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１．開会

○司会 本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。

ただいまから、環境に配慮した病害虫の防ぎ方、総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）に

関するフォーラムを開催いたします。

私は本日の進行役を務めさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者情報官室の

鈴木と申します。よろしくお願いいたします。

総合的病害虫・雑草管理とは、病害虫、雑草が発生しにくい環境を整え、防除の要否及

びその実施時期を適切に判断し、天敵や粘着板などの多様な防除方法を組み合わせて行う

環境に配慮した防除方法です。本日は、ＩＰＭの取り組みの現状についてご理解を深めて

いただくということで、その課題などさまざま立場の方々と活発な意見交換会を行いたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。

議事に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。お手元の封筒の中に、議事次第、

座席表、あと資料としまして資料１「環境に配慮した病害虫の防ぎ方」、資料２としまし

て「‘なす坊’のＩＰＭ取組みについて」、資料３としまして「ＩＰＭ実践農業者の紹介」。

参考資料としまして、参考資料①総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の推進について、参

考資料②としまして総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指標モデル（カンキツ）につ

いて、参考資料③としまして平成１８年度第３回安心・安全モニター調査結果について。

あと参考配布としまして、食品安全エクスプレスを入れております。手元にない方などい

らっしゃいましたら、近くの担当者にお知らせください。

また、今後の意見交換会の参考にさせていただくためにアンケートも入れております。

お帰りの際には、ご協力お願いいたします。ファクスでも受け付けておりますので、２月

12日火曜日までにアンケート用紙に記入して用紙に記載してありますあて先にお送りくだ

さい。

続きまして、本日の進行についてご説明します。

まず、パネルディスカッションに先立ちまして、情報提供として農林水産省消費安全局

植物防疫課から環境に配慮した病害虫の防ぎ方について、スライドで30分程度説明いたし

ます。その後、実際にＩＰＭに取り組んでいらっしゃる農業者のお二方に取り組み事例に

ついて30分程度ご紹介をしていただきます。その後、休憩をはさみましてパネルディスカ

ッションに入りたいと思います。パネルディスカッションを行った後、会場の皆様からの
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ご意見をいただき、意見交換を行いたいと思います。終了は午後４時半を予定としており

ます。

２．ＩＰＭに関する情報提供

（１）環境に配慮した病害虫の防ぎ方

○司会 それでは、植物検疫課の大岡より、まず環境に配慮した病害虫の防ぎ方について

説明いたします。よろしくお願いいたします。

○大岡課長補佐 皆様、こんにちは。私は、農林水産省の消費・安全局植物防疫課で病害

虫による農産物の被害を受けることを防ぐ対策について、その企画などを担当させていた

だいております大岡と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。

本日は、ご多忙の中、ご来場いただきまして、ほぼ満席ということで少々緊張しながら、

今日を迎えた次第でございます。

では、ここに題しましたように、環境に配慮した病害虫の防ぎ方、総合的病害虫・雑草

管理（ＩＰＭ）に関しますフォーラムとして病害虫の防除の現状などを含めて説明させて

いただきたいと思います。お聞き苦しい点があるかと思いますけれども、よろしくお願い

いたします。

次のスライドお願いします。

本日お話する内容でございますが、病害虫防除の現状、それからＩＰＭを定着させる取

組み、それから、ＩＰＭを定着させるための課題という３つに分けてお話しをさせていた

だきたいと思います。

次、お願いいたします。

まず、病害虫の防除の現状についてお話をさせていただきたいと思います。

病害虫防除、ここにいらっしゃる方は、今日のリストを見せていただきますとほとんど

ご理解の方が大半の方なんですけれども、病害虫防除というのは農産物を餌にいたします

昆虫、それから植物の病気などによって農産物が収穫する量、質が低下することを防ぐと

いうことを概念的にいっております。

皆様ご承知のように、平成18年度の食料自給率、カロリーベースでございますけれども、

40％を割り込み、39％になってしまいました。約６割以上を輸入品に頼っているというの

が現状であります。
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その中で、農産物の安定した供給、安全な供給というものに対して、これから取り組ん

でいかなければいけない。その中で、このＩＰＭをどのように使っていけばいいのかとい

うことを、今日は説明させていただきたいと思います。

次、お願いいたします。

日本の病害虫防除の重要度のことについて、ちょっとお話を差し上げたいと思います。

日本は、温暖多湿な国でございまして、生物の種類や量が豊かなところであります。こ

のスライドにも書きましたが、同じ緯度のカリフォルニアに比べて、年間降水量が約６分

の１です。

それから、日本の国土、3,779万ヘクタールの約３分の２が森林であって、農耕地は465

万ヘクタール、12％程度しかありません。このため集約的な農業、特に施設栽培などを含

めた同一作物、周年栽培が多く、病害虫の多発が見受けられます。また、施設栽培をする

ことから、暖かい環境下で越冬する害虫も増えてきております。そして、一番重要なとこ

ろは、実は、私も含めてですが、非常に消費者の多くの方が、農産物の見た目を重視され

ているということにあろうかと思います。

やはりどうしても私もスーパーなどで買い物をする際、どうしてもいいものを選ぶ傾向

にあります。いいというのは味とかそういうことではなくて、やはり見た目を重視してい

て、そのために流通規格に答えるための防除、例えば害虫が食べた後の脱色、色が落ちる

こととか、傷があったりするものはもともと規格からはずれてしまう。このために防除を

続けていかなければならないということです。

次、お願いいたします。

主な病害虫としてあげさせていただきました。キャベツのモンシロチョウのアオムシで

ありますとか、水稲のいもち病、みかんのかいよう病などです。

次、お願いいたします。

では、病害虫防除、これはどういうものなんでしょうか。どういう意味があるんでしょ

うかということです。先ほど申しましたが、やはり消費者に対して安価で豊富な食料を恒

常的、要するに安定的に供給することは非常に重要なことです。ところが、農家の皆様方

はボランティアで農作物を生産しているわけではありません。当然、その農産物を販売し

て収入を得ているわけです。

ところが、消費者の私どもがいい品物を選ばなければいけませんので、よい品でなけれ

ば売れない。このために農作物を栽培する際に、農作物の保護、防除をしないとなかなか
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いいものがつくれないという現状があると思います。

それを怠ってしまいますと、農家が安定した収入を得て、継続的な生産活動を行うこと

ができなくなってしまうということにつながると思います。

あとここでは説明いたしませんけれども、お手元の資料の中に、もし病害虫防除を行わ

なかったら、どれだけ作物が減少するのかというのがあろうかと思いますが、一例として

挙げますと、米では３割強、野菜では６割から７割減じます。特に、りんごは９割以上商

品にならないとか、生産できないような状況になって、壊滅的な減少になることが報告さ

れております。

次、お願いいたします。

では、病害虫防除の中で、私どものほうでは、発生予察と呼んでおりますが、病害虫発

生予察という情報があります。これは一体どういうものなんでしょうか。病害虫防除、こ

れは病害虫に対して行う防除でございますけれども、病害虫の発生というのは気象条件、

季節、年によって変化をいたします。

したがって定期的な防除、要するに何月のこの時期だからこういう防除をやればいいや

ということだけでは急激な病害虫の発生に対しての対応が困難になります。

それから、ウイルス病のように、発生してからの防除、農薬をしても効かない、手遅れ

になることもあります。このためにどうすればいいのか。病害虫が今後どういうふうに発

生する、または量が大きくなるのかという予測ができれば、その対策がとれるということ

になります。したがって、予想される病害虫の発生の推移や対策等の情報を関係者に提供

する、これが発生予察情報であります。

次お願いいたします。

発生予察情報ができるまででございますけれども、各都道府県に病害虫防除という機関

を設置させていただいております。ごらんのとおり病害虫の専門機関でございますけれど

も、その皆様方が病害虫の発生状況を調査します。調査の方法としてライトトラップとか、

フェロモンによるトラップ調査とか、これは夏の非常に暑いときですけれども、すくい取

り調査などをやって、発生の情報を調査します。それから、病害虫の発生に関する気象情

報、それから農産物の生育状況などを収集した上で、現在の状況と過去の状況を比較検討

して、病害虫の発生動向を予測して、そして必要な防除対策を提供することによって先ほ

ど申しました適切な時期での防除をどうやるのかという予察情報を提供しております。

次、お願いいたします。
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ここに、少し書かせていただきましたが、農水省が行っております発生予察の対象でご

ざいますけれども、対象作物が32種、有害動物、主に昆虫ですが55種、有害植物、かびや

病菌ですが30種、それらを行っております。

各都道府県でも地域性の高い農産物、多様化したものに応じて必要な病害虫に対しての

調査をやっていただいております。

次、お願いいたします。

今までは病害虫防除の必要性をお話しいたしましたが、これからは本題であります環境

に配慮した病害虫防除方法であるＩＰＭについてのお話を差し上げたいと思います。

ＩＰＭは、いつから始まったんでしょうかということで、ＩＰＭの歴史についてお話し

差し上げたいと思います。

次、お願いいたします。

ＩＰＭは意外と歴史が古く、1960年にアメリカで、「このわた」の栽培におけます農薬

の大量使用によって、ワタの害虫が農薬の防除、農薬が効かなくなったということがあり

ます。これは、抵抗性と呼んでおりますけれども、薬剤の抵抗性によって農薬が効かなく

なり、栽培自身が非常に大きな打撃を受け、病害虫防除そのものが成り立たなくなったと

いうところに端を発しております。

ここの点を非常に重要視いたしまして、次のスライドお願いいたします。

1965年に国連食糧農業機構ＦＡＯでございますけれども、ＦＡＯが病害虫防除の専門家

を招集いたしまして、パネルを開催いたしました。そのときに、今後有害生物の防除とし

てどういう考え方を導入していけばいいのかということで、あらゆる適切な防除手段を相

互に矛盾しない形で使用し、経済的被害を生じるレベル以下に有害生物個体群を減少させ、

かつ、その低いレベルに維持するための害虫管理システムが提唱されました。

これはなかなか難しいので、平たく言い換えますと、農薬だけに頼らず、さまざまな防

除手段を組み合わせて、農産物の収量や品質に影響がない範囲で病害虫の密度を管理する

方法を提唱されたわけです。

次のスライドお願いします。

このＩＰＭを導入する目的というのは何でしょうかということでございます。

次のスライドお願いします。

この中に、１つのキーワードとして環境ということがあります。環境に配慮した施策の

推進というのがございまして、農林水産省といたしましては、平成15年、この環境をキー
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ワードとしたものの中で、農林水産環境施策の基本指針を提案させていただきました。適

切な農薬の使用による環境負荷の低減等を促進する指針を策定し、この普及を図るという

ことがうたわれております。

同じく、食料・農業・農村基本計画の中で、これは、平成17年に出したものでございま

すけれども、我が国の農業生産全体のあり方を環境保護を重視したものに転換する、とう

たわれております。

やはり平成15年以降、環境という言葉のキーワードのもとに、行政なりそれから実際の

施策を進めていくということが求められておりますし、また一般世論、国民の皆様方の目

も環境の方に向けられているところであります。

次、お願いいたします。

その環境に配した病害虫防除のあり方はどうすればいいのかということでございます。

ただ単に農薬の使用回数を減らしたり、農薬のかわりに天敵昆虫などを使用すればＩＰＭ

なのかということでございます。

農薬の使用回数、削減だけを目標にいたしますと、突然先ほど申しましたが、病害虫が

急激に発生した場合、適切な害虫のコントロール、管理ができない、防除が十分にできな

いことがある。それによって収量や品質の低下を招くことが起きてしまいます。もともと

総合防除、先ほどの定義の中でも申し上げましたけれども、収量、それから品質の低下と

いうものを防ぐことも非常に重要なことでございますから、ただ単に置き換えてやったり、

使用回数を減らしたりすることだけがＩＰＭではないのではないか。要するに、作付け前

から収穫を通じて、総合的な対策を実施することによって、品質と収量を確保するという

ことがまず重要なことだと思います。

それをどうやっていくのかということを、私どもの植物防疫課が中心となりまして「総

合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の実践指針」というものを17年に作成させていただきま

した。

これは、病害虫の専門家を検討委員として招きまして、検討した内容でございます。

次、お願いいたします。

その検討結果でございますけれども、総合的病害虫・雑草管理の考え方として、利用可

能なすべて防除技術を経済性を考慮しつつ慎重に検討し、病害虫・雑草の発生増加を抑え

るための適切な手段を総合的に講じる。そして、農業を取り巻く生態系の撹乱を可能な限

り抑制し、生態系が有する病害虫及び雑草の抑制機能を可能な限り活用する。難しい言葉
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ばかりですけれども、ここの下に書いてありますとおり、人の健康に対するリスク、環境

への負荷を軽減して、あるいは 小限の水準にとどめる。そして、安全で消費者に信頼さ

れる農産物の安定生産に資するための考え方を、この４つの項目が示しております。

では、その具体的な内容を少し説明させていただきます。

次、お願いいたします。

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の３つの基本というのがございます。

これは、予防、判断、防除という３つの項目でありますけれども、まず予防でございま

す。これは病害虫や雑草の発生しにくい環境を整えるということになると思います。病気

のもととなるものを除去したり、前もって消毒をしたりして発生を抑制する。もともとの

量を減らすということです。

次に判断です。病害虫の発生状況をよく観察して、発生の量が収量や品質に影響を与え

るかどうか、これを判断していただきます。そして、必要と思った場合には、次の防除に

移るわけですけれども、ここでちょっと注意点がありまして、病害虫の発生状況により経

済的被害が生じると判断するという、その判断の基準があって、次の防除に移ることにな

ります。

後に防除でございますけれども、防除が必要と判断された場合には、さまざまな防除

方法を組み合わせて、効果的に組み合わせて実施していきます。多様な手法による適切な

防除と呼んでおります。

今ちょっと概念的なことを申し上げたので、おわかりにくいかと思いますけれども、人

間の体といいますか人間の体調、私の体に置き換えていってみれば、まず予防というのは、

近インフルエンザが流行っています。だから外出するときに、マスクをしたり、帰って

きたら手を洗ったり、うがいをしたりする。そういうことが予防。これは病害虫の防除に

も同じことが言えると思います。

次、判断でありますけれども、朝起きたら体が熱っぽいなと思って、体温計で温度を測

ってみると、平熱を超えている。どうしようか、ということです。

ところが、判断の中で、今申し上げた水準ですけれども、これは長年自分の体、もう40

年超えて使っていますので、自分がこの対応で、この調子だったら、これは病院に行かな

ければ行けない。または、何とかなるというのがおわかりになっていらっしゃると思いま

す。そういう判断の基準をお持ちになって、これを判断していこうと。そして、 後に、

これはやはり無理だとなれば、病院に行って薬をもらったり、注射をしなければいけない、
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これが防除に当たると思います。

ちょっと比喩的な説明で申しわけありませんが、そういうふうにお考えいただければ非

常にわかりやすいのではないかと思います。

次、お願いいたします。

それで、ＩＰＭの基本でありますけれども、予防というところを少し説明差し上げます。

病害虫・雑草の発生しにくい環境を整えることでありまして、具体的には輪作、いろい

ろな作物を交互につくったりとか、順番につくっていくわけです。

それから、病気に強い品種の選択。抵抗性品種とも呼んでおりますけれども、そういっ

たものの作付けを進めていく。それから、種子消毒の実施。もともと種に病菌がついてい

る場合がありますので、それをなくそうということです。それから、病害虫の棲家となる

雑草の除草。そして、 後に自然に生息する天敵の活用を進めていこうということです。

では、その天敵にはどんなものがあるかということですが、次、お願いいたします。

個々には説明いたしませんが、こういうテントウムシとか、キアシナガバチとかいろい

ろな自然界に存在する昆虫が捕食作用なり、昆虫の中に卵を産みつけたりすることによる

活動を利用するのが天敵の活動であります。

ＩＰＭの基本の２番の判断でございますけれども、防除の必要及びタイミングを可能な

限り適切に判断すること。これが非常に難しいところなんですが、このためにはどういう

ことが使えるかということです。

防除する必要があるのかどうかということを、経済的な被害が生じるということを認識

をしていただくことが非常に重要なキーワードでありまして、これを闇雲にただ単に病害

虫が出たから、薬剤をまいているだけでは、ひょっとすると効果がない、効果として時期

ではないのにまいているという可能性もあります。そうなると薬剤代だけではなくて、労

働、それから肉体的にも非常に疲れます。そのためには、ほ場の状況を観察していただい

たり、病害虫防除の発生予察情報を活用していただくことが非常に重要かと思います。

先ほど、比喩で私の体のことを申しましたが、あと農家、生産者ご自身が、ご自身のほ

場をしっかり見ていただいて、長年の経験のもとに下していただく判断、これも非常に重

要な判断の基準になろうかと思います。

次、お願いいたします。

その防除を行うかどうかの判断基準を、もう少し細かく説明させていただきます。

これは、一定の経済的に品質や収量が減少することが起きるラインと想定いたしますと、
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病害虫の発生がある程度までくると、これが超えたら被害が出るわけですから、ここで防

除します。また下がっていく。また、増加をしていくときにタイミングを見計らって防除

する。こういう繰り返しをしていくということです。

ただ、天敵、要するに自然界の昆虫なり、拮抗作用があるものが働いていますから、こ

のときにここで農薬をするのかしないのか、防除するのかしないのかということを判断し

ていただきたいということなんです。

ただ、これは農業者の方によって異なりますし、作物や栽培の形態によっても異なって

まいります。

次、お願いいたします。

後、ＩＰＭの基本のところの防除でございますけれども、防除が必要と判断される場

合には、適切な手段を選択して使用するということになっております。

具体的には、生物的防除と呼んでおりますけれども、先ほど申しました天敵なり微生物

の導入。それから、物理的防除として青色の粘着版を使った、青色が好きな虫がいますの

で、そこに集まってくることを利用して、これを殺虫しようという方法です。

それから、化学的防除といたしましては、農薬なんですけれども、この天敵に影響の少

ない農薬を選んで、ほかの害虫を退治しようという方法です。

こういったものを１つだけでやっていくのではなく、複数を組み合わせて使っていこう

という考え方です。

具体的にどういう防除法があるのかを例を示したいと思います。

次、お願いいたします。

科学的防除の方法で、フェロモン剤というのが代表的なものであります。ご承知のよう

に昆虫が持っています情報伝達化学物質、性フェロモンとか集合フェロモンとかあります

が、これを利用して昆虫の固体密度をコントロールしようというものであります。

次、お願いいたします。

次に、生物的防除の例でありますけれども、生物農薬が代表的なもので、微生物や天敵

昆虫の生態や捕食を利用したものです。細かいご説明は割愛させていただきます。

次、お願いいたします。

物理的防除方法の例といたしまして、黄色蛍光灯があります。

これは、昼間点灯してない状況で、夜間点灯するとこのように黄色の光が施設の周りを

照らすことになります。
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夜行性の害虫で一定の明るさになりますと行動を停止する性質があって、その性質を利

用したもので、黄色の光で、特にチョウ目のヤガというものに対して、昼間と勘違いさせ

て行動を抑制するという防除の方法です。

次、お願いいたします。

何のためにＩＰＭに取り組むのかということであります。

先ほど申し上げましたＩＰＭということを考えなくても、農薬による防除でも発生の状

況などを確認して、農薬だけでも適切な時期に散布をすれば十分な効果を得て、安価でか

つ収益を得ることもできます。

では、なぜ先ほどから紹介している色々な防除方法を組み入れたりとか、ほ場の状況を

確認しなければならないのでしょうか。また、そしてそれはどういう必要性があるのかと

いうことです。

まず、第一に、農家の皆様方が病害虫の発生状況の判断をしていただいて、必要なとき

に幾つもある方法の中から防除を組み合わせていただき、その結果として、 終的に農薬

の使用量を抑えることが可能となる。

ところが、収量や品質の確保のためには、ＩＰＭでは農薬を使用する必要があるわけで

す。環境への配慮とそれから良質な農産物の安定供給というものを両立させるための考え

方。これが非常にＩＰＭの中で重要なものだと考えております。

ただ、これは誰にでもできるということではありません。やはり前向きに取り組んでい

ただく、農業生産に前向きに取り組んでいただいて、ご自身のほ場の状況などを常にコン

トロール、または把握できるような方にこれは向いている方法ではないかと考えておりま

す。

次、お願いいたします。

では、ＩＰＭを定着させるための取組みとしてどのようなものがあるのかということで、

私どものほうが今進めておりますＩＰＭ実践指標というものの例をちょっと紹介させてい

ただきたいと思います。

次、お願いいたします。

ＩＰＭに関します理解促進というのは、私が概要を申し上げましたけれども、そんな簡

単に理解していただけるものでもないと思います。私自身もまだ十分わかっていませんが、

ＩＰＭの理解を促進して、その考えを様々な形態がある生産現場へ反映するためにはどう

したらいいのかということです。
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ＩＰＭという言葉を実践するために、具体的な取組みを示したほうがいいのではないか。

どんな具体的な取組みがあるのかということだと思いますが、国のほうで示すというより

も、 終的には、都道府県が地域の実情に応じて目標の設定や取組みの確認を行うことが

できるＩＰＭ実践指標を作成して、そしてそれを今度はさらに地域的に指標を活用して、

個々の目的に応じた防除体系、防除の方法を組み立てていただくことが、必要ではないか

と考えております。

では、どういうふうにそれを進めていけばいいのでしょうかということです。

次、お願いいたします。

例を出しますが、私どもが考えておりますのは、農作物の各ステージごとに行うべき項

目を具体的に書かせていただき、その中で何を行えばよいのかという例示させていただき

ました。

例えば、種まきの時、それから種まきの後の生育の初期、花が咲き始めた時、それぞれ

の時期に管理項目を設けて、実際にする管理ポイントというものを記載をすることが実践

指標の中で重要かと考えております。

例えば、昨年それをやった、今年も目標にしているができたかどうか。そういうチェッ

ク表をつけて提案をさせていただいております。これは、今日、こちらにお見せしている

のは、恐らく水稲のＩＰＭ実践指標の例だと思います。お手元の資料の方にも細かなもの

がございますので、ご覧いただければと思います。

こういう実践指標のモデルを多く作り、公表することが推進には重要かと考えまして、

今まで農水省のほうでは水稲、それからキャベツ、カンキツについて公表いたしました。

今後、今年の春を目標にしておりますけれども、果樹ではリンゴ、ナシ、ダイズ、施設野

菜ではトマトとイチゴ、それからサトウキビ、お茶などについてのモデルをつくっていく

予定でございます。

次、お願いいたします。

ＩＰＭを定着させるための課題としてどういうものがあるんでしょうかということで、

少し提案をさせていただきたいと思います。

次、お願いいたします。

ＩＰＭの定着への課題でございます。

ここに、示していますチャートは、実は昨年２月から３月にかけて農林水産省が行いま

した農林水産省の消費者モニターの方に対するアンケートの結果です。問いは、「総合的
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病害虫・雑草管理」または「ＩＰＭ」という言葉を聞いたことがありますか。「ありませ

ん」が78％。「内容も名前も知っている」という人は５％です。平たくいうと、95％の人

がよくわからないということです。

これは、農水省のモニターの結果ですから、恐らく一般の方だともっとおわかりになっ

ていらっしゃらないのではないかと思います。

要するに、知名度が低いというのが現状だと思います。

次、お願いいたします。

さらに、農林水産省の中では、非常に多くの施策を出しております。

ＧＡＰ、トレーサビリティ、エコファーマー、有機ＪＡＳ、農地・水・環境保全向上対

策。いろいろな施策がある中で、病害虫防除は関与してないのかというとそうではなく、

全部関与しているものです。

では、どの様にＩＰＭが各施策と関連するのかということです。そこで、各施策におい

て、ＩＰＭを病害虫防除の技術的な要件として取組みを評価する。あるいは、病害虫防除

における技術的基盤としてＩＰＭを取り入れていただくなど、今後の取組みを考えている

ところであります。

例えば、ＧＡＰでは、既に病害虫防除にあたっては、ＩＰＭの考え方を取り入れること

ということになっているのですが、具体的な方法は提示できていない。これは私どもの方

からも提案できていないところが問題になっていると思います。

今後、こういう取組みの中で、ＩＰＭをどういうふうな働きをすればいいのかというこ

とを提案させていただきたいと考えています。

次、お願いいたします。

ＩＰＭを進める中で、コストはどうなのかということで、ちょっと表をつくってみまし

た。ＩＰＭと通常防除の防除資材費の検討でございます。

ここにありますように、ＩＰＭ体系の防除費用、通常の防除、資材費とか防除の回数を

出しております。

水稲では、資材費は若干高くなっていますけれども、防除回数が減っているということ

です。施設トマトでも、資材費は少し上がっていますが、防除回数は減っています。農作

物の栽培形態によって費用は若干増えたり減ったりしていますけれども、施設トマトを除

いては、コストはやはり少しかかるような傾向があるということです。

ただ、施設トマトが非常に経費がかかるのは土壌消毒機が非常に高価で、これを３年間
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のリース分割で計算に入れているために、非常に高く評価されてしまっています。

ただ、注目していただきたいのは、防除の回数が減っているということです。キャベツ

の防除の回数は、慣行の半分ぐらいになっていますけれども、これはどういう意味合いな

のか。例えば、防除費用、防除回数を費用に置き換えたときに、どれだけのコスト低減に

なっているのか。または、生産者の方にとって農薬を散布する際の肉体的な疲労、これを

軽減できるということもあるかと思います。

次、お願いいたします。

では、 後でございますけれども、ＩＰＭ推進への具体的な推進案でございます。ＩＰ

Ｍへの理解促進というものをどうしていけばいいのかということですが、ＩＰＭの結果と

して、生産物をどのように評価をされるかということが非常に重要なことだと思います。

今後、パネルディスカッションの中で、いろいろご意見もいただけると思いますけれど

も、 終的には消費者の方や流通者の方がこのＩＰＭを取り入れた農産物をどのように理

解をしていただけるか。それから、特別栽培、有機栽培、いろいろな栽培の方法がありま

す。技術的な関係、どういう違いがあって、どういうものが同じなのかということも、明

らかにしていかないといけないと思います。

続きまして、農水省の中での活用ですが、先ほど申し上げましたように、環境保全型農

業やその他の施策の中で、これをどう生かしていくのか。評価していただくのか。

それから、 後、重要なところですが、より取り組みやすくするために情報の提供をや

っていかなければならない。これは生産者の方にも積極的に情報を提供を進めていこうと

考えております。そのためには、必要な情報を提供するんですけれども、例えば農業生産

の中でどんな技術があるんだろうかということについては、その防除技術集を作っていっ

たりとか、あとは個々の生産の体系に応じて、どういう防除の方法を組み入れればいいん

だろうかというようなソフトウェアの開発を考えています。

そして、一番何よりも大事なことは、技術普及、要するに技術者の中核となる指導者の

方の育成だと思います。

個々の生産農家の方へＩＰＭの取組みを身近に感じていただくのも、そして技術の理解

をしていただくのも、この技術普及をされる方の人材育成にかかっていると思います。

今後は、この人を育てるということとそれから実際に使っていただけるということ、こ

ういったものを組み合わせながら技術の推進、それから政策といいますか、難しい言葉を

使いますけれども、今後私どもの総合防除をどう進めていくのかということをわかりやす
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く丁寧に説明していきたいと考えております。

以上、簡単ではございますが、これで説明を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。（拍手）

○司会 どうもありがとうございました。

（２）農業生産でＩＰＭに取り組んでいる事例について

○司会 続きまして、実際にＩＰＭに取り組んでいらっしゃいます農業者のお二方の取組

み事例についてご紹介させていただきます。

まず初めに、東広島市で露地野菜としてナスの栽培をされていらっしゃいます徳川薫様

からご説明していただきます。

それでは、徳川様、よろしくお願いいたします。

○徳川 薫氏 ただいま紹介いただきました徳川でございます。

私の住んでいるところは、広島県のほぼ中央の東広島市で、人口は約18万人で広島県の

中核的な町です。その中で福富町の人口は約3,000人。標高380メートルの賀茂台地にあり

ます。

私は、現在、水稲を200、ＪＡ広島中央野菜振興協議会ナス部会の部員は45、450アール

の作付けがあります。その中で、福富町のナス部会は、12戸で、110アールを栽培してお

ります。私のナスの栽培歴は８年でございます。

ＩＰＭの取組みを始める前は、外観のきれいなナスを生産するためには、害虫や病気へ

の農薬の散布を欠かすことはできませんでした。

十分な農薬を散布したつもりでも、害虫の被害を抑えることはなかなかできません。１

回の収穫で、コンテナ数箱を害虫の被害で捨てることがあります。コンテナ１個に20キロ

くらい入ります。この重い箱を運び、ナスを捨てるときの気持ちの悲しさ、残念さを収穫

するたびに味わいたくない思いと、この農薬を散布する農家の重労働とコスト負担になっ

ていたために、できるだけ農薬の散布回数を減らしたいと思い、指導機関に相談をしたこ

とがきっかけでございます。

ちょうどそのころ広島県では、天敵を利用して農薬を減らす研究が進められていました。

また、ナスをソルゴーで囲い込み、農薬を減らしている岡山県での栽培方法の視察を行

い、平成17年に試験的にこの囲い込み栽培に取り組んでみました。
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囲い込み栽培で、人工的に増やした天敵をほ場に放すのではないんです。もともとその

地域にいる天敵を利用する方法です。この取組みに際しては、部会の中から本当にこの方

法で農薬を減らすことができるのか。畑が狭くなる、ナスの収穫の邪魔になるなど、さま

ざまな問題が生じました。

まず、私たちはこの囲い込み栽培でどれだけの天敵が集まってくるのかを見ることから

始めたのです。

ソルゴーには、ナスに被害を及ぼさないアブラムシがたくさんつきます。このアブラム

シを求めてテントウムシやヒラタアブ、クサカゲロウの幼虫など、ナスにつくアブラムシ

を捕食する天敵が想像以上にたくさん集まっていることには驚かされました。

それと同時に、これらの天敵を今までは農薬の散布のたびに害虫と一緒に駆除してきた

ことに気づいたのです。

そこで、ソルゴーには農薬をかけないようにして、天敵の棲家として利用したわけです。

ナスへの天敵にやさしい農薬を選択し、散布することで害虫への農薬の回数を減らすこと

ができました。

「これならいける」ということで、ナス部会員全員で取組みを開始したわけでございま

す。

ナスにつく害虫の中では、蛾の仲間もアブラムシと同じように、ひどい被害を及ぼしま

す。蛾の幼虫に対しては、囲い込み栽培によって天敵が活躍していることがわかりました

が、空中から飛んでくる蛾の成虫への対策を講じようと、このように黄色防蛾灯、フェロ

モントラップ等に取り組んでみました。

黄色防蛾灯は、黄色い光によって、蛾に昼間と勘違いさせて、夜間に飛ぶ習性を抑える

もので、夜間照明でナスの畑に侵入するのを防ぐことができます。問題は、この夜間照明

は、隣近所の作物に影響が出る場合もあるので、設置場所、光の方向などに非常に気を使

いました。

フェロモントラップは、蛾のメスがオスを引き寄せるために出しているフェロモンと同

じものをプラスチック容器にしかけ、オスを捕まえることによって、蛾の卵や幼虫を減ら

すことができます。

また、この容器で蛾の捕獲数がもっとも多くなる発生ピークに合わせた農薬の散布がで

きるようになりました。

平成19年から新しい取組みとして、バーベナの混植を始めました。
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これは、バーベナの花が持つ独特の香りにアザミウマを引きつけ、集めることで、アザ

ミウマがナスの花へ行くのを妨げたり、天敵のハナカメムシの棲家にしたりして減らすこ

とを目的とした栽培法です。

ハナカメムシは、ハダニも食べます。アザミウマやハダニは非常に小さい虫なので、肉

眼で確認することはなかなか困難ですが、ナスへの被害は確実に少なくなりました。

ナス部会では、ソルゴーの囲い込み栽培、黄色防蛾灯、フェロモントラップ、バーベナ

の混植などを行うことで、農薬の散布回数が半減しました。

広島県特別栽培農産物、安心広島ブランドの認証を受け、販売メリットにもつながって

いるわけでございます。

現在、管内のナスは、「ナス坊」という地域団体商標登録も受け、独自ブランドとして

販売しています。

このように、ＩＰＭの取組みによって、労力は軽減され、有利な販売につながっていま

す。

しかし、この取組みで も成果があったのは、私たちの意識が大きく変わったことでは

ないでしょうか。今まで、なるべく効果の高い殺虫剤を選択して、害虫の初発を逃さず農

薬を散布していました。

ソルゴー、バーベナなどで、アブラムシ、アザミウマなどの害虫をある程度抑えること

ができたのですが、またすぐ新しい害虫が発生すると思われます。害虫との闘いは続きま

す。今は、農薬の選択は天敵にやさしい薬剤というのが 優先ですが、ほ場の中でも自然

環境と同じように、害虫と天敵が共存すれば、害虫が大発生することはありません。

また、今後は、害虫だけではなく、病気への新たな取組みも行っていきたいと思います。

私自身もナスを買っていただく消費者の皆様の気持ちになって、これからも安全で、お

いしいナスを提供していきたいと考えます。

以上で、露地ナス栽培、ＩＰＭ実践についてのお話を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。（拍手）

○司会 徳川様、どうもありがとうございました。

次に、徳島県阿波市で施設野菜でミニトマトの栽培をされていらっしゃいます和田元治

様からご説明をいただきたいと思います。

それでは、和田様、よろしくお願いいたします。

○和田元治氏 ただいまご紹介いただきました徳島県の阿波市土成町でミニトマトを栽培
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しております和田でございます。

先ほど、大岡さんから専門的なお話がございましたが、ＩＰＭについて農家では実際ど

のように取り組んでいるのかということについて、少しお話をさせていただきたいと思い

ます。

私は、経営面積が非常に少ない零細農家であります。42歳まで食品会社で品質管理部門

で仕事をしておりました。そして、42歳のときに就農いたしまして、レタスの専業農家に

なったわけですが、労働時間が非常に長いので、できるだけ労力の平準化を図って、収入

が入ってくるような形で、サラリーマン並みの収益が上げられないかということで、ミニ

トマトの促成長期どりの栽培に取り組みました。

平成５年ごろから、韓国産の安いミニトマトがどんどん入ってきて、値崩れしてしまい

ました。このまま同じような生産方式を続けていたのでは、特に農薬の使用回数が多いも

のを消費者が嫌がっているということはだんだんわかってまいりましたので、何とか農薬

を減らしたような形で、しかも安全性の高いものを生産量を落とさずに生産できる方法を

模索していたところ、当時、外国からオンシツコナジラミの天敵であるオンシツツヤコバ

チが初めて導入されたので輸入しました。冬場、オンシツコナジラミは卵から成虫までに

なるのが大体１世代が30日ぐらいかかるんですが、温度が高くなってくると、15日ぐらい

でもう成虫になってしまうので、農薬の散布回数が今までより増えていたわけです。

そこで、この天敵を利用して防除すれば、高温期にほとんど農薬を使わなくてもよいは

ずです。それで何とかこれを実用化できないかと思って取り組み、５年がかりで導入に成

功しました。当時は選択性の農薬が非常に少なかったので、害虫が増えすぎてしまいます

と、天敵が死んでしまうような農薬を散布しなければならなかったんです。でも現在は、

選択性の農薬が幅広く増えてまいりましたので、農薬で天敵の活動が弱ったときには、選

択性農薬で補助しながら天敵の活動を促していくような形がとれるようになってきました

ので、ものすごく天敵が使いやすくなってきました。

私が、なぜこういう天敵にこだわったり、マルハナバチを使ったりするかといったら、

実は私のお嫁さんと２人で作業をやっているものですから、省力化しなければ人を雇わな

ければいけないわけです。

雇用を入れたら、大体200万ぐらいはすぐ飛んでしまいますので、天敵とかマルハナバ

チのコストというものは200万に比べたらものすごく安いわけです。

大体、年間30アールで、天敵のコストが多くても30万前後で十分いけますから、200万
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と比べたら格段に安いわけです。

私が、ＩＰＭに取り組んでおりますのは、安全性を高めるためとか農薬を減らすためと

いうのではなしに、一番は生産量を落とさずにとにかく効率よく労力を削減して、サラリ

ーマン並みの収益が上がるようなという考え方のもとにやっております。

実際に、どういうことをしますかといいますと、まず作物は健康であれば、人間も同じ

なんですけれども、病気にもかかりにくいし、上手に施肥をやれば、窒素過剰にならない

ようなやり方でやれば害虫もつきにくくなってきます。

それで、作付け前に、先ほど大岡さんも言われておりましたが、田んぼと畑と輪作体系

を組んだら、病気が出にくいということで、ハウスの中だったらずっと１年間、畑の状態

なんです。だから、田畑輪作と同じような環境をつくれないかということで、作付け前に

畜産農家から牛糞堆肥をもらってまいりまして、施設内に入れて、湛水状態にして、代掻

きしました。そして、１カ月田んぼの状態を保つわけです。そうすることによってガス消

毒とか太陽熱の消毒をせずに、病原菌を少なくすることができるわけです。

特に、土壌消毒をやりますとせっかく優良菌が増えているのに、消毒によってそれはい

ったん死んでしまうわけです。それで結局、余った肥料なんかがどんどんハウスに蓄積し

てきて、今度塩類集積というような問題が起こってまいります。

幸い、私のハウスの土壌が砂壌土だったので、縦浸透がものすごく良く、表面にたまっ

ていた肥料が底に入って、根のはりが悪くなるというようなことも防げるようになってま

いりました。

促成栽培ナスの作型は、ハウス内の気温がものすごく上がるわけです。30度ぐらいまで

上がったら、青枯病とか褐色の根腐れ病なんかが出てまいります。

それで、ちょっと価格は高く、大体ビニールのマルチの倍ぐらいするんですけれども、

再生紙の紙マルチを使います。紙マルチを使うことによって気温を下げて、青枯病なんか

を防ぎます。

また、葉っぱが重なりますと、重なった部分で湿度が高くなって、疫病とか葉かび病な

んかが出てまいりますので、病気の防除としては、できるだけ風通しをよくするような方

法をやっております。

ここ 近１カ月ぐらいのように天候不順で、日照量が少なく、雨が多いときには、温度

を確保しにくいんですが、湿気がたまらないように、適度に開け閉めをして湿度を下げる

ような工夫をしております。
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でも、ちょっと温度が足りないんで加温するんですが、その時には灰色かび病の予防と

して、納豆菌の一種を使った、「ボトキラー」という微生物剤があって、それをダクト散

布したりして処理しています。

次に、害虫はどう防除していくかということで、先ほども言ったように、天敵昆虫の放

飼です。これはヨーロッパの虫なので、温度変化にものすごく弱くて、普通のメーカーの

話では、10アール当たり、３ケースぐらいで十分いけるんですが、大体８ケースぐらい大

量投入します。気象条件が悪くなって、特に冬場なんですけれども、あまり動きにくくて

横の移動が１メートルぐらいしか移動しなくなるので、温度を上げてやらんと、害虫に負

けてしまいます。つまり、農薬散布の労力のほうが、コスト的には高くなりますので、コ

ストは上がるんですが、天敵を大量投入して害虫に負けないようにしています。

そして、今、特に問題になっておりますのは、オンシツコナジラミの中でも、タバココ

ナジラミバイオタイプＱというトマト黄化葉巻病を媒介するような虫がたくさん増えてき

て問題になっているんです。それらは普通の農薬は効かないわけです。農薬の感受性が低

いために普通の農薬は全然効きませんので、脱皮阻害剤のオレートとか、植物の油、ヤシ

油とかオレイン酸みたいな、そういう油分を散布して、呼吸を止めて窒息させて殺してし

まうわけです。こういうものだったらある程度効くわけです。

天敵が足らない分は、こういうものを散布してカバーしております。こういうものは、

天敵とか自然界の虫なんかは全然影響がありませんので、普通皆さんが家庭でシューと虫

を殺しているようなもの、合成ピレスロイドっていうんですけれども、ああいう種類のも

のだったら、天敵を放飼してもすぐ死んでしまうし、大体30日とか40日しか生存しません。

だから、合ピレ剤なんかを散布せずに、選択性の殺虫剤を使います。

それともう１つ、自然界に土着の天敵がいるわけです。特に、ハモグリバエがものすご

く増えるのに土着天敵がものすごく有効なんです。

先ほど、徳川さんがお話しされていたんですが、私のハウスの中にも雑草が生えてくる

んですけれども、その雑草を逆手にとって、その雑草の中の１つの種類にはナモグリバエ

がすぐつくんです。ナモグリバエというのは、トマトにはつかないわけです。逆にその雑

草を放っておいて、ナモグリバエをハウスの中で繁殖させます。そうしますと外来の天敵

が入ってくるわけです。そうすることによって、トマトハモグリバエを防除できることが

近ちょっとわかってきました。そういうことも利用しております。

今後の課題としては、バイオタイプＱのコナジラミがまん延いたしますと、特に保毒虫
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が入ってきますと、農薬でも防除できないし、天敵でも防除できないということで苦労し

ます。今、やっておりますのは、０．４ミリの防虫ネットです。防虫ネットでハウスの外

側を開口部は全部包んでしまいます。ただしこれの１つの欠点は、冬場の温度の低いとき

に、湿度管理が難しいわけです。

ハウスサイドをあけてやったら、温度は下がるんですが、湿気が目が詰まってしまって、

外に湿度を逃がすことができないので、循環扇と換気扇は必須のアイテムになっておりま

す。

まだトマト黄化葉巻病は出てないんですが、今それもテストで、ほ場テストということ

で今やっております。

天敵よりは微生物、菌によって、害虫に病気を発生させて殺すというようなやり方があ

りますが、「ボタニガード」とか、ただしこの微生物というのは適温のときでなければ使

えないのと、ボタニガードなんかは、大体湿度が高いとき、私は夏場の温度の高いときの

夜に使うわけです。

夕方、日没頃に散布して、ちょっと湿って湿度を上げて、そういうふうなちょっとテク

ニックがいるんですが、こういう微生物を使ったりします。天敵でもオンシツツヤコバチ

はバイオタイプＱに対して、ちょっと寄生率が悪いので、この３月にバイオタイプＱにだ

けしか寄生しないような天敵のチチュウカイツヤコバチがあるんですけれども、これを今

年からほ場テストでやってみて、できたら来年から部会全体に広げていくような考え方で

おります。

葉かび病は、抵抗性の品種を使ったら、大体管理できるんですが、今の品種では、やは

りきめ細かな湿度管理と葉っぱが込み合わないような風通しのよい管理の仕方で対応して

おります。

県の農業支援センターと農林水産省のご指導もいただきながら、部会全体でこのＩＰＭ

のレベルアップを図っていくというために、３カ年計画で今取り組んでおります。

まず、ネットと選択性の農薬、天敵、防除、そういうものをありとあらゆる技術を組み

合わせて、できるだけ効率よく生産できるようにする。そして、私どもは 初はできたら

安全性を強調するような販売の仕方をしようと思って、こういう取組みをトップにして、

量販店の大阪のデパ地下で販売キャンペーンをやったりしたこともあるんです。けれども

よく考えてみますと、農業の生産物の安全性を強調して売るのはちょっといやらしいなと

いうことで、安全性とかいうのはもうこれは農業者の義務であって、それを売りにするの
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は、ちょっと恥ずかしいな、ということです。現在はもう効率生産で、とにかく利益を上

げて、そしていろいろな効率いい技術を組み合わせて、コストを下げて、できるだけ消費

者の皆さんにコストの安い品物でも、我々も収入が上げられるというような、消費者の皆

さんと私どもとがともに手を携えていけるような生産をやっていけたらと思っておりま

す。

ありがとうございました。（拍手）

○司会 和田様、どうもありがとうございました。

では、ここで短くて大変恐縮ですが、10分間の休憩とさせていただきます。

今、３時10分ですので、３時20分から再開したいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

（休憩）

３．意見交換

○鈴木情報官補佐 お時間となりましたので、これからパネルディスカッションを開始い

たします。

本日のＩＰＭに関するフォーラムの開催につきまして出席者を募集しましたところ、11

3名の方から応募いただきました。応募いただいた方、どうもありがとうございます。

それでは、パネルディスカッションを開始いたします。

私は、本日のコーディネートを務めさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者

情報官補佐をしております鈴木明子と申します。よろしくお願いいたします。

まず、本日のパネリストについてご紹介させていただきます。

本日のテーマに関する意見の発表と討論参加を願うために、ＩＰＭ実践農業者をはじめ

まして消費者、流通業者、専門家及び地方自治体の方にそれぞれご出席をお願いいたしま

す。

では、皆さんの所属とお名前などをご紹介させていただきます。皆様からごらんになっ

て右側からご紹介させていただきます。

岡山県農業総合センター総合調整部普及指導課主幹、千脇健司様。それから、専門的な

お立場からということで、神戸大学大学院農学研究科教授、土佐幸雄様。流通業者のお立

場から生協共同組合おかやまコープ品質管理室室長、赤澤佳世子様。次に、消費者のお立
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場から岡山県消費者団体連絡協議会幹事、前場早苗様。先ほど、ＩＰＭの取り組まれてい

る農業者ということでご説明いただきました徳島県阿波市でミニトマトの栽培をされてい

らっしゃいます和田元治様。広島県東広島市で露地ナスの栽培をされていらっしゃいます

徳川薫様。あと 後に、行政より先ほど説明しました農林水産省消費・安全局植物防疫課

課長補佐の大岡高行です。以上、７名で、パネルディスカッションを行っていきたいと思

います。

次に、進め方ですが、まず初めに今ご紹介しました７名のパネリストの方々で意見交換

を行います。その後、会場にご出席の皆様からも適宜、ご質問、ご意見をいただきまして、

全体で意見交換をしていきたいと考えております。

それでは先ほどのご説明をお聞きしてのご質問、違うお立場の方に意見を聞いてみたい

ことなど、パネルリストの間で意見交換をしていきたいと思っております。

まず初めに、農林水産省の説明で、病害虫防除の現状とＩＰＭのあり方について説明を

させていただきました。その中で、ＩＰＭは農業生産と向き合いという中で、農作物の生

育状況、あと病害虫の関係を見極めながら防除を行うことが大事であるという説明をさせ

ていただきまた。

先ほど、生産のお立場からも紹介をしていただきましたが、生産現場の方は、このＩＰ

Ｍという取組みについて、どのように受け止めていらっしゃるのか。また、日ごろ生産を

する上で、非常にご苦労されている点などについて生産現場の方から生産者の方々からご

意見をいただきたいと思います。

まず、初めに、広島県東広島市で露地ナスの栽培をされている徳川様、日ごろ、ＩＰＭ

の取組みについて受け止め方についてどのようにお考えになっていらっしゃるのか、あと

ご苦労されている点についてお話をいただければと思います。

○徳川 薫氏 この問題につきましては、私の考えていることは、私たち生産者にとって

はこれから先どうしても避けては通れない作業といいますか、それから私たちこれから先

の生産に対して、販売に対しても明暗を分ける大きな問題だと考えておるわけでございま

す。

安全性、品質、それからコストの下げ、労力の軽減とか、皆さんご存じのようにポジテ

ィブリスト制度ができました。これによってナスを私はつくっているんですけれども、そ

の隣にある農作物への被害防止、ナスの農薬が水稲にかかった場合、水稲に登録されてい

ない農薬がかかった場合には大きな問題が生じるわけです。こういう点からいきましても、
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農薬を一回でも減らしていかなければいけない。先ほど、和田さんも言われましたが、Ｉ

ＰＭなしでは今からの農産物は生産していくのには不可能ではないだろうかということを

私たち部会でもしょっちゅう話し合っている問題です。この点は、大いに話し合っている

ところでございます。

○鈴木情報官補佐 ありがとうございました。

では、ＩＰＭの取組みについてどういうふうに受け止めていらっしゃるかということに

ついて、よろしくお願いいたします。

○和田元治氏 私の考え方は、先ほども申しましたように、ＩＰＭというのは、特別な安

全とか環境にやさしいとかいうこともありますが、私の中では省力化、コスト削減という

のが一番大きな目標です。そして、結果として、安全とか安心みたいなものが後からつい

てくるのではなかろうかと考えております。

○鈴木情報官補佐 ありがとうございました。

それでは、徳川様、和田様のように、ＩＰＭに取り組んでいらっしゃる方が多くいらっ

しゃるというふうに聞いております。ＩＰＭの普及を担当されているお立場という観点か

ら農業者お２人の取組みについてどのようにお感じになられるかということについて千脇

様から、よろしくお願いいたします。

○千脇氏 お２人のご発表を聞かせていただいたんですけれども、一言率直な感想として

素晴らしいということです。実践されていることが素晴らしいと、まずそれが第一印象で

す。

岡山県も露地ナスの場合ですと、ご発表にもありましたけれども、ソルゴーの囲い込み

でありますとか、土壌病害対策で抵抗性の台木による接ぎ木をしたりとか、除草対策でマ

ルチをしたり、そういう取組みもやっております。また、ミニトマトではないですけれど

も、施設の大玉のトマトにおいても黄色粘着テープを利用したものであったり、先ほどい

いました除草対策でのマルチ、それとお話にもありました防虫ネットとか、あと微生物農

薬による省力的な散布、そういうことも県下では行われています。そういう技術をちゃん

と自分のものにして、それを実践に本当に移されていて、お２人とも１つではなくて複数

の技術を組み立てておられるというところのお話をお伺いして、 初の話に戻りますけれ

ども、実践されているところは素晴らしいなと感じております。

○鈴木情報官補佐 ありがとうございます。

千脇様に引き続きお伺いしたいんですが、ＩＰＭというのは恐らく地域で皆様が一体に
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なって取り組まないとなかなか成功しない、目標が達成できないというふうに感じるんで

すが、その地域での取組みを進めるということについて、今後のご予定、また、どうお考

えになっていらっしゃるかということをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。

○千脇氏 まず、地域ぐるみの前に、やはり 初のご説明にもありましたけれども、農業

者の方は農産物の安定生産が目的であって、ＩＰＭの実践が目的ではありません。やはり

ＩＰＭという言葉を前面に押し出して振りかざしていくのではなくて、先ほど、和田様が

おっしゃったような防除作業の省力化であったりとか、殺虫剤抵抗性の対策であったり、

農業者その方にとって身近な問題として理解していただいて、取り組めるところからやっ

ていただく。そこからまず始まるのではないかと思います。

それが、部会や産地を通じて、部会や産地全体に広がっていくと、今度は消費者の方に、

ぜひこういう取組みを知ってほしいということになると、当然農業者の方を中心に我々み

たいな農業普及指導員でありますとか、地元のＪＡ農協の職員の方とかと一緒になって産

地ぐるみで取組みをＰＲしていこう、認証制度をとっていこうというようになりますと産

地は活性化すると思います。それが強い産地づくりになっていくのではないかと思います。

それとあと話が長くなりますけれども、技術的な面で言いますと、性フェロモン剤とい

うのを利用して、蛾類の防除をされる場合も、例えばポツポツと個人個人でやっていくよ

りも産地全体で面的にやっていくことによって、特により効果を発揮するものであります

から、面的に効果を発揮させることによって地域で対象とする害虫の発生量を低減させる

という技術的な効果もあります。そういうことも期待できるということで、いろいろな面

から産地ぐるみで取り組まれるというのは、やはりすごいことだろうなと思います。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

やはり農業者の方、個々の方の取組みも大事なんですが、やはり地域で、皆様で一緒に

取り組んでいくことが大事だというお話だったと思います。

それでは、今病害虫のお話がちょっと出ましたが、この病害虫に関して、この中・四国

の地域で関係のある病害虫の取組みであるとか、今日のＩＰＭということについて専門的

なお立場から、土佐幸雄先生に現状についてお話をお伺いしたいと思いますが、病害虫の

現状、ＩＰＭの重要性について何か一言いただけないでしょうか。

○土佐幸雄氏 特に、病気のということでよろしいですか。

ＩＰＭというのは、害虫防除のところから始まった概念でして、先ほどお話がありまし

たようにいろいろ成功例はたくさんあるんですが、病害防除に関しては、なかなか難しい
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というのが現状だと思います。

何が難しいかといいますと、先ほど、大岡様のお話の中に出てきたスライドと同じもの

が皆さんのお手元の参考資料１にあると思いますので、それを見ながら考えていただくと

わかりやすいと思います。

この参考資料１の下の図です。総合的病害虫・雑草管理ＩＰＭの基本は、予防的措置、

判断、防除という３つの構成要素からなっています。総合防除の１つの柱というのは、そ

の判断のところの右側にちょっと書いてありますが、病害虫等の発生状況が経済的被害を

生ずると判断される密度に増えた時点で、初めて防除に入るということです。しかし、例

えば、病気の場合ですと、いい例がウイルス病なんですけれども、いったん発生しはじめ

ると、もうこれはどうしようもないというところがあります。ですから、どうしても予防

というのが主な対策にならざるを得ない。これが１つの例です。

それから、もう１つ違うのは、害虫の場合に比べて、病気の場合は、例えば葉の上に１

つ病斑が出ますと、その上にできる胞子、次へ飛んでいく胞子の量というのが格段に多く

て、放っておくともう手遅れになるということがよくあります。ですから、病気の場合は、

初発を見たらすぐに叩く、叩くという言い方は変ですけれども、すぐに散布に入る。やは

りそれが必要になってくるんです。ですから、ここのところがなかなか難しいというとこ

ろがあると思います。

それから、右下の防除のところですけれども、ＩＰＭの取組みの中で、害虫防除の場合

には、生物的防除、天敵等を利用した成功例が先ほどもたくさんありました。病気の場合

にも成功例がないことはないんですが、やはり非常に難しいというのが現状で、あまり成

功例は多くありません。

そういうことを考えると、やはり病気の場合は、一番ＩＰＭを考える上での基本となる

のは、左側の予防的措置ところであるのではないかと思います。

その中でも、幾つか挙げてありますけれども、上から３番目にあります抵抗性品種の導

入、これは大きな柱だと思います。

先ほど、ちょっとお話の中に出てきましたけれども、例えば人間の病気の場合でも、病

気になったときにお医者さんに行って、薬を処方してもらって治すというのも大事ですけ

れども、それ以前に大切なのは、やはり病気にかからない強い体をつくるということです。

植物の病気の場合も同様でして、やはり病気にかからないような品種を栽培してやると

いうことが、まず一番根本に来るのではないかと思います。



- 28 -

その一番大きな成功例が３年ほど前に導入されて、新潟県が大成功している、コシヒカ

リＢＬ、マルチラインだと思います。

これの発想はどこから来ているかといいますと、病害虫、特に病気が大発生するという

のは、それは圃場というところで単一の品種を単一栽培するからなんです。

例えば、森の中に入っていくと、木を見れば、たくさん病気がついているわけですけれ

ども、それらの病原菌が森の中で大発生するということはないわけです。

なぜかというと、それはすごく多様な社会だからです。その多様性というのを田んぼに

持ち込めば、当然病気は減るわけですけれども、ただ本当にいろいろな品種が混じってい

る状態では、これは農産物として売れない。そこで、バックグラウンドは全部コシヒカリ

にして、抵抗性遺伝子だけが違うような、そういうたくさんの系統をつくってやって、そ

れを混ぜて、圃場にまけば、病気は大発生しないのではないかという発想です。

これが大成功しまして、その導入前と比べて、新潟県の98％をコシヒカリＢＬという新

しい系統が占めているんですけれども、いもち病の発生については、10分の１から100分

の１になっています。それから、農薬の散布については、多発生しないところでは、もう

全く農薬を使いません。多発生するところでは、穂いもちないしは葉いもちのどちらかに

対して、１回だけ散布するというふうになっています。そうすることによって、農薬の使

用量が導入以前の70％以上削減されています。

これは、１つの成功例ですけれども、そういうマルチラインというような方法を使いな

がら、農業生産の中に多様性のあるものを持ち込んでいくというのは、１つのこれからの

大きな方向性ではないかなと思います。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

専門的な観点から説明をいただきました。

それでは、ちょっと話は変わりますが、実際にＩＰＭに取り組まれていらっしゃる農業

者の発表、農林水産省の説明を受けまして、ＩＰＭにより生産された農産物を積極的に購

入したり、取り扱いたいというふうにお考えになっていらっしゃるかどうかということで、

消費者の立場、あと流通業界のお立場からご意見をお伺いしたいと思います。

まず、消費者のお立場から、ＩＰＭで生産された農産物を積極的に購入してみようとい

うことをお考えになるかどうかということで、前場様のほうからよろしくお願いいたしま

す。

○前場早苗氏 積極的にというところがちょっと微妙なんですけれども、昨今、つい 近
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も大変な問題が起きているということから言うと、国産であるとか、より安全、安心であ

るものに対しての消費者のニーズというのは、ますます高まっていくんだろうなと思って

います。

実際、自分が買い物するときにも、これがどこでとられたのかということを確認するの

はもう特別なことではなくて、当たり前なことになっているわけです。

その上で、このものがどう作られているのかというのが売り場でわかれば、それが明確

になっているものを多分選ぶと思います。

ただ、実際、先ほどコスト削減するということが大事なんだと和田さんもおっしゃって

いましたように、じゃあ、いいものだったら幾らでも買うのかと言われると、それは当然

枠があるわけで、そこになぜこのコストがこのくらいかかるのかというようなことが、買

う場所でわかったり、納得がでるような説明があれば、それは一定の額であれば、消費者

は負担ということは仕方がないのかなと思われます。けれども、できることならばそうい

った安心、安全や、本来農業が持っているような力をきちんと生かされたもので、生産者

も消費者も納得ができるなというような値段に設定していただけるともっともっと買いや

すい、要するに高ければたくさんは売れないので、それよりもたくさんの方に利用してい

ただくほうが生産を安定的にしていただいて、供給をしていただくことのメリットになる

のではないかなと感じます。

先ほどからお話を伺っていて、私たちは本当に食べるだけの立場なんですけれども、そ

れを守り育てるということがどんなに大変なのかということを生産者の方のお話を聞くた

びに私たち思っております。ぜひ、そういう生産者の方が、安心して、将来を農業に託せ

るような、そういった施策をぜひお願いしたいなと感じます。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

もう１つ、お伺いしてみたいんですが、本日、農林水産省の説明、お２人の農業者の説

明を受けて、ＩＰＭというものについてご感想などをいただきたいなと思うんですが、よ

ろしいでしょうか。

○前場氏 ＩＰＭというのは今回のお話をいただいて初めて知った言葉です。ＩＢＭです

かと思ったくらいで、ＩＰＭというのは初めてです。

ただ、この間、農産物の産地をいろいろ巡っていく中で、こういった、そもそも昔から

日本にあるような農業をされている方がいらっしゃるということは知っていましたけれど

も、それは全く小さい規模でしていると思っていました。今回こういったことを政策的に



- 30 -

進めたり、これからもっと広げようということについては、大変期待をしたいなと感じて

います。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

それでは、流通のお立場から赤澤様、ＩＰＭにより生産された農産物について、販売、

流通を利用しようと思われるかどうかということについて、ご意見をお伺いしたいのです

が、よろしくお願いいたします。

○赤澤佳世子 おかやまコープの赤澤です。今、皆さんのご心配やご迷惑をおかけしてい

る中国冷凍餃子のことだとか、本当に私たちの組合員さんも国産品をできれば食べたいと

思っているんですね。同じ品質なら安いものを食べたいと思っていますし、同じ価格なら

安全なものを食べたいと思っています。それで、国産品よりも安い中国産のものだとか、

外国産のものよりもちゃんと履歴のわかった国産のものを食べたいと思っているんですけ

れども、そもそも国産品が少なくて価格が割高になるなどの理由で、なかなか取り扱い、

購入まで至らなかったり、そういったことが多々起こっているというのが現状です。

ＩＰＭの今のお話を伺ったり、農政局の方にご説明を受けたりということを経て、やは

りこれは農業者の方なら誰もが知っている、誰もが農業を知る上で、前提となるというよ

うな、そういった安全技術であれば、一番うれしいなと思います。

高齢の生産者の方であっても体に負担が少ない、コストをかけずに農業生産ができる方

法で、それで適正な価格で安全な農作物を提供していただけるということであれば、それ

は積極的に取り扱うということはできるのではないかと思います。

今でもおかやまコープでは産直農産物として、生産者の方がはっきりしているだとか、

栽培の履歴がわかっているものについて産直品として取り扱っています。そういったこと

で、きちんと栽培・肥育方法がわかっている農作物が消費者の方に受け入れられていると

いう実情がございます。このＩＰＭというものを基本的な技術のベースにしていただいて、

農作物をご提供いただけるということであれば、流通業のものとしては非常にありがたい

と思います。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

できれば、ＩＰＭで取り組まれた農作物について買いたい、流通したいというようなご

意見でした。

農林水産省からの説明からもありましたように、有機栽培、特別栽培などいろいろな方

法がある中で、ＩＰＭについては、下支えをする技術なんだ、ツールなんだという説明が
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あったかと思います。

ここで、農林水産省のほうから、今皆様からいただきましたご意見、抱えている課題に

ついて、これから今後どのように進めていくのかということを農林水産省のほうから説明

をしてもらいたいと思います。

○大岡課長補佐 千脇さん、和田さん、徳川さん、赤澤さんを初め、多くの意見をいただ

きましてありがとうございます。

正直に申し上げて、感動といいますか頭の中を洗われたのが、和田さんの 後に出てき

たことで、ＩＰＭを前面に出して、何か商売をしようとかということではなくて、もとも

とは自分たちの農業生産の安全技術として取り入れていた。そういう目線といいますか、

視点を今植物防疫課の担当として少し忘れていたのではないかと、そういう入り方、千脇

さんにもおっしゃっていただきましたけれども、農家の方が納得できないものを上から押

し付けて、ＩＰＭはいいですよ、ＩＰＭはとても安全にいいんですよという、ちょっと媚

びたような言い方を今までしてきた私ども、本来植物防疫の行政というのはそういうもの

ではあってはいけないんですけれども、何かコマーシャル的な、売り込もうとしていると

ころがあったことを今すごく反省しています。

やはり防除の技術というのは基本的に生産農家の方が一番使いやすい形で、そういう理

解というよりも何か取り組んでいただきやすいもの、そういうものに組み替えていかなけ

ればいけないという、その気持ちは忘れてはいないんですが、総合防除、ＩＰＭを推進し

なければいけないという気持ちばかりが進んでいまして、その点、初心というものを忘れ

ていたような反省をしております。

しかしながら、言い訳的になるんですけれども、この総合防除というのは、土佐先生に

もおっしゃっていただいたんですけれども、人間の体にしてみれば、自分の体調管理をす

るということは非常に重要なことで、自分の体調に異変を感じたら、そういったものを感

じて、どういうふうに対処していくのかを自分で考える。これはまさに和田さんや徳川さ

んにもおっしゃっていただきましたけれども、自身のほ場ないし地域の産地の状況を考え

ていただく。それから見ていただくという、経験と知恵というものをもって、これに接し

ていただかないといけないのではないかと。

そのためには、千脇さんもおっしゃっていましたけれども、中核になる指導者の方、農

家の立場になって、そういういろいろな技術を指導していただける方をどうやって育てて

いくのか。育てるという言い方は失礼ですが、育っていただけるのか。
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今日、いらしていただきました徳川さん、和田さんは、まさに地域での中核としての、

生産者でもあるし指導者でもあるから、周りがどんどん広がっていくんだという、まさに

本当にいい見本だと思います。

こういういい見本を持ち帰りまして、私どもの方も、もう一度どうやったら総合防除を

普及していけるのかというのを考え直していきたいと思います。

ちょっと答えになってないかもしれませんけれども、今日の一番大きな収穫だったと思

います。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

農林水産省からも今後また取り組んでいくことについての話がありました。

もう一度、生産者のお２人の方に、実際に取り組まれている中で、非常にこれは本当に

苦労したなという、特に苦労したなという何か過去にご経験されたことについて、今日は

恐らく生産に携わられている方が多くご出席いただいているので、こういったことに非常

に苦労したなという過去のご経験をご紹介いただいて、皆様にお話をしていただきたいな

と思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、徳川様のほうからよろしくお願いいたします。

○徳川氏 一番苦労したといってもあまりないんですが、防蛾灯を設置する場合、私の田

んぼだけではなく、隣近所、数多くの農業者の土地があるわけです。どうしても夜間の光

を利用するので、先ほども言いましたように、他の農作物への影響、水稲でいいますと10

ルックス以上あったら、水稲の開花時期には害が出る可能性があるということになります

と、その光が他のほ場へ行くのをカットしてやらなければいけない。

何かいい方法はないかと思ったんですが、いろいろ考えまして、18リッター缶がありま

すが、これをある面を切りまして、光が他方のほ場へ行かないように、初めて設置したと

きに苦労したのを今思い出しております。

○鈴木情報官補佐 ありがとうございます。

和田様、過去のご経験で非常にご苦労された、これは困ったなというようなことが何か

ございましたら、よろしくお願いいたします。

○和田氏 まず 初に、天敵を入れたときは、一番 初だったので、いろいろなデータが

なく、自分でデータを作っていくしかなかった。失敗例が四、五年続いたんですが、その

中で、技術を確立していったということが１つです。

もう１つ、ＩＰＭを部会全体に広げていく場合に、一番問題であったのは土の問題です。
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私のハウスだったら土壌の縦浸透がいいから湛水処理が十分できるわけですが、私の部会

では３種類の土壌があるわけです。

吉野川の北岸の地下水がものすごい高いところにあり、湛水処理をしたら乾かないわけ

です。そういうところでは湛水処理の技術が使えないし、また、ずっと山手では粘土質の

土壌なんです。

同じ部会内でも３種類の土壌があるので、１つの技術を統一して部会全体に広めていく

というのはなかなか難しいんです。だから、その土壌にあった技術を逆に開発していかな

ければならないということです。そこいら辺がちょっと苦労しました。

○鈴木情報官補佐 ありがとうございます。

お２人に限らず多くの農業者の方、非常にご苦労されて農作物をおつくりになられてい

ると思います。先ほど消費者、流通のお立場から、ぜひ購入したい、できれば生産者の方、

顔が見える農作物について購入したいというお話もございました。

実際に、農作物を生産を普及するお立場という観点から、ぜひ千脇様にお伺いしたいん

ですが、こういった消費者の方々からの要望を受けて、生産者の方がお作りになるものに

ついて顔が見える、農作物の普及という観点で、これからの取組みについて何かお考えな

どはございますでしょうか。

○千脇氏 難しい質問ですね……。もう一回お願いします。

○鈴木情報官補佐 購入する側の立場からすれば、できれば生産する側の顔が見える農作

物について購入したいと多くの国民の皆様が要望していることかと思います。

恐らく千脇様の立場からすると、被害が少ない農業生産物を安定的にお作りになるとい

うお立場でお仕事をされているかと思うんですが、消費者の方からのそういったご要望に

ついて、個人的なご感想で構いませんので、どのように普及していったらいいかと。

○大岡課長補佐 私たちがちょっと伺いたいのは、今、途中でお話がありましたように、

産直のものというのは消費者と生産者の顔がよくわかっているから、買うときの安心感が

あるという話なんですけれども、一般の農産物の例えばテレビなんかでも宣伝しています

けれども、イオンさんは生産履歴を自分たち独自のつくり方としてＩＣタグの中に入れて

店頭で誰がつくったかを見られるようなホップアップをやったりとか、どんな農薬を使っ

ていますとか、履歴を表示したりしているというのがあるんですけれども、でもそんな大

掛かりなことをしていくことが大事なのか。それとも、もともと生産をする段階で、今、

ＪＡさんとかも広く取り組んでいただいているような生産履歴、例えばポジティブリスト
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に対応するために使っている農薬とか使用するものをちゃんと書いていきましょう。要す

るに、細かなことをしていきましょうといっているんですけれども、それを今度は買う側

からすれば、途中でお２人がおっしゃっていましたけれども、情報の提供としてどういう

形でしていくのか。それを作っていく段階で、どういう施策としてそれを考えていらっし

ゃるのかというのを千脇さん個人でもいいし、もし岡山県様のほうで何かそういう施策が

あるのであれば教えていただけないかなということでございます。

○千脇氏 いわゆるＰＲのことですね。今回はＩＰＭですけれども、それに取り組んでい

ることに対するＰＲというのは、産地ごとでやはり違ってくると思います。どういうふう

にＰＲしていくのかというのは、産地で農業者の方と普及指導員、それからＪＡの方との

中で、いろいろ話し合いが行われて、合意形成が行われて、こういう手法でまずＰＲして

いことかいろいろあるかと思います。

あと１つは、岡山県での例を挙げますと、県下有数の産地があるわけです。そこでは化

学合成農薬を減らすということに対して、意識が非常に高い。もう既に県下有数の産地で

すから、プラスアルファのイメージアップで、産地としてさらに前に進んでいくような考

え方じゃないかなと思います。特に、ＰＲについて特段頭をひねっているという感じはな

いと聞いています。

また、今だったらインターネットで個人的に売り込んでいる方もおられるのではと思い

ますし、いろいろ手段はあるのかなと思います。

ちょっと説明が悪くて申しわけありません。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございます。無理な質問をしてしまいまして申しわ

けございません。

○和田氏 北海道から九州まで、どこの産地も、消費者の方に好かれるような産地になろ

うとして、それぞれ多かれ少なかれ、いろいろな取組みをやっているわけです。例えば、

今、ブランドではないから、農薬をかけているとか、そういう産地はほとんどないと思い

ます。どこの産地も、ブランド化したくて、ちょっと高く買っていただきたいというのが

本音ではないかと思っております。

消費者の皆さんにちょっとお願いしたいのは、あまりにも今ブランドに振り回されて、

生産地がブランドにこだわり過ぎて、それを達成しなければならないがために、産地偽装

の問題が起きてみたり、いろいろな偽装が起きてみたりしているのが実情ではなかろうか

と思っています。
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私は考え方が甘いかもしれないんですが、日本国内で産地間競争でブランド化というこ

とでやっても、結局は外国の安い品物に淘汰されていって、あと５年もしたら国産で生産

できる農家が気が付いたらなくなっていたというような状態がこれから起こってくるので

はないかと思います。

今、消費者の皆さんと我々生産者が手を携えて、少しは単価は高いかもしれないですけ

れども、国内の産地を守っていって、少しでも日本の農産物の自給率を上げていく方向に

持っていかないといけない。そうでなければ、金持ちは国内の高い農産物を食べられるけ

れども、一般のサラリーマンとか低所得層の人は外国の危険だといわれているようなもの

を食べていかなければならないという、食料の格差が今度は逆に出てくると思っておりま

す。

ですから、ここに来ている消費者の皆さんだけでも惑わされないでいただきたいと思い

ます。あまりにもブランドに惑わされて、今いろいろな問題が起きていますが、特に端的

にあらわれているのが、牛肉です。

松阪牛と三田牛、佐賀牛、どんだけ味が違うのか。今は、生産技術がものすごく進んで

いて、飼料の与え方までほとんど変わりません。そうしたら、肉質なんかもほとんど変わ

らないわけです。それをブランドになったら、キロが5,000円も6,000円にもなり、やがて

１万もする一方で、かたや1,000円を切るというような、こんな現状なんです。

それだけのブランドの価値が本当にあるのか。消費者の皆さんにそこら辺をもうちょっ

と考えていただきたい。国内の産地では、土に起因して風味というのが出てくるわけで、

ブランドで味がいいとか、高品質だということはないんです。

特に、トマトだったら、夏場だったら北海道産のものが一番おいしいんです。生産量は

少ないんですが、高度800メートル以上の高冷地で、非常に条件は不利な地域なんですけ

れども、逆にそういう気候を逆手にとって、ものすごい品質のいいトマトがとれるわけで

す。そういうところはブランド化できてないんですけれども、ブランドに負けないだけの

高品質なおいしいトマトがとれるわけです。そういうことで、日本全国、北海道から九州

まで、名もない産地でも高品質のものがとれるということを消費者の皆さんに知っていた

だきたい。条件が不利な地域、そういう産地が今消えていっているわけです。

ですから、その産地を育成していくという視点で、消費者の皆さんにもできたらお願い

したいと思います。そうすることによって後継者問題が解消するかもしれません。なぜ後

継者が不足しているかといったら、農業の専業で食べていけないわけです。ですから、私
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なんかはサラリーマン並みの所得を何とかして確保しようとして、コスト削減とか、省力

化して、仕事は忙しいんですが、嫁さんと２人で、雇用者を要れずにサラリーマン並みの

所得を確保しようとしているんです。

今、取り組んでいる生産者の主力は70歳です。もうあと15年はとてもじゃないけれども

続けていけません。だから、これから消えていく産地というのは星の数ほどあります。

ですから、できるだけそういう消えていく産地を育成していくような視点で、消費者の

団体の皆さんも取り組んでいただけたらありがたいなと思っています。

すみません、いらんこと言って……。（拍手）

○鈴木情報官補佐 今、和田様からブランド化に惑わされる消費者の中で、日本国内の需

給率が下がったり、あと農業生産も落ちていくのではないかというご懸念の声をありがと

うございました。

ぜひ、このコメントについて、耳が痛いということが私自身もあるんですが、消費者の

お立場から、ブランド化に惑わされないように食べていくということについて、和田様の

コメントについてのご感想をお聞かせいただきたいんですが、いかがでしょうか。

○前場氏 おっしゃるとおりだと思います。ただ大多数の消費者はそんなブランドのもの

は食べれないんです。実際は、ごく普通に流通しているもので、その中で、できるだけ相

手の顔が見えるものであるとか、そういうものを望んでいるわけで、特別いつもビールを

飲んでいる牛のお肉を食べたいとか、１つ800円もするトマトを食べたいとか、そんなこ

とは消費者は願っているわけではありません。ことさらそのものだけがいいように、コマ

ーシャルをされていることについて、消費者としてはむしろ腹立たしく私たちは思ってい

ます。

当たり前に当たり前のことだというふうに、大変なことを日々努力をしてくださりなが

ら、作ってくださっているものを私たちは適正な価格で手に入れて、それを口にしたいと

思っているだけなんです。

先ほども、産地がどんどんなくなっていくとおっしゃいました。それは消費者としても

大変危惧しているところです。自分が行って、作るわけにはいかないわけです。先ほども

ちょっと雑談の中で、自分がそこへ行ってお手伝いができるのかといったら、多分ただの

お手伝いですらできないような自分がいる中で、あれが食べたいとかこれが食べたいとか、

そんなぜいたくなことを言っているわけではなくて、人として口の中に入れるものは安全

なものが欲しい。いや、むしろ危険でないものを食べたいと思っているだけで、それを守
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ってくださる方たちの数がどんどん減っていくのは、なぜなんだろうと思っています。

小さな農家の方でも、ちゃんと農業で生きていけるようにするためには、もちろん私た

ち消費者の力は必要だと思います。ちゃんとそのことをわかって買う能力というか、情報

量をもって、それを選別する目は必要なんだと思います。でもそれは私たちが買うだけの

努力ではなくて、いろいろな政策であるとか、方針であるとかというところから、小さい

農家も大きい農家もそれぞれ生きていけるようにしていただいて、日本のものを日本の中

で食べたいということをぜひ守っていただきたいなと感じています。

そうした中でできたものを流通を通して、私たちの手元にくれば、一番ありがたいなと

思っています。

特別なものを食べれる方はどんどんお食べになったらよろしいと思っております。私た

ちは、ごく普通に国内でできたものを食べたいなと思っています。特に、この間、輸入食

品に対しての問題がどんどん出てきていますが、それを私たちは生産者のいる国まで行っ

て調べることは決してできません。ただ、国内であれば、もしかしたら何かのときに徳島

に行くことがあるかもしれませんので、広島だったら隣ですから行くことがあるかもしれ

ません。そういう中で、通じ合いながら食べていけたらいいなと思っていますので、それ

はぜひ政策としてみんなが安心して食べ物が食べられるようにお願いしたいなと、今日は

是非それをお願いしたいと思っております。

○鈴木情報官補佐 ありがとうございます。

日本の生産現場のこれからの後継者の問題も農林水産省の仕事の一部と思っております

ので、重々肝に銘じて業務をしていきたいと思っております。

それでは、活発に意見交換をいだいておりますが、このあたりで、会場にご出席してい

らっしゃる方々にもご参加いただいて意見交換を行いたいと思います。

ご発言される方は挙手をお願いいたします。係の者がマイクをお持ちしますので、ご発

言に先立ち、お名前と差し支えなければ所属をよろしくお願いいたします。

また、できるだけ多くの方にご発言いただきたいと思いますので、大変申し訳ありませ

んが、ご質問、ご意見とも約２分程度でお願いしたいと思います。

それでは、ご意見、ご質問等ございましたら挙手をお願いいたします。

○発言者Ａ 広島から参加させていただきましたピーマンをつくる農家です。

大岡さんにちょっとお伺いしたいんですが、資料１の18ページのところに、農薬の使用

回数を減らしたり、天敵昆虫を使用すればＩＰＭなのかというところで、次の段に行った
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ら、作付け前から収穫を通じて、総合的な病害虫対策を実施することが重要ですよといっ

て教えてもらっているんですが、これを具体的にはどういうことをやったら、それに合う

ことなんだというのがちょっとわからんのです。

20番で、下の段で、総合的病害虫の雑草管理ＩＰＭの３つ基本というのがあるんですが、

判断と予防と防除というところで、予防というところで病害虫、雑草の発生しにくい環境

の整備というのが、これはどういうことなのかなと思って、ようわからん、理解できん。

それから、多様な手法による適切な防除、これは適切な防除といったらいつどのように

何をやるのが一番ええのかということなんじゃろうと思うんですが、具体的に何をどうい

うふうにするんかと、ちょっとようわからん。

ここらをもうちょっと掘り下げて教えてもらえれば、帰って役に立つんじゃないかなと

思っておりますんで、よろしくお願いいたします。

○鈴木情報官 具体的な説明で、よろしくお願いいたします。

○大岡課長補佐 説明が十分でなくて申し訳ありませんでした。

まず、一番 初におっしゃっていただいた農薬の使用回数を減らしたり、天敵昆虫を使

用すればＩＰＭなのかというのは、ＩＰＭという考え方がすごく広いんですね。個人によ

って、要するに１つの目標があって、この目標を達成すればいいという、全体の目標値と

いうのがないもんですから、例えば10回、今まで農薬をまいていたのを１つの害虫だけに

注目して、２回農薬をまく回数を減らした。考え方が問題なので、これもＩＰＭなんです。

ＩＰＭというのは、必ずしもやることだけがすべてのものではなくて、それをやろうと

いうその気持ちや考え方がすごく大事なので、なかなかこれは抽象的なことがあって申し

訳ありません。

だから、今特別栽培とかエコファーマーで、農薬の使用量を30％削減とか50％削減とい

うのは、あくまでもその数字が先にあって、その数字にどういうことをやっていけばいい

んでしょうかというのを組み入れていると思います。

だから、この形になってしまったんですけれども、そのあとで、作付け前から収穫を通

じてどんなことをやればいいかという、この細かなことなんですけれども、これも今ここ

で申し上げると２時間ぐらいしゃべらせいただいてもいいのかと思うんですけれども、作

物と作型とか、それからそのものをつくる中で収量を減らす病害虫は何かということを考

えていくことがすごく大事なことだと思います。

今おっしゃっていただいたその後の予防措置ということを具体的に何をすればいいの
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か。例えば、今日、和田さんがおっしゃいましたけれども、トマトのミニハウスを和田さ

んがつくられたときに、青枯病という病気になりやすい。なぜそれが出やすいかというと、

気温が上がると出やすいからで、紙マルチを敷いて地温を下げる。

こういう具体的なものというのは、数多くあります。もし、よろしければ、どういう作

物をやろうとしていて、どんなものが問題かということがあれば、私でよければお話を伺

いますし、あとこの中にも、千脇さんも土佐先生もそうですけれども、素晴らしい専門家

の方がたくさんいらっしゃいますので、地域の例えば病害虫防止の方をご紹介したりとか、

営農の指導の方をご紹介差し上げますので、一緒になってお話をさせていただければと思

います。

ここで細かなことを申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、今徳島県の和田さ

んが取り組まれているように、例えば今例を出すと、そういう資材を使って、病害が発生

しにくい環境をつくるというのが１つだと思います。

あと実際に防除するということになったときに、例えば病院に行かれて、かぜ薬を飲む

ときにアレルギーの体質がありますかと聞かれますが、そのときにアレルギーの体質があ

るならこの薬がいいですよとか、いろいろな薬の出方があると思います。そういうものを

本当に難しい話かもしれませんけれども、ご自身がいわば医者になって、自分のほ場や自

分の畑を見ていただいて、何をやればいいのかということを考えていただくことが、ＩＰ

Ｍだと、ちょっといい答えではないんですけれども、そう思います。

もし今日来て、せっかく技術的なことを聞こうと思われるんでしたら、あとで私どもの

方に申し出ていただければ、時間も少しありますので、お話をさせていただきたいと思い

ます。よろしいでしょうか。

○鈴木情報官補佐 土佐先生、千脇さま、今の件について何か補足はございますか。それ

とも後ほどということでよろしいでしょうか。

では、土佐先生、よろしくお願いいたします。

○土佐氏 18番の資料の、ＩＰＭとは何かというところにかかわることなんですが、その

ことに対する直接的な答えではないですが、これまで有機農産物、それから無農薬、減農

薬、それが特栽とまとめられましたけれども、無農薬農産物を求める潮流にあったときに、

それはともすればものすごく極端に行くことがあったんですね。

例えば、テレビでアナウンサーが市場に行って、あるいは生産現場に行って、こちらに

農薬のかかったきれいなキャベツがあります。こちらは農薬がかかってない虫食いだらけ
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のキャベツがあります。さあ、どう考えますか。虫食いだらけの方、これは虫が食うほど

安全なんです。それから、そうではないきれいな方は、虫が食わないほど危険な農薬がか

かっているんですねという言い方をしたりします。

そう言われると、我慢してでも虫食いだらけの方を食べなければならないかというふう

に、その報道を聞いた者は思ってしまったりします。

そういうふうに例えば虫がつくとか、そういうことが安全性の証明であるかのような、

極端に走るという傾向があったと思います。

その流れの中では、病害虫防除は農薬を減らせばいいんだということしかなくて、病害

虫防除というのは絶対必要なんだという考え方が抜けていたように思います。

だけど、考えてみると、農薬なしで、そこに病虫害にやられた作物があるときに、これ

は気持ち悪さを百歩譲ったとしても、本当に安全なのかという問題があるんです。これは

すごく危険な食品なんです。

病原菌が植物をやっつけようとします。それから、害虫がアタックしようとします。そ

うするとそれに対して、植物は対抗しようとして、いろいろな危険な物質をいっぱいつく

るんですね。それは大体哺乳類に対しても危険性があるんですね。１つの有名な例は、こ

れは戦時中なんですけれども、台湾で、食料難の時代ですから、サツマイモをつくりまし

た。ところが、それに黒斑病という病気が大発生したんですね。人間がそれを食べようと

したんですけれども、ガリッと食べたらもう苦くて食べられないんです。だけれども、捨

てるのは惜しいということで、それを無理やり牛に食べさせたんです。そうしたら、牛が

死んでしまったんです。

サツマイモの中に、病原菌が感染したことによって、そんな毒性のあるものができてい

たんですね。

別に、サツマイモは、牛を殺そうとしてそれをつくったわけではなくて、病原菌が来た

ものだから、病原菌に対抗しようと一生懸命つくったわけですね。それが哺乳類にもそう

いう害があるということがあるわけです。

ですから、病虫害にやられた、そういう食品というのは危険です。ということを考える

と、無農薬であれば病害虫にやられていてもいいという、そういう潮流は何とかしなくて

はいけないと思います。

ＩＰＭという考え方は、そこには大前提として病虫害は防除しないといけないというの

があります。そこがこれまでの潮流と大きく異なるところではないかなと私は思います。
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○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

○和田氏 農家の観点から、今の方のちょっと、農家で実際に実践する場合に、わかりや

すい例をちょっと説明させていただきますと、ピーマン農家とおっしゃっているので、一

番農薬を削減しようと思ったら、問題になるのはスリップスの害ではなかろうかと思うん

ですがどうでしょうか。

大体スリップスの害だと思うんですよ。高知県のピーマン農家なんかは山に行って、天

敵を取ってくるんです。カメムシです。そういうものを取ってきて、ハウスの中に放すわ

けです。

それから、また市販の天敵類もあります。そういうものを上手に組み合わせて、選択性

の農薬と組み合わせてやると、割と散布回数が減ってきます。

それと病害虫、病気のほうを減らすという現場での実際的な問題とすれば、やはりピー

マンもトマトも同じだろうと思うんですが、しっかり土づくりをやって、根のはりをよく

してやれば、受精もずっと終盤まで保てて、病気も出にくいと思います。

やはりそういう技術を組み合わせることが、ＩＰＭではなかろうかと思っております。

現場ではそういうことをやっていると思います。

○鈴木情報官補佐 どうもありがとうございました。

今のご説明でよろしいでしょうか。あとはまた帰りにお尋ねいただければと思います。

その他何かございますでしょうか。

○ナガオ 私、ナガオと申します。岡山市内で臨時職員をやっている人間なんですけれど

も、今、和田さんのＩＰＭというのが単に農薬を削減するだけではなくて、もっと全体的

な意味で、土づくりとか、そういうところまで含めて考えるんだという発言に触発されて

発言させていただきました。

今回、ＩＰＭに参加するに当たって、いろいろ皆さんのお話を聞いている中で、一番私

が気にかかっているのは、ＩＰＭをやって味がどう変わるのかということをずっと考えて

いたんです。

農薬は使わなくなったけれども、代わりに肥料も従来どおりのものなのか。それとも農

薬の散布とか氷山の表面に出た労力は一見減るけれども、水面下の目に見えない労働力は

どうなるのか。手間隙ですね。全体の手間隙がどうなるのか。その空いた手間隙で土づく

りとか、たい肥づくりとか、そういう余裕が生まれるのか。生まれた上で、本当においし

いものが減農薬でつくれるのかどうか。
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これからは気候変動で、今までの経験とか勘だけでは作物が作れなくなってくる危険性

がすごく増えてきます。今までつくっていたものが、北上してきた外来種によって、あっ

という間に全滅してしまうようなリスクだって極論としてあるわけです。

そういう中で、日本全体の害虫状況をリサーチして、必要に応じて手を打とうという農

水省の今回のシステムは非常に重要だと思います。

話がちょっと幾つか飛びましたけれども、私が知りたいのは、水面下の労力。全体の手

間隙とＩＰＭ、どう変わるのかということが知りたいんですが。

○鈴木情報官補佐 よろしくお願いします。

○和田氏 今の質問なんですけれども、結局いくらいいことを言ったって、やっぱりやり

にくいとか労力がかかって、コストがかかるようでは、絶対に普及しないと思います。

私が思っているＩＰＭというのは、病害虫とか、生産量、これはすべて従来以上のレベ

ルになることを考えて、より有効な防除手段はないかとか、より有効な病気の防除方法は

ないかとか、そういうことを検討を重ねて、一番よい方法がＩＰＭだと思っております。

ですから、それによって労力が増えるとか、コストがかかって、儲けにならないという

んだったら、絶対に長続きしないし、消費者に向かってこんだけ安全ですよと、生産者の

ほうが先に倒れてしまいます。絶対に何かメリットがあるから続けられるんであって、私

は今データを持ってないので、ちょっと簡単に私の経営内容から言いますと、大体慣行栽

培の倍ぐらいの天敵導入のコストになっています。

実際に、ぎりぎりのところを狙っていけば、もうちょっとコストが下がるんですが、い

っぺん農薬をやろうと思ったら、大体準備から入れたら、２人で４時間だから、８時間の

労力がかかるわけです。

だから、その労力が嫌だから、８時間の労力で例えば１万円、その１万円の労力を削減

するのに１万円の天敵の増加のコストであればトントンなんですよね。

ところが、いったん害虫が増えてきて、農薬で防除するようになって、ちょっと害虫が

増えすぎた場合には、オンシツコナジラミなんかだったら、今はもう抵抗性ができていま

すから、ニコチノイド系の農薬を使っても効かないような事態が今起こっているわけです。

だから、防除回数がものすごく増えてくるわけです。

ところが、天敵と選択性の農薬をうまいこと組み合わせれば、私なんかだったら、４月

から防除は３カ月ぐらい殺菌剤をやらなかったら、一番に出てくるのがウドンコ病なんで

す。だから、どうしてもいっぺんぐらいはウドンコ病の予防として入れておかなければな
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らないから、やっぱり４月後半ぐらいには農薬を散布するわけです。

それと殺虫剤を３月ぐらいから使わないわけです。そうしたら、年によったら、５月の

後半ぐらいだったら、サビダニが出てくるわけです。サビダニが出てきても、そのまま放

っておいたらもう１カ月ぐらいで枯れてしまうわけです。

ですから、どうしても出てきた場合には、選択性の殺虫剤で、大体終盤まで持ちこたえ

るように、害のない程度まで落とすわけです。

だから、私が大体うまくいけば、長期促成の年一作型で９月上旬定植で６月下旬まで収

穫する作型で、大体８回ぐらいの散布回数でいけるような状態になっています。

ですから、30万ぐらいの経費をかけても十分。

大体、農家って目先のコストは言うんですけれども、自分の労力のコストはあまり言わ

ないので。

○―― ……余力は生まれますか。

○和田氏 はい。実は、土づくりを十分にしていれば、私の場合は、別に土づくりの上に、

もう一つ積極的に有用微生物をコメヌカのボカシの形で追加投入しているわけです。そう

すると、たい肥の分解も早いし、アンモニアガスの害も出てこないわけです。

窒素過剰にもなりにくいし、味もよくなってくるわけです。そうして、普通、塩類集積

なんかが起こっておりましたら、追肥をどんどんいかないといけないわけですが、ところ

が土づくりがきちんとできて、ミミズとかいろいろな昆虫類が多く畑の中にいますと、虫

が畑を耕してくれるわけです。そうしたら、十分冬場炭酸ガスを補給してやらなくても、

虫が供給してくれるわけです。そうすることによって、肥料も追肥の量も減ってくるわけ

です。そうすることによって、コストは相当削減できて、大体私の土づくりは６月下旬に

もうやめてしまうわけです。そうすると普通の慣行栽培の人だったら、７月の上旬か中旬

ぐらいまで引っ張るわけです。そうすると土づくりの期間があまりないわけです。

○大岡課長補佐 和田さんが今おっしゃっていただいているのは、病害虫の防除だけでつ

くっていくのではなくて、要するに土づくりをやって、植物をちゃんとすると病害虫の防

除の回数も減るから、総合的に相乗的に減っていくことが可能ですよということを、多分

おっしゃっているんだと思いますので、そういうことですね。

○和田氏 土づくりの労力が出てこないのかというわけですが、結局収穫時間が短いにし

ても、収量は普通で、たくさん取れたら問題ないわけですよね。土づくりの期間というも

のは。
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普通だったら、大体、半月ぐらい長いこと収穫するんですけれども、私はもう６月の中

旬か下旬ぐらいでもう切り上げてしまうわけです。そうすると体も助かるし……。

○鈴木情報官補佐 和田さん、どうもありがとうございました。

４．閉会

○鈴木情報官補佐 活発にご発言いただいているんですが、そろそろ予定の時間も迫って

おります。本日は、ＩＰＭに関するフォーラムということで大勢の皆様にご出席いただき

ました。

後に、ＩＰＭの推進に取り組んでおります農林水産省から、手短にお話をして終わり

たいと思います。

○大岡課長補佐 今日は、皆様、ありがとうございました。それから、パネリストの皆様、

ありがとうございました。それから、ご質問いただきました、ご拝聴いただきました会場

の皆様ありがとうございました。

皆様のご意見にありましたように、総合防除、ＩＰＭを普段の防除の技術として取り入

れていけるような施策を、私どものほうも考えていきたいと思います。

環境保全型農業、今ご質問がありましたけれども、全体としての防除、生産の中での防

除をどう考えるのか。これは、今環境保全型農業を推進して10年がたちました。今、その

環境保全型農業も回数とか目標値だけをやるのではなくて、その中身をもう一回見直そう

ということで、今見直しが始まっています。

その中で私たちも病害虫防除、ＩＰＭという考え方を導入していただく。それから、土

づくりを大事にしていく。そういう総合的な相乗的なものを今進めるために、今までは本

当にお恥ずかしいんですが、縦割り的な行事をやっていましたが、そういう検討会にも参

加させていただきながら、よりよいものをつくろうと今努力をしております。皆様の今日

のようなご意見、それからこういうふうにしたほうがいいよというアドバイスなどもいた

だきながら、進めていきたいと思っております。

本当に今日はどうもありがとうございます。

○鈴木情報官補佐 それでは、以上をもちまして、環境に配慮した病害虫の防ぎ方、総合

的病害虫・雑草管理に関するフォーラムを閉会いたします。

長時間にわたり、どうもありがとうございました。（拍手）
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お帰りの際に、アンケートを回収いたしますので、ぜひともご協力よろしくお願いいた

します。


