来である。ただし、マイナーな作目と病害虫につい

ては現場からの情報収集について都道府県との協働が必要と考える。 

エ 情報公開の際に農薬メーカー等との調整に手間取り、機を逸することを避けるた

め、法的根拠のある、または国が定めるガイドラインが必要と考える。 

 

(2)岡山県の事例 岡山県農林水産総合センター 井上氏 

2006 年～2007 年頃に岡山県で発生した、ブドウ褐斑病での QoI 剤耐性菌の確認を機に

行った、病害の体系防除の組み立てと情報伝達法について事例紹介があった。 
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①ブドウ病害（褐斑病、べと病、晩腐病）の耐性菌対策 

発病前からの保護殺菌剤の予防散布と発病初期に効果の高い殺菌剤で病勢進展を抑制

することを基本とし、以下の４点に重点をおいて指導した。 

  ア 第一次伝染源対策として罹病落葉の処分、巻きひげの処分 

イ 発芽前散布の励行 褐斑病、晩腐病対策としてイミノクタジン酢酸塩液剤の散布

を推奨 

ウ QoI 剤の使用回数を必要最小限（１回または０回）とした。 

エ 適期の袋掛け作業と、その後の IC ボルドー散布（１～２回） 

②情報の発信 

研究所、病害虫防除所は成果検討会、講習会、発生予察情報等を通じて関係機関、農

家に情報発信した。普及指導センターは講習会、技術資料配布により農家へ情報提供し

た。全農おかやまは JA、関係機関に対し防除暦の中に薬剤抵抗性問題の記述、代替薬

剤、効果的な防除法を記載した。 

 

(3)宮崎県の事例 宮崎県総合農業試験場 松浦氏 

施設果菜類で発生する微小害虫対策の事例について報告があった。特にきゅうりでは、

ミナミキイロアザミウマが媒介するメロン黄化えそ病ウィルス（MYSV）は深刻な問題と

なっていることから、現在行っている対処法について報告があった。 

①県内各所から採取したミナミキイロアザミウマについて、９薬剤に対する感受性につ

いて調査した。４年前に行った同様の調査も参考に各薬剤の効果の比較と変化を検討し、

情報提供した。 

②抵抗性病害虫対策の考え方の基本として、総合的作物管理体系（ICM）を推進してい

る。適正管理、土づくり、適正なかん水、適正な施肥を基礎とした病害虫の発生しにく

い健全な作物づくりを行った上で、生物農薬等を利用した IPM の導入を行うものである。 

③具体的な手法として、昆虫寄生性製剤を化学農薬と混用することで効果の安定と抵抗

性害虫の発生を抑えている。また、防虫ネットをはじめ、有色粘着板や抑草シートなど

基本技術が導入されている。 

 

３ JA グループにおける取組み事例  ＪＡ全農 肥料農薬部 天野氏 

薬剤抵抗性の対策をおろそかにして薬剤の寿命を縮めることは、結果的に防除コストの

増加や薬剤の欠如をまねくことから、その対策の一環として行われている事例の紹介が

あった。 

 

(1)愛知経済連の事例 

平成１１年から野菜のハスモンヨトウを対象に、登録があり使用できる可能性のある農

薬について、実用濃度だけでなく、より濃度を薄くして感受性調査を行い、その結果を防

除暦の作成に反映している。なお、防除暦への掲載にあたっては効果のみでなく、薬剤コ

スト、有効成分の数や種類などの薬剤の特性、苗潅注技術などの省力性・作業性も判断要

素となる。これまで感覚に頼っていた薬剤選定について、具体的なデータをもとに選択で

きるようになった意義は大きいと考える。 
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(2)全農愛媛本部の事例 

 県下ＪＡの指導員が組織する「ＪＡ愛媛果樹技術指導員会」の中で試験場や関係メー

カーの指導・協力を得て、昭和５２年から毎年ミカンハダニの薬剤感受性検定を行ってい

る。検定により感受性が低下している薬剤については、現地で防除試験を行い実際の効果

を確認し、その結果を参考に防除暦を作成する。 

 

 紹介した２事例について、JA 全農では全農委託試験として支援している。各薬剤の持

つポテンシャルを把握して、防除暦に上手く反映させていく手法は非常に参考になる。 

 

４ 世界農薬工業連盟を中心とした取り組み 

(1)IRAC の取り組みの現状  デュポン株式会社 白石氏 

IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) 殺虫剤抵抗性管理委員会は 1984 年

に世界農薬工業連盟の傘下に薬剤抵抗性に対する業界の対応をリードする組織として設立

された。「害虫の殺虫剤抵抗性を防ぎ、遅らせ、管理する」ことを使命としている。 

IRAC では農家や指導者が近似作用する殺虫剤の連続使用を避け、ローテーション散布

できるように、作用機作分類表を作成し公開している。 

＜作用機作分類表 日本語版＞ 

http://www.irac-online.org/content/uploads/Japanese_moa_structure_poster_ed3.pdf 

欧米各国では、本分類表示が製品ラベルに掲載され、ローテーション散布推進の一助と

なっているが、残念ながら日本国内の製品には採用されていない。 

 

(2)FRAC の取り組みの現状  日本曹達株式会社（Japan FRAC 幹事）田辺氏 

FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) 殺菌剤耐性菌対策委員会は耐性リス

クのある殺菌剤の効果持続と耐性菌による作物被害軽減を目的として活動している。また、

殺菌剤耐性回避のための管理ガイドラインを提供することも行っている。 

以下のリンク先に、国内で既登録の殺菌剤作用機構による分類表、殺菌剤耐性が発達す

るリスクなど、有用な情報が提供されている。 

＜FRAC の日本支部＞ 

http://www.jfrac.com/ 

http://www.irac-online.org/content/uploads/Japanese_moa_structure_poster_ed3.pdf
http://www.jfrac.com/

