
- 1 -

平成27年７月15日号－１

発行 一般社団法人日本植物防疫協会 東京都北区中里２－２８－１０ tel 03-5980-2181 Fax 03-5980-6751

『農薬危害防止運動月間に向けて』

－飛散防止対策に微粒剤Ｆを－

飛散の少ない水稲病害虫防除法として

微粒剤Fの活用を

一般社団法人日本植物防疫協会

今年も農薬危害防止運動がはじまりました。農薬の適正使用は使用者の安全や農産物

の安全を確保するために大変重要ですが、近年は周辺環境への安全に向けた配慮が一層求

められるようになっています。その際に留意したいのが飛散（ドリフト）対策です。

近年水田での防除に産業用無人ヘリコプターが広く利用されるようになりましたが、

中には人家が近接していたり、有機栽培圃場に隣接していて無人ヘリ防除を行わないよう

に求められている場合など、地上散布での補完防除が必要となる事例も多いようです。こ

のようなケースでは地上散布で実施するにしても飛散防止に特段の注意を払う必要があり

ます。

微粒剤Ｆは、こうした周辺環境にとくに配慮が求められる防除作業に適した剤型とし

て開発されました。散布には専用ホース又は粒剤用のホースが必要ですが、粉剤や粒剤の

散布に使う背負い動力散布機１台あれば薬液調製する必要もなく、10 アールの水田を数
分で散布することができます。最大の利点は飛散が少ないことで、その作業風景はとても

農薬を散布しているように見えません。

ただ、微粒剤Ｆはさらさらした砂状の製剤であるため、うまく散布するためには若干

のコツが必要です。できれば個々の農家ではなく、代わって手慣れた方々が散布作業する

と効率的です。無人ヘリ防除を補完する防除においても微粒剤Ｆを積極的に活用したいも

のです。

微粒剤 Fの解説はこちら；http://jppa.or.jp/biryuzaif/index.html

水稲用微粒剤 F は、現在クミアイ化学工業（株）から殺虫剤キラップ、殺虫剤とい
もち病の混合剤ビームスタークル、殺虫剤といもち病・紋枯病の混合剤サジェストの 3
剤が市販されています。従来の DL 粉剤と同様に背負い式等の動力散布機で散布がで
き、ドリフト（飛散）が大幅に少なくなっていますので、環境や人畜、周辺作物への

影響が少ない安全な薬剤として普及が期待されています。

水稲用微粒剤 F の特徴と普及状況、取扱上の注意点などについてまとめていただき
ましたので、安全防除推進に役立てて頂ければ幸いです。

http://jppa.or.jp/biryuzaif/index.html
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飛散の少ない水稲病害虫防除法としてＦの活を
水稲用微粒剤 Fの特徴と上手な使い方

クミアイ化学工業株式会社

１．微粒剤 Fとは？
水稲用微粒剤 Fはこれまで水稲の病害虫防除に広く使われてきた DL粉剤に比較し散布

時の飛散が極めて少ないことを最大の特長としています。この特長により、水稲圃場周囲

に人家がある場合でも安心して使用することができ、圃場周辺の適用外作物へのドリフト

リスク及び散布者の農薬被爆リスクが大幅に軽減されました。微粒剤 F は人にも環境に
もやさしい環境保全型の農薬製剤です。

水稲用微粒剤 F は農薬の剤型のひとつで、63 ～ 212 μ m の砂状の粒子からなる、粉剤
と粒剤の中間に位置付けられる剤型です（図１）。基剤には珪砂などが用いられており、

その表面に農薬成分がコーティングされています。水稲用微粒剤 F はこれまで水稲で一
般的に使用されてきた DL 粉剤と同様に稲に直接散布することができます。散布された微
粒剤 Fは稲体表面に付着することで防除効果を発揮します。
殺虫剤単剤であるキラップ微粒剤 F（有効成分：エチプロール）、いもち病防除薬剤と

殺虫剤との混合剤であるビームスタークル微粒剤 F（有効成分：トリシクラゾール、ジノ
テフラン）、紋枯れ防除薬剤を混合した殺虫殺菌剤サジェスト微粒剤 F（有効成分：ペン
シクロン、トリシクラゾール、ジノテフラン）を販売しており、水稲病害虫を幅広く防除

できます。

DL粉剤の散布作業 微粒剤Fの散布作業

図1．DL粉剤（左）と微粒剤F（右）の粒径比較
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２．微粒剤 Fの普及状況
微粒剤 F は 2014 年度に合計 1,650ha で使用されました。粉剤市場で占めるシェアは現

状、まだ低いものの、今後の普及拡大が期待されています。それぞれの薬剤については以

下のとおりです。キラップ微粒剤 F は福井県、長野県、石川県を中心におよそ 250ha。ビ
ームスタークル微粒剤 Fは山形、長野、石川を中心におよそ 1,200ha。サジェスト微粒剤 F
は福井県、石川県、青森県でおよそ 200ha。
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３．使用者の声

2014年に微粒剤 Fを使用いただいた方にアンケートを実施しました。

①アンケート回収県：福井県 40名、富山県 30名、山形県 6名、青森県、宮城県、長野県、
佐賀県それぞれ 2名ずつ、計 84名から回答をいただきました。

②使用薬剤：使用した薬剤はビームスタークル 1 回散布が 10 名、ビームスタークル⇒
キラップの体系散布が 30 名、サジェスト 1 回散布が 40 名、キラップ 1 回散布、サジ
ェスト⇒キラップの体系散布がそれぞれ 2名でした。

③圃場への均一散布：81 名の方は微粒剤 F を圃場へ均一に想定通り散布でき満足と感じ
ています。一方 DL 粉剤に比べ微粒剤 F は散布時に薬剤が見えにくいため、均一に圃
場散布できず、やや不満と感じた方が 3名いました。

④周辺住宅地、圃場への薬剤のドリフト：84 名の方全員が周辺住宅地、圃場への薬剤の
ドリフトが認められなかったと回答いただきました。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福井県
富山県
山形県
青森県
宮城県

福井県 山形県富山県

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サジェスト 1回使用
ビームスタークル⇒キラップ体系
ビームスタークル 1回使用
キラップ 1回使用
サジェスト⇒キラップ体系

サジェスト ビームスタークル
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満足

やや不満足
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⑤使用後の感想：以下の感想をいただきました。

・ドリフトがなく使いやすい。散布者への被ばくが少ない。

・散布者も汚くならず楽に散布できた。2名
・まわりに気遣いなしで撒きやすい

・住宅地用に使います。3名
・周辺に気を使わずに散布できる。2名
・住宅周辺で使いやすかった。4名
・少々風はあったが問題なく散布できた。周辺の住宅に気を使わずにできた。2名
・微粒剤の散布は視認ができにくいため、隣接する圃場への飛散も少ないと考えられ

る。

・無人ヘリ地区のなかでドリフトが懸念される住宅・他作物圃場周辺で有効な防除資

材。

⑥今後の改善点：改善点として以下のご意見をいただきました。

・若干先端と手先で吐出量にムラができる。

・製品ラインアップが少なく、他のメーカーでも扱ってほしい。

・散布者が汚れないサラサラし過ぎで機械のシャッターを閉めても少々落ちる。2 名
・周りが白くならない。薬が見づらい。

・サラサラし過ぎて、薬が出過ぎた

・散布時の薬が見づらく散布の感覚がつかみずらい。薬に色を付けて欲しい。2名
・専用ホース使用以外の方法で散布できるような散布法の開発が望まれた。

・ホースを自分で買うとしたら高い。無理にホースを使わなくて良い。

・エコマキホース内に薬剤散布後、若干残る事が見受けられた。

3．微粒剤の普及にあたっての課題と対応
普及にあたっての課題と対応について以下にまとめます。

・販売品目が少ない：チョウ目害虫、稲こうじ病など現在の製品ラインアップでは防除

できない病害虫防除剤が望まれています。また、地域で使用している殺虫・殺菌剤の

種類に対応して欲しいとの要望をいただいています。

・関係機関との協調：微粒剤 F 開発にあたって日本植物防疫協会が中心となり農林水
産省、農林水産消費安全技術センター、JA 全農、農薬企業、防除機企業が参画した
微粒剤 F 協議会が発足しました。微粒剤の販売品目が少ないことを含め、協議会会
員の協力のもと必要とされる活動を行います。

・微粒剤 Fのコスト：微粒剤 Fはドリフトを抑える様々な工夫をしているため DL粉剤
に比較し高価格となっています。普及面積が増えることによるコスト低減等、コスト

を抑えるため企業努力を致します。

・専用ホース：微粒剤 F は専用ホースを用いた散布を推奨しています。ドリフトを抑
えるためには必要だと判断していますが、1 人で散布したいというご要望があるため
短管噴頭での散布性について確認しています。また、生産者の皆様には微粒剤 F 専
用ホースの購入をお願いしていますが、既に DL 粉剤用のホースを購入いただいてい
る方には新たなコストになっています。

・宣伝広告：微粒剤 F はまだまだ知名度が低く、各県の防除所、普及センターなど地
域の防除の中核機関に積極的に働きかけます。また、生産者の皆様に微粒剤 F を実
際に散布体験していただく散布実演会を開催します。

4．一人で散布する際には
微粒剤 F の散布には「微粒剤 F 専用ホース」の使用を推奨しています。アンケートの
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ご意見にもありますが専用ホースを使用しないで散布したい、1 人で散布したいとのご意
見をいただいております。動力散布機と短管噴頭を用いた散布性を確認しています。ホー

ス散布と異なり到達距離は 10m 以内と極端に狭くなるため均一性をより一層心がけてく
ださい。微粒剤Ｆは手まきや散粒機では均一な散布はできません(図2)。

図2.動力散布機と短管噴頭での微粒剤F散布

4．終わりに
微粒剤 F の販売を始めて 4 年がたちました。住宅地近接圃場、他作物栽培隣接圃場で

のドリフト対策剤として高い評価をいただいております。今後の展開として、薬剤調製に

水が不要なことから乗用管理機での散布性評価を検討しています。また。株元への散布性

が高いことから株元に寄生するトビイロウンカ対策剤として九州病害虫防除推進協議会の

連絡試験で検討いただいています。さらに使い易く、水稲病害虫防除に安心して使用でき

る資材を目指して参ります。


