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お話の内容 

• 殺菌剤耐性菌に関する国内外の状況 

• 海外における耐性菌への取り組み 

• わが国における耐性菌対策と課題 
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わが国における耐性菌の発生事例（主なもののみ示す） 

     薬剤                         病名                

ナシ黒斑病、リンゴ斑点落葉病 
イネいもち病、イネ褐条病 
各種作物の灰色かび病、果樹の黒星病、灰星病、 
チャ炭疽病、イネばか苗病、コムギ赤かび病、 
ダイズ紫斑病、タマネギ灰色腐敗病、イチゴ炭疽病、 
ブドウ黒とう病 
イネいもち病 
各種作物の灰色かび病、ナシ黒斑病 
モモせん孔細菌病、キュウリ斑点細菌病 
キュウリべと病、ジャガイモ疫病 
キュウリうどんこ病、イチゴうどんこ病、ナスすすかび 
病、ナシ黒星病 
マメ類灰色かび病 
イネもみ枯細菌病、イネ褐条病 
キュウリうどんこ病、キュウリべと病、ナスすすかび 
病、キュウリ褐斑病、カンキツ灰色かび病、イチゴ 
炭疽病、チャ輪斑病、ブドウべと病、コムギ赤かび病 
キュウリうどんこ病 
イネいもち病 
 
キュウリ褐斑病、キュウリうどんこ病、イチゴ灰色かび病           

ポリオキシン                
カスガマイシン*              
ベンゾイミダゾール系*  

有機リン系*  
ジカルボキシイミド系*  
ストレプトマイシン*  
フェニルアミド系*  
ステロール脱メチル化阻害剤  
（DMI剤）*  
フルアジナム  
オキソリニック酸*  
ストロビルリン系（QoI剤）*  

シフルフェナミド  
シタロン脱水酵素阻害型  
メラニン合成阻害剤（MBI-D剤） 
コハク酸脱水素酵素阻害剤*   
（SDHI剤） 

     *海外でも耐性菌発生がみられる薬剤。 3



イネいもち病菌のメラニン生合成経路と 
薬剤の阻害部位 

Acetate 

Pentaketide 

1,3,6,8-THN１） 

Flaviolin 

Scytalone 1,3,8-THN２） Vermelone 1,8-DHN３） 

2-HJ４） 

カルプロパミド 

ジクロシメット 

フェノキサニル 

トリシクラゾール 

ピロキロン 

フサライド 

A) 脱水酵素阻害（MBI-D剤) 

B) 還元酵素阻害（MBI-R剤) 
1) 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene 2) 1,3,8-trihydroxynaphthalene 

3) 1,8-dihydroxynaphthalene 4) 2-hydroxyjuglone 

Melanin 

Ref: Kurahashi et al. (1999) 
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北海道病害虫防除所ホームページより 
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耐性菌検出 

耐性菌未検出 

イネいもち病菌のMBI-D剤耐性菌 

の分布 (2010) 

     全農営農・技術センターほかのまとめ 
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菌のミトコンドリアにおける電子伝達系 

I:NADH-ubiquinone oxydoreductase; II, succinate-ubiquinone oxydoreductase; 

III, ubiquinol-cytochrome c oxydoreductase;  IV, cytochrome c oxidase; NDex/in, 

external/internal NADH-ubiquinone oxydoreductase; UQ, ubiquinone; AOX, 

alternative oxidase; Cyt c, cytochrome c  

             金子の図を改変 

 SDHI剤 

QoI剤（アゾキシストロビン、

クレソキシムメチルほか） 

7



その他の薬剤耐性

ミトコンドリア電子伝達系のチトクロームbc1複合体
のQo部位に作用する殺菌剤 （QoI剤）

一般名 商品名

クレソキシムメチル* ストロビー*

アゾキシストロビン* アミスター*

メトミノストロビン* オリブライト*

ファモキサドン* ホライズン（混合成分の１つ）*
トリフロキシストロビン* フリント*

フェンアミドン* ビトリーン* 

ピラクロストロビン* ナリア （混合成分の１つ）*
オリサストロビン* 嵐*

ピコキシストロビン アカント
ピリベンカルブ ファンタジスタ
その他

*我が国で登録があるもの。
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                      圃場に出現したQoI剤耐性菌（2012年2月現在） 
        病原菌名                学名 

   イネいもち病菌*      Magnaporthe oryzae 
   イネ紋枯病菌                Rhizoctonia solani 
     コムギうどんこ病菌*                    Blumeria graminis f.sp. tritici 
      コムギ葉枯病菌                    Mycosphaerella graminicola 
      コムギ黄斑病菌                          Pyrenophora tritici-repentis 
      コムギふ枯病菌                          Phaeosphaeria nodorum 
   コムギ赤かび病菌*                    Microdochium nivale、M.majus、 
                              Fusarium graminearum 
   オオムギうどんこ病菌                    B. graminis f.sp. hordei 
      オオムギ網斑病菌            Pyrenophora teres 
      オオムギ雲形病菌            Rhynchosporium secalis 
      オオムギ Ramularia leaf spot病菌    Ramularia collo-cygni 
      トウモロコシ斑点病菌                    Cercospora zeae-maydis 
      ジャガイモ夏疫病菌                          Alternaria solani、A. alternata 
      ジャガイモ炭疽病菌                    Colletotrichum coccodes 
      ダイズ斑点病菌                                   Cercospora sojina 
      ﾋﾖｺﾏﾒ Ascochyta blight病菌     Ascochyta rabiei 
      テンサイ褐斑病菌                    Cercospora beticola 
      ワタGrey mildew病菌                    Ramularia areola 
      ウリ類うどんこ病菌*                     Podosphaera xanthii 
     キュウリべと病菌*                    Pseudoperonospora cubensis 
     キュウリ褐斑病菌*                    Corynespora cassiicola 
     ウリ類つる枯病菌*                    Didymella bryoniae 
     ナスすすかび病菌*                    Mycovellosiella nattrassii 
      トマト葉かび病菌*                    Passalora fulva 
     ナス・ピーマン黒枯病菌*                    Corynespora cassiicola 
     ニンニク白斑葉枯病菌*      Botrytis squamosa 
     イチゴ炭疽病菌*                                  Colletotrichum gloeosporioides 
     イチゴうどんこ病菌*                    Sphaerotheca aphanis var. aphanis 
     アスパラガス斑点病菌                    Stemphylium vesicarium 

        *日本で（も）検出。  
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                                           圃場に出現したQoI剤耐性菌（つづき） 
                 病原菌名                                      学名 

   リンゴ黒星病菌                                     Venturia inaequalis 
    リンゴ斑点落葉病菌*        Alternaria alternata apple pathotype 
 リンゴうどんこ病菌                                     Podosphaera leucotricha 
 リンゴ炭疽病菌                                     Colletotrichum gloeosporioides 
 セイヨウナシ黒斑病菌*                      A. alternata apple pathotype 
 セイヨウナシ黒星病菌                      V. pirina 
               セイヨウナシ褐色斑点病菌                      Stemphylium vesicarium 
 ナシ炭疽病菌*                                     Colletotrichum gloeosporioides 
 モモ灰星病菌                                     Monilinia fructicola 
 オウトウ灰星病菌                                     M. laxa 
                ﾋﾟｽﾀﾁｵAlternaria late blight病菌       Alternaria alternataほか 
 ｱｰﾓﾝﾄﾞAlternaria leaf spot病菌                A. alternataほか 
 アーモンド黒星病菌                                     Fusicladosporium carpophilum 
 カンキツ・イチゴ灰色かび病菌*       Botrytis cinerea 
 カンキツbrown spot病菌                      A. alternata tangerine pathotype 
    ブドウべと病菌*                                     Plasmopara viticola 
 ブドウうどんこ病菌                                     Erysiphe necator 
 ブドウ褐斑病菌*                                     Pseudocercospora vitis 
 ブドウ晩腐病菌*                                     Colletotrichum gloeosporioides 
 バナナblack Sigatoka病菌                      Mycosphaerella fijiensis 
 バナナyellow Sigatoka病菌                      M. musicola 
 チャ輪斑病菌*                                     Pestalotiopsis longiseta  
             キク白さび病菌                                     Puccinia horiana 
    シバ炭疽病菌*                                     Colletotrichum graminicola 
    シバいもち病菌                                     Pyricularia grisea 
    シバ赤焼病菌                                     Pythium aphanidermatum 
 ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄｸﾞﾗｽ炭疽病菌                      Colletotrichum cereale 

                    *日本で（も）検出。 10



菌のミトコンドリアにおける電子伝達系 

I:NADH-ubiquinone oxydoreductase; II, succinate-ubiquinone oxydoreductase; 

III, ubiquinol-cytochrome c oxydoreductase;  IV, cytochrome c oxidase; NDex/in, 

external/internal NADH-ubiquinone oxydoreductase; UQ, ubiquinone; AOX, 

alternative oxidase; Cyt c, cytochrome c  

             金子の図を改変 

 SDHI剤 
（ボスカリド、 ペンチオピラド） 

QoI剤 
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  ボスカリド（カンタス）         ペンチオピラド（アフェット）        

 （シグナム、ナリアの1成分）     

            (BASF)                                （三井化学アグロ） 

複合体Ⅱ阻害剤 （SDHI剤） 
(作用点：コハク酸脱水素酵素) 
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Fluxapyroxad               Bixafen                 Fluopyram 

                            （オルフィン）  

新規のSDHI剤 

http://www.alanwood.net/pesticides/penflufen.html ほか 

    Penflufen                Isopyrazam                Sedaxane 
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海外で報告があるボスカリド剤耐性菌 

（2012年2月現在） 

        病名                                     病原菌名 

ピスタチオAlternaria late blight病  Alternaria alternata*       

ブドウ、イチゴ、リンゴ、 

 キウイフルーツ灰色かび病   Botrytis cinerea* 

モモ灰星病                               Monilinia fructicola 

ユリ葉枯病                    B. elliptica 

ウリ類うどんこ病                      Podosphaera xanthii*     

ウリ類つる枯病                      Didymella bryoniae*      

アブラナ科菌核病                Sclerotinia sclerotiorum 

ジャガイモ夏疫病          A. solani 

   * QoI剤との複合耐性菌も分布。 
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わが国で報告があるボスカリド剤耐性菌 

（2012年2月現在） 
   病名                       病原菌名 

 キュウリ褐斑病           Corynespora cassiicola 

 キュウリうどんこ病   Podosphaera xanthii 

 イチゴ灰色かび病   Botrytis cinerea 

 ナスすすかび病   Mycovellosiella nattrassii 

  キュウリ褐斑病     キュウリうどんこ病   イチゴ灰色かび病   ナスすすかび病 
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CAA （カルボン酸アミド）系薬剤 

• ジメトモルフ（商品名フェスティバルC：塩基性
塩化銅との混合剤）、ベンチアバリカルブイソ
プロピル（プロポーズ：TPNとの混合剤、ベト
ファイター：シモキサニルとの混合剤）、マン
ジプロパミド（レーバス）など。 

• バレイショ疫病、トマト疫病、タマネギべと病
などに登録。 

• バレイショ疫病菌に対するマンジプロパミドの
作用機構はセルロース合成阻害。 

• 海外ではブドウべと病やキュウリべと病で耐
性菌の報告あり。CAA系薬剤間で交さ耐性。 
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      シアゾファミド     アミスルブロム 

  （ランマン：石原産業） （ライメイ、オラクル： 
                 日産化学工業） 

 

ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅲの
Qi部位に作用する薬剤（QiI剤） 
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フランスのブドウにおける耐性菌 

• 2009年、ほとんどのブドウ園にCAA系薬剤
耐性べと病菌が優占。 

• 2010年、 QiI剤シアゾファミドをべと病防除に
フランスのブドウ園では初めて使用。 

• 4つの園からシアゾファミド耐性菌を検出。 

• CAA系薬剤は年1回、シアゾファミドは年2回
以内の使用に制限。 

• べと病菌のシモキサニル感受性が低下傾向。 

• QoI剤耐性うどんこ病菌も2008年以降検出、
増加。 

 Note nationale mildiou et o・ium de la vigne 2011  
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お話の内容 

• 殺菌剤耐性菌に関する国内外の状況 

• 海外における耐性菌への取り組み 

• わが国における耐性菌対策と課題 
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イギリスのCRD（Chemicals Regulation 
Directorate）による農薬削減の見通し* 

                                 (Leadbeater, 2011) 

ハザード基準で削減が濃厚 内分泌かく乱作用の定義次第で その他の理由で  

                       削減の可能性あり        削減の可能性あり 

    ビテルタノール ジフェノコナゾール クロルピクリン 

 シプロコナゾール ミクロブタニル クロロタロニル 

 フェンブコナゾール プロクロラズ シプロコナゾール 

 イプロジオン プロピコナゾール シプロジニル 

 マンネブ テトラコナゾール ファモキサドン 

 マンゼブ チウラム フェンブコナゾール 

 メトコナゾール  メトコナゾール 

 テブコナゾール  プロピコナゾール 

   テトラコナゾール

  
         *日本で登録がある殺菌剤を抜粋。 
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EUにおける農薬登録と耐性菌 

• 農薬登録（再登録時も）を申請、取得するに
は、その薬剤の効果のみならず、菌のベース
ライン感受性やモニタリングデータなどが必
要。 

• 薬剤の作用機構が新規または未知の場合、
耐性菌発達のリスクはほとんど予測不能。 

• 耐性菌の生物因子たとえばfitness（環境適
応度）は、実際に圃場で菌の動向を調査する
までは判断が困難。 
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FRAC                                                     
(Fungicide Resistance Action Committee,    

http://www.frac.info/frac/index.htm) 

• CropLife International （世界農薬工業連盟、
旧GIFAP）が組織する「殺菌剤耐性対策委員
会」。 

• 殺菌剤耐性を回避もしくは管理する目的で、
1981年に設立。 

• HRAC (Herbicide Resistance Action 
Committee)やIRAC (Insecticide 
Resistance Action Committee)、
Rodenticide Resistance Action 
Committeeもある。 
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FRACのワーキンググループほか 

• AP（アニリノピリミジン系）、AZN（アザナフタ
レン系）、バナナ、CAA（カルボン酸アミド）系、
SBI（ステロール合成阻害剤）、SDHI（コハク
酸脱水素酵素阻害剤）、QoI（ミトコンドリア電
子伝達系複合体ⅢのQo部位阻害剤）の合
計７つのワーキンググループ。 

• ベンゾイミダゾール系、ジカルボキシイミド系、
フェニルアミド系に関する３つのエキスパート
フォーラム。 

23



FRACと関連組織 

  FRACのホームページより 
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FRACによる殺菌剤の作用機構別の分類 
                               FRACのホームページ (http://www.frac.info/frac/index.htm) より 
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FRAC のMonogragh 1～3 

 

 

          FRACのホームページ (http://www.frac.info/frac/index.htm) より 
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FRACのその他の活動 

• 耐性菌検定、モニタリング方法の提示  

• 耐性菌モニタリング結果の公表 

• 耐性菌関連文献や情報のリスト化 

   例：耐性機構（遺伝子変異） 

• 薬剤使用に関するガイドラインの提示  

• その他 
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イギリスのResistance Action Groups 

 • Fungicide Resistance Action Group (FRAG)  

• Insecticide Resistance Action Group (IRAG)  

• Rodenticide Resistance Action Group (RRAG)  

• Weed Resistance Action Group (WRAG)  

• The Resistance Action Groups (RAGs) are informal, 
UK-based groups consisting of experts from the Crop 
Protection Association (CPA) member companies, 
other representatives from the agrochemical industry, 
a range of independent organisations, including 
public-sector research institutes, and the Chemicals 
Regulation Directorate (CRD) (previously PSD). The 
groups are completely independent of CRD and work 
to produce guidance on pesticide resistance issues. 
There are four autonomous groups dealing with 
issues relating to weeds, fungicides, insecticides and 
rodenticides. 

28

http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-groups/Resistance-Action-Groups/frag
http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-groups/Resistance-Action-Groups/irag
http://www.bpca.org.uk/rrag/index.html
http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-groups/Resistance-Action-Groups/wrag


FRAG-UKのホームページ 

 
• ウェブサイトはChemicals Regulation 

Directorate (CRD) が管理。 

• 会議の議事録も公開。 

• 耐性菌情報を掲載。 

• 殺菌剤のコード番号、              
作用機構や主要作物、              
病害に関するガイド                
ライン等も掲載。                                        

http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-

groups/Resistance-Action-Groups 

     コムギ葉枯病に関する記事 
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FRAG-UKの活動の近況 

• チェアマンはDr. Fiona 
Burnett (Scottish 
Agricultural College)。 

• 海外の組織との連携も
模索。 ex. Nordic and 
Baltic Resistance 
Action Groupや日本
の殺菌剤耐性菌研究会。 

• 殺菌剤耐性菌研究会に
合同セミナーの開催を
非公式に打診中。                                   

Outlooks on Pest Management 22: 62-63 (2011) 
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殺菌剤耐性菌研究会の設立 

• 1991年、有志の集まりと 

  して発足。FRAG-UKが 

 モデル。 

• 第1回シンポジウムには 

  70名が参加。 

• 1994年から日本植物 

 病理学会の研究会となり、 

 今日に至る。  
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Research Committee on Fungicide Resistance, 

The Phytopathological Society of Japan    

活動概要  シンポジウム開催案内  お問合せ先  講演要旨と文献  

ストロビルリン系薬剤耐性キュウリうどんこ病菌による
被害  

・第20回耐性菌研究会シンポジウムが4月21日（水）に開催されます。 
 
・本研究会が編集を行った「植物病原菌の薬剤感受性検定マニュアル Ⅱ」が  
（社）日本植物防疫協会から出版されました。 
 

 
 
 
   

お知らせ・新着情報  

ホーム  

日本植物病理学会   

<殺菌剤耐性菌研究会>   

 この研究会は、殺菌剤耐性菌研究に携わる研
究者（関係者）を広く集め、情報交換を行う中で、
特に研究手法、薬剤感受性の判定基準等の統一
をはかり、耐性菌発生の回避対策に資することを目
的として１９９１年に設立されました。  
 １９９４年からは、日本植物病理学会の研究会と
して活動を継続し、殺菌剤耐性菌による農業被害
の回避を目指して活動を行っています。 

 

     http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/ 33

http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_051.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_051.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_002.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_002.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_055.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_055.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_003.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/myweb30_003.htm
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/20symposium.html
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/20symposium.html
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/20symposium.html
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/20symposium.html
http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/20symposium.html
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研究会ホームページ 
（http://taiseikin.web.infoseek.co.jp/） 

 

• 研究会の沿革と活動概要、シンポジウムの
案内や講演要旨などを掲載。 

• 耐性菌に関する文献データベースを提供し、
検索が可能。 

• ホームページの作製、管理等にはJA全農が
全面的に協力。 
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シンポジウムの開催 

• 研究会の発足当初から毎年１回、定期的にシン
ポジウムを開催。 

• 新たに問題となった耐性菌、新規殺菌剤の作用
特性や作用機構、感受性検定法や感受性のモ
ニタリング結果、海外における耐性菌の動向な
どを取り上げている。 

• 研究会の運営はシンポジウムの参加費と日本
植物病理学会からの補助金でほとんど賄われ
ている。 
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第22回殺菌剤耐性菌研究会シンポジウムのご案内 
 

    日 時 ：平成24年3月31日（土）9:45～16:10 

   場 所 ：福岡国際会議場 〒812-0032 福岡市博多区石城町2-1 
 

     9:45 （開会） 
     9:50-10:35    大分県の落葉果樹における殺菌剤耐性菌の現状について 

        渡邉久能（大分県農林水産研究指導センター） 
   10:35-11:20    ネギにおけるDMI剤耐性菌の発生動向と対策 

      佐古 勇（鳥取県西部総合事務所農林局） 
   11:20-12:05    還元酵素阻害型メラニン生合成阻害剤(MBI-R剤)の現状と 

               イネいもち病菌におけるピロキロン感受性の検定結果について 

      林 敬介・榎吉寿夫（シンジェンタジャパン株式会社） 
      

   13:15-14:05   新規殺菌剤テブフロキン(トライ®)の作用特性と感受性検定 

      松村 誠（Meiji Seikaファルマ株式会社） 
   14:05-14:55   新規殺菌剤フルチアニル(ガッテン®)の作用特性と感受性検定 

      木村 幸（大塚アグリテクノ株式会社） 
   15:10-16:10   QoI剤およびSDHI剤(コハク酸脱水素酵素阻害剤)耐性菌の 

              現状と薬剤使用ガイドライン 

      石井英夫（農業環境技術研究所） 
   16:10 （閉会） 
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耐性菌に関する日英合同ワークショップ 
（１995年10月17日～21日、つくば市） 

講演要旨集 

（含む和文要約） 
参加登録者178名 

イギリスから招聘したTony Roberts 

（左）と Angela Berrie（右）   エクスカーションで訪ねた蓮田 
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耐性菌検定マニュアル刊行と文献集作成   

       2,800円                    3,150円 
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イネいもち病防除におけるQoI剤及び
MBI-D剤耐性菌対策ガイドライン（抜粋） 

• QoI剤やMBI-D剤の使用は最大で1年に1回。 

• 育苗箱処理ではこれらの薬剤の連年使用は避け、
可能な限り1年または2年おきに作用機構の異なる
薬剤とローテーションで使用 。 

• 採種圃場とその周辺ではこれらの薬剤を使用しな
い。 

• 耐性菌が検出された場合、薬効低下が認められな
くても当該薬剤の使用を一旦中止し、その後．．．．
適切な対策を講じる。 

   
               日本植物病理学会殺菌剤耐性菌研究会（2008） 
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野菜・果樹・茶におけるQoI剤及び
SDHI剤使用ガイドライン（一例） 
（殺菌剤耐性菌研究会、2012年） 

ウリ科野菜： 
• QoI剤は単剤あるいはSDHI剤との混用、混合剤の
いずれの場合も1作1回まで。その他の混用もしくは
混合剤（効果が期待できる他の成分を含む）の場合
は1作2回まで。 

• SDHI剤は単剤あるいはQoI剤との混用、混合剤の
いずれの場合も1作1回まで。その他の混用（効果
が期待できる他の成分を含む）の場合は1作2回ま
で。 

• 薬剤の効果が疑われる場合は関係機関に連絡し、
モニタリングで耐性菌の分布が確認された場合は、
直ちにその薬剤の使用を中止して効果が確認され
るまで使用しない。  
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薬剤ラベルの問題 

• 薬剤のグループを理解することは農家のみならず、普
及指導や試験研究担当者にとっても容易でない。 

• 同一系統の薬剤を異なる色やアルファベットで表示し
たラベルで識別できるようにするなど、何らかの工夫
が必要。 

• 耐性菌発達のリスクについても具体的に注意書きを加
えるなど、よりきめの細かい対応が求められる。 

• 製品ラベルに系統別コードを表示する国が増加。オー
ストラリア、米国、カナダなど。               

• 薬剤の系統別分類表をJ FRACや殺菌剤耐性菌研究
会が作成中。関係機関に配布予定。 

                   41



イギリスにおける農薬の説明 
（UK Pesticide Guide より） 

FRACの系統別コード番号を記載 

耐性菌情報を記載 
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Resistance Management 耐性菌管理について記載 
・Use AMISTAR as part of an Integrated Crop Management (ICM) strategy 

incorporating other methods of control, including where appropriate other 

fungicides with a different mode of action. You must not apply more than two 

foliar applications of Qol-containing products to any cereal crop. 

・There is significant risk of widespread Qol resistance occurring in Septoria 

tritici populations in the UK. Failure to follow resistance management action 

may result in reduced levels of disease control. 

・Strains of barley powdery mildew resistant to Qol’s are common in the UK. 

Disease control may be reduced if strains of other pathogens less sensitive to 

azoxystrobin develop.   耐性菌の存在を明記し、防除効果の低下にも言及 

・On cereal crops, AMISTAR must always be used in mixture with another 

product, recommended for control of the same target disease that contains a 

fungicide from a different cross resistance group and is applied at a dose that 

will give robust control. 

・Users should refer to current FRAG-UK guidelines for Qol compounds. 

 FRAG-UKのガイドラインを参照する旨記載  

イギリスにおける農薬の説明 
（殺菌剤AMISTAR®の場合、記載の一部） 

http://www.syngenta-crop.co.uk/pdfs/products/Amistar_uk_product_label.pdf 
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今後の課題と展望 

• 植物防疫や農薬に関わる行政組織と、殺
菌剤耐性菌研究会との連携強化。 

• 薬剤使用ガイドラインの周知徹底と普及、
検証、そして更新。 

• 耐性菌モニタリング結果の速やかな公表。 

• 耐性菌モニタリング手法の研修。 

• 国内外の耐性菌事情に詳しく、海外研究
者とも交流のある専門家の育成。 
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ご静聴有難うございました。 

Lake district, UK, September 2011 
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