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           平成 30年 3月 14日号－4 
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1. キウイフルーツかいよう病に関するシンポジウム開催 

「かいよう病 Psa3に対して安心してキウイフルーツ生産を可能とする総合対策技術」 
 
平成 30 年 2 月 28 日、農林水産省、農研機構、関係県による農林水産省委託のプロジェクト

研究の研究成果伝達会が高松市で開催され、植防関係者約 80 名が参集した。 

香川県農林部の挨拶後、農研機構の須崎浩一氏より、本病は 1990 年代の初発見以来、2014

年 4 月には国内で病原細菌の Psa3が確認され、キウイフルーツ主産県に急速に拡大した。本系

統は病原性が強いことから早急な解決策が要望され、2015～2017 年の 3 カ年にわたり本病の生

態、診断及び防除について関係機関で試験研究が行われ、この度のプロジェクト成果の伝達会

となったと説明された。 

その後、キウイフルーツかいよう病の見分け方、特に Psa1と Psa3の病徴の違いや、類似病

害及び凍害などによる類似症状との違いについて説明があり、Psa3に罹った葉には葉脈に囲ま

れた小褐斑ができることや樹液が赤褐色に変色し、2～5 月頃に多いとした。診断技術ではこれ

までのＰＣＲによる遺伝子診断よりも迅速で精度の高いＬＡＭＰ法を確立し、新規の選択培地

と組合せるとさらに精度が高まるとした。ヘイワードなどの中程度の抵抗性品種では、銅水和

剤の体系防除で効果が認められ、発病部位を含む枝の切除で防除が可能とした。また、生物農

薬の効果もある程度の効果を示した。しかし、高価格のため普及が拡大している二倍体のレイ

ンボーレッドは抵抗性が極めて弱く、発病樹ではこれらの対策を行っても再発率が高いため、

栽培の継続が困難であり伐採せざるを得ないとした。現在栽培されている品種について圃場で

の抵抗性程度を調査した結果、さぬきゴールドな

どの品種では、薬剤散布などとの組合せで栽培が

継続できるとした。 

講演後、農研機構の須崎氏を司会にして質疑応

答が行われ、迅速・簡易な診断技術のＬＡＭＰ法

の早期普及が要望されたこと、全国的に急速に蔓

延した理由は現在でも不明であること、発病枝を

チップ処理した場合には残渣で病原菌が残る場合

があることなどが出された。 

講演題名、講演者は以下の通りである。          【伝達会の様子】 

 
 
 

 
 
 

1.かいよう病の病徴紹介と類似症状見分け方チャートの利用方法   菊原賢次(福岡県農林業総合試験場) 

2.かいよう病に対する迅速・簡易な診断技術      須崎浩一(農研機構果樹茶業研究部門) 

3.銅水和剤を基幹としたかいよう病に対する新たな防除体系  篠崎毅(愛媛県農林水産研究所果樹研究ｾﾝﾀｰ) 

4.かいよう病の被害を受けた枝の切除基準と被害枝処分技術     野口真弓(佐賀県果樹試験場) 

5.国内で経済栽培可能な抵抗性品種の探索  福田哲生(香川県農業試験場府中果樹研究所) 
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２．カメムシ類等難防除害虫の発生状況と防除対策に関する検討会が開催 

平成 30 年 3 月 1、2 日の両日、カメムシ類等難防除害虫の発生状況と防除対策に関する検討

会が龍谷大学瀬田キャンパス (滋賀県大津市)において開催さ

れ、国研・県試験場関係者等 36 名が参集した。 

近年、温暖化等によって生息を拡大しているミナミアオカメ

ムシなどの害虫や難防除害虫、突発性害虫等の近年の発生状況

や被害状況を全国的に把握し、発生予察手法や防除対策等を検

討するため、関係研究機関で実施している試験研究成績につい

て意見交換を行うとともに試験研究の連携について検討した。 

「メッシュ農業気象データを利用した病害虫発生予測」をテ

ーマとした講演が行われ、農業環境変動研究センター大野宏之氏よりメッシュ農業気象データ

システムの概要、中央農業研究センター芦澤武人氏よりメッシュ農業気象データを利用したイ

ネ稲こうじ病の発生予測に関する話題提供があった。サンプルプログラムを用いたデモの紹介

もあり、メッシュ農業気象データシステムの基本的な内容だけでなく、害虫分野の分布予測や

発生予察への応用等について意見交換された。 

斑点米カメムシ類の発生状況や発生生態に関する話題提供があり、宮城県では全県調査の結

果、アカスジカスミカメが県全域で主要種であること、地域によって種構成には違いがあるこ

とが示された。滋賀県南西部ではホソハリカメムシ、クモヘリカメムシ、イネカメムシの発生

が水田や畦畔で認められたが、年次やほ場によって発生に変動がみられることから、これらカ

メムシ種の越冬生態や発育パラメーター、移動分散などの生態解明による要因解明の必要性が

指摘された。また、ホソハリカメムシの越冬後成虫の生存や卵寄生蜂に関する話題、近年全国

的に発生が増加しているといわれるイネカメムシの飼育法や水田内の発生に関する話題の提供

があった。 

ミナミアオカメムシに関し、奈良県における発生初確認に関する話題および関東地域におけ

る近年の分布拡大に関する話題提供があり、九州ではオクラにおける発生調査の結果、発生ほ

場が限られることや年次変動が大きいことが明らかとなり、寄主植物の連続性の有無等の土地

利用状況が本種の発生・増殖に影響している可能性が示唆された。 

大豆カメムシ類の LED 光源トラップを用いた予察について、異なる波長における誘引性の違

いやダイズ子実に被害を及ぼす誘殺密度の推定結果が示された。また、大豆の被害軽減対策に

関し、クレオメとササゲをほ場周辺に「おとり作物」として配置した試験結果、薬剤の種類に

よる防除効果や IPM 実証に関する検討結果について報告された。 

その他、カメムシ類等難防除害虫の

情報・意見交換の場として次年度以降

も本検討会を継続して開催し、各機関

における試験研究について今後も連携

して進める、メッシュ農業気象データ

を用いた解析手法に関する研修会につ

いて、病害虫分野での要望にあわせて

中央農研等での開催を検討することが

決まった。                       【検討会の様子】 

挨拶する開催者の平江氏 
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３．生物的防除部会 第３回セミナー開催 －東京農業大学・総合研究所－ 

平成 30 年 2 月 28 日、東京農業大学総合研究所研究会生物的防除部会の平成 29 年度第 3 回

セミナーが、東京農業大学世田谷キャンパスで開催された。今回のセミナーでは、小澤朗人氏

（静岡県農林技術研究所茶業研究センター）による「茶園に生息する土着天敵類に対する各種

薬剤の影響」、岸本年郎氏（ふじのくに地球環境史ミュージアム）による「新規侵入外来昆虫

の話題～特にヒアリの侵入について」の 2 題が講演された。 

小澤氏は、木が密生する茶園は一種のジャングルとなっており様々な生物が生息している。

環境保全程度を評価するための指標生物を探索する目的で、無農薬茶園、減農薬茶園、慣行防

除茶園で生息する生物を払い落とし、SE トラップ、黄色粘着トラップ、ピットホールトラップ

などを使用して 2 年間調査し、捕獲した 10 万頭の天敵を分類した。その結果、寄生蜂では 19

科以上 100 種以上が、クモ類では 58 種、ゴミムシ類では 8 種、テントウムシでは 9 種、カブリ

ダニでは 12 種が認められ、無農薬茶園と慣行防除茶園での種構成はかなり異なっていたが、減

農薬茶園と慣行防除茶園での種構成の違いは大きくなかった。チャトゲコナジラミの天敵であ

るシルベストリコバチ、クロツヤテントウおよび、クワシロカイガラムシの天敵であるチビト

ビコバチ、ハレヤヒメテントウ、ヒメアカホシテントウにおける薬剤感受性について紹介した。 

岸本氏は、日本における外来生物は、ほ乳類 27 種、鳥類 22 種、は虫類 14 種、両生類 5 種、

魚類 219 種、昆虫類 471 種、植物約 1500 種とされている。外来昆虫を見ると、北米では 3540

種、ハワイ諸島で 2651 頭に比べ、日本では 471 種で比較的少ない状況となっている。植物検疫

が十分なされていたことと江戸時代鎖国政策をとっていたために、侵入種が少なくなっている

と推測された。非意図的に導入されたヒアリは、12 都府県 23 カ所で確認され、全ての箇所で

防除が実施されており定着は確認されていない。確認された場所の多くはコンテナヤードで、

中国からのコンテナで侵入したと考えられる。コンテナの底は、鉄枠に厚いベニア板が乗せて

ある状況なので隙間に個体が容易に侵入することができる。コンテナヤードから輸入業者の敷

地に移動してからの追跡も重要である。人畜に被害を与える、農業等への被害を与える、生態

系に影響を与える、電気通信関係に影響を与える場合に指定される特定外来生物は、正しい知

識を持って対応することが必要で、あきらめと無関心は固有の生態系を劣化させる。何を守る

のかを明確にし、事実を調べて正確に情報を発信、効率的な対策の立案と実施が重要であるな

ど、ヒアリに関する情報を紹介した。 

 

 

 

４．平成 29年度 全国農業システム化研究会 最終成績検討会を開催 

平成 30 年 2 月 20、21 日の両日、平成 29 年度全国農業システム化研究会最終成績検討会が

アルカディア市ヶ谷(東京千代田区)において開催され、都道府

県の普及指導員(199 名)、(株)クボタ関係者(164 名)、農薬・資

材メーカー、その他を合わせ約 500 名が参集した。 

開会に先立ち(一社)全国農業改良普及支援協会の坂野会長

が、｢担い手の減少に伴い、一戸/団体が 50～100haで米を栽培

することが当たり前の時代となってきている。担い手の減少、 

  【挨拶する坂野会長】 
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生産技術の伝承、コスト削減が重要な課題となっており、高性能機械を利用した栽培体系の構

築が必要となっている。新技術を通じた“攻めの農業”を確立するため、農業経営の体質強化

を目指した実証試験を実施した｣と挨拶した。 

農林水産省生産局技術普及課の秋葉氏、(株)クボタ取締役の飯田氏の挨拶の後、全体会議（活

動報告、次年度活動計画など）が行われた。引き続き成績・事例の発表があり、マルチロータ

ーによる薬剤散布試験の結果が鹿児島県農業開発総合センター大隅支場の馬門氏と(独法)青森

県産業技術センターの新藤氏から報告された。 

1 日目午後と 2 日目午前には分科会が開催され、

第 1 分科会では水稲省力・低コスト生産技術の導入

による経営発展効果に関する実証調査、第 2 分科会

では水田における土地利用型作物の生産性向上に関

する実証調査、第 3 分科会では野菜の安定生産技術

に関する実証調査、第 4 分科会では ICTを活用した

水稲等の生産管理システムの構築に関する実証調査

をテーマに、実証試験結果の報告と熱心な討議がなされた。      【全体会議】 

 

 

 

５．農薬工業会が薬剤抵抗性対策と今後の取り組みについて講演会を開催 

農薬工業会講演会「農薬工業会の薬剤抵抗性対策と今後の取り組み」が、平成 30 年 3 月 1 日 

東京都千代田区永田町の薬業健保会館講堂において開催され、農薬工業会会員会社及び関係団

体 78 名が参集した。 

まず、農薬工業会 廣岡事務局長より、農薬工業会が取り組んできた薬剤抵抗性対策につい

て紹介された。農薬工業会では、2012 年に薬剤抵抗性対策特別チームを組織し、ＲＡＣコード

普及のためにホームページでＲＡＣコードの和訳版を公開するとともに印刷物の配布を行って

いる。2017 年 9 月には「農薬製品ラベルへの作用機構分類番号の記載に関するガイドライン」

を策定した。製品へのＲＡＣコード表示については、各社の方針に従って順次進めていくこと

としており、現在対応状況についてアンケートを実施中である。また、2017 年 9 月から JFRAC

が農薬工業会の薬剤抵抗性対策特別チームの下で活動を開始しており、殺虫剤抵抗性管理につ

いても、農薬工業会内に組織を設置することを検討しているとのことであった。 

次に、農薬工業会 JFRAC リーダーの田辺氏と副リーダーの中島氏により「JFRAC の活動と

耐性菌対策ガイドライン」と題して、FRAC の活動と、JFRAC の日本での QOI 剤、SDHI 剤、

DMI 剤の使用ガイドラインの作成について紹介した。ガイドラインは、国際版もあるが、日本

の栽培条件に合わせて耐性菌発現を遅延させることを目的に日本版を作成している。 

最後に質疑が行われ、ガイドライン利用の欧米の状況について質問があった。欧米では、防

除の主体が農業者ではなく専門の防除業者であることから、抵抗性対策への理解もありガイド

ラインも積極的に活用されている。日本では、防除をする農家へ薬剤抵抗性対策が必要である

ことの意識付けをすすめ、ガイドラインを活用した防除がなされていくようにしていくことが

必要とのことであった。 
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６．農薬取締法改正案が閣議決定 

平成 30 年 3 月 9 日閣議において、農薬取締法の一部を改正する法律案、土地改良法の一部

を改正する法律案の 2 法案が閣議決定され、今国会に提出される見通しとなった。農薬取締法

の一部を改正する法律案については、農薬の再評価制度の導入と、農薬保留基準の拡大などの

登録審査の見直しなどが柱となっている。 

閣議決定された９法案の詳細については農林水産省の以下ウェブサイトに掲載されている。 

[第 196回国会(常会)提出法律案]  http://www.maff.go.jp/j/law/bill/196houritsu/index.html 

 

 

 

７．テンサイシストセンチュウ、今後の対策が出される 

昨年9月、長野県にてテンサイシストセンチュウの発生が確認され、対策検討会議が行われ

ていたが、3月9日、第3回テンサイシストセンチュウ対策検討会議にてこれまでの研究結果から、

今後の対策が提案された。防除地域における寄生植物の作付け禁止、当該センチュウの付着し

ているおそれのある植物等の移動制限、石灰窒素の散布や土壌くん蒸等を組み合わせた防除法

などの内容が示された。 

本年4月末より植物防疫法に基づく防除対策を開始、秋頃より土壌診断を行ない、平成31年 

3月末には防除対策を解除したいとしている。研究結果では、発生範囲は限定的であること、ダ

イコンの一品種が対抗植物として利用の可能性があること、また、発生地域を対象に防除のマ

ニュアル作成などが報告された。 

詳細は農水省HPを参照。http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/hs.html 

 

 

 

８．輸出促進のための病害虫防除マニュアル かんきつ､なし､りんごを公表 

農林水産省は、農産物の海外への輸出促進を図るため、｢かんきつ｣､｢なし｣及び｢りんご(有

袋栽培･無袋栽培)｣に関する「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル」

を取りまとめた。 

 通常の防除体系で使用される農薬の中には、輸出相手国において当該農薬の対象作物が生産

されていないことから残留農薬基準値が我が国の基準値に比べて極めて低いものが多くあり、

結果として輸出向けの農産物に使用可能な農薬が限定されている。このため、農林水産省では、

平成 26 年度より農産物の輸出重点品目に関し、農薬を代替し又は使用を低減する新たな防除体

系の確立を目的とした「農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業」を実施し

た。これまで、｢いちご｣､｢茶｣について公表したが、今般、産地の協力を得つつ、｢かんきつ｣､

｢なし｣､｢りんご(有袋栽培･無袋栽培)｣のマニュアルを公表した。輸出相手国の残留農薬基準値、

国内で使用される農薬の残留実態、輸出相手国の基準値を超える残留が認められる化学合成農

薬の代替防除技術等が整理されている。 

詳細は、農水省 HP 参照。 http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/export_manual.html 

http://www.maff.go.jp/j/law/bill/196houritsu/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/hs.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/export_manual.html
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９．食品、添加物等の規格基準の一部を改正 

厚生労働省は、平成 30 年 2 月 28 日付で食品中の残留基準値について改正の通知をした。 

今回の改正で農薬に該当するものは次のとおり。 

【殺虫剤】ＤＣＩＰ、ＥＰＮ、スピネトラム、ピリダリル、フィプロニル、ブプロフェジン、メタアルデヒド 

【殺菌剤】トリホリン、ピラクロストロビン、ピリベンカルブ 

【除草剤】フェンキノトリオン、フルチアセットメチル 

 

詳細は厚労省HP参照。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics.html/?tid=150907 

 

 
 
 

10．｢消費税の軽減税率制度｣実施に向け 

啓発チラシ等で周知を 
 

平成 31 年（2019 年）10 月 1 日から消費税率が引き

上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施さ

れることになります。このため、周知用資料などが作

成され、農林水産省をはじめとする関係省庁から周知

依頼があったのでお知らせいたします。 

 

詳しくは、国税庁 HP の「消費税の軽減税率制度に

ついて」をご覧ください。 

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ミニトピック 

河津桜は散り始めましたが、メジロは花の蜜

でお腹いっぱいでしょうか･･･。 

染井吉野はこれから、中里の事務所にもメジロ

が顔を見せます。 

 

✿会員皆様からの寄稿をお待ちしております。 【撮影 日植防 林氏】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics.html/?tid=150907
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

