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新農薬実用化試験検討会について（その 2） 
調査企画部 

 

 

本年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため、開催方式を変更し、会場はホテ

ルラングウッドまたは当協会会議室にて行っています。 

本紙では、既に開催された「稲・野菜分野」東北地域および北陸地域検討会の概要、ま

た特別連絡試験として実施した「ツマジロクサヨトウ成績検討会」の概要をお伝えします。 

 

◇東北地区 

 稲・野菜分野の東北地域成績検討会が、11 月 6 日に、都内日

暮里のホテルラングウッドにおいて病害分科会、虫害分科会の 2 

会場に分かれて開催されました。 

 検討に先立ち、早川理事長、冨田専務理事より「浸水や台風な

ど相次ぐ異常気象で西日本を中心に農作物にも大きな被害があ

り、被災地の皆様には心よりお見舞いを申し上げます。新型コロ

ナウイルス感染症の蔓延により、我が国でも経済活動が大幅に制

限される状態にある中、コロナの影響で検討会も例年同様の方法

での開催は難しく、試験担当者の参集を求めずに、連携を十分取

りながら事前に精査して行っています。またコロナ対策の観点か

ら依頼会社は一社一名とさせていただき、意見交換会も中止せざるを得ないと判断しまし

た。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。」と述べ、成績検討会がはじ

まりました。 

検討課題数は、病害 167件（前年 232件）、虫害 309件（前年 350件）でした。 

検討委員は、虫害分科会は、農研機

構中央農業研究センター北陸研究拠点

の高橋明彦スマート農業コーディネー

ター、東北農業

研究センター

の下田武志グ

ループ長、田渕

研上級研究員、 

上杉龍士主席

研究員が務め、 

  

【挨拶する早川理事長】 

【虫害分科会  リモート参加の農研機構委員   

（左から）高橋委員、 下田委員、 上杉委員、 田渕委員】 
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病害分科会は同センターの永坂厚上級研究員、今﨑伊織上級研究員、秋田県立大学の藤晋

一教授、当協会の森田恭充専門調査役が検討委員となって会議が進められました。なお、

農研機構の委員はリモートでの参加となりました。 

虫害分科会では、対象害虫が少発生のため薬効の評価が難しい試験については、本年よ

り成績書に記載することとなった試験区配置図を参考に、試験区ごとのばらつきも考慮し

ながら慎重に検討されました。 

 

 

 

病害分科会では、水稲の主要病害であるいもち病を対象とした試験が数多く行われまし

た。昨年は気象の影響により少発生条件での試験が多くありましたが、本年は 7 月の長雨

の影響もあり十分な発生がある中での評価となりました。また、育苗期の細菌性病害を対

象とした試験では、発生量のコントロールが難しいことから複数回の試験を実施した事例

もみられ、担当者の苦労がうかがえました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【病害分科会 - 森田委員  藤 委員、   リモート参加の 今崎委員  永坂委員】 

【会場（ホテルラングウッド）の様子 - 病害分科会】 
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◇北陸地区 

稲・野菜分野の 2番目は北陸地域検討会となりました。検討会は協会会議室において 11

月 9日に病害分科会、10日に虫害分科会が開催されました。 

早川理事長より、災害へのお見舞い、コロナによる検討会開催方法変更などについて話

されたのち、検討会が進められました。 

検討課題数は、病害 62件（昨年 91件）、虫害 139件（昨年 184件）でした。 

検討委員は、病害分科会では稲・麦分野を農研機構中央農業研究センター北陸研究拠点

の高橋真実グループ長が、野菜分野を当協会の森田恭充専門調査役が務めました。虫害分

科会は、稲・麦分野を農研機構中央農業研究センター北陸研究拠点の竹内博昭上級研究員、

野菜分野を当協会信頼性保証室の野田隆志技術顧問が検討委員となって検討会が進められ

ました。なお、農研機構の委員はリモートでの参加となりました。 

試験担当者のご協力のもと、試験成績内容の綿密な事前検討がおこなわれたこともあり、

会議は滞りなく進行しました。病害分科会では、本年の気象条件により発生が極めて少な

い試験や、初発時期が例年と大きく異なり処理適期を逸した試験などが散見され、判定に

苦慮する事例がみられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 リモート参加の高橋委員と 

病害分科会(協会会議室)の様子】 

【 害虫分科会(協会会議室)の様子、   リモート参加の竹内委員】 

【受付では検温、消毒を徹底】 
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◇ツマジロクサヨトウ特別連絡試験成績検討会 

 

10 月 23 日に当協会本部会議室において、ツマジロクサヨトウ特別連絡試験成績検討会

を開催しました。本種は侵入害虫で、国内では 2019 年に鹿児島県で初めて発生が確認さ

れ、その後急速に全国的に発生が拡大してきました。本種は、とうもろこし、ソルガム、

さとうきび等を加害しますが、現在、ツマジロクサヨトウの登録農薬がないため、有効な

農薬を選抜して早急に農薬登録を促進していく必要があります。このため当協会では、ツ

マジロクサヨトウ特別連絡試験を組織し、発生が認められた県の協力を得て、農薬登録に

向けた試験に取り組んできました。 

試験にあたっては、まん延防止の観点から一般的な野外での防除効果試験が実施できな

いため、予め定められた試験法に則り、室内におけるポット試験で実施することとしまし

た。散布剤については、作物に薬液を処理・風乾後に幼虫を放飼する方法により評価し、

土壌処理剤または種子処理剤については、播種・植付けから一定日数経過後に作物へ幼虫

を放飼、または作物の寄生部位を採取し容器内で幼虫を放飼する方法により評価しました。 

検討会では、農研機構九州沖縄農業研究センター生産環境研究領域の眞田幸代虫害グル

ープ長が委員となって、とうもろこしで 21 薬剤、さとうきび 5 薬剤、ソルガム 1 薬剤に

ついて検討されました。試験成績には、無処理区の死亡率がやや高い試験が散見され、そ

の評価について議論となり、委員からは、今後は無処理区の生存率を高めるような試験設

計の工夫が必要であるとの指摘がありました。実用性が確認された薬剤は下表のとおりと

なりました。所定の例数を満たした薬剤は、今後早期に登録が

取得される予定です。 

 

実用性が確認された薬剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【とうもろこし試験容器】 

薬剤名 供試作物 処理方法
実用性
判定*

フェニックス顆粒水和剤 未成熟とうもろこし
2000倍 散布
4000倍 散布

A，A
A，B

プレバソンフロアブル５ 未成熟とうもろこし 2000倍 散布 A，A

ベネビアＯＤ 未成熟とうもろこし 4000倍 散布 A，A

ヨーバルフロアブル 未成熟とうもろこし 5000倍 散布 A，A

アファーム乳剤 未成熟とうもろこし
1000倍 散布
2000倍 散布

A，A
A，A

アニキ乳剤 未成熟とうもろこし 1000倍 散布 A，A

ＭＩＥ－１２０９フロアブル 未成熟とうもろこし
2000倍 散布
4000倍 散布

A，A
A，A

アクセルフロアブル 未成熟とうもろこし 1000倍 散布 B，C

コテツフロアブル 未成熟とうもろこし
2000倍 散布
4000倍 散布

A，A
A，A

テルスターフロアブル 未成熟とうもろこし 4000倍 散布 C

トレボンＥＷ 未成熟とうもろこし 1000倍 散布 B，C

スミチオン乳剤 未成熟とうもろこし 1000倍 散布 B，C

パーマチオン水和剤 未成熟とうもろこし 2000倍 散布 B，C

パダンＳＧ水溶剤 未成熟とうもろこし 1500倍 散布 A，B

ダントツ水溶剤 未成熟とうもろこし
2000倍 散布
4000倍 散布

A，C
B，C

カスケード乳剤 未成熟とうもろこし
2000倍 散布
4000倍 散布

A，B
A

ジャックポット顆粒水和剤
未成熟とうもろこし
(飼料用とうもろこし)

1000倍 散布
500倍 散布

C
A，(B)

デルフィン顆粒水和剤 未成熟とうもろこし 500倍 散布 B，B

ＤＤＩ－２９０１ＦＳ 未成熟とうもろこし

播種前 乾燥種子1000粒当たり
原液1.5ml
原液2.0ml
原液2.5ml

A，B
A，C
A，C

オルトラン水和剤 ソルガム 1000倍 散布 A，A

サムコルフロアブル１０ さとうきび 5000倍 散布 A，A

キックオフ顆粒水和剤 さとうきび 2000倍 散布 A，A

プレバソン粒剤 さとうきび
6kg/10a 植溝土壌混和
6kg/10a 株元散布

A
B

*A:実用性が高い　B：実用性がある　C:効果はやや低いが実用性はある

【虫害グループ長の眞田委員】 


