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平成28年3月16日号－5

「ニュース」

１．エアアシスト式静電防除機など新開発機を公開

～農研機構 生研センター～

農研機構生物系特定産業技術研究支援センター（通称：生研センター、所在地：さいた

ま市北区）は 2 月 23 日、同センター内で第 4 次農業機械等緊急開発事業の開発機公開行
事を開催した。今回公開したのは、中山間地用水田栽培管理ビークルとエアアシスト式静

電防除機の 2機種。

「中山間地用水田栽培管理ビークル」は、傾斜地の多い中山間部では作業ごとに小型の

作業機を用いるために非効率で労働負荷の大きい作業体系となっている。こうした現状を

改善するため、同ビークルは 1台で多様な作業に対応できる乗用型の管理機として開発さ
れた。本機は既販の 4条植田植機をベースに、圃場出入り口での段差乗越えを安全にでき
るよう後輪に昇降機構を備え、左右方向の耐転倒性も大幅に強化されるなど、随所に安全

対策が講じられている。また、アタッチメン

トには田植え機だけでなく、耕うん機、溝切

り機、粒剤散布機、除草機が取り付けられる

ようになっており、1 台で多様な管理作業に
対応できる。今後市販に向けた検討をすすめ

早期の実用化をはかるとともに、水稲以外の

作物への適用性も検討していくとしている。

「エアアシスト式静電防除機」は、施設の立ち野菜の農薬散布作業を効率的かつ効果的

に行えるよう、無人で散布むらの少ない薬剤散布ができる新しい防除機として開発された。

市販されている施設のロボット散布機と手散布用の静電散布ノズルを組み合わせたものと

いえるが、開発機は随所に新しい工夫が施されている。ひとつは加電圧を 6千ボルトまで
高めて噴霧粒子を効率的に帯電させていること、もうひとつは噴霧ノズルの中間に圧縮空

気を噴射するノズルを配置し、その気流によって草冠内への到達性を高めていることであ

る。これらの工夫により薬液が到達しにくい葉の裏面への付着特性を飛躍的に高めている。

この結果、散布薬液量を 2割程度減らしても十分な防除効果が得られるとしている。これ
まで使用しているセット動噴に本機のホースをつなぎ、通路の端で起動させると本機は噴

霧しながら無人で自動走行し、通路奥に到達するとホースを巻き取りながら自動で戻って

くる。その際、走行路となる通路が十分整備されていることが条件。また、次の通路への

中山間地用水田栽培管理ビークル
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移動は人力で行う必要があり、完全無人化はされていない。今後市販に向けた検討をすす

めるとしているが、農薬登録上の制約は無いため、走行路の環境が整っている大型施設な

どで導入が期待される。

２．シンポジウム「蜜源植物の保護増殖を考える」を開催

～3月2日ＫＫＲホテル東京で、日本養蜂協会～

一般社団法人日本養蜂協会主催によるシンポジウム「蜜源植物の保護増殖を考える」に

参加したので概要を報告する。平成 28 年 3 月 2 日にＫＫＲホテル東京にて開催された本
シンポジウムは日本養蜂協会会員を含む 100 名を超える参加者となり、9 時から 12 時ま
で 3名の講演者による講演と総合討論が行われ活発な意見交換が行われた。
冒頭、日本養蜂協会の川原秀男副会長が挨拶に立ち、「食料の安全保障の礎である国内

農業の健全化には、交配用ミツバチの安定供給は必須であり、本シンポジウムは農林水産

省補助事業、平成 27 年度産地収益増強支援事業養蜂等振興推進事業の一環として開催さ
れた。ミツバチは自立性の高い生物であるが、採蜜用の蜜源植物だけではなく花粉源やミ

ツバチが越冬に使う蜜源を含む広義の蜜源植物が年間を通じて利用できる資源環境が必要

である」と述べた。

各講演の概略を以下に示す。

○「養蜂からみた日本の蜜源植物」玉川大学名誉教授 佐々木正巳氏

日本は潜在的に多様な生物要素から成り立っており、先進国としては珍しく生物多様性

ホットスポットとなっている。ただ現状は厳しく蜜源植物面積の推移は大きな減少傾向が

電極付きノズルの中間にエ

アアシスト用ノズルを配置
エアアシスト式静電防除機
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続いている。従来「蜜源植物」はレンゲ、アカシアなど採蜜対象植物を指していたが、蜂

群自体を健全に保つための多様な花からなる「蜜・花粉源の確保」が重要と認識されてい

る。採蜜養蜂に限って考えても、高い収量を期待するのであれば目指す花期に外勤バチ数

をピークにするタイミングを考えた強勢群作りが必要となり、先行する蜂児期に圏内に十

分な花粉源があるか否かが結果を分ける。そのためには蜂場の周囲半径 2km 程度の主な
蜜・花粉源開花時期をカレンダー的に把握しておくことが必要で、これにより蜜源を植栽

する場合にも何が必要であるかが分かる。

養蜂環境として森林・都市部・農地に分けた場合、森林は花期が集中する傾向があり、

都市部は 1年中花があり養蜂には有利となる。さらに都市部にはミツバチのライバルとな
る訪花昆虫が少ないことも有利な理由となっている。農地は当然花期が一時期となる。蜜

源植物としては草本だけではなく木本が重要であり、木本は流蜜量が多い。ミツバチが好

みそうなのに訪花していない場合があるが、これは蜜が出ていない、花が小さすぎて又は

形状により蜜にアクセスできない、効率よく集められる他の花（競合花）が近くにある等

の理由が考えられ、ミツバチに好適な花は常に周囲の花との相対評価となる。蜜源の保護

・増殖を実行しようとしても、どこにどういう植物を植えたら良いのかという情報はほと

んどなく、実際に植えているものもクロガネモチ、ユリノキなどごく限られている。でき

るだけ「地のもの」の中から選びたい。また、欲しい時に苗が入手できるような苗や種子

の供給体制をつくっていきたいところである。

○「蜜源増殖の課題～誰のための増殖なのか」

ＮＰＯ法人みつばち百花代表理事 朝田くに子氏

みつばち百花は国立市に 350坪のくにたち蜜源ガーデンを持ち、蜜源植物を中心に栽培
管理しているＮＰＯ法人である。ミツバチに適した蜜源植物を調査しており、科学的視点

を重視した正しい情報発信を目的としている。「ミツバチのためにどんな花を植えたらよ

いのか」という質問を良く受けるが、この答えは直ぐ出せるものではない。本会ではよく

ハニーウオークと呼ぶ蜜源花類調査をしており、その地でミツバチが利用している花を知

ることも必要と思う。ミツバチの保護・育成のためには、殖えるための花粉、働くための

蜜を持つ蜜源植物が年間を通じて必要となる。一方、蜜源植物を育てるためには、栽培が

簡単で育てやすい、栽培環境に耐えられる、人が利用できる（食べる、摘む、景観を保つ

等）植物を選定する。また、これが最も難しい課題となるが、根本的に利用できる土地を

確保することが必要となる。興味のある方はみつばち百花のＨＰ（http://bee-happy.jp/）に
「蜜源・花粉源データベース」を公開している。

○「養蜂振興法と蜜源植物」

玉川大学学術研究所ミツマチ科学研究センター教授 中村 純氏

2012年に改正された養蜂振興法では、その第 6条を「蜜源植物の保護増殖」として、「蜜
源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源

植物の増大を旨としてこれを行わなければならない」および「国及び地方公共団体は、蜜

源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及

び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする」の 2項目を謳っている。将来に向けての活

http://bee-happy.jp/
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動を規定できる第二項は、いわゆる「努力義務」であり、遵守されるか否かは当事者の任

意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられるものと解釈される。

養蜂を営む立場では、法にいう当事者としての協力の位置づけ、さらには達成度の判断に

ついてはその基準を共有できることが、この法によって養蜂が振興される大前提になると

考えられる。農林水産省は、養蜂振興法に基づき平成 28年度に産地活性化総合対策事業、
産地収益力増強支援事業、養蜂等振興強化推進事業（地区推進事業）により蜜源植物の植

栽支援を行う事業を立ち上げた。

養蜂において必要とされる面積は半径 2kmの円内と考えると 1,256haと広大で植物資源
の状況把握でさえ難しいのが現状だ。計算では半径 2km圏内で飼うことのできる蜂群は 6
～ 34 群程度となる。現在の蜂群の崩壊や増殖困難など、蜜蜂の不調の原因としては、農
薬が話題性では筆頭となっており、実害的にはダニや病気も指摘されている。しかし、こ

れらの個別要因による影響を相乗的に重大化し、また単独でも養蜂の生産性から蜜蜂の健

全性にまで影響を及ぼしているのは、植物資源の不足といわれている。蜜源の定義を広く

養蜂資源全般としてとらえ直し、ハチミツの生産以上に、農作物、生態系における植物受

粉に必要な昆虫としてのミツバチの有用性を認識することができれば、蜜源植物の保護増

殖活動は、養蜂の枠を超えた農業振興、地域生態系保全、景観改善につながっていく。海

外ではすでに公共用地を利用した蜜源植栽が行われ、また送粉者（ポリネーター）保護の

ための植栽を行うほ場が農場主や地主を対象に展開し始めている。日本においても、生物

多様性の原則を背景とした多様な環境政策や、耕作放棄地対策などの農業政策が、実は養

蜂を支える方向性を持っている。こうした多様な事業への参画、推進、協力という形で関

わりを持つことも養蜂の持続性を担保する要件となっている。

３．平成27年度第3回全国集会を開催

～東京農業大学・生物的防除部会～

東京農業大学総合研究所研究会・生物的防除

部会（和田哲夫会長）は 2 月 10 日、東京農大
・食と農の博物館で、平成 27 年度第 3 回講演
会を開催した。

講演は 2 題発表された。最初に登壇したのは
デュポン農業製品事業部マーケティング部部長

の笹島敏也氏。「新ジアミド系殺虫剤サイアジ

ピルと天敵利用」と題し、サイアジピルの開発

経過や特長について述べた上で、同剤が天敵などへの影響がほとんどなく IPM 適合剤と

して使用できることを促成イチゴやナスを事例に詳述した。

続いて石原バイオサイエンス営業統括部特販グループマネージャーの森光太郎氏が、「石

原産業の生物農薬事業の紹介と天敵アカメガシワクダアザミウマの開発について」をテー

マに講演。同社の生物農薬事業の展開を述べるとともに、新規登録したアカメガシワクダ

アザミウマ剤や天敵のための紙製シェルター「バンカーシート」等の紹介を行った。

IPMの今後についても活発な質疑応答
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４．植物保護と植物工場、SIP合同研究会を開催

～つくば農林ホールで、農研機構～

農研機構は 2月 12日、茨城県つくば市のつくば農林ホールで、戦略的イノベーション
創造プログラム（SIP）次世代農林水産業創造技術（アグリイノベーション創造）の中の
「統合オミクス情報を利用したトマトの体系的最適栽培管理技術の開

発」と「持続可能な農業生産のための新たな総合的植物保護技術の開

発」について合同研究会を開催した。主催者として農研機構野菜茶業

研究所の本多健一郎所長が、「前者は植物の生理障害などを遺伝子レ

ベルから解析することにより植物工場におけるトマトの収量増加を目

指す研究分野、後者は農薬に依存した病害虫管理から脱却し、害虫の

行動制御や植物の抵抗性発現、自然界における生物間相互作用等に着

目した総合的防除を目指す研究分野であり、その実用場面のひとつが

施設栽培トマトだ。同じ施設栽培トマトを接点として連携を深め研究

を進めれば、これまでにない次世代型農業に一歩近づくことができる」とあいさつした。

セクション 1「新たな総合的植物保護技術」の講演は、「アザミウマ忌避剤、コナジラ
ミ忌避剤の開発」安部 洋氏（理研・バイオソースセンター）、「コナジラミ忌避剤によ

るペアリング阻害と音響的な解析」上宮健吉氏（石原産業中央研究所）、「天敵タバコカ

スミカメによる微小害虫防除技術」日本典秀氏（農

研機構中央農業総合研究センター）、「農薬に替わ

る病害虫抑制技術『紫外光（UV-B）照射』」佐藤
衛氏（農研機構花き研究所）・神頭武嗣氏（兵

庫県立農林水産技術総合センター）、「赤色光を利

用した施設ナス・キュウリのアザミウマ防除」柴

尾 学氏（大阪府立環境農林水産総合研究所）。

またセクション 2「オミクス解析利用トマト栽
培」では、オミクス解析を利用した栽培体系や実

際の取り組み、生理障害の克服などに関して研究成果が発表され、最後に農研機構野菜茶

業研究所の中野明正氏が、「SIP 植物工場の成果の連携と展開」と題してしめくくった。

５．催し物

～「SIP次世代農林水産業創造技術 公開シンポジウム」～

日 時：平成 28年 4月 6日(水曜日) 13時 10分～ 17時 30分
会 場：一橋大学一橋講堂 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター 2F
主 催：内閣府、農研機構 生研センター

参加費：無料(定員 500名～定員になり次第締め切り)
申込締切：3月 31日(木曜日)
事務局：農研機構 生研センター企画部企画第 1 課 埼玉県さいたま市北区日進町 1-40-2

挨拶する本多所長

次世代農業技術を目指した SIP 合同研究会
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開会挨拶 久間和生氏（総合科学技術・イノベーション会議議員）

「SIPについて」 松本英三氏（内閣府大臣官房審議官）

基調講演

「野菜産業の課題と成長への展望」 佐野泰三氏（カゴメ株式会社常勤顧問）

総括説明

西尾 健氏（SIPプログラムディレクター・法政大学生命科学部教授）
口答発表

高品質・省力化を同時に達成するシステム

渡邊朋也氏（農研機構中央農業研究センター）

新井鐘蔵氏（農研機構動物衛生研究部門）

収量や成分を自在にコントロールできる太陽光型植物工場

坂田好輝氏（農研機構野菜花研究部門）

新たな育種体系の確立 江面 浩氏（筑波大学）

持続可能な農業生産のための新たな植物保護技術の開発

後藤千枝氏（農研機構中央農業研究センター）

次世代機能性農林水産物・食品の開発 阿部啓子氏（東京大学）

木質リグニン等からの高付加価値素材の開発 山田竜彦氏（森林総合研究所）

未利用藻類の高度利用・培養型次世代水産業の創出

石原賢司氏 (水産総合研究センター）

閉会挨拶 西尾 健氏（SIPプログラムディレクター・法政大学生命科学部教授）

６．「植物防疫年刊 2016」発行のご案内

当協会ではこの度、関係各位のご協力をいただき「植物防疫年刊 2016」を発行いたし
ました。皆さまのお手元には 2月末から 3月初旬に届いているかと思います。
「植物防疫年刊」は昨年の創刊号に引き続き、二度目の発行とな

りますが、今回は巻頭記事として行政や業界トップの方々にお集ま

りいただいた新春座談会を企画したほか、昨年同様、植物防疫をめ

ぐる最新の状況や農薬企業の重点施策・重点農薬を紹介するととも

に、IPM、鳥獣害、農薬の散布技術など新たな項目を加えるなど、
内容の充実を図りました。

本冊子を、植物防疫や病害虫防除、農薬の動向などを取りまとめ

た技術総覧としてご活用いただければ幸いです。当協会としては今

後とも、皆様のご意見ご助言を賜りながら、より一層誌面の充実に

取組んでまいりますので、今後ともご支援ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し

上げます。


