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薬剤抵抗性対策の現状と今後 
  

 



この資料でお伝えしたいこと 
  

  
○ 農薬による病害虫防除は防除技術の根幹である一方、薬剤抵抗性の発生は、農薬使 
 用時からの課題。 

○ これまでもどのような病害虫に対して抵抗性が発生しているかを検定し、抵抗性が確 
 認されれば、対策として同一系統薬剤の連続使用を避けた農薬散布（ローテーション散 
 布）や使用制限に取組み、生産現場の尽力で対応。 

Ⅰ 薬剤抵抗性対策の取組みの経緯について 

 
○ 栽培体系・防除体系の画一化・広域化に伴う薬剤抵抗性病害虫の常発化、広域化、多 
 様化。 
○ ウイルス等の媒介虫を含む難防除害虫等への対応で、防除回数増による薬剤抵抗性 
 発生のスピード化。 
○ 薬剤抵抗性の発生は、防除対策にも影響することから、防除指導上、農薬の使用方法  
 等の見直し（ＩＰＭへの取組み等）を随時実施。 

 
○ 今後も、農薬による病害虫防除を行う限り、薬剤抵抗性への対応は不可避。 
○ 新規薬剤の開発にも限界がある中で、既存薬剤を継続的に使用するためには、薬剤  
 抵抗性病害虫への組織的、効果的な対応が必要。 
○ 薬剤抵抗性に関する情報収集とその共有やＩＰＭへの取組み等による技術的対応も 
 引き続き重要。 

Ⅲ 薬剤抵抗性対策の今後について 

Ⅱ 薬剤抵抗性対策の現状について 

１ 



年度 事業名 内容 

昭和46(1971)～
50(1975)年度 
（6か年計画） 

病害虫防除所費 
（農薬抵抗性検定費） 
（1/2補助） 

・病害虫防除所において 
 害虫の農薬抵抗性検定 
 を行う。   →４ページ 

昭和55(1980)～
56(1981)年度 

病害虫発生予察事業 
（農薬耐性菌検定事業） 
（1/2補助） 

・病害虫防除所において農薬耐性菌の検定を行う。 
・害虫の農薬抵抗性検定については、病害虫防除   
 所の運営経費において対応。 

昭和57(1982)～ 
平成6(1994)年度 

病害虫診断技術調査等特別
事業（農薬耐性菌検定事業）
（1/2補助） 

・病害虫防除所において農薬耐性菌の検定を行う。 
・害虫の農薬抵抗性検定については、病害虫防除 
 所の運営経費において対応。      →５ページ 

平成7（1995）年～
10（1998）年度 

発生予察技術支援対策事業 
（診断対策）（1/2補助） 

・都道府県において、より効果的、効率的な薬剤防
除を推進するため、農薬耐性菌検定、薬剤抵抗性
害虫検定、ウイルス病診断等を実施。 

平成11(1999)～ 
16（2004）年度 
 

「発生予察効率化推進事業」
等（病害虫の診断及び生態
調査）（1/2補助） 

・都道府県において、「新規発生及び薬剤抵抗性等  

により問題となっている病害虫」を迅速に診断・同定
し、当面の防除対策及び発生予察調査基準を策定
するために必要な寄主範囲及び発生生態等を把握。 

平成17(2005)～ 
24（2012）年度 
 

食の安全・安心確保交付金
（現：消費・安全対策交付金）
（1/2補助） 

・ＩＰＭの取組を行う中で薬剤抵抗性の診断も実施可 
 能 

２ 

都道府県病害虫防除所における農薬抵抗性検定 

４０年前から検定
事業を実施 

Ⅰ 薬剤抵抗性対策の取組みの経緯について 

（農林水産省は、昭和４６年度から都道府県病害虫防除所の経費として農薬抵抗性検定費を計上） 

（注）昭和51～54年度は、資料未確認のため状況は不明。 



 はじめに－農業をめぐる諸情勢－ 

 ［略］・・・。わが国で初めてオンシツコナジラミが確認された。また、引き 

 続き農薬抵抗性害虫、耐性菌の出現があり、防除には高度な知識を有する技術 

 者の指導を有することがいよいよ現実の問題となってきつつある。」 

 

 

 

３ 

【昭和49年度】植物防疫地区協議会資料より（農林省農蚕園芸局植物防疫課） 

【昭和61年度】植物防疫地区協議会資料より（農林省農蚕園芸局植物防疫課） 

Ⅱ 昭和61年度植物防疫事業の実施状況と昭和62年度事業の進め方 

 「一方、近年農作物の品種、作期、栽培方法等の変化及び農業生産環 

 境の変化にともなって病害虫の発生様相が変化し、また薬剤抵抗性害 

 虫、薬剤耐性菌の出現による防除効果の低下、土壌病害虫、ウイルス 

 病及び新発生病害虫が問題となっている事例も見られる。」 

 

薬剤抵抗性病害虫の発生状況について 

○薬剤抵抗性病害虫に関する記載状況（会議資料） 
 



○植物防疫対策事業（昭和４６年度～） 
 「病害虫防除所における害虫の農薬抵抗性の検定事業の進め方」 
（1） 目的 

     病害虫防除を合理化し、かつ、農薬安全使用を徹底するには、防除体制を整備し、的確な防除計画のもとに適期適切な防除を
実施する必要がある。このためには、病害虫防除の技術的基礎である発生予察情報を迅速的確に提供するほか、各地で問題化
しつつある薬剤効果の減退に関連して、害虫の農薬感受性の低下、抵抗性の発達の実態を早期に科学的に調査し、その結果に
基づき適正な農薬による適切な防除を指導することが極めて重要である。よって、病害虫防除所において害虫の農薬抵抗性検定
事業を行うこととする。 

（2） 事業実施主体 

        この事業の実施主体は、統合された病害虫防除所とする。 

（3） 事業の実施 

 ア 対象害虫 

    この事業の対象として調査を行う害虫は、その地域における主要な 

   農作物の主要害虫で、主要農薬に対する感受性の低下あるいは抵抗 

   性の発達のおそれのあるものとする。 

 イ 実施方法 

 （ｱ） 事業の実施の基準は、１病害虫防除所当たり３地区（検定を必要と 

    する地区２、標準地区１）、１地区３地点から害虫を採集して農薬に対 

    する感受性の検定を行うものとする。また、検定回数（時期）は１害虫 

    ３回程度、害虫の種類数は３種程度とする。 

 （ｲ）  検定害虫に対する農薬施用方法は、虫体浸漬法または虫体散布法 

    を主体とする。 

 ウ 結果に基づく指導 

    病害虫防除所等は、この事業の実施結果に基づき、適正農薬の選定 

   による適切な防除の実施について、強力な指導を行うものとする。 

都道府県病害虫防除所における農薬抵抗性検定① 

資料：昭和４５年度植物防疫地区協議会資料 

★昭和45～46年度：主要農薬の出荷状況 
①殺虫剤 
  ＥＰＮ粉剤・乳剤、マラソン粉剤・乳剤、ＤＥＰ
粉剤、ダイアジノン粒剤、ＭＥＰ粉剤・乳剤、 

ＭＰＰ粉剤・乳剤、ＰＡＰ粉剤・乳剤、ＮＡＣ粉
剤、ＭＰＭＣ粉剤、ＭＴＭＣ粉剤、ＰＨＣ粉剤、
ＢＰＭＣ粉剤、MEP・NAC粉剤、カルタップ粉
剤 
②殺菌剤 
  カスガマイシン粉剤・液剤、ブラストサイジン

Ｓ粉剤・乳剤、ＩＢＰ粉剤・乳剤、ＥＰＤＰ粉剤、
有機ひ素粉剤、ポリオキシン粉剤、ｶｽｶﾞﾏｲｼ
ﾝ・有機ひ素粉剤、ＩＢＰ・有機ひ素粉剤 
③除草剤 
  ＣＮＰ粒剤、ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ・ｼﾒﾄﾘﾝ粒剤、パラ

コート液剤、MCC・MCP粒剤 

４ 

害虫の農薬抵抗
性検定から実施 



 ○植物防疫総合推進事業（昭和５７年度～） 

  病害虫診断技術調査等特別事業 
   農薬耐性菌検定事業 

   （事業実施主体：都道府県 補助率：１／２以内） 

    ア 検定の実施 

       事業実施主体は、農薬耐性菌の出現の有無及び耐性菌比率をあらかじめ検定するとともに、 

     防除効果の減退が認められた場合に検定を行うものとする。 

    イ 供試菌株の採集 

       対象地域内の耐性菌比率を正確に把握するため、統計的に有意な標本抽出法を採用し、当 

     該検定に使用する器具の能力等の範囲内で、できるだけ多数の菌株を採集するものとする。     

     ウ 検定方法 

       検定方法は、寒天平板稀釈法、液体培地稀釈法、寒天平板拡散法、胞子発芽試験法等から     

     対象とする病原菌の種類、農薬の種類等に応じて最も適切な方法を採用するものとする。 

    エ 防除対策 

      事業実施主体は、検定の結果、防除効果の減退が農薬耐性菌に起因するものであることが確 

     認された場合には、当該農薬の使用休止、代替農薬の適切な選択等の必要な対策を講じ、防     

     除効果の確保及び耐性菌比率の低下を図るものとする。 

都道府県病害虫防除所における農薬抵抗性検定② 

５ 

害虫の農薬抵抗性検
定は、病害虫防除所
の通常の運営上の対
応とし、新たに農薬耐
性菌検定を実施 



６ 

都道府県病害虫防除所における農薬抵抗性検定③ 

 ○都道府県による薬剤抵抗性アブラムシ類に関する特殊調査（平成６年～９年度） 

・ 果樹、野菜、花き等の重要害虫であるアブラムシ類は、1980年代からワタアブラムシ、モモアカアブラムシに対し有  
 機リン剤、カーバメート剤が、1990年代には合成ピレスロイド剤の防除効果が低下し、薬剤抵抗性が問題化。 
・ その後、抵抗性発達の機構解明が進み、抵抗性と寄主選好性との間に密接な関係があることが判明。的確な防除 
 には、その地域の果樹、野菜等に寄生しているアブラムシ類の移動性の把握が必要。 
・ このため発生予察技術の確立、改善を目的として実施している「病害虫発生予察特殊調査事業」により、調査実施。 

ワタアブラムシは、色、大きさ、
形などの変異が大きく、とらえど
ころのない害虫であり、写真でイ
メージを描いてもらうため掲載。 



【調査結果の概要】 
・ 薬剤抵抗性アブラムシとバイオタイプ（寄主選好性） 
 間には密接な関係。薬剤選択には、地域の果樹、野菜 
 に寄生する両者アブラムシへの考慮が必要。 
・ 薬剤抵抗性アブラムシの発生は地域的に不連続であ 
 り、作物別でも発生がまちまち。 
・ 薬剤抵抗性アブラムシの移動、寄主選好性の調査で、 
 特定地域での植物間の移動パターン予測が可能。 
・ 防除薬剤の的確な選定、効果的防除が実施可能。 
・ 現状のワタアブラムシ、モモアカアブラムシの防除は、 
 イミダクロプリド剤やアセタミプリド剤の導入でほぼ解 
 決。しかし今後、両剤に対する抵抗性アブラムシの出 
 現も予測。 ７ 

都道府県病害虫防除所における農薬抵抗性検定④ 



○ 病害虫発生予報（農林水産省：年間10回発表）での 「病害虫防除に関する留
意点」に以下の内容を記載。  

  「薬剤防除を実施する場合には、適切な薬剤を選択するとともに、病害虫が薬
剤抵抗性を獲得しないように、同一系統薬剤の連続使用を避けて下さい。」 

 

    

 

 

８ 

Ⅱ 薬剤抵抗性対策の現状について 

情報提供の取組：国からの病害虫発生予報を通じた注意喚起 

薬剤抵抗性病害虫へのこれまでの取組等 ① 



○病害虫防除所ホームページに感受性検定結果等を掲載 

   薬剤抵抗性が疑われる病害虫に対し、感受性検定を実施し、その結
果を掲載。 

       

         

 

      

   

 

 

９ 

情報提供の取組：都道府県からの情報発信・指導 ① 

薬剤抵抗性病害虫へのこれまでの取組等 ② 

感受性検定には、以下の事業が活 

用可能 

・植物防疫事業交付金 

（平成２４年度予算：２９８百万円） 

・消費・安全対策交付金（病害虫の防 

 除の実施） →１０ページ 

（平成２４年度予算：２，６０６百万円 

の内数） 

         

 

      

   

 

 

年度 都道府県 作物 病害虫 

２３ 

静岡県  茶  輪斑病菌  ハマキムシ類 

福井県 
 スイカ  炭疽病菌   

 サトイモ  ハスモンヨトウ   

岐阜県 
 トマト  灰色かび病菌   

 イチゴ  炭疽病菌   

大阪府  ブドウ  褐斑病菌   

愛媛県  アスパラガス     

２４ 

静岡県  茶  輪斑病菌  ハマキムシ類 

福井県  トマト  灰色かび病菌   

岐阜県 
 トマト  灰色かび病菌   

 イチゴ  炭疽病菌   

大阪府  ブドウ  褐斑病菌   

大分県  ナシ  炭疽病菌  黒星病菌 

注：事業実施計画書より 

         

 

      

   

 

 

消費・安全対策交付金（病害虫の防除の推進）を活用
した病害虫の薬剤感受性検定実施計画 



１０ 

平成２４年度予算 

（参考）消費・安全対策交付金（病害虫の防除の推進） 



平成２４年３月１日 植物防疫課調べ 

１１ 

（参考）都道府県病害虫防除所ホームページでの掲載状況 

都道府県 件   名 

北海道 水稲ＭＢＩ-Ｄ剤耐性いもち病菌の出現状況と対策について 

岩手県 

平成１９年度 病害虫防除技術情報 No.19-2 岩手県のりんご園におけるナミハダニ多発生の要因解析 

平成１４年度 病害虫防除技術情報 No.14-1 イネばか苗病菌の各種種子消毒剤に対する感受性の現状 

平成１３年度 病害虫防除技術情
報 

No.13-2 リンゴ斑点落葉病のポリオキシン耐性菌分布とロブラール剤に対する感受性 
No.13-3 りんご園におけるナミハダニ薬剤感受性低下の発現状況 
No.13-7 コナガの主要薬剤に対する感受性の現状 

栃木県 

薬剤感受性検定結果（１１件） いちごから採集したヒラズハナアザミウマの薬剤感受性検定  
ナシ黒星病菌病の簡易薬剤感受性検定  
麦類赤かび病の薬剤感受性検定  
イチゴ炭疽病の薬剤感受性検定  
きゅうりから採集したミナミキイロアザミウマの薬剤感受性検定  
なしから採集したワタアブラムシの薬剤感受性検定  
ハスモンヨトウ３齢幼虫の薬剤感受性検定  
いちごのナミハダニの卵の薬剤感受性検定  
いちごのナミハダニの雌成虫の薬剤感受性検定  
トマト灰色かび病の薬剤感受性検定①・②  

山梨県 病害虫防除対策資料 ブドウ「べと病」防除対策資料（平成22年12月） 

大阪府 
SU抵抗性雑草の注意喚起 
その他技術資料：薬剤耐性菌対策(灰色かび病) 

奈良県 病害虫診断、防除指導  ハダニ・アブラムシ類の薬剤感受性検定 

島根県 技術情報（H22年度） 技術資料 ３月11日 第2号「オキソリニック酸剤」耐性イネもみ枯細菌病菌の発生状況 

長崎県 各種調査データ 薬剤検定結果  かんきつのミカンハダニの薬剤感受性検定 

熊本県 

技術情報 ２３年度 技術情報第１号 トビイロウンカおよびヒメトビウンカの薬剤感受性検定結果について 
技術情報 ２１年度 (第16号) トビイロウンカ・ヒメトビウンカの薬剤感受性検定結果 
技術情報 ２１年度 (第 5号) イチゴのナミハダニの各種薬剤に対する感受性 
技術情報 ２０年度 (技術情報第14号）  ミナミキイロアザミウマ薬剤感受性 
技術情報 １９年度 技術情報第１２号 ヒメトビウンカの薬剤感受性検定結果 
技術情報 １８年度 技術情報第１号 麦類赤かび病防除上の留意事項及び薬剤耐性菌結果 
技術情報 １６年度 技術情報９号 シルバーリーフコナジラミ成虫の薬剤感受性検定結果 

技術情報 １６年度 技術情報７号 麦類赤かび病の薬剤耐性菌検定結果 

技術情報 １５年度 技術情報１２号 果菜類の灰色かび病耐性菌検定結果 

技術情報 １４年度 ダイズのハスモンヨトウに対する薬剤の殺虫効果について 

大分県 
防除技術情報 大豆 ダイズ紫斑病の薬剤耐性菌の発生実態と防除対策 
防除技術情報 ネギ 果菜類灰色かび病菌の３種薬剤に対する高度耐性菌の発生を確認 

鹿児島県 
薬剤耐性菌・薬剤感受性試験結果（作物） 
薬剤耐性菌・薬剤感受性試験結果（野菜・花き） 
薬剤耐性菌・薬剤感受性試験結果（果樹・茶） 



○ 都道府県が発表する発生予察情報等（注意報、特殊報、技術情報等）
に 注意喚起情報等を掲載 

１２ 

情報提供の取組：都道府県からの情報発信・指導 ② 

【防除指針の記載事例】 

【特殊報の記載事例】 

【技術情報の記載事例】 

 ・病害虫防除ガイド「薬剤耐性及び抵抗性に関する情報について」（北海道） 

   殺菌剤：稲いもち病菌、稲ばか苗病菌、野菜・花き類の灰色かび病菌、きゅうり褐斑病菌 等 

   殺虫剤：イネドロオイムシ、ヒメトビウンカ、コナガ、ネギアザミウマ、ナミハダニ 

 ・「効果の低下が疑われる場合は、作用機作の異なる薬剤または混合剤を用いる等の対策が必要であ
る。」（宮城県） 

 ・「同じ育苗箱施用剤の連用は避ける。同じ薬剤を地域的に使用する場合は特に注意する。」（新潟県） 

 ・平成23年3月16日付け特殊報第1号（北海道） 

  「ＭＢＩ－Ｄ剤耐性いもち病菌の発生について」（参考１）   

 ・平成23年11月29日付け特殊報第2号（北海道） 

  「クレソキシムメチル耐性コムギ赤かび病菌の発生について」（参考２） 

 ・平成24年7月5日付け病害虫防除情報第6号（宮崎県） 

  「ネオニコチノイド系殺虫剤感受性低下ワタアブラムシ」（参考３） 

 ・平成24年9月11日付け病害虫発生調査速報第6、7号（香川県） 

  ｢ハスモンヨトウの薬剤感受性検定（結果の速報）｣ 

  ｢タバココナジラミ（バイオタイプQ）の薬剤感受性（検定結果の速報）｣ 


