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１．第 96回九州病害虫研究会 宮崎市で開催 

平成 30 年 11 月 7 日、第 96 回九州病害虫研究会が｢宮崎市民プラザ｣（宮崎市）にて開催

され、試験研究機関､農薬メーカー等､植防関係者約 100 名が参集した。 

特別講演の病害関係では、日本植物病理学会九州部会の地域貢献賞

を受賞した長崎県立農業大学校の松尾和敏氏が、「暖地における特産

野菜類病害の生態解明と防除技術確立」の演題で、暖地ハウスメロン

におけるメロンえそ斑点病等の研究成果を紹介した。虫害関係では、

農研機構九州沖縄農業研究センターの吉武啓氏が、｢アリモドキゾウ

ムシの個体群レベルでの識別技術開発にむけて｣の演題で、国内外に

おけるサンプリングと分子情報も含めたデータベース化等の研究成

果を紹介した。また、農研機構の松村正哉氏は、｢九州におけるイネ

ウンカ類研究 :これまでとこれから｣の演題で、

JPP-NET で公開されているウンカ類の飛来予測シ

ステムの開発等の研究成果を紹介した。 

研究発表会では 41 題の口頭発表が行われた。 

病害関係は 29 題で、タマネギベと病では、「ベと病

多発生土壌で育成したタマネギ幼苗におけるベと

病菌卵胞子の形成」（渡邊氏 佐賀農研セ）、「タマネ

ギベと病の胞子飛散および関連する気象条件」（菖

蒲氏 佐賀農研セ）、「タマネギベと病菌の分生子発芽に及ぼす温度、pH、光の影響」（田代

氏 佐賀上場営農セ）が、他の作物では「菌液浸漬法による青枯病菌表面汚染ショウガ根茎

の作成と温湯処理の殺菌効果」（中村氏 長崎農技セ）、「サトイモ疫病に感染した種イモは

水浸漬で選別できる」（西岡氏 鹿児島農総セ）、「イチゴ”さちのか”、”ゆめのか”における

UV-B 照射と天敵を組み合わせた減化学農薬防除体系」（江頭氏 長崎農技セ）が発表され、

その他に遺伝子関係、新病害などが発表された。虫害関係は 12 題で、水稲害虫では「薬

剤抵抗性トビイロウンカにおける抵抗性イネ品種に対する加害性」（藤井氏 九州沖縄農研）、

「宮崎県都城市におけるトビイロウンカ無被害水田土壌中のウンカシヘンチュウ個体群推

移 2017～2018」（吉田氏 九州沖縄農研）、「JPP ネットのウンカ飛来予測システムを活用し

たトビイロウンカ見取り調査の有効性」（楠本氏 福岡農林試）が、天敵関係では「チャノミ

ドリヒメヨコバイの卵寄生蜂の探索と天敵温存植物の評価」（阿部氏 宮崎大）、「施設果菜

類でのタバコカスミカメおよびスワルスキーカブリダニの利用」（藤原氏 宮崎大）、「天敵

温存植物が内部幼虫寄生蜂ギンケハラボソコマユバチの生存に及ぼす影響」（阿部氏 宮崎

大）、「捕食性天敵タバコカスミカメの寄主植物選好性」（長友氏 宮崎大）などが発表された。 

第 97 回春季研究発表会は、2019 年 1 月 31 日､熊本県菊南温泉ユウベルホテルで開催予定。 

講演要旨、詳細は九州病害虫研究会ＨＰを参照：http://9byochu.sakura.ne.jp/main.html 

 

【特別講演の吉武啓氏、      松村正哉氏】 

【特別講演の松尾和敏氏】 

（日本植物防疫協会 宮崎試験場 岡本陽子） 

 

http://9byochu.sakura.ne.jp/main.html


- 2 - 
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２．全国農業システム化研究会 スマート農業全国フォーラムを開催 

平成 30 年 11 月 7 日、一般社団法人全国農業改良普及支援協会

主催の平成 30 年度全国農業システム化研究会スマート農業全国フ

ォーラムが、農研機構農業技術革新工学研究センター付属農場（埼

玉県鴻巣市）およびキングアンバサダーホテル熊谷（同県熊谷市）で

開催され、都道府県農業改良普及員、研究・行政機関担当者、市町

村・ＪＡ関係者、生産者、農業資機材メーカー等 200 名が参集した。 

本フォーラムは、農業技術革新工学研究センター付属農場での機

械実演・展示見学と、キングアンバサダーホテル熊谷での検討フォ

ーラムがあり、開催にあたり全国農業改良普及支援協会の染英昭会長は、｢我が国の農業・

農村では、担い手等の人材確保や高齢化等多くの問題を抱えており、ロボット技術や ICT

等の先端技術を活用する“スマート農業”は、これらの課題を解決し

持続的で強い農業や効率的で安定的な生産を実現する技術として期

待が大きい。“スマート農業”の今後の普及推進のためにフォーラム

を開催する｣と挨拶した。続いて、農業技術革新工学研究センターの

藤村博志所長が、｢SIP の 5 年間の成果としてロボットトラクター・

田植機やトラクターのアシスト運転等の製品を世に送りだすことが

できた。“スマート農業”はやっとスタートラインに立った状況。今

後、何が問題か、何をすべきかを検討し、次期 SIP を前倒しして開

始されたことを受け、更なる技術開発を進めていく｣と挨拶した。 

これに続き、株式会社クボタにより、無人ロボット

トラクター、ロボットコンバインによる自動運転、ICT

田植機によるアシスト運転作業、直進キープ運転トラ

クターによる各種作業、農業用ドローンの自動飛行、

遠隔・自動給排水装置、パワーアシストスーツによる

運搬作業の実演が行われた。 

検討フォーラムでは、農林水産大臣官房生産振興審

議官の菱沼義久氏が｢日本の農業におけるイノベーシ

ョンでは、過去に国産コンバインの開

発、耐寒性イネ品種の開発があげられ

るが、社会行動や風習の変更を伴うも

のではなかった。日本の強みであるセ

ンサー技術を活用した水田ロボティク

スなどの多機能機械の開発はイノベー

ションをもたらすものと期待してい

る。産官学が一体となり技術改革を推

進している｣と挨拶した。 

その後、寺島一男氏(農研機構理事)が

「スマート農業の現状と課題」の題で、 

鈴木 翔氏(農研機構農村工学研究部門)が「水田の遠隔・自動制御化する圃場水管理システ

ム」の題で、溜池雄志氏(鹿児島県農業開発総合センター大隅支場)が「ロボットトラクター 

【挨拶する染英昭会長】 

【藤村博志所長】 

【ICT田植機のアシスト運転作業】 

【無人ロボットトラクターによる自動運転】 



- 3 - 

 

 

の作業効率改善効果に関する実証調査への取り組み」の題で、臼井智彦氏(岩手県中央農業

改良普及センター)が「岩手県におけるスマート農業への取り組み事例」の題で、飯田 聡

氏(株式会社クボタ)が「ICT 農機等を活用したスマート農業の取り組み」の題でそれぞれ

講演した。また、農林水産省農林水産技術会議事務局の稲垣春香氏より、スマート農業加

速化実証プロジェクトの説明があり、スマート実証農場を 2019 年 1 月より公募を開始す

るので全国各地からの応募をお願いする、と話された。 

(日本植物防疫協会 技術総括 曽根信三郎) 

 

 

３．民間部門農林水産研究開発功績者表彰 山中聡氏が受賞 

平成 30 年 11 月 21 日、東京ビッグサイトにて開催されたアグリビジネス創出フェアに

おいて平成 30 年度(第 19 回)の民間部門農林水産研究開発功績者表彰が催された。 

本表彰は、農林水産業その他関連産業に関する研究開発のうち民間が主体となって行っ

ているものについて、特に優れた功績をあげた者に対して、農林水産大臣賞、農林水産省

農林水産技術会議会長賞及び公益社団法人農林水産・食品産業技術振興会会長賞が授与さ

れる。今回、植物保護分野の民間部門から農林水産分野の研究開発に顕著な功績・功労の

あった個人として、アリスタライフサイエンス株式会社の山中 聡氏が業績名「生物農薬ス

ワルスキーカブリダニを中心とした総合防除技術の普及」で、公益社団法人農林水産・食

品産業技術振興協会会長賞を受賞された。また、功績者の中から園芸分野で研究功績のあ

った受賞者に対して園芸試験場百周年を記念して設けられた「園芸研究功労賞」も授与さ

れた。山中氏は、天敵利用の現場でスワルスキー前・スワルスキー後と称されるように国

内の天敵利用に大きな変革をもたらしたスワルスキーカブリダニの開発と普及に向けた取

組、さらには天敵利用を核とした総合防除技術の普及に顕著な功績を示したことが評価さ

れての受賞であり、植物保護の分野において今回の受賞は誠に喜ばしいことである。 

施設野菜を中心に、薬剤抵抗性が高度に発達したアザミウマ類やコナジラミ類が問題と

なっており、山中氏はそれらを捕食するカブリダニ類に着目して、微小害虫専用の生物農

薬として国内登録を推進するとともに、これまで総合防除技術が構築できなかったピーマ

ン、パプリカ、ナス、キュウリ、カンキツ等の多くの作物でスワルスキーカブリダニ製剤

による密度抑制効果を確認し、化学合成農薬の大幅な使用量削減を達成された。本製剤を

利用した IPM 防除体系は全国的にみても施設ピーマンで 95％、ナス

で 70％、キュウリで 30％以上の普及面積率に達しており、さらにハ

ウスミカン、花き類等の慣行防除主体の作物へも本製剤を利用するこ

とで IPM 防除体系が普及してきている｡ 

受賞に先立ち 11 月 19 日の天敵利用研究会大阪大会に有志によっ

て開催された祝賀会において、山中氏は、今回の受賞は生物農薬の登

録や研究開発、さらに普及支援協会を始めスワルスキーの普及にご協

力いただいたことによるものと語られ、さらにアリスタライフサイエ

ンス社でのジュエリー*みたいな名前のスワルスキーが受け入れられ

るかといった議論や IPM パッケージとしての普及を目指す方向性の

議論などが紹介された。 

  （*｢スワルスキー｣が宝飾にも使用されるクリスタルガラスのブランド名｢スワロフスキー｣に似ているため) 

GPS 基地

局 

【受賞された山中氏 】 

無人ロボットトラクターによる自動運転 
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スワルスキーカブリダニの生物農薬への登録では、公設研究機関との連携で非常に多く

のデータを短期間に整えられ、当初予定よりも早く登録申請されたと記憶している。カブ

リダニ類の防除試験では防除効果を評価する捕食者カブリダニ類を見つけることが難しい

面があり、生物農薬の効果といえるか悩むような試験がみられていた。これに対して、ピ

ーマンのスワルスキーカブリダニでは多数の個体が観察され、その定着性と増殖率の高さ

に驚いた記憶がある。これらのスワルスキーカブリダニの天敵としての適性や生態的特性

をしっかりと把握してスワルスキー後という天敵利用を核とした総合防除技術の普及につ

なげた業績は、今回の受賞以上に植物保護分野で高く評価されている。 

(農研機構 野菜花き研究部門 野菜病害虫･機能解析研究領域長 武田 光能) 

 

 

４．平成 30年度「農業技術功労者表彰」受賞者を表彰 

農林水産省及び公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会は、平成 30 年度農業技

術功労者表彰について農林水産技術会議会長賞受賞者を決定し、12 月 14 日、東京・三会

堂ビルにて表彰される。農業技術の研究や普及指導などに顕著な功績があった者を表彰し

ており、植物防疫関係では、茨城県農業総合センター農業研究所長 渡邊 健氏が、業績名

「難防除土壌病害の環境保全型防除技術の開発」として受賞した。渡邊氏は病原の種類や

発生生態に応じた環境保全型防除技術の開発に取り組み、系統分布調査に有効な抵抗性遺

伝子の異なる品種を用いた系統判別法を開発、土壌伝染性ウイルス病の系統分布や発生生

態を解明し、防除法確立に大きく貢献したとして評価された。 

 

 

５．規制改革推進会議 第４次答申をまとめる      －内閣府－ 

政府は、農業用ドローンの規制見直しを含む第４次答申を 11 月 19 日まとめた。ドロー

ンの農業利用拡大に向け、空中散布に関する技術指導指針の廃止やオペレーターや機体の

認定手続きの変更、高濃度で散布できる農薬増加のため農薬登録のための試験を簡素化す

るなど、航空法、農薬取締法、電波法などによる規制緩和を求める内容となっている。 

資料は次の URLより：http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html 

 

 

６.農薬取締法の一部改正、関係政令が 12月 1日施行 

農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が、11 月 30 日、公布された。 

施行期日は平成 30 年 12 月 1 日とし、同報附則第一条第二号の規定は平成 32 年 4 月 1 日

となる。また、農薬取締法改正の施行に伴う関係政令についても 12 月 1 日に施行された。 

新たに施行された改正後の農薬取締法及び関係政令、省令については、農林水産省ホー

ムページの農薬コーナーに掲載される予定。 

 

 

 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html
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７.「平成 30年度 病害虫発生予報第 9号」の発表  －農林水産省－ 

農林水産省は、11 月 14 日病害虫発生予報第 9 号を発表した。向こう 1 か月の主要な病

害虫発生予察情報の概要は次のとおり。 

【野菜類】シロイチモジヨトウの発生が近畿、四国及び北九州の一部の地域で多くなると

予想。ほ場内の発生状況に注意しつつ適期に防除を実施する。このほか、いちごのアブ

ラムシ類等、地域により発生が多くなると予想される病害虫があるので注意する。 

【果樹】翌春の病害虫防除を効率的かつ効果的に実施するため、病害虫の越冬量を低下さ

せ翌春の発生を抑制することが重要。病害対策として被害落葉やり病部の除去を実施す

る。虫害対策として、ハダニ類及びカイガラムシ類の発生が多かった園地では、粗皮削

りやマシン油散布による防除を実施する。 

詳細は次の URLより：http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/181114.html 

 

 

８．全国農薬協同組合 通常総会・理事会で役員を選任 

その後、全国安全指導者協議会全国集会を開催 

全国農薬協同組合は、11 月 14 日、東京都千代田区の海運倶楽部で第 53回通常総会全な

らびに第 288 回理事会を開催した。総会及び理事会では役員の改選が行われ、新理事長に

大森茂氏（山陽薬品(株)）、副理事長に栗原秀樹氏（(株)栗原弁天堂）が選任された。 

また、総会に続いて全国安全指導者協議会第 41回全国集会が開催された。全国集会では

特別講演が行われ、農林水産省農林水産技術会議研究総務官 島田雅彦氏が「スマート農業

について」、農林水産省消費安全局農産安全管理課農薬対策室長 石岡知洋氏が「改正 農

薬取締法について」と題して講演が行われた。 

 

９．農薬工業会 虫供養を行う 

農薬工業会は平成 30 年 11 月 7 日、浅草寺（東京都台東区）にて、恒例の虫供養法要を

執り行った。虫供養は、農薬開発研究に供

試されたり農作物の保護のため防除された

虫を供養するために、毎年この時期に開催

している。63 回目を迎える本年は、農薬工

業会会員をはじめ植物防疫関係者約 80 名

が参列した。 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/181114.html

