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１．農薬製剤・施用法シンポジウムが開催 

2019 年 10 月 17 日～18 日、茨城県つくば市つくば国際会議場において、第 39 回農薬製剤・

施用法シンポジウムが日本農薬学会、農薬製剤・施用法研究会主催で開催された。参加者は農

薬会社の製剤に携わる研究者が多く、その他農研

機構、都道府県等を含め約 350 名が参集した。 
シンポジウムは、特別講演が 5 題、フォーラム

1 題、技術研究発表 7 題、そしてポスターセッシ

ョンが 12 題であった。ポスターセッションはシン

ポジウム会場においてそれぞれ 3 分間のショート

プレゼンテーションで行われた。 
特別講演では、まず農研機構本部の黒川俊二氏

が「難防除外来雑草による被害実態と技術開発の

課題」と題して、1980 年代後半から顕著になった

輸入飼料に混入したと思われる外来雑草の侵入・分布拡 
大メカニズムを解説し、現状と問題点を指摘。これらを克服するためには、法整備・人材確保

・新たな農薬の開発・早期発見技術の開発等が求められると述べた。 
次に(株)丸山製作所の湯浅一康氏は「農薬散布用マルチローターの実用化と普及状況等につ

いて」と題し、日本の航空防除の黎明から近年のマルチローターに至る歴史、普及状況や関連

法律等の現状を紹介、丸山製作所では無人ヘリで高濃度少量散布の実績がある水稲をターゲッ

トにしたマルチローターを開発・販売し、小規模圃場や中山間地での活躍を期待している。各

県や農水省のプロジェクト等で傾斜地のカンキツをはじめとして各種作物での利用の試みが進

みつつあり、現在、規格基準を策定していると述べた。 
東京農業大学(元農研機構果樹茶業研究部門)の岩波 徹氏は「マルチローターによる傾斜地果

樹園薬液散布の課題と解決策」と題し、平成 30 年度から 5 カ年計画の農林水産省戦略的研究推

進事業「ドローンによる傾斜地果樹園での病害虫発生状況診断・省力的農薬散布技術の開発」

で行われているマルチローターによるカンキツを主体とした傾斜地果樹園薬液散布の課題の整

理と解決策の現状を紹介し、端緒としてカンキツ黒点病や高濃度少量散布が有望であると考え

られるネオニコチノイド剤の対象害虫について、ノズルの形状・位置・吐出量等パラメータの

最適化、展着剤の活用などでの効果の最大化を求めて検討している。さらなる管理作業の低減

のため自動飛行・自動散布、病害虫診断技術の開発にも取り組んでいると紹介した。 
静岡県農林技術研究所果樹研究センターの増井伸一氏は、「傾斜地カンキツ園における無人

航空機の利用と病害虫防除の省力化」と題して、平成 28 年度から県の課題として、平成 30 年

度からは農水省の委託プロジェクトとして無人航空機を活用したカンキツ園における防除技術

開発を行っている。無人航空機を利用するうえでの課題としては、高濃度少量散布に適合する

農薬の選抜と登録促進、散布の水量・粒径・飛行高度・ルート・速度などの最適な条件の選抜、

【会場の様子】 
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それに合わせた散布装置の開発、自動飛行の制御装置開発などが挙げられる。これまで散布ル

ート・飛行速度・散布水量による付着性の違い、静電散布装置の検証、ミカンハダニ・ヤノネ

カイガラムシに対する実際の防除効果などを検討した。また、これらの成果を基に運用モデル

を作成し、農場経営の試算をして実用化への検討も進めていると述べた。 
最後の特別講演は、Momentive Performance Materials Inc.の J.A.Naue 氏による「Optimizing 

Drone Spray Applications with Organosilicone Adjuvants」で、有機シリコンアジュバントを使用し、

マルチローター散布用途での最適化を検討した結果、混入率によって浸透と拡散のレベルを調

整可能で、試験作物への付着等有効性を確認したと述べた。 
フォーラムでは、FAMIC の原田氏より CIPAC(国際農薬分析法協議会)2019 年会議の概要報

告があり、技術研究発表は、マルチローターに関するものが 3 課題で、農研機構西日本農業研

究センターから麦の穂に対する薬剤付着性に関して、クミアイ化学工業(株)からは豆つぶ剤の

散布適正に関して、XAIRCRAFT からは自社マルチローターに関する紹介であった。ポスター

セッションでは、主に企業によるアジュバントや農薬製剤に関わる分散剤や添加剤などが紹介

された。 
（茨城研究所 技術総括 林 直人） 

 

２．緊急セミナー「ラウンドアップ問題を考える」 

2019 年 10 月 21 日、株式会社農業技術通信社/食品安全ネットワー

ク主催の緊急セミナー「ラウンドアップ問題を考える」が、「農薬の

安全性とラウンドアップの風評被害－科学を無視した世界規模の風

評被害発生メカニズムを説く」をテーマに東京都内会場おいて開催さ

れ、報道関係、農家、生協、関係団体の約 150 名が参集した。 
 開催にあたり、昆 良則氏（農業技術通信社代表取締役兼『農業経

営者』編集長）は、「ラウンドアップに関する負の情報が SNS をは

じめとする多くの場面で提供され、風評があおられているが、これに

対し反論がなされていない状況である。このままでは、作物生産に大

きな役割を果たしているラウンドアップをはじめ農薬の使用自体が

問題視されかねない。そこで、農薬の安全性がどのように確保され、

科学を無視した世界規模の風評被害がどのように発生しているかを

知っていただくために、緊急セミナーを開催した」と挨拶した。続い

て、浅川芳裕氏（農業ジャーナリスト、農業技術通信社顧問）は、世

界の科学者・専門家が「ラウンドアップに発がん性はない」と結論づけているのに対し、

多数の一般市民は、SNS で拡散している科学的根拠のない「発がん性がある」と認識して

いる。この差が何処に起因しているのかを認識する必要がある、と問

題提起を行った。 
講演は 2 題で、青山博昭氏（一般社団法人残留農薬研究所業務執行

理事）が「農薬の安全性はどのように確かめられているか」の題で、

農薬の登録には詳細な試験が必要で、農業従事者の安全、消費者の安

全が確保されている。試験の中には、発がん性、催奇形性、変異原性

に係る試験も実施されており、これらの結果から、ラウンドアップ 

【昆 良則氏】 

【浅川芳裕氏】 

【青山博昭氏】 
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に「発がん性がある」と言える科学低根拠は認めることはできない、と述べた。 
続いて、唐木英明氏（公益財団法人食の安全・安心財団理事長）が、

「科学を無視した世界規模の風評被害メカニズムを解く」の題で、

1974 年～1996 年にはラウンドアップは優れた除草剤として評価され

てきたが、1996 年～2015 年には反 GM（遺伝子組み換え作物）運動

に巻き込まれ、科学的に問題のあるセラリーニ論文や宣伝映画が作成

され悪評が拡がった。2015 年以降は、国際がん研究機関（IARC）が

ラウンドアップを「おそらく発がん性がある」グループ 2A に分類し

たことから、「たばこ訴訟」をモデルにして米国弁護士が訴訟希望者

を募集し裁判を開始（被害者がいて訴訟が起きたのではない）、裁判所が IARC の判断を

肯定し、最初の 3 つの裁判で原告が勝訴・高額の懲罰的賠償を獲得したことにより、科学

を無視した風評が発生した。弁護士にとって高額な報酬が得られるラウンドアップに対する訴

訟は今後も増加すると思われる。科学的根拠と陪審員に心情的に訴える裁判における判決は全

く別物で、ラウンドアップの風評被害を減少させるには、科学的根拠のみならず人の心を動か

す戦略的な多量の情報発信を行い、世論作りが重要である、と述べた。 
講演後、浅川氏、青山氏、唐木氏に栽培農家の水木たける氏（アップルりんご園代表）を加

え、小島正美氏（「食品ジャーナリストの会」代表）の司会でパネルディスカッションが行わ

れた。水木氏や会場からもランドアップの風評被害が報告され、科学的根拠のない風評に対し、

報道、関係団体が積極的に情報を発信するよう要望し、緊急セミナーを終了した。 
詳細については、「農業経営者」2019 年 6 月号、7 月号に掲載されている。 

（支援事業部 技術総括 曽根 信三郎） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

【パネルディスカッションの様子】 

 

 

【青唐木英明氏】 
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３．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」が開催 

2019 年 10 月 22 日、一般社団法人全国農業改良普及支援協会主催による「スマート農業全国

フォーラム」が開催され、普及指導員や研究・行政機関、農業資材や農薬メーカーなど全国か

ら 200 名を超える参加があった。 
フォーラムの前半は、農研機構農業技術革新工学研究センター附属農場（埼玉県鴻巣市）に

てロボットトラクタなど先端技術を搭載した農業機械の実演と展示が行われた。 
コンバインにＧＰＳユニットを搭載し、地上に設置したＧＰＳユニット（基地局）から補正

情報を受信し、誤差数センチの高精度な刈り取り作業が可能で、圃場の面積、形状に合わせて

最適なルートで刈り取り作業を実施、籾が満タンになると排出ポイント（運搬用トラック）ま

で自動で移動することが可能であり、また、コンバインで刈り取り作業を行いながら、無人ト

ラクタを無線操作で動かし耕起作業する実演が行われた。 
直進キープ機能付きトラクタでは、単独で無人運転が可

能な無人機と監視機能を装備して自動運転が可能な有人機

の２種があり、有人機は、オペレータが乗車した状態で手

動（通常運転）か自動運転の入切、モード選択が可能、直

進時でのハンドル操作が不要なオートステア（自動操舵）

機能を装備しており、有人での自動運転が実演された。 
乗用田植機による可変施肥の実演では、ほ場ごとに事前

に施肥設計した施肥量データをスマートフォンから送信

し、自動で肥料の計量値を変更、ほ場ごとの施肥管理について紹介した。この他、オペレータ

が搭乗した状態で自動運転が可能なアグリロボトラクタ MR1000A、農業用ドローンの自動飛

行による薬剤散布作業、ドローンによるセンシング、ラジコン除草機の実演などが行われた。 
後半の検討フォーラムでは、４名より講演があり、農林水産省生産局技術普及課から「スマ

ート農業の実現に向けた取組と今後の展開方向」と題して、本年度６月に策定された「農業新

技術の現場実装推進プログラム」の背景と目的、プログラムの構成と概要について紹介された。 
 続いて、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構本部の梅本 雅氏は「スマート

農業技術を導入した新たな営農モデル」と題して、農家の経営面から見たスマート農業の導入

事例などを紹介した。北海道農政部生産振興局技術普及課の上西新次氏は「北海道におけるス

マート農業の推進状況」と題して、国内で先進的にスマート農業に取り組んでいる北海道の状

況を紹介した。最後に株式会社クボタから「ICT 農機などを活用したスマート農業の取り組み」

について、圃場で実演した農業機械の紹介を交えて取り組み状況が紹介された。 
（支援事業部 総括主任 沼田 京太） 

 
 

 
 

    

     

     

   
 

【コンバイン(DR6130A)の実演】 

【展示見学の様子】 【講演会場の様子】 
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４．食品、添加物等の規格基準の一部を改正 －厚生労働省－ 

厚生労働省は、令和元年 10 月 31 日付けで食品衛生法第 11 条第 1 項の規定に基づき

食品中の残留基準値を設定し告示を行った。該当する農薬は次のとおり。 
殺虫剤 チアクロプリド 
殺菌剤 キャプタン、ジチアノン 
除草剤 プロパニル  

詳細は次の URL より：https://www.mhlw.go.jp/content/000562338.pdf 
 

 

 

関係図書の紹介 

 日本人が、これほどまでに“虫”に対し畏敬の念を抱き、感謝し、愛顧している

かを感じることのできる一冊である。碑が建立された時代では、現代では考えられ

ないほど、虫による被害におののき、蚕・蜜蜂に対する感謝を感じていたのであろ

う。筆者が訪れた供養碑・記念碑、歌碑・句碑、社寺の数は、北は北海道から南は

沖縄県まで 120 ヶ所を越えており、碑までの道筋、碑の大きさ、由来などが詳細に

記述されている。 
本書には、害虫供養のための碑（虫塚）が 21 基、蚕供養（感謝）のための碑が 23

基、ミツバチ供養（感謝）のための碑が 7 基、ホタルやオオムラサキなどの記念碑

が 7 基、害虫防除の記念碑が 4 基、その他 4 基が掲載されている。また、虫を詠っ

た歌碑・句碑が 41 基、虫の名を冠する 19 の寺社が掲載されている。寺社では、供

養碑と同様に蚕を祀る神社が多く、養蚕業との密接な関係が偲ばれる。 
現代社会においては、虫は嫌われ者として扱われることが多いが、身近にこれら

の虫塚が存在していることを知り、虫に対し畏敬・感謝・愛顧の念を抱いていたこ

とを知り、虫とのつきあい方を考えて欲しいと願っている。また、植防関係者は、

害虫防除の記念碑が 4 基「イネミズゾウムシ防除技術確立之碑」（愛知県長久手市）、

「ニカメイチュウ防除技術確立の碑」（香川県善通寺市）、「水稲晩化記念碑」（熊

本県水上村）、「ミバエ根絶記念碑」（沖縄件宮古島市）を機会があれば訪れて欲

しいと思う。                    （技術総括 曽根信三郎） 
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