




シンポジウム「病害虫診断を考える」
開 催 要 領

1．日 時：平成 28年 1月 14日（木） 10：00～17：00

2．場 所：日本教育会館「一ツ橋ホール」
東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 Tel 03（3230）2831

3．主 催：一般社団法人 日本植物防疫協会

4．趣 旨：病害虫の被害を最小限に抑えるためには，その作物に発生する病害虫の実
態，適正な防除時期や方法，薬剤の選択など専門的な知識が求められる。
しかし病害虫の発生は地域や作物，栽培時期，作型などによっても異なる
場合が多く，しかも微小害虫や病原菌，さらには抵抗性・耐性の状況など，
個別農家の知識や観察力では対応が困難な場合が多い。
さらに，温暖化や栽培作物の多様化，農産物流通の国際化に伴う海外か
らの侵入病害虫，新規就農者のサポートなど新たな課題への対応が求めら
れているにも関わらず，多くの指導機関では組織・体制の弱体化が進んで
いるといわざるを得ない。
こうした状況の中で引き続き生産現場の負託に応えていくためには，病
害虫の診断や指導のあり方についても新たな工夫や仕組み作りが求められ
ている。今回は各分野で病害虫診断や指導に取組んでいる皆さんに，取組
の現状や悩み，課題等について話題提供していただき，今後のあり方を模
索する。

5．参集範囲：国及び都道府県の行政・試験研究機関・普及指導機関，独立行政法人，
大学，JA，農薬企業，防除機企業および関係団体（定員 800名）

6．参 加 費：無 料

7．プログラム
10：00 開 会
10：10 「千葉県における病害虫診断の取組─現状と課題─」

千葉県 農林総合研究センター 牛 尾 進 吾 氏
10：55 「福岡県における病害虫診断の取組─現状と課題─」

福岡県 農林業総合試験場 成 山 秀 樹 氏
11：40～12：40 ─ 昼食休憩 ─
12：40 「農薬メーカーにおける病害虫診断の実践事例」

アグロカネショウ株式会社 技術普及部 美 野 光 哉 氏



13：25 「生産現場における病害虫診断の実践と課題─流通業者の取組み─」
イノチオホールディングス株式会社 営農支援部 山 内 美 佳 氏

14：10 「教育現場におけるこれまでの取組みと今後の展望」
法政大学 植物医科学センター 西 尾 健 氏

─ 休 憩 ─
15：10 「生産現場が求める病害虫診断・防除指導」

JA全農 営農販売企画部 宗 和 弘 氏
15：55 総合討論
17：00 閉 会
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農薬メーカーにおける病害虫診断の実践事例

アグロカネショウ株式会社 技術普及部 美 野 光 哉

は じ め に
近年，日本の農業は農業従事者の減少，高齢化や耕作放棄地の増加等もあり農業生産額は減少傾向にある。

しかし，消費者ニーズから栽培作物が多様化するとともに，温暖化による病害虫の発生の変化等もあり，病

害虫防除に苦慮している状況にある。また，企業の農業への進出や新規就農者も増えてくる中，病害虫診断

のニーズが以前より広がりつつあるが，多くの指導機関においては人員の削減等もあり対応が厳しい状況に

ある。

当社は創業以来，「農家とともに」をモットーに現場密着の技術普及活動を展開してきた。特に作物栽培

の基本となる土づくりの場面において，バスアミド微粒剤等により連作障害の要因の一つである土壌病害虫

対策に取り組んできた。ここでは今年より開始した土壌分析事業の紹介とともに，土壌の病害虫診断の実践

事例及び課題について紹介する。

1．当社の普及活動の取り組み
当社は，1973年に将来を見据え土壌消毒剤バスアミド微粒剤の開発を開始した。1980年より同剤の販売

を開始し，連作障害による減収に悩む産地に対して，同剤を通じて解決を図ってきた。2003年にドイツの

BASF社より同剤の営業権を譲り受けるとともに，線虫防除用土壌消毒剤である D-Dの権利も譲り受け，

2004年より販売を開始した。また，2010年には当社独自開発品である線虫防除剤のネマキック粒剤の販売

を開始し，土壌消毒剤の充実を図ってきた。

当社が土壌消毒剤の普及を進められた背景には，当社の創業者である櫛引大吉が，自らのりんご栽培の経

験から「土に学ぶ」ことを心がけ，生産者の利益と生産への意欲を何よりも尊重し，「単に農薬を売るので
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写真 1 生物分析室



はなく，農薬を使う技術を売る」ことをモットーに，T（テクニカル）・C（コマーシャル）・A（アドバイザー）

のシステムを採用したことにある。

これは農薬を安全かつ有効に使用して農家経営を発展させるために，当社営業担当者が技術的かつ経営的

な良きアドバイザーとして農家の皆さんに接していくことであり，当社の販売活動の基本となっている。当

社はこのような技術販売を実践しながら，農家の満足度を高めることを目指してきた。

しかし，土壌消毒はあくまでも予防的な手段であり，かつ土づくりの一部を担っているに過ぎず，良い結

果ばかりではなく，今まで多くの失敗も経験してきた。そこで農業の基本である土づくりに関して，生産者

のニーズに応え，より品質の良い農作物の生産につなげるため当社の結城事業所内に土壌分析の設備を整

え，本年より土壌分析事業を開始した。

2．当社の土壌分析事業について
当社の土壌分析については，2013年 12月に茨城県結城市にある結城事業所内に設備を整え，2014年 10

月に茨城県において計量証明事業所登録を取得し，2015年 1月より事業を開始した。

分析内容については表 1に示す。

植物寄生性線虫のベルマン法による密度検定は，ネマキック粒剤発売にさきがけて，当社生物研究所だけ

でなく各支店においてもベルマン法検定用装置類および実体顕微鏡を設置し，生産者の要望に応じて無償で

検定を実施してきた。この取組みによって現地からの密度検定要請にタイムリーに返答でき，生産者に喜ば

れた。しかし，ベルマン法では生きた線虫しか検出できない点，また土質や気温により精度も異なる等の問

題もあったため，土壌分析事業においてはリアルタイム PCRを用いた分析（豊田剛己ら，2008）について

も導入し，潜在的な有害線虫密度を結果としてフィードバックしている。

土壌の病害分析については，分析する対象病害を選定した上で，選択培地等を利用した密度検定を行って

いる。また，圃場診断については，過去に出されている文献を参考にするほか，ヘソディム（HeSoDiM）（對

馬，2013）の利用を予定している。

ヘソディムは，「健康診断に基づく土壌病害管理」（HeSoDiM：Health checkup based Soil-borne Disease
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表 1 当社の土壌分析内容

生 物 性 分 析

植 物 寄 生 性 線 虫 分 析 方 法

ネグサレセンチュウ（キタネグサレ，ミナミネグサレ）
ネコブセンチュウ（サツマイモネコブ，キタネコブ）
ダイズシストセンチュウ

メタゲノム法
（リアルタイム PCR）
ベルマン法

土 壌 病 原 菌

ナス科青枯病，タバコ立枯病（Ralstonia solanacearum）
選択培地
PCR法
生物診断

ショウガ根茎腐敗病（Pythium myriotylum）

ネギ類黒腐菌核病（Sclerotium cepivorum）

ピシウム病害（Pythium菌）
フザリウム病害（Fusarium oxysporum）

ヘソディム
デカンテーション法
培 養 法
選択培地
選択培地

（参考）

化学性分析

pH（H2O）
EC
交換性カリウム
交換性石灰
交換性苦土
硝酸態窒素
全窒素・全炭素
CEC
腐植
有効態リン酸
リン酸吸収係数
アンモニア態窒素
微量元素 4種
（Fe，Cu，Mn，Zn）



Management）の略称である（図 1）。

ヘソディムは，人の健康診断の考え方を土壌病害

対策に取り入れたもので，畑の健康診断の結果を基

に，予防的に対処しようとする土壌病害管理技術で

ある。ヘソディムは「診断」，「評価」，「対策」の 3

つで構成されており，診断項目の基準値をもとに，

発病しやすさを総合評価し，発病のレベルに応じた

対策をとる。当社ではしょうがの根茎腐敗病につい

て，本技術による診断，評価，対策を行うための準

備を進めている。

当社の土壌分析の受託および結果の報告方法を

図 2に示す。生産者，JA・農薬販売店等の流通関係者より分析依頼を受け，化学分析については土壌到着

後 2週間，生物分析については 2週間～1か月以内に診断結果を返信している。

3．運営上の課題
土壌診断のニーズは，上記にも記した通り今後広がっていくと考えるが，それに対応するためにも，以下

の課題を克服する必要がある。

⑴ 診断の基準となる要防除水準が設定されていない病害虫が多い

⑵ 状況に応じたサンプリング方法が明確になっていない

⑶ 圃場の状況等の情報不足

⑷ 技術面の充実

土壌病害虫診断は密度検定だけでなく，その対策についてもフィードバックする必要がある。しかし，日

本においては様々な土壌の種類があることから，地域及び作物ごとの要防除水準が求められる事となる。今

までもそれぞれの地域において，経験から対応されてきた場面は多いと考えられる。当社としても各指導機

関との連携を図り，この課題については対応していきたいと考える。

診断の結果は，土壌のサンプリング方法によって大きく数値が振れる可能性があるため，サンプリング場

所および方法は非常に重要となる。圃場の潜在的な密度を測る目的で，前作に最も被害が多かった場所から
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発病リスク評価診断項目 リスクに応じた対策

対策指導

・前作の発病程度
・土壌の発病しやすさ
・土壌の生物性
　etc......

・土づくり，有機物，資材 ...
・品種，農薬 ...
・土壌消毒，輪作 ...
　etc......

土壌診断
の場合

カルテ問診

・血　圧
・血糖値
・体　重
　etc......

・投　薬
・食事改善
・運　動
　etc......

人の
健康診断
の場合

対策指導

カルテ問診

図 1 ヘソディム（健康診断に基づく土壌病害管理）

生産者・流通業者

AK　TCA

・現場フォロー

AK　土壌分析室
・受付・診断票返答
・分析・データ入力

AK　技術普及部
・現場フォロー
・データ集積・資料化
・研修会実施

分析依頼
土壌送付

診断書送付

図 2 当社土壌分析の受託および結果の流れ



採取するよう要請しているが，徹底していく必要がある。

また同様に診断結果から対策を導くためには，分析結果だけでなく，前作の圃場全体の被害の状況，被害

残さの処理の有無，栽培暦や農薬施用，施肥状況などその圃場の情報も非常に重要な要素である。確実に把

握するためにも，流通関係者等の協力も得ながら実施していく必要がある。

生産者に信頼される診断・指導を行えるよう，当社では，土壌についての資格取得を奨励するとともに土

壌および土壌病害虫についての現地研修等を精力的に行い，社員の技術力の向上を図っている。また生産者

への診断・指導に際しては，常に指導機関と連携を行いながら実績を積み重ねていくことが重要であると考

えている。

4．ま と め
農業の基本である土づくりにおいて，安定した農作物生産を確保するためにも土壌診断の必要性はより高

まるものと考えられる。土壌の診断技術は高まっているものの，対策を出すためにも基準の設定が必要とな

る。当社単独で対応できる範囲は限られており，各指導機関，流通関係者とも連携し，対応していきたい。

当社の土壌分析事業は立ち上げたばかりであるが，良質な農作物の生産には土壌診断は必要不可欠であ

り，少しでも生産者に貢献できるよう進めていきたい。

引 用 文 献

1）豊田剛己（2008） リアルタイム PCRによる植物寄生性線虫定量法の確立，植物防疫，62（11）: 571-575．
2）對馬誠也（2013） 健康診断に基づく土壌病害管理 ヘソディム 指導者向けマニュアル．
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教育現場におけるこれまでの取組みと今後の展望

法政大学 生命科学部応用植物科学科 植物医科学センター 西 尾 健

1．植物医科学専修の開設
⑴ 開設の趣旨と規模

2008年 4月，急速に変化する環境・エネルギー・食糧問題に対応した先端的分野，複合的分野などに幅

広く応えるために，応用領域を取り扱う教育・研究プログラムが必要であるとして，旧工学部を母体にして

生命科学部（2学科）が設立された。このとき，生命機能学科の中に植物医科学専修が設置され，「持続的

社会を実現するうえでの鍵を握る生命体である植物の機能を最大限に発揮させるために，植物疾病に対する

最適な診断・治療・予防を行える人材を養成するための教育・研究プログラムを導入し，21世紀型の生命

科学における基礎から応用に至るまでの研究・教育の拠点形成を目指す」（文科省提出の設立趣旨より抜粋）

こととなった。学生定員は生命科学部全体で 200名，うち植物医科学専修は 60名であった。教員は任期付

き教員を含めて 4名であった。同学部内には他に生命機能学専修および環境応用科学科が設置されたが，こ

れらの学科・専修は既設の学科を改組したもので，植物医科学専修のみが新設であった。

⑵ 様々な論議

植物病理学は古くからその基礎科学的性格と応用科学的性格に関して論争が続いている。古くは大正 14

年 4月の日本植物病理学会総会において堀正太郎博士が植物病理学という名称は不穏当で実用面を重視した

植物医学と改称すべきことを力説したとされている。また，千葉大学河村貞之助博士はその著書（1964）の

中で，植物病理学を植物病学と解釈し，いわば植物医学に等しいものとして，研究室に植物病学研究室とい

う看板を掛けていると述べている。

植物医科学に関する近代的な教育研究は，1999年にフロリダ大学において開始された大学院教育 Plant

Medicine Programが最初である。この背景には，本来，植物の健康を保持し生産性を高めることに重点を

置いていた植物病理学などの実用的側面を色濃く持つはずの教育や研究が，分子生物学やゲノム科学などの

急速な進展に誘引されるようにして，病原体の遺伝情報に関する研究や，宿主としての植物と寄生者である

病原体の相互作用などを分子レベルで解明する基礎的研究が活発になり，その反面，植物病の診断や治療と

いう実用上重要な領域の教育研究がおろそかにされるという弊害が顕著に現れ始めたことがあげられる。同

様の事態は日本でも進行しており，農業生産の現場で植物病の診断ができない植物病理学専攻の学生を社会

に送り出している現状を憂慮した東京大学難波成任教授は，「植物医科学」を提唱し，2006年に大学院農学

生命科学研究科に植物医科学研究室を開設した。

法政大学植物医科学専修は，植物医科学を社会科学分野をも包含する総合科学ととらえて，また，徹底し

た実用主義に立ち，食糧問題や環境問題解決のための即戦力となり得る技術者の養成を目指した 4年間の学

部教育を開始した。果たして，このようなかなり限定された分野の教育プログラムが，従来の学部教育の主

流である，幅広い教養の修得を目指す教育に伍して，受験生や，卒業生の活躍の場である一般社会に受け入

れてもらえるのかに関しては，一抹の不安を抱えていたことは確かである。この点に関しては，本稿の後段
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に記述した本プログラムの進展をご覧いただきたい。

⑶ 教育の特徴

① 4年間一貫ケア教育：

1年生から教養科目，語学に加えて，基礎的な専門科目（実験，演習科目を含む。）を配置している（表 1）。

専門教育においては，プレゼンターションの機会を設けるなど自分の意見を述べる機会を多くし，自律的に

物事を考え表現する能力を身につけさせる。

② 実験・演習を重視した実践的体験学習：

講義，実験，演習が有機的な繋がりをもつ科目配置により効率良く専門知識の習得が出来るように，1年

生より専門実験を開始し，2年生，3年生へとより高度で実践的な実験手技を習得させる（表 2）。3年生夏
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表 1 応用植物科学科 専門科目一覧 ◎は必修科目

学年 学 部 共 通 科 目 応用植物科学科専門科目

1年 ◎植物医科学概論
環境と人間
植物分子細胞生物学
植物薬理学
分子生物学Ⅰ・Ⅱ
生物化学Ⅰ
細胞生物学Ⅰ
グリーンケミストリ
生物学概論Ⅰ・Ⅱ
物理学概論Ⅰ・Ⅱ

◎植物医科学基礎実験Ⅰ・Ⅱ
◎植物生産基礎実習Ⅰ・Ⅱ
植物保護士演習
植物病原菌類学
基礎植物害虫学
植物病防除学
国際食料需給論
グリーン経済学
生物学実験統計分析演習
栽培植物学
植物管理技術論
土壌科学
植物栄養学
教職化学
教職物理学

2年 微生物生態学
植物細菌学
植物ウイルス学
植物病学概論
植物バイオテクノロジー概論
細胞構造機能学Ⅰ・Ⅱ
分子微生物学
機器分析学
環境安全化学
分析化学
バイオエンジニアリング

◎植物医科学応用実験Ⅰ・Ⅱ
◎植物医科学インターンシップ
◎診断技術論
応用植物害虫学
食料・地域政策論
植物医科ビジネス論
樹木医演習
自然再生学概論
植物医科インフォマティクス演習
プレゼンテーション演習
ホーティカルチャー論
フードセイフティ論
植物生理生態学
実践植物遺伝学
教職生物学

3年 植物メディカルゲノム学
遺伝子工学
生物有機化学
食品科学
ケミカルバイオロジー
バイオインフォマティクス
物質循環化学
バイオマテリアル

◎植物医科学専門実験Ⅰ・Ⅱ
◎植物臨床医科学
植物生理病学
雑草学
植物感染生理学
生物制御化学
植物医科学法論
グローバル環境政策論
環境昆虫学
媒介システム学
植物メディカルシステム学
知的財産総論
応用動物学概論
ポストハーベスト論
植物セラピー論

4年 ◎卒業研究Ⅰ・Ⅱ



休み前には，研究室に配属し卒業研究を開始する。

1～3年生は毎週午後半日が専門実験に費やされる。実験科目は，特任教育技術員 4名（修士卒）が，TA

（修士学生）を指導するなどの専任スタッフとして，担当教員をサポートする体制をとっている。

③ キャリア教育：

1年生よりキャリア教育プログラムを設置し，学生自らが将来の希望や各自の個性にあわせてキャリアを

設計し，大学 4年間で自分の進路を主体的に切り拓く力を養う。特に，2年生夏休み（又は，春休み）には，

中央省庁，農業試験場，造園企業，公園，農家などの協力を得て，学生達に社会経験を積ませるインターン

シップ（必修科目）を実施している（表 3）。期間は，2～3週間である。
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表 2 植物医科学実習の内容

学年 学期 実 習 内 容

1年生

春
植物栽培，接ぎ木挿し木，メリクロン，プロトプラスト

顕微鏡観察，培地作成，細菌・菌類の分離培養，昆虫形態観察

秋
昆虫採集，タバコ組織培養，土壌微生物，育種基礎，光合成

線虫観察，徒手切片，単胞子分離，ウイルス接種，グラム染色

2年生

春
微生物農薬，薬剤耐性，土壌・空気伝染，虫媒伝染，農薬残留分析

ナス半身萎凋病，コマツナ立枯病，白絹病，ジャガイモ Yウイルス

秋
遺伝子診断，電子顕微鏡観察，血清診断

PCR，シークエンス反応，TEM/SEM，ELISA，ゲル内拡散法，免疫電顕

3年生

春
病害診断実験（計画作成，観察，病原体分離・培養，接種試験）

害虫診断実験（標本観察，形態同定，PCR），DNA 基礎実験（RAN 抽出，RT-PCR，電気泳動，ト
ランスフォーメーション）

秋
タンパク質基礎実験（ウエスタンブロッティング）

機器実習（DNAシーケンサー，リアルタイム PCR，共焦点レーザー顕微鏡，遺伝子導入装置，透過
型電子顕微鏡）

表 3 インターンシップ受入れ先一覧（2014年夏季）

官

公

庁

1 農水省 技術会議事務局 技術政策課

造

園

企

業

15 株式会社 富士植木
2 環境省 土壌農薬課 農薬環境管理室 16 株式会社 エコル
3 横浜植物防疫所 17 栗原緑地
4 名古屋植物防疫所 18 高橋造園
5 門司植物防疫所 19 小杉造園株式会社

検
査
・
研
究
機
関

6 消費安全技術センター農薬検査部 20 日産緑化株式会社 多摩支店
7 農研機構 果樹研究所 21 株式会社プラネット
8 森林総合研究所 多摩森林科学園

公

園

22 国営武蔵丘陵森林公園
9 東京都農林総合研究センター 23 都立小金井公園
10 千葉県農林総合研究センター 24 新宿御苑
11 宮城県農業園芸総合研究所 25 渋谷区ふれあい植物センター
12 埼玉県花と緑の振興センター 農

家
26 共働学舎新得農場

協
会

13 農林水産航空協会 27 長野県川上村レタス農家
14 日本穀物検定協会 東京分析センター 注）2015年春季にも 8ケ所で実施した。



④ 資格取得のための教育：

即戦力として産業界と社会に「役に立つ人材」を輩出することは，重要な使命と考える。そのため，種々

の公的資格を取得するための機会を提供する。特に，技術士補，樹木医補，自然再生士補の資格取得を推奨

している（表 4）。後二者に関しては，資格認定機関として登録されており所定単位を修得し，申請すれば

資格が与えられる。また，公務員を志望する学生に向けた，公務員受験対策科目も設けている。

⑤ その他：

グローバル化に対応して，英語教育を重視しており，夏休みおよび春休み期間中を利用した短期海外留学

制度を，カルフォルニア大学デイビス校およびアイルランドのリムリック大学との協定により運用してい

る。

2．学科（応用植物科学科）独立
専修設立から 6年を経過した 2014年 4月に，これまでの教育研究の成果が認められて，学科独立を果た

すことが出来た。学科設立の趣旨では，「今後，温暖化，農産物流通のグローバル化などが新たな植物病を

蔓延させるのではないかと懸念される。さらに，植物工場などの最先端の食料生産技術としての高度な集約

的農業生産体系の普及に伴い新たな植物病が問題となる可能性も考えられる。─（中略）─。植物は，食料

生産能力のみならず，炭酸ガス吸収を始めとする環境浄化能力や，再生可能エネルギーとしてのバイオマス

燃料の生産能力を持ち，地球上の物質循環の要に位置する生命体であり，植物関連技術を抜きにして循環型

社会を実現することは不可能である。植物の健康を守りその能力を最大限に活用する，植物との共生技術が

人類の未来を拓く。」と謳われている。

学科独立に当たり，教員の定員が 8名に増員され，また，入学定員は 78名となった。さらに，植物医科

学センターの併設が認められた。講義に関しては，農学一般科目としての，植物栄養学，植物遺伝学などや，

社会科学として国際食糧需給論，グリーン経済学など，および生物統計分析，バイオインフォマティクスな

どの演習科目を追加して教育内容の充実を図った。

3．植物医科学センターの開設と活動
⑴ 植物医科学センター開設の背景

センター開設の背景に植物防疫関係組織の変化が挙げられる。これまで，農業生産現場で植物防疫活動を

支えてきた主な組織の職員数が，農家数の減少あるいは国および地方自治体の行財政改革などの影響を受け
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表 4 取得を推奨している資格

資 格 名 称 資格に必要な実務経験等 資 格 認 定 団 体

技術士補（在学中の受験）

技術士（植物保護） 技術士補として 4年の実務経験

日本技術士会（技術士法；国家資格）

樹木医補（養成機関認定）

樹木医

所定単位の修得（卒業後申請）

樹木医補として 1年の実務経験

財団法人 日本緑化センター

自然再生士補（養成機関認定）

自然再生士

所定単位の修得（在籍中申請可）

自然再生士補として 1年の実務経験

財団法人 日本緑化センター



減少が続いている。例えば，全国の普及職員数は，昭和 39年の 13,748名をピークに減少を続けて，平成

24年には 7,457名になった。病害虫防除所職員数，JA営農指導員数も同様に減少を続けている。いずれの

組織においても，業務の質を落とさない活動が続けられているが，担当職員の業務量はかなりのものとなり，

多忙な日々が続いているとの話を聞く。以上のような現状を反映してか，専修教員のもとに寄せられる，病

害虫の診断・同定依頼が毎年増加する傾向にあった。

⑵ 植物医科学センターの活動

① 病虫害等診断

センターの主要な役割は，病虫害等診断業務である。これまでの実績から想定した主な診断依頼者は，造

園業・緑化産業（企業），種苗業，病害虫防除所などの農業関係の公的機関などである。個別農家は主な対

象とは想定していない。診断は原則有料である。詳しくは HP http://cpscent.ws.hosei.ac.jp/wp/ をご覧

いただきたい。なお，公的機関（農業試験場や大学）などでは，他機関への病害虫診断・同定依頼に関する

経費が予算化されていないことがある。このような場合には，送付されてきた病害虫を，共同研究材料とす

ることを前提とした簡易な研究協定を結ぶことで緊急対応する方式を採っている。

診断業務には教員の指導の下に，研究室所属の院生・学生が参加しており，依頼者の合意を得て，卒論テー

マとなる場合もある。

② 研 修

研修は診断業務に次いで重要なセンターの役割であると考えている。当学科が，1～3年生の実験科目で

使用する施設と備品類を利用して，主に夏又は春休み期間中に実施している。実習室は約 40名収容可能な

室が 2室あり計約 80名の収容人員に見合う顕微鏡その他備品類が装備されている。研修は当初想定した以

上に要望が多い。研修は，内容に応じて専門分野の教員が担当するが，特任教育技術員および研究室所属の

院生・学部生が TA（実習補助員）として毎回参加している。学生 TAの参加は，研修参加者（社会人）と

の交流の場を提供することにもなり，参加者・TA両者から大変好評である。最近は，学会・関連団体等と

の共催による研修が増えている。

③ 出 版

植物医科学センターのもう一つの役割は出版である。これは，植物医科学教育の中で得られた成果や情報

を広く社会に発信しようとするものである。当面は年に 1冊程度，植物医科学叢書として，順次出版してい

く計画である。叢書第 1号は「植物病原菌類の見分け方」（上・下巻）堀江博道 編著（2014），第 2号は「植

物医科学実験マニュアル」堀江博道・橋本光司・西尾 健（2015）として発刊した。現在，第 3号以降の出

版に向けて準備作業を進めている。

4．教育活動の成果
専修を開設してまだ 10年を経過しない現時点で，我々の教育を客観的に評価するには時期尚早と思われ

る。そこで，ここでは現在利用可能な各種の統計的な数値をお示しする。

⑴ 入学志願者数

入学志願者は専修の設立年である 2008年の 694名から，増減しながら徐々に増加傾向にあり 2015年には

1,621名となった。大手予備校による偏差値もゆっくりと上昇傾向にある。
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⑵ 資格取得者数

資格取得を推奨している三つの資格のうち，技術

士第 1次試験の受験者および合格者（技術士補）は

増加傾向にあり，過去 3年では平均 27名の合格者

がいる。これまで 8年間の合格者総数は 121名であ

る。樹木医補については，卒業後申請となることか

ら，この 3年間で 51名が認定された。うち，3名

が業務経歴と試験・審査を経て樹木医登録されてい

る。また，自然再生士補も同様に，この 3 年間で

34名が認定された（図 1）。

⑶ 進学と就職先

2011年度末（2012年 3月）に第一期生を世に送

り出し，今年度末（2015年 3月）に第五期生を世に送り出すことになる。この 5年間の卒業生の進路は，

他大学を含む大学院進学者は 10～30％である。就職者の 5割強が，農薬・種苗業を含む農業資材関係企業，

食品関連企業および官公庁（国家，地方）に採用された。最近の特徴として，公務員志望者が増える傾向に

ある（図 2）。

⑷ 学会報告など

教育を開始して 4年を経過した 2012年から，学会報告や学術雑誌への論文投稿が可能なレベルの卒業研

究などの成果が得られるようになった。その後の 3年間，関係学会への報告数や投稿論文数は順調に増加し

ており，2014年には計 67件（論文 24，学会報告など 43）となった。

⑸ 卒業生アンケート

卒業生に対する全学アンケート調査が毎年実施されている。2014年度卒業生の結果を見ると，植物医科

学専修卒業生の，大学および卒業学部に対する満足度，専門課程教育の満足度はいずれも 80％を超えて，

生命科学部内では最も高い。以上の他，教授陣，ゼミナール，カリキュラムの満足度も学部内で最も高い。

また。身につけた能力として，専門知識とその応用力，課題を発見し解決する能力，コミュニケーション能
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力，自分で判断する能力，チームワーク力，社会に出ていく自信と能力などの調査項目でも肯定的な回答が

70％を超えるものが多く，いずれも学部内では最も高いスコアーとなっている。

5．世界の動きと今後の展望
フロリダ大学で始まった，Plant Doctor養成のための教育は，アジア諸国を中心に広がりを見せており，

韓国の国立安東大学（2007；プログラムの開始年，以下同じ。），国立忠北大学（2004），国立順天大学（2010），

台湾の国立嘉義大学（2012），国立屏東科技大学（2008）（以上の大学は，学部），台湾の国立中興大学（2015），

国立台湾大学（2011）（以上の大学は大学院修士課程），以上に加えて，米国のフロリダ大学（1999），ネブ

ラスカ - リンカーン大学（2009）（以上の大学は大学院博士課程）の 9大学で教育プログラムが展開されて

おり，さらに，エジプトのマンソーラ大学（博士課程）と中国の西北農林科技大学（学部および大学院修士

課程）は教育開始に向けた準備が進められている（McGovern，2016）。また，前述の 9大学の卒業生は，

自国の持続的な食料生産，食料の確保，食品安全，作物コンサルタント，技術普及，景観植物保護（花卉産業，

造園業），侵入病害虫管理（植物検疫），農業資材関連企業（農薬，種苗業），教育研究に関する技術者・研

究者として活躍しているとのことである（McGovern，2016）。

本学植物医科学専修の卒業生も，上述のような関連分野に進む者が少なくないが，まだその比率が高いと

は言えない。今後，学生たちがより積極的に植物医科学関連分野に進もうとする意欲を刺激するような教育

プログラムの改善を進める必要がある。今のところは，実習圃場，温室など現場体験型施設の拡充整備が当

面の課題である。

世界を見るとサブサハラ・アフリカ地域や南アジア地域などの小規模農業が営まれている貧困地域での植

物病被害は深刻な状況にあるといわれており，これら地域に活躍の場を求める学生も少数ながら存在するこ

とから，語学教育を含めた海外技術援助を念頭に置いた教育も必要と考えられるほか，上述の海外の大学の

教育プログラムとの相互乗り入れも今後の課題である。

植物医科学センターの業務として，病害虫防除所など歴史のある植物防疫関連組織との間に，何らかの有

機的な関係を構築できないかを模索している，関係皆様のご指導をお願いしたい。
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生産現場が求める病害虫診断・防除指導

JA全農 営農販売企画部 宗 和 弘

は じ め に
食の安全・安心が声高に叫ばれて久しいが，そのような現代にあっても，実際の農産物の販売現場では，

価格が安くて形がよく，綺麗で，虫食いや病斑がないものが先に売れていき，減農薬野菜であっても形の悪

いものや虫食い痕があるものの売れ行きは悪い傾向にあるようだ。

ということは，売れる農産物をつくるためには，良い品質のものを安定して供給する必要があり，これに

対応するために，生産現場では常に病害虫の発生に目を光らせ，病害虫の被害から農作物を守るための努力

を続けている。

その努力，すなわち病害虫防除は，ただ農薬を散布すれば良いわけではなく，正確な病害虫診断に基づい

た効率的かつ正しい農薬の使用が求められ，それを実現するためには，一定の知識と経験が必要となる。

これを生産者が備えて正しい防除を行ってもらうのが理想だが，それができる生産者であっても新たな病

害虫や優れた新技術・新農薬が登場した場合には新たな知識を仕入れることが必要になる。

いずれにしても，生産現場が高品質・安定生産を続けるためには，指導者による正しい病害虫診断や最新

の防除指導が不可欠であり，その指導内容が防除の成否に影響すると考えられる。

そこで，実際の生産現場における病害虫診断や防除に関する生産者と JA担当者とのやり取りを紐解きな

がら，生産現場が必要とする病害虫診断・防除指導とは何かについて検討してみたい。

1．生産者の相談先としての TACの登場
かつて生産者の病害虫防除の相談先は，普及センターや試験場等の公的機関の職員が多かった。しかし，

地方の行政改革などにより農業関連予算の縮小が進み，現場指導を担当する公的機関職員が減少し，それを

補うべく，JAの営農指導員への期待が大きくなっていった。

ところが，JAでも，農業と取り巻く環境が厳しくなる中，JAの広域合併や事業改革が進められ，期待に

反して営農指導員の数が減少する傾向が続いている。また，営農指導員の数が何とか維持された場合でも，

広域合併による地域担当の交代に伴い，農家にとって馴染み深く，しかも地域を良く知った指導員がいなく

なるといったことが少なからず起こっている。このような理由から，JAと生産者との間に距離ができるよ

うになり，病害虫防除相談を含めた日頃の JAとのコンタクト自体が減ってしまった。

この距離を埋めるべく，平成 20 年に農業の担い手に出向く専任担当者 TAC（Team for Agricultural

Coodination）が登場し，とにかく出向いて農家の悩みや相談を受けるようになった。TAC活動に取り組ん

だ JAでは，この出向く活動が奏功し，農家は病害虫防除に関することも含めて日頃の相談を気楽に寄せる

ようになり，農家と JAとの距離を縮める効果があった。

平成 26年度末実績では，全国 274 JAの TAC 1,819名が約 96,000戸の農業経営者を対象に，約 774,000

回の訪問・面談活動を行った。
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近年訪問対象の担い手が減ってきているが，毎年訪問対象の担い手を地域実態に合わせた絞込みが行われ

ているためであり，1軒の担い手あたりの訪問回数は平成 26年度 8.1回/年程度を保っている。

2．TACの面談情報
TACの訪問活動の基本は，地域農業の実態を踏まえ，5年後，10年後も農業生産を支える担い手を訪問

対象にして訪問活動を行うことである。これは，現在の農

業生産が少数の生産者（約 2割）で大多数の生産（8割）

を担っていることが背景にあり，地域の生産を維持し振興

していくためには，この少数の担い手を中心に訪問活動を

行う必要があるためである。

TACがこのような役割を持って活動するかたわら，JA

では TAC の訪問対象ではない農家に対しても，JA 内部

での役割分担を明確にしながら TAC 以外の職員による

サービスを実施し，地域全体の農業の維持に取り組んで

いる。

さて，TAC が訪問対象としている担い手農家は，経営

規模も大きく，経営に大きく影響する病害虫の発生に敏感

であるので，その面談内容には生産現場が求める病害虫診

断，防除指導のあるべき姿のヒントが含まれている。

このため，TACの面談記録の中から平成 25年度（平成

25 年 4 月～26 年 3 月）の 1 年間に実施された面談

（640,614件）を抽出し，このうちʠ防除ʡというキーワー

ドで抽出できた面談数 29,311件を対象に分析を試みた。
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表 1 防除に関する面談抽出対象作物一覧

類 名 件数 作 物 名 件数

水 稲 21,549 水 稲 21,594

果 菜 類 4,535 ト マ ト 2,532
キ ュ ウ リ 456
ナ ス 548
ピ ー マ ン 188
イ チ ゴ 811

葉 菜 類 2,906 キ ャ ベ ツ 1,005
ハ ク サ イ 276
レ タ ス 240
ホウレンソウ 68
シュンギク 65
オ オ バ 110
コ マ ツ ナ 32
ネ ギ 829
タ マ ネ ギ 281

根 菜 類 228 ダ イ コ ン 65
ニ ン ジ ン 40
ジャガイモ 70
サツマイモ 53

そ の 他 93 トウモロコシ 93

計 29,311 計 29,311

図 1 TACによる訪問担い手数と面談記録数の推移



3．生産現場における病害虫診断・防除指導に関する面談内容
⑴ イネいもち病に関する面談内容

いもち病に関する面談は，本田での重要な防除時

期となる 6月～9月の面談数が多くなり，そのピー

クは 8月だった。地区別では東北と九州の件数が多

かったが，発生様相の違いから，九州では 9 月に

入ってからも面談の件数が多くなっている。

このピーク時の面談内容は，適期防除や緊急防除

を訴える内容や，病害虫防除所や普及センターから

の指導情報の伝達，無人ヘリ防除情報の伝達などが

主なものである。近年は，経営規模の大型化に伴っ

て作業が追い付かないことや，突然の天候の変化な

どの原因によって防除適期を図らずも逃してしまった際の

相談件数も増えているようである。これに対し，10月～4

月の面談情報は，防除暦の説明や育苗箱処理剤など推奨農

薬の紹介などが主なものである。

⑵ トマトの防除に関する面談内容

トマトでは，合計 2,532件の防除に関する面談記録が抽

出された。

これを整理してみると，まず，防除に関する面談の実施

が病害虫の発生前に行われているケースが多いことがわ

─ 59─

図 2 イネいもち病に関する面談

図 3 トマト防除に関する面談の実施タイミング

表 2 トマトに関する防除関連面談結果の主な内容

面談のタイミング 面談結果分類 主 な 内 容

発 生 前 防除基準等資料提示  JAや部会での統一栽培・防除基準
防除所等指導機関指導内容
適用農薬一覧，薬剤効果比較表
新規薬剤の特性解説
市場価格，評価の報告
栽培日誌の記載ルール など

防 除 情 報 提 供 近隣の発生状況
耕種的防除（周辺除草，防虫ネットの設置等）の提案
効果的な防除体系，定期的散布の提案 など

発 生 確 認 後 防 除 情 報 収 集 生産者の防除実施状況
防除実施後の効果確認
生産者圃場における薬剤の評価 など

防 除 対 策 提 案 生産者圃場の状況に応じた防除対策の提案
株引き抜きなど緊急対策の伝達 など

生 育 状 況 確 認 作物生育状況の確認
栽培作業進捗の確認
病害虫雑草発生状況の確認



かった。病害虫の発生前が 546件（69％）でおよそ 7割を占め，病害虫の発生確認後が 244件（31％）と発

生前の半分以下の件数である（図 3）。

これは，トマトという製品特性上，品質の良いものを確実な量を生産してもらうために，「病害虫を発生

させない」指導が必要だからであろう。

⑶ キャベツの防除に関する面談内容

キャベツでは，整理対象とした 967 件

のうち，「防除関連情報説明」が 689 件

（71％）と最も多かった。これは，防除暦

や防除指針，指導機関発行の病害虫情

報，病害虫管理の手引きといった病害虫

防除資料，JAオリジナルの防除薬剤一覧

表や推奨農薬の解説資料といったものを，

TAC が担い手農家に手渡しで配布，説

明する活動のことを指し，多くの面談が

防除適期より前に実施されていた（図 4）。

面談記録によると，使用できる農薬の一覧

表や効果比較（ランキング），使い方のコツ

を示した資料が担い手農家に喜ばれた資料の

上位であった。

次に，適期防除や状況に応じた追加防除を

促す「薬剤提案」があり，必要な場合には薬

剤名を指名して提案を行っていた。この時，

TAC 等が適切な薬剤を選択しやすくするた

めの資料やツールがあると，より迅速かつ正

確な防除指導が行えるようになると考えられる。

「薬剤提案」では，図 5に示したとおり，薬剤を指名して薬剤提案をおこなっている面談件数が，ちょう

どチョウ目の発生ピークと一致しており，圃場での食害状況などを観察した上で，被害を最小減に抑えるよ

う指名で提案していた。この際には，複数の薬剤特性（速効性や残効），登録内容，使用方法といった知識

が不可欠であり，このような情報が防除の現場に求められている。

⑷ 症状を見せて防除を相談している面談例

ネギ農家への訪問で，次のような面談記録があった。

「ネギの根元が黒くなっているので，農薬で防除したいが何がいいのか尋ねられた。病害虫の診断写真を

見せたところ，アブラムシの被害と断定できたため，A剤（有機リン）をすすめました。」

この面談内容をみると，生産者への指導の根拠となっているのが，「診断写真」というものである。発生

している写真を見比べながら，一番近いものを探っているのだが，決め手となる写真は，より良く特徴をと

らえ，わかりやすいものが求められるであろう。
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また，対策の選択では有機リン剤をお奨めしており，一見問題なさそうに見えるが，ネギの栽培ステージ

やそれまでの農薬散布履歴とその効果などによっては，うまく効果が出ないことも考えられる。実際に薬剤

を指導する場合は，このようなことも加えて判断すべきだと思うが，この面談内容だけではそれがなされた

かは明らかでない。

そこで，現場での指導内容の手引きとして，このようなことも加味した参考資料が必要なのではないだろ

うか？

⑸ 防除のポイントを尋ねる面談

ブドウの防除に関する面談で次のようなものがあった。

「雨の影響でぶどうの病害が心配とのことで，防除のポイントについても質問がありました。病害につい

ては，「べと病・晩腐病」を重点に防除をお願いしました。天候が回復次第，早めの防除をお願いしました」

これは，雨が多い中での，病害の発生を気にかけている生産者との面談である。この内容だけでは，べと

病や晩腐病について，どのような説明をしたのか明らかではないが，降雨が発病を助長することを説明し，

天候回復後速やかな防除を促したのではないかと推察された。

このような場合，「病害の発生様相を示す資料」や使用できる「薬剤の特性と散布適期を示す資料」があ

るといいのではないか。なぜなら，「何故，天候が回復したら直ぐに散布しなければならないのか」や「何故，

このタイミングで散布するのに適した薬剤はこれであるのか」を理解していることが，防除の効率を上げる

上でも重要だからである。

4．生産現場でどんな病害虫診断・防除指導が求められるのか
⑴ 正確な診断と的確な防除指導

生産現場で病害虫の診断が求められる場面とは，作物の異常を農家が気付き，その症状を担当者に見せな

がら相談するというものである。

この時に役立つのは，病斑の写真や害虫の形態写真が掲載されたものが威力を発揮する。ただし，病害の

場合は似たような症状や他の症状を併発して発生している場合があるので，そのようなケース別にできるだ

け多くの写真が用意されているのが理想だ。

便利な図鑑ではあるが，サイズが大きいと持ち運びに難があるため，地域ごとに発生する病害虫に絞った

写真集やツールを用意できるとよいのではないか。

そして，診断では病徴以外の症状も大きな決め手になるので，それらを総合して判断できるような診断

ツールが望まれる。

病害虫が特定できれば，防除指導に関する資料であるが，病害虫の発生状況，作物のステージ，散布歴，

耐性菌・抵抗性の発達状況，薬剤や防除技術の特性・効果ランキングなど，防除に関する情報を総動員して，

適切な防除指導を行う必要がある。

これらの情報を総動員して防除指導するには，ある程度の経験が必要であり，防除に関する知識が無い場

合には難しい。しかし，TAC等の出向く担当者は共済や金融出身者などが任命されるケースも増えており，

そのような担当者であっても，症状や薬剤などの諸条件を追っていくだけで防除指導が行えるよう資料

（チャート式など）が求められる。
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⑵ 新技術・新農薬の特徴と正しい使い方の紹介

新技術や新農薬の場合，担当者も今まで使ったことも見たこともない場合がほとんどである。このような

場合は，病害虫の生態や新技術や新農薬の特性を正しく把握でき，その上での正しい使い方を理解してもら

う必要がある。

また，出向く担当者が生産者にも説明しやすい簡易的な資料も別途望まれる。それに先立ち，やはり一度

は，専門家による講習会等を開いてみっちりと研修することが必要であろう。

⑶ 生産者の防除実態に合わせた防除技術の導入提案

生産者によって，生産状況，作型など千差万別であり，全ての生産者にぴったり当てはまる防除技術を提

案することは難しい。

このため，それぞれの防除実態を総合的に判断できるような担当者の育成が必要になるが，この領域にな

ると出向く担当者ではハードルが高すぎる。

ただ，導入指導までは行かなくても，現在の防除における悩みを聞き，課題を指摘できるようになると，

より良い防除指導に結びついていくので，担当者のレベルに合わせた教育プログラムを用意したいと考えて

いる。

⑷ 農薬の希釈方法，散布方法，農薬選びなど基礎理論を踏まえた防除指導

国や地方自治体の補助もあり，各地で新規就農者や農業法人へ就職する若者が増えている。

このため，全く防除をやったことも，見たことも，防除器具を触ったことも無いような方々への防除の基

礎教育が現場では望まれている。

具体的には，農薬のラベルの見方，散布時に守らなければならないこと，希釈の際の順番，散布の時の腕

の振り方，農薬の選び方，安全に使用する方法，器具の整備など，散布に関する基礎知識をひととおり教え

てほしいとの要請が多くなっている。

JAグループでも研修会等を行ってはいるものの，まだまだ機会が不足しており，これをカバーするツー

ルの作成が急務になっている。

⑸ 食の安全性と農薬の安全使用に関する基礎知識

a．食の安全の基礎知識

近年の新規就農者には，有機農業を目指す方が多い。理由は「危険だから」というイメージのみで正しい

知識を持っていない，知らないケースがほとんどである。

新規就農セミナー等でこれらの正しい知識を伝え，理解してもらえるような取り組みを食農教育などの場

面で継続して行わなければならないと考えている。

b．農薬の安全使用

農薬は正しく使うことによって，安全な農産物を安定的につくることができる。

この正しく使うことをきちんと理解せずに行う，知識不足の農業法人従業員や農家も増えているので，こ

のような方々への教育をきちんと行う機会づくりが必要である。
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5．今後の病害虫診断・防除指導のあり方
⑴ 現場での診断を支援するツールを充実させたい

人の病気もそうであるように，農作物の病害虫も早期発見・早期対処が被害を最小にするための原則であ

る。加えて，農作物の場合は，農家が病徴や食害を見つけて相談がきた時点では既に病害虫の発生がそこそ

こ進んでいるケースが多く，速やかな対処が求められる場合が多い。このため，生産現場では，病害虫の診

断は，現場において「即診断・即防除指示」が望ましいあり方である。

しかしながら，この「即診断・即防除指示」を実施するには担当者に相当の経験とスキルが必要であるた

め，なかなか実現できていない。

ハードルは高いが，何とか理想に近づける資料の作成，あるいは携帯から送信して遠隔で診断する仕組み

の検討が必要と考えている。

⑵ 現場でわからない場合のバックアップ体制の構築

地域でいつも発生する病害虫であれば，予め診断や防除指導に役立つ資料の準備が可能であるが，新発生

の病害虫や耐性菌・抵抗性害虫では全く歯が立たない。

そのような場合には，速やかに指導機関等に判断を仰ぐ必要があるので，その相談ルートや速やかに対応

を返していくバックアップ体制の構築が必要である。

⑶ 病害虫診断技術の共有と人材育成

正確な病害虫診断技術には，相当の知識と経験が必要である。しかしながら，現在の生産現場では，昔の

ようなベテランと新人の師弟関係による技術伝達システムがすっかり崩れ，新人が単独で生産者を回ること

も多くなった。

このような方々のための，知識と経験値の向上に向けて人材育成プログラムの作成が現場からは求められ

ている。このような声に応えるべく取り組みを進めていきたいと考えているが，指導機関の皆様におかれま

しては，色々な面でのご協力をお願いさせて頂く機会もあるかと思うので，その節は是非ともお願いしたい。

以 上
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