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病害虫防除

病原体に好適な条件下では爆発的に増殖すること

から単一の防除手段では効果が上がり難い。特に

土壌伝染性の病害や細菌による病害は、防除対象

となる病原体が土壌中に存在するため、薬剤が効

きにくい。そのため、1)～4)を組み合わせた防除

が必要である。

(3)薬剤のローテーション散布の考え方

野菜類で一般的に発生が多いのはうどんこ病や

灰色かび病である。特にトマトやキュウリといっ

た栽培期間が長い作物では薬剤の散布回数が多く、

同一系統の薬剤の複数回散布もあり得る。ところ

がベンズイミダゾール系、EBI、抗生物質等のそ

れぞれ同一系統の薬剤を連続使用すると上記の病

害に対して薬剤が効きにくい状態が生じる。これ

は耐性菌が出現したと考えられ、異なる薬剤の使

用が必要になる。このため、耐性菌を出現させな

いためにも異なる系統の薬剤を交互に散布（ロー

テーション散布）し、仮に耐性菌が生じた場合に

は効きが悪くなった薬剤の使用を控えなければな

らない。また、うどんこ病や灰色かび病以外にも

耐性菌の出現が報告されていない他の病害に対し

てもローテーション散布の考え方は薬剤による防

除の基本である。

4)近年注目を集める土壌消毒技術

これまで臭化メチルは、土壌くん蒸剤として野

菜や花き栽培で広く利用されてきた。本剤は処理

が簡便であり、低温時でも使用でき、低コストで

除草効果も高い。しかし、臭化メチルがオゾン層

の破壊に関与する物質の一つとして位置づけられ

たため、2005年よりごく一部の不可欠用途を除い

てその使用が禁止されている。

現在、臭化メチルの代替技術としてはクロルピ

クリン、D－Dとクロルピクリンの混合剤、カーバ

ムやダゾメット剤等の薬剤の他、熱処理、太陽熱

処理、接ぎ木、抵抗性品種の利用等が挙げられる。

ここでは、県内で特に普及が拡大しつつあるク

ロルピクリン、太陽熱処理、熱処理（蒸気・熱水）、

（土壌還元消毒）による土壌消毒を紹介する。

①クロルピクリン液剤による土壌消毒

土壌消毒剤の中で最も効果が安定し（表１）、適

用作物の範囲も広いため、県内ではトマト、ホウ

レンソウ、メロン等で導入されている。これまで

病害防除

1)種子（種苗）伝染性病害

主な種子伝染性病害はうり類の炭疽病・つる割

病、トマトのかいよう病・萎凋病が挙げられるが、

ばれいしょの疫病やそうか病といった種いもで伝

染する場合やいちごの萎黄病のようにランナー苗で

伝染する場合もある。消毒済み種子を購入するか、

種子消毒を行う。また、種いもは健全なものを植え

付けるか、植え付け前に薬剤による消毒を行う。

2)空気伝染性病害

灰色かび病、うどんこ病をはじめ多くのカビは

胞子が風雨によって飛散する。胞子の形成・飛

散・感染は気温や湿度等の環境条件に左右される。

3)土壌伝染性病害

土壌中の病原菌によって引き起こされる。本県

の主な土壌伝染性の病害としてなす科野菜類の青

枯病やホウレンソウの萎凋病、イチゴの萎黄病が

挙げられる。病原菌は農業機械や作業靴によって

他のほ場に移動するが、疫病菌や根こぶ病菌の遊

走子は水中を泳いで植物体に感染する。土壌中の

病原菌は連作や罹病残さのすき込みによって増加

し、病害が激発する。

(2)防除

1)化学的防除法

・化学農薬を利用した種子消毒、土壌消毒、地上

部薬剤散布、くん煙・くん蒸、塗布等の防除

2)物理的防除法及び耕種的防除法

・雨よけや防風ネット、換気扇を利用した気象環

境制御、抵抗性品種の利用、輪作等による防除

・太陽熱消毒、蒸気消毒、熱水消毒等、熱による

土壌の消毒

3)生物的防除法

・対抗植物、拮抗微生物等利用による防除

4)ほ場衛生

・作物残さ処理、種子消毒、無病苗育成、農機具

や資材・履き物の洗浄

5)総合防除

一般に病害を防除するために1)～4)のいずれか

の方法がとられるが、病害に罹った野菜を治癒す

ることは困難であり、大部分が予防的な手段であ

る。それぞれの野菜を侵す病原体の種類が多く、
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クロルピクリンは、その刺激臭や催涙性から使用

者への負担が大きかったが、近年市販されている

処理機はクロルピクリンの液垂れ防止装置が装備

されており、利便性が格段に向上している（図－

１）。なお、使用にあたっては県の農作物病害虫・

雑草防除基準を参照されたい。

②熱処理

太陽熱消毒は夏季に土壌表面を透明なポリフィル

ムで被覆し、太陽熱で土壌を消毒する。県内では７

月中旬に消毒を開始し、最高気温30℃以上、最低

気温20℃以上の日の積算日数が９日以上得られる

まで消毒を行う。この消毒法は10cm以下の深さで

は効果が低下することからホウレンソウ等根域が浅

い作物で適用される。一方、土壌還元消毒は太陽熱

消毒よりも低い温度条件でより短期間で消毒が可能

である。この消毒法は土壌にフスマや米ぬかといっ

た易分解性の有機物を投入し、十分な水分と30℃

以上の地温を与えることで土壌を還元状態にして殺

菌する技術である（図２）。県内ではホウレンソウの

萎凋病対策で導入されている（表２）。

熱を利用した土壌消毒の一つに高温の熱水や蒸

気で地温を上げて消毒する方法がある。薬剤と比

較して環境に影響の少ない消毒法であるが、専用

ボイラーが高価であることや、高冷地では地温が

上昇しにくいこと、センチュウ類に対して効果が

劣る事例が認められているので注意が必要である。

蒸気消毒は花き類やホウレンソウで導入されてお

り、普及が拡大している。一方、熱水土壌消毒は

仙北地域でホウレンソウに対して試験的に導入さ

れたが（表３）、試験事例はまだ少なく現地導入に

際しては検討がさらに必要である。

図１　クロルピクリンの注入作業

図２　土壌還元消毒法の手順

表１　クロルピクリンによるトマト青枯病防除効果（秋田市雄和）

表２　土壌還元消毒によるホウレンソウ萎凋病防除効果（秋田市雄和）

2002

表３　熱水土壌消毒によるホウレンソウ萎凋病防除効果（仙北市）



して拡がり、ウイルスごとに媒介する生物が決ま

っている。媒介生物のうち最も重要な生物は昆虫

である。また、菌類や線虫は土壌中に生息してい

るため、広い意味での土壌伝染と考えて良い。こ

の一例としてOlpidium属菌に媒介されるメロンえ

そ斑点ウイルス（MNSV）がある。

昆虫による媒介の方法には非永続性伝染と永続

性伝染の2つの型がある。アブラムシによる伝搬の

大部分は非永続性伝染である。この場合、アブラ

ムシが罹病植物を吸汁すると直ちにウイルス媒介

能力を獲得するが、媒介能力は短時間で消失し、

あらためて罹病植物を吸汁しないとウイルス媒介

能力は獲得できない。また、脱皮によっても能力

は消失する。ウンカ、ヨコバイ類などによる伝染

は永続性伝染である。媒介虫がウイルス媒介能力

を獲得するには1～24時間必要であるが、一度保

毒すると、潜伏期間の後、長期間ウイルスを媒介

するようになる。この中には、イネ萎縮ウイルス

（RDV）を媒介するツマグロヨコバイのように卵を

通じてウイルスが次世代に伝染する型もある。

TSWVの媒介者であるアザミウマや、関東以西で

問題になっているトマト黄化葉巻ウイルス

（TYLCV）を媒介するコナジラミも永続性伝染と

考えられる。

③罹病植物との接触による場合（汁液、接ぎ木）。

汁液伝染は、ウイルスを含む液が摩擦等により生

じた傷から侵入することにより行われる。この方

法には、葉と葉の接触、摘心等の農作業などがあ

る。感染性の高いトマトモザイクウイルス

（ToMV）などでは特に容易に感染が起こる。また、

ToMVやペッパーマイルドモットルウイルス

（PMMoV）などでは土壌中にある罹病残さに根が

接触することで感染が起こり、この場合も土壌伝

染と考えることができる。

□病徴
ウイルス病の防除対策を立てるには最初に的確

な診断が必要である。現場ではまずウイルス病で

あるかどうかを病徴から判断することになる。ウ

イルス病に特徴的な病徴を以下に記すが、温度、

植物体の状態、品種、感染時期により症状の程度

に差があり、病徴が現れない（マスキング）こと

もある。また、生理障害でもウイルス病と酷似し

た症状を呈することがあるので、発生状況などか

ら総合的に判断する必要がある。

モザイク：最も一般的な病徴で、部分的な退緑

ウイルス、ウイロイド

□諸性質
ウイルスは自然界で多数存在しているが、その

うち植物に感染するものは900種あまり知られて

いる。ウイルスは核酸と、それを包む外被タンパ

ク質から構成され、トマト黄化えそウイルス

（TSWV）のように、さらに外膜を持つものもある。

また、非常に小さいため光学顕微鏡では見ること

ができず、生きた細胞の機能を利用して増殖する。

このことが治療薬（増殖阻害剤）の開発を非常に

困難にしている。

ウイルスが感染できる植物の種類（宿主範囲）

はウイルスによって異なっており、宿主範囲の狭

いものから広いものまで多様である。後者の代表

的なウイルスはキュウリモザイクウイルス（CMV）

で、約350種類の植物に感染する。また、植物体

に複数のウイルスが感染することもしばしば見ら

れ（重複感染）、それぞれのウイルスが単独に感染

した場合よりも症状が激しくなることもある。そ

の一例として、県内のキュウリではCMVとカボチ

ャモザイクウイルス（WMV）の重複感染が普通に

みられ、高温小雨の年にはズッキーニ黄斑モザイ

クウイルス（ZYMV）の重複感染も起こり奇形果

が問題になる。

ウイロイドは裸の極めて小さい核酸（外被タン

パク質を持たない）である。宿主植物の種類は少

なく野菜栽培における重要性は低いが、キクわい

化ウイロイド（CSVd）は秋田県でもキク生産の

大きな障害になっている。

□伝染方法
ウイルスは自分で植物体に侵入できないので伝染

は他動的に行われ、伝染方法は大きく3種類に分類

される。また、どの伝染方法をとるかはウイルスに

より異なり（表４）、それをよく知ることは防除の基

本となる。

①罹病した親植物から次代の植物に伝染する場

合（種子、栄養繁殖器官、挿し木）。ほとんどのウ

イルスは種子伝染しないが、マメ科に発生するウ

イルスでは認められる。球根、塊茎、挿し木、株

分けなどにより種苗生産が行われる作物の場合、

栄養繁殖による伝染の重要度が非常に高く、種苗

の移動により遠くに運ばれる場合も多い。

②昆虫、線虫、菌類等により媒介される場合。

かなり多くのウイルスがアブラムシ等の生物を介
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により緑色の濃いところと薄いところ（黄化に至

ることもある）が混じり合った症状になる。展

開中の新葉で顕著なことが多い。濃淡の境界が

不明瞭な場合は退緑斑紋と呼ばれる。

えそ：細胞・組織が壊死することで現れる症状。

一般に、葉、茎に茶褐色の病斑が形成される。

輪紋：同心円状の輪ができる症状。

萎縮、わい化：株全体の生育が抑制される症状。

奇形：植物の形が異常になる症状で、主として

葉に発生する。縮葉、糸葉、葉巻など。

一般に、病徴から病原ウイルスを特定すること

は難しい。診断、同定は電子顕微鏡観察、生物検

定、抗体検定、遺伝子診断を組み合わせて行うため

繁雑であるが、最近、RIPA法と呼ばれる非常に簡

易な抗体検定法が実用化され、一部のウイルス病は

現場で短時間に診断することが可能になっている。

□防除対策
ウイルスによる病害は、発生を見てからの防除

では一般的に遅いので、予防に重点をおく必要が

ある。まず、ウイルスフリー等の健全種苗や抵抗

性品種を用いる。ウイルス伝染源となるおそれが

ある罹病残さやほ場周辺の雑草を除去するなどほ

場衛生に努め、土壌伝染性ウイルスの場合、土壌

pHの矯正、土壌消毒や輪作体系を組むことによっ

て、媒介生物の密度低下を図る。また、薬剤防除だけ

でなく、障壁作物や寒冷紗等被覆物を利用して媒

介昆虫の飛来を阻止すること等も重要である。ウ

イルス病が発生した場合には、伝染源になる罹病

作物を除去すると共に、病原ウイルスの伝染方法

を基に、媒介昆虫の薬剤防除等、病気の拡大を抑え

る適切な対策を講じる。当該ウイルス病の感染が

複数の作物に関係している場合は、関係する作物

全体を対象にした総合的な防除対策が必要である。

表４　秋田県のトマトに発生する主なウイルス病とその病原ウイルス、伝染方法

害虫防除

□１　野菜を加害する様々な害虫
野菜は品目が多く栽培様式も多岐にわたるた

め、害虫の種類やその発生時期も多様である。栽

培する作物に、いつ頃どんな種類の害虫が発生す

るのか知っておくことが、被害を低減する第一歩

となる。ほ場内での発生状況を調査して早期発見

に努め、必要な対策を講じることが基本となるが、

近年は微小な害虫が問題になる場合も多く、発生

の確認は難しい場合もある。また、多くの侵入害

虫をはじめ、薬剤に対する抵抗性を発達させてい

る害虫も多く、防除手段の選択は重要である。こ

こでは、県内で発生する代表的な害虫を紹介する。

(１）鱗翅目害虫

ネキリムシ類は地中で生活するヤガ科の幼虫で

ある。作物やほ場周辺の雑草に産卵し、ふ化した

幼虫が作物を加害する。発芽後あるいは移植後に、

若齢幼虫は生長点付近を食害し、中齢以降は茎葉

を切断して地中に引き込み食害する。発生する種

はカブラヤガとタマナヤガで、カブラヤガは幼虫

越冬して年３回発生する。一方、タマナヤガは越

冬できず南方から飛来するため、沿岸部で発生が

多い。飛来量が多いと多発する。

ヨトウガやシロイチモジヨトウ、ハスモンヨト

ウなどのヤガ類幼虫は、多くの野菜の茎葉を食害

する。若齢幼虫は葉裏などで集団生活することが

多いが、中～老齢になると分散して日中は地中な

どに潜み、夜間に作物を暴食する。

タバコガ類は果実や新芽を好み、加害部には穴

をあけて食入するため経済的な打撃が非常に大き

い。近年特に問題となっているオオタバコガは、

トマトをはじめとするナス科野菜やオクラなど多

くの作物で発生する。一方、ピーマンではタバコ

ガが発生する場合が多い。

コナガはアブラナ科野菜に特異的に発生する小

型の蛾で、成長が極めて早く被害は一気に拡大す

る。県内での越冬は不可能であり、春に南方の越

冬地から飛来する。葉裏から円形または不整形に

葉肉だけを食害し表皮を残す。薬剤抵抗性が発達
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していることから防除薬剤の選択は重要となる。

アブラナ科野菜ではモンシロチョウの幼虫（アオ

ムシ）も多く発生する。

ウリ科野菜を食害するウリノメイガは県内で越

冬することが出来ず、通常は夏に発生が多い。若

齢幼虫は葉裏から葉脈を残して食害する。背面に

２本の白線が現れる中齢幼虫以降になると、葉を

綴って中に潜むようになる。

（２）半翅目害虫

アブラムシ類による被害には、吸汁による樹勢

の低下などの直接的な被害のほかに、ウイルス病

の媒介などの間接的被害がある。野菜類に発生す

る種は数多いが、特にワタアブラムシとモモアカ

アブラムシは寄主範囲が広く問題となることが多

い。薬剤抵抗性が発達しやすいため、異なる系統

の薬剤をローテーションして使用する必要がある。

オンシツコナジラミは盛夏にトマトやキュウリ

の施設で発生が多い。多発した場合には吸汁によ

る樹勢の低下に加え、すす病が発生して果実の品

質を落とす場合がある。育苗施設からの持ち込み

に注意して早期発見、防除に努める必要がある。

（３）アザミウマ類

県内では主に３種のアザミウマが問題となるが、

いずれも寄主範囲が広く加害作物も多い。ヒラズ

ハナアザミウマはトマトで特に被害が大きく、産

卵痕が白ぶくれ症の原因となり品質を低下させる。

ミカンキイロアザミウマは近年被害が拡大してお

りイチゴや食用ギクで特に被害が大きい。薬剤抵

抗性が発達しているため防除薬剤の選択には注意

が必要である。また、トマト、ピーマンではウイ

ルス病（ＴＳＷＶ）を媒介するため、少発生でも被

害が大きくなる場合がある。ネギアザミウマはネ

ギで最も重要な害虫で、食害痕がカスリ状となり

品質を低下させる。盛夏に爆発的に個体数が増え

防除が手遅れになるため、発生初期の徹底防除が

重要である。

（４）ハモグリバエ類

幼虫が葉肉内を蛇行しながら食害するため、葉

には不規則な白いすじ模様ができる。西南地方で

はトマトハモグリバエやマメハモグリバエの発生

が問題となっているが、県内でトマトに発生する

ハモグリバエは、ナスハモグリバエの場合が多い。

ナモグリバエは春と秋に発生して多くの作物を加

害する。サヤエンドウでは特に春まき作型で発生

が多く、多発すると莢の付きが悪くなり稔実不良

となる。ネギハモグリバエはネギ類で特異的に発

生し、多発すると品質が著しく低下する。概して

盛夏期には発生が少ない。

（５）甲虫類

ジュウシホシクビナガハムシはアスパラガスで

問題となり、アスパラハムシとも呼ばれる。成虫

は春の萌芽期に飛来し、その後は成虫と幼虫が萌

芽する茎葉を長期にわたって加害する。加害され

た茎葉は傷ついて曲がるため商品価値が無くなる。

オオニジュウヤホシテントウは大型のテントウ

ムシであり、成虫と幼虫がナス科野菜の葉を葉裏

から表皮を残して網目状に食害する。

キスジノミハムシはアブラナ科で問題となる。

成虫は葉に小孔を無数にあけ、これが裂孔となっ

て枯死する場合もある。幼虫は地中で根部を食害

するため、特にダイコンやカブでは被害が大きく

商品価値が失われる。

（６）ハダニ類

県内で野菜類に発生するハダニ類で代表的な種

はナミハダニとカンザワハダニであり、両種が混

発する場合もある。様々な作物を加害するが、特

に被害が多いのはナス科やウリ科、いちごなどで

ある。主に葉裏に寄生して吸汁するが、被害は下

葉から徐々に上葉に広がり、激発するとクモの巣

状の糸を張る。高温、乾燥を好むため夏季の施設

内では特に発生が多くなる。薬剤抵抗性が発達し

やすいため、異なる系統の薬剤をローテーション

して使用する必要がある。

（７）その他のダニ類

ナスではチャノホコリダニが問題となる。新葉部

に好んで寄生し、生育を阻害する。また、果実では

加害部位がサメ肌状の被害となり品質が低下する。

ホウレンソウでは近年ホウレンソウケナガコナ

ダニが問題となっている。施設栽培でのみ発生し、

特に連作ほ場では多発する場合がある。被害株で

は展開葉に丸い穴があいたり変形するなど品質が

著しく低下する。高温にやや弱いため、春と秋に

被害が多くなる。

ネダニはネギやタマネギの根部や地下部に寄生

する。食害を受けた部分は腐敗し、根張りが悪くな

りため地上部の生育も悪くなる。砂地や砂壌土で

多い。

（８）センチュウ類

センチュウ（線虫）は成虫の体長が1mm前後と微

小な害虫である。県内で問題となる代表的なセン

チュウはネコブセンチュウ類とネグサレセンチュ

ウ類で、寄主範囲も広く様々な作物で被害が出る。



25病害虫防除

ネコブセンチュウ類が根に侵入すると、根の組織

が肥大して瘤を形成する。雌成虫は瘤の中で成熟

し、根外に卵塊を産んで増殖する。瘤の形成が激

しくなると養分の吸収が阻害され、地上部には生

育不良や萎凋の症状が現れる。ネグサレセンチュ

ウ類の成虫は根内に侵入して産卵する。ふ化した

幼虫が根の養分を吸収するため、細根が褐変・腐

敗して養分の吸収が阻害され、地上部には生育不

良や萎凋の症状が現れる。いずれも土壌害虫であ

るために防除が難しく、各種土壌消毒の実施が必

要となる。

□２　害虫の防除法
害虫防除において化学農薬は最も基本的な手段

であり、現在でも安定生産と品質向上に多大なる

貢献をしている。しかし、化学農薬を乱用してき

た歴史は害虫の薬剤感受性の低下を招いて防除を

さらに難しくする場面も多かった。また、化学農

薬によって土着の天敵や競合生物を死滅させてし

まい、かえって害虫を増やしてしまう現象（リサ

ージェンス）も起こる。さらに、近年では消費者

の意識も食の安全・安心を求める風潮が強くなっ

ており、化学農薬に頼るだけの害虫防除を見直す

必要がある。

害虫防除の手段には下記のように様々なものが

あり、個々の技術をそれぞれの特性を理解した上

で利用しなくてはならない。また、異なった技術

を組み合わせることで防除効果の向上も望めるが、

互いに効果を打ち消しあう技術もあるので注意が

必要である。今後は、化学農薬を含めたあらゆる

技術を、相互に矛盾のない形で総合的に使用して

いく必要がある。

（１）耕種的防除

作物の作付けや栽培管理を工夫することで、問

題となる害虫の発生を低く抑える防除法である。

作付けする品種を選択する場合、抵抗性品種があ

れば被害を低減することが出来る。また、寄主特

異性の高い害虫には輪作が有効である。湿気を好

む害虫には高畝にして風通しを良くすると良い。

（２）物理的防除法

光や熱を利用したり、機具や資材を設置して行

う防除法である。アブラムシ類やアザミウマ類の

防除には、ハウスの開口部へ防虫ネットを設置し

たり、シルバーマルチやＵＶカットフィルムを利

用するのが有効である。施設内に粘着板などを設

置するのも密度の低減に効果がある。黄色灯は鱗

翅目害虫の防除に用いられ、果樹類では吸汁性ヤ

ガ類を対象に既に実用化されており、野菜類にお

いても効果が期待される。熱水や蒸気を用いた土

壌消毒は、各種の土壌害虫に効果が高い。

（３）生物的防除

近年の施設栽培では天敵を利用した防除を行う

場面も増えている。天敵にはハダニ類に対するカ

ブリダニ剤やアザミウマ類に対するハナカメムシ

剤のような捕食性天敵の他に、アブラムシ類に対

するアブラバチ剤やコナジラミ類に対するツヤコ

バチ剤に代表される寄生性天敵、ＢＴや糸状菌の

ような微生物剤などがある。微生物剤のように化

学農薬に近い方法で使用できるものもあるが、一

般的に天敵は化学農薬に比べると使用方法が難し

く、防除効果には密度条件や気象条件などの影響

も大きいので注意が必要である。

（４）化学的防除

前述の通り、化学農薬は害虫防除の基本であり、

今後も効果的かつ効率的な方法で防除に用いていく

必要がある。近年は、成分が天然物に由来する殺虫

剤や天敵に影響の少ない殺虫剤も多く開発されてお

り、使用方法の幅も広がっている。化学農薬を利用

するには、それぞれの薬剤の特性を理解した上で、

目的にあった薬剤を選択することが重要である。

合成フェロモン剤を利用したトラップ調査は、

様々な害虫の発生予察に活用されている。また、交

信かく乱剤は果樹害虫の防除で定着が図られてい

るが、野菜栽培においても様々な取り組みが行な

われている。

□３　殺虫剤の種類
殺虫剤には有効成分の化学的な構造の違いで類

別された「系統」があり、同一系統の薬剤が示す殺

虫性は、互いに共通した作用機作を利用している

場合が多い。このため、ひとつの薬剤に対する感受

性が低下した個体群では、同一系統の複数の薬剤

に対して交差的に感受性低下が生じてしまう場合

がある。すなわち、同一薬剤はもとより同一系統の

薬剤を連用することは感受性低下を促してしまう

ため、異なった系統の殺虫成分を交互に使用する

ローテーションが必要である。特に、薬剤感受性低

下を引き起こしやすいハダニ類やコナガ、アブラ

ムシ類では薬剤の選択に十分注意する必要がある。

また、有効成分の由来や対象害虫による類別方

法もある。発生する害虫の種類や使用条件によって

選択し、目的にあった防除を行わなくてはならない。
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（１）有機リン系殺虫剤

有機リン酸エステル系の化合物で、動物の神経

機能を阻害する。速効性のものが多い一方で、環

境中での分解が比較的速いため残効性はやや劣る。

代表的なものはダイアジノン剤やマラソン剤、ス

ミチオン剤、ＤＤＶＰ剤などで、多くの害虫に効

果がある。また。浸透移行性の高いジメトエート

やオルトラン、ダイシストンの粒剤は定植時処理

に用いられる。

（２）カーバメート系殺虫剤

カルバミド酸エステルに属し、有機リン系殺虫

剤と同様に神経機能を阻害するが、作用性が異な

るので有機リン系殺虫剤との間に交差抵抗性は生

じない。適用害虫の幅は有機リン系殺虫剤よりも

やや狭いが、オンコルやガゼットの粒剤、マイクロ

カプセル剤が野菜害虫の防除にも多く用いられる。

（３）合成ピレスロイド系殺虫剤

除虫菊に含まれる殺虫成分である天然ピレトリ

ンの構造を参考に化学合成されたもので、作用性

は神経マヒで速効性が高い。代表的なものはアグ

ロスリン剤やトレボン剤である。

（４）ネオニコチノイド系殺虫剤

アブラムシ類、コナジラミ類などの半翅目害虫

やアザミウマ類に効果が高い。神経マヒを起こし

て害虫による食害や産卵を防止する。浸透移行性

や残効性に優れ、低濃度でも効果が高い。代表的

なのものはアドマイヤー剤やスタークル剤、ダン

トツ剤、モスピラン剤、アクタラ剤である。

（５）ＢＴ剤

細菌（Bacillus thuringiensis）が産生する結晶

性タンパク毒素を有効成分とする微生物農薬であ

り、鱗翅目害虫にのみ効果を示す。殺虫性は食毒

作用であり遅効性だが、体内に入ると速やかに中

毒症状を起こす。死菌や生菌など数種の製剤があ

り、それぞれ複数の商品が販売されているが、有

効成分としては同一なので使用回数に注意する。

（６）昆虫成長制御剤（IGR）

昆虫の表皮を形成するキチン質の合成を阻害し

て正常な脱皮を阻害する。また、脱皮を促進する

ものもある。特に鱗翅目害虫に効果が高いが、適

用以外の害虫には効果が著しく劣る。代表的なも

のはノーモルト剤やカスケード剤、マッチ剤、ア

タブロン剤である。

（７）ネライストキシン系殺虫剤

魚釣りの餌に用いられるイソメの毒をもとに合成

された。神経の刺激伝達を阻害するが、有機リン系

殺虫剤やカーバメート系殺虫剤とは作用機作が異な

るため交差抵抗性は発達しない。致死までには時間

を要すが、中毒症状（神経マヒ）は速やかに起こる。

代表的なものはパダン剤やエビセクト剤である。

（８）気門閉塞性殺虫剤

油脂やデンプン等の粘性成分で、微小害虫の気

門を閉塞することにより殺虫性を示す。野菜類を

対象作物として粘着くん液剤やオレート液剤、ア

カリタッチ乳剤等が登録されている。食品や食品

添加物が有効成分であり安全性が高く抵抗性も生

じない。しかし、一般的な化学農薬と比較して効

果が劣り、数回の連続散布が必要である。

（９）その他の新規系殺虫剤

近年は新規系殺虫成分の開発が進み、既存の系

統に類別することが出来ない薬剤もある。プリン

ス剤はフェニルピラゾール系に類別され、鱗翅目

害虫やアザミウマ類に効果が高い。アファーム剤

はマクロライド系に類別され、幅広い害虫に対し

て速効的に高い効果を示す。土壌放線菌が産生す

る天然物であるスピノサドを有効成分とするスピ

ノエース剤は、鱗翅目害虫やアザミウマ類に効果

が高い。プレオ剤は鱗翅目害虫やアザミウマ類に

効果が高く、天敵や有用昆虫には影響が少ない。

（10）殺ダニ剤

ハダニ類は短期間に世代を繰り返すため、薬剤

抵抗性が極めて発達しやすい。ひとつの作期には

原則的に同一系統の薬剤は複数回使用しない。殺

ダニ剤には構造や作用性が異なる多くの系統を含

むので、対象とするダニの発育ステージや他の生

物（天敵等）への影響を考慮して使用する剤を選

択する必要がある。ダニトロン剤やピラニカ剤、

コロマイト剤、オサダン剤、サンマイト剤など多

くの種類がある。

（11）殺センチュウ剤

土壌センチュウ類を防除するには、成分が土壌

中に十分拡散するガス効果が必要となる。Ｄ－Ｄ

剤やクロルピクリン剤が代表的なくん蒸剤である。

その他ガス抜き不要な非くん蒸型のネマモール剤、

ネマトリン剤、ボルテージ剤など多くの種類がある。

農薬の適正使用

平成15年3月に農薬取締法が改正され、定めら

れた方法以外の農薬使用には罰則が設けられた。

また、平成17年6月には種苗法施行規則が改正さ

れ購入した種子及び苗で使用された農薬の使用回
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D 使用方法からみて農薬に該当しないもの

ヒカゲノカズラの胞果、食用着色料、にがり、

エチレングリコール不凍液、木工用ボンド、水等

E 客観的な効果がなく、病害虫の防除等に用い

る意味がないもの

緑茶、焼酎、牛乳、コーヒー、砂糖・三温糖、

さーたーゆ、ブドウ糖

□２　農薬使用基準
第十二条では農林水産省令・環境省令をもって、

その使用の時期及び方法その他の事項について農

薬を使用する者が遵守すべき基準を定め、それに

違反して農薬を使用してはならないとされている。

1）遵守すべき基準

食用作物及び飼料作物についてラベルに表示さ

れている次の基準

①適用作物

②使用量

③希釈倍率

④使用時期

⑤総使用回数

2）使用基準の判断の際に注意すること

①適用作物

a 露地、施設、品種などの限定があるものは、指

定されたもののみ使用が可能。

b 収穫・使用する部位（実、花、葉、根）や使用方

法（加工用、観賞用）で適用作物の分類が異なる。

c 「豆類」のうち子実もしくは未成熟の限定がな

い場合は両方を含む。

②使用量

ラベルに表示されている単位面積当たりの使用

量の最高限度を超えないこと。

③希釈倍数

ラベルに表示されている希釈倍数の最低限度を

下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。

④使用時期

総使用回数をカウントする使用時期の考え方

a 播種又は定植（播種や定植の準備作業を含む）

～収穫まで（栽培期間中の定植、移植も含める

b 株や樹木は収穫が終了したらリセット

c 株分けする場合、親株から株分けしたらリセット

d 株を通年使用する場合は収穫しきった時点でリ

セット

・アスパラガスは秋に地上部をすべて地際から刈

り取った時点でリセット。

・ニラは地際から刈り取って収穫した時点でリセット。

数についての適正化が図られた。さらに、食品衛

生法の改正により、ポジティブリスト制度が平成

18年5月から導入され、すべての食品に対し農薬

の残留基準が設定されることから、これまで以上

に農薬の飛散防止に努める必要がある。

近年、農薬を巡る情勢はめまぐるしく変わってい

るが、消費者の農薬に対する関心も依然として高

く、農薬の使用に当たっては食品への残留のみな

らず、環境やほ場周辺への配慮も求められている。

□１　適正な農薬
農薬取締法第十一条により第七条の規定による

表示（登録番号、使用基準、最終有効年月等）の

ある農薬、及び特定農薬以外の農薬を使用しては

ならない。

現時点では特定農薬として候補に挙がっている

ものについては、使用者が自己の判断と責任で農

薬的に使えると信じて使うことは可能とされてい

る。しかし、安全性が確認できないものについて

は、残留性のみならず散布時の事故防止、水産動

植物や周辺環境への影響を考慮する必要があるた

め、農作物へ使用するべきではない。

※特定農薬とならないもの

1）使用するためには登録が必要な物

A 現在登録のないもの

ナフサク、塩化ベンザルコニウム、クレゾール、

クレオソート、たばこくず、たばこ抽出物、ナ

フタリン、ホウ酸、ホルムアルデヒド、パラホ

ルムアルデヒド、石油、灯油、消石灰

B 現在登録のあるもの

ジベレリン、ホルクロルフェニュロン、ストレプト

マイシン、硫黄、硫酸銅、生石灰、塩基性塩化銅

2）農薬に該当しない物（使用可）

A 薬剤でない物

水蒸気や熱湯、太陽熱、フィルム、マルチ、照

明、液状活性炭等による物理的防除。

B 天敵に該当しない物

アイガモ、カエル、牛、ヤギ、コイ、フナ、ホ

ウネンエビ、ギニアグラス、ソルゴー、マリー

ゴールド等の動植物。

C 肥料（成分が植物に吸収されて栄養的にはた

らくもの）に該当するもの

副次的に病害虫への抵抗性を高めたり、成長を

促進する効果がある場合があるが、これらの効

果をもって農薬であると認めることは困難であ

ると判断されるもの
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※伏せ込みなど、途中で栽培様式が変わる場合は

リセットされない。

e 株及び苗木養成時は使用基準の対象外

※ 但し、作物登録のある薬剤を使用のこと

⑤総使用回数

a 使用する農薬の総使用回数だけではなく、その

農薬に含まれる有効成分の総使用回数を厳守し

なければならない。特に、混合剤は異なる薬剤

でも同じ有効成分が含まれている場合がある。

また、薬剤名が異なっても同じ有効成分の薬剤

があるので注意する。

b 種子及び苗を購入した場合、購入前に種子や苗

に使用された農薬についても総使用回数に含め

なくてはならない。

c ほ場および作物の部分的使用も1回としてカウン

トする。

d 散布終了直後の降雨で薬剤が流れてしまった場

合も1回としてカウントされる。

⑥その他

a 同じ名前の農薬でメーカーが異なるものは同じ

農薬と考えられがちだが、登録内容が異なるも

のもある。それぞれのメーカーが登録した使用

方法を守らなくてはならない。

b 未熟果を利用する場合、未熟果の収穫時期に使

用基準（収穫前日数等）が遵守されている必要

がある。

c 使用する場所

ア　畦畔は水田の一部となる。但し除草剤は畦

畔に登録ある物を使用する。

イ　休耕田は農地であるため、農薬以外の薬剤は

使用不可。休耕田に登録のある薬剤を使用する。

ウ　施設の周囲は、施設で栽培されている作物に

登録のある薬剤を使用する。複数の作物がある場

合はすべての作物に登録のあるものを使用する。

□３　農薬使用時の飛散防止
農薬により人に危害が加わらないよう、住宅地

や公共施設などが隣接する農地での農薬使用には

十分注意することが求められている。また、周辺

の水産動植物や公共用水域にも被害が生じないよ

うにしなくてはならない。さらに、ポジティブリ

スト制度導入により、農薬の飛散から残留基準値

を超えることが懸念される。

農薬飛散による事故を予防するためには、散布

方法の見直しや散布時の風向き・風速に対する考

慮などの他、隣接する住宅地や公共施設及びほ場

に対し、散布情報の提供や相互の話し合いなどが

求められることとなる。

農薬を使用する以上、飛散により残留基準値を

超える可能性がある。よって、残留の可能性をで

きるだけ少なくするため、個々のほ場や所有者に

対し状況に応じた技術的助言を行う。

□４　防除履歴の記帳
農薬残留の情報があった場合、市場及び消費者

に対する信頼を損なわないためには、その原因を

迅速かつ正確に把握することが必要である。その

ための資料として最も有効なものが防除履歴であ

る。農薬飛散による事故は個人の問題ではなく産

地全体の問題であり、飛散防止対策を検討する上

でも重要な資料となる。

いかなる場合でも、市場や消費者の信頼性を得る

上で正確な情報が必要不可欠なものであることに理

解を得ながら、防除履歴の記帳を推進していく。

□５　指導時に考慮すべきこと
１）現場に対して

農薬使用に当たっては食品の安全性確保のため

に法を遵守することが求められる。法律や指導方

針の枠を越えた使用はすべて使用者側の責任とな

るが、市場から排除された場合、産地全体の問題

となりうる。

２）指導者として

誤った指導をした場合、指導者の責任が問われ

ることになることから、特に指導資料作成時には

十分注意する。

３）新規作物導入時

今までに栽培したことのない作物を新たに導入

する場合、使用できる農薬が限定されることが想

定される。このため、あらかじめ被害を及ぼす病

害虫を想定し、新たに農薬登録が必要な場合は登

録促進のため各関係機関と協議する必要がある。




