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１．はじめに

近の野菜病害防除をとりまく情勢の変化は激しく、その中にあって、環境保全型の防

除技術に大きな期待が集まっている。今までも、臭化メチル代替技術やＩＰＭなど、多く

の研究が環境保全型の防除を目指してきた。また、安全な農産物生産のための技術的対応

も進められている。以下に、野菜病害研究を取り巻く情勢、技術開発の現状と今後の方向

などについて述べて参考としたい。

２．野菜病害研究をとりまく情勢

１） 年臭化メチル全廃2005
臭化メチルは、 年のモントリオール議定書締約国会合でオゾン層破壊物質に指定さ1992

、れ、 年以降 年全廃に向けた段階的削減プログラムが進められることとなったが1995 2010
年には先進国での全廃年は 年に前倒しされた（東義裕 臭化メチル削減計1997 2005 2001.

画の現状．植物防疫 。今年がその全廃年である。この間、行政と研究が連携55:433-437)
して代替技術の開発・普及を行ってきた。野菜茶研でも技術開発を行いつつ、課題別研究

会の開催（西和文他 野菜茶業課題別研究会資料． ）などを通じて、現2005. 2005.10.6-7.
状把握と今後の方向の検討を進めている。

２）農水省消費・安全局の設立（ 年７月）2003
問題、食品偽装事件、無登録農薬問題などの発生により、食品安全行政のあり方がBSE

問われ、政府は国民の健康の保護を 優先とする食品の安全確保に取り組むこととした。

このため、リスク評価、リスクコミュニケーション、リスク管理といういわゆる「リスク

分析」手法を導入することとし、この理念を盛り込んだ「食品安全基本法」を制定した。

リスク評価を行う食品安全委員会の設置と同時に、リスク評価に基づくリスク管理を行う

ため、農水省は 年７月に新たに消費・安全局を設置した。植物防疫課も農薬を使用す2003
る病害虫防除や検疫における消毒等の食品安全に密接に関連する業務を行っていることか

ら、消費・安全局に移行した。これにより、安全な農薬使用のための施策を強化すること

になった（坂本清彦 農林水産省の組織再編について．植物防疫 。2003. 57:392-395）

３）農薬取締法等の改正

国民への安全な食料の供給のために、農薬取締法改正が２回、食品衛生法改正も行なわ

れた（田雑征治 農薬取締法の一部改正を含む 近の農薬をめぐる情勢について．植2003.
物防疫 。また、病害虫防除所関連の事業に影響する植物防疫法の改正も行わ57:441-444）
れた。



農薬取締法の改正(1)
本来、農薬は、安全性の確認された登録農薬を適正に使用する必要がある。従来は農薬

使用者への規制があいまいで、必ずしもこれが遵守されていなかった。 年夏以2002 (H14)
降、無登録農薬の全国的な流通・使用の実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼

2002 12 11 2003 3を損なう大問題となった。このため、 年 月 日に農薬取締法が改正され、 年

月 日に施行された。改正の内容は、①無登録農薬の製造、輸入の禁止（販売は従来から10
禁止 、②特定農薬制度の創設、③使用禁止農薬の創設（無登録農薬の使用禁止 、④農薬） ）

使用基準の遵守義務化の創設、⑤罰則の強化、などである。これにより、登録農薬の適正

使用が確保され、一般消費者の健康や環境に対する悪影響が排除できるようになった。し

かし、農業生産現場では、無登録農薬の使用禁止、農薬使用基準に違反する農薬使用の禁

止、罰則の強化がなされたことから、マイナー作物の農薬登録問題などの新たな不安と混

乱が生じた。

その後、違法農薬回収規定や農薬登録と食品衛生法の残留基準の同時設定の必要性の指

摘を受けて、 年 月 日に農薬取締法が改正された。その内容は、①違法な農薬が販2003 6 11
売された場合の回収命令等、②農薬の登録と残留農薬基準の整合性の確保、③農薬以外の

） 。除草剤の表示規制（いわゆる非農耕地用除草剤の農作物等への使用不可の表示 、である

食品衛生法の改正(2)
問題や偽装表示問題によって食品の安全に対する国民の不安や不信が高まったことBSE

から、国民の健康の保護のための積極的対応、事業者による自主管理の促進、農畜水産物

の生産段階の規制との連携を柱とする食品衛生法の改正が 年 月 日に行われた。農2003 5 30
薬関連で重要なのは、農薬等の残留規制の強化すなわちポジティブリスト制度（農薬等が

残留する食品の販売等を原則禁止）の導入で、公布後 年（ 年５月）以内に施行予定3 2006
である。これに対応するため、マイナー作物対策の経過措置はその前に終了することとさ

れている。

植物防疫法の改正(3)
植物防疫法の改正により、 年４月から、病害虫防除所関係交付金の内容を変化させ2004

て、病害虫防除所等の職員に要する経費を交付金から一般財源化した（いわゆる三位一体

の改革の一環 。これによって、職員配置等についての都道府県の裁量が拡大された（坂）

本清彦 植物防疫法の改正について．植物防疫 。2003. 58:234-236）

４）食品安全のための適正農業規範 など(GAP)
年 月に決定された新「食料・農業・農村基本計画」には、食の安全や消費者の食2005 3

に対する信頼を確保するために国民の健康保護を 優先とした施策を展開することが述べ

られている。農産物生産段階での具体的な取り組みとして、地域や作物の特性等に応じた

食品安全のための適正農業規範（食品安全ＧＡＰ）の策定・普及と、これに基づく生産出

荷など、生産者等による自主的な取り組みを促進することとしている。農水省では、野菜

・果樹・穀類・きのこについて 「食品安全のためのＧＡＰ策定・普及マニュアル」を作、

2005. 2005 8成して普及を進めている 谷口康子 食品安全のためのＧＡＰ 今月の農業 年（ ．

月号： 。35-38.）
適正農業規範 は、安全な農産物を生産するための管理基準(Good Agricultural Practice)



で、生産者自らが農作業行程ごとに危害要因を洗い出し、管理ポイントを整理・文書化し

て、それぞれの農作業を実践しながら、実施状況の記録と継続的な見直しを行う取り組み

である。当初は消費者・販売者からの要求に基づいて作られたが、昨今では世界的に農産

物生産の必要条件となりつつある。消費者に信頼され、結果として経営が維持できる農業

生産システムを確立するために、各農場にＧＡＰを導入することになる。そのためにはＧ

ＡＰが標準化され、世界に通用するものにならなければならず、ＪＧＡＩ協会によって日

本版のＧＡＰの作成の取り組みが行われた。ＧＡＰは生産履歴公開（トレーサビリティ）

の信頼性を高めるためにも重要になると考えられている（田上隆一 適正農業規範の2005.
意義と日本版ＧＡＰへの取り組み．今月の農業 年 月号： 。2005 8 39-45）

３．野菜病害防除上の問題と研究対応

１）臭化メチル代替技術の開発

年の臭化メチル削減計画の決定を受けて、国内では、植物防疫課を中心として削減1995
プログラムを進行させると同時に、代替技術の開発が進められた。この結果、関係する多

数の行政・研究担当者の努力によって、一定の代替技術が整理できたものが多い。その例

をあげれば、クロルピクリンくん蒸剤（テープ剤、錠剤、乳剤）やカーバム系剤（土壌注

入法、散布混和法、潅水チューブ法）その他の代替薬剤の利用技術の開発、物理的土壌消

毒法としての熱水土壌消毒法の実用化、土壌還元消毒法の開発などがある。しかし、土壌

伝染性ウイルス病、ショウガ根茎腐敗病、クリシギゾウムシなど、一部の病害虫では代替

技術が未完成または普及の目処が立っていない。これらに対しては「不可欠用途」として

の申請を行い、国際的な承認を経たうえで臭化メチルの使用が認められることになってお

り、各国の使用可能数量が示されてきている。しかし、不可欠用途の申請には、技術開発

等の努力を行っているものの経済的には引き合う段階にないことを毎年証明する必要があ

り、将来にわたる保証はないため、早急な防除技術の開発が望まれている。この研究の経

過と現状および今後の方向については、本講義の「臭化メチルを巡る現状と代替技術（西

和文 」を参照されたい。また 「園芸作物の土壌伝染性ウイルス病について（津田新） 、

哉 」では、発生生態に基づいてＰＭＭ Ｖによるピーマンモザイク病の総合的防除法が提） o
案されている。

２）侵入病害等への対応

国外から侵入する病害虫は、時に原産地では見られない甚大な被害を引き起こし、野菜

生産の一大阻害要因となる。植物防疫法に基づく水際での厳しい対応によって侵入と被害

発生が防がれてきたが、まれにそれをかいくぐって、新たな病害虫が侵入する事例が見ら

れる。 近では、スイカ果実汚班細菌病やトマト黄化葉巻病がその例である。

年に山形県で初発生し、その後、長野、鳥取、徳島でも発生が見られたスイカ果実1998
汚班病では、汚染種子が発生源であったことから、種子消毒法や簡易診断技術等が開発さ

れるとともに、発生生態の解明に基づいて「スイカ果実汚班細菌病防除マニュアル」が策

定・配布され、再侵入時の対応が可能となった。しかし、 年には、メロン等での被害2005
発生が確認されるに至っている。この研究対応については、本講義の「種子伝染性病害と



その対策について（白川隆 」の中で述べられている。）

年に東海と九州で発生が確認されたトマト黄化葉巻病では、主にシルバーリーフコ1996
ナジラミが媒介する虫媒伝染性ウイルス病であり、防虫ネットの設置等の物理的防除法、

野良生えトマトの除去などの耕種的防除法と薬剤防除を組み合わせた総合的対策によって

一応の防除対応が可能になってきた。ところが、 近、媒介昆虫であるコナジラミの新た

な系統が出現したことから、防除体系の見直しが必要になってきている。これについては、

本講義の「トマト黄化葉巻病の現状と対策（本多健一郎 」で述べられている。）

３）病害抵抗性とレース問題

病害抵抗性品種の利用は、野菜の病害防除における も重要な防除法で、 年代から1960
多数の研究蓄積があり、 近、関連研究の紹介が特集されている（稲葉忠興 抵抗性(2003)
品種への期待、植物防疫 他 。本講義の「野菜茶業研究所の野菜育種分野にお57:251~253. ）

ける病害抵抗性育種の現状（坂田好輝 」では、複合病害抵抗性のナス台木品種「台三）

郎 、うどんこ病・アブラムシ複合抵抗性メロン品種「アールス輝」をはじめとして、野」

菜茶研における抵抗性育種の状況を紹介している。

しかし、一方では、抵抗性を打破する系統が出現して、抵抗性品種が罹病化する例が認

められており、レース問題は抵抗性品種利用による病害防除において避けて通れない状況

となっている。各種野菜のべと病菌、トマト葉かび病菌、各種フザリウム病菌、うどんこ

病菌などでの抵抗性とレース発生の現状およびその対策については、本講義の「病原菌の

レース分化と対策について（窪田昌春 」を参照されたい。）

４）農薬利用上の問題など

無登録農薬の野菜からの検出事例の多発などを契機とする農薬取締法改正により農薬使

用者への罰則規定の追加等が行われたことから、マイナー作物の登録農薬問題が発生し、

この対応が進められた（田中稔 マイナー作物を対象とした農薬登録を巡る話題．植2003.
物防疫 、梅村武司 マイナー作物の適用農薬を巡る 新事情． 植物防57:201-210 2004.
疫 。なお、農薬の安全性確保、リスク評価体制、使用規制、残留農薬、安全58:284-287）
使用等の状況についても特集されている（植物防疫 ）ので、それらを参照され58:243-287.
たい。

マイナー作物の農薬登録問題(1)
農薬登録には多額の経費がかかるため、農薬メーカーからは市場規模の小さなマイナー

作物の農薬登録は敬遠されてきた。農薬取締法改正によって、適用のない農薬の使用が直

ちに農薬取締法違反として罰則が科せられることになったことを受けて、登録農薬の少な

いマイナー作物の病害虫防除に使用する農薬の登録確保の動き（要望は延べ 件）が16,000
起こった。農水省は、マイナー作物への農薬適用拡大を支援するため、利用部位から類似

性の高い作物のグループ化（非結球レタスなど 種類 、作物残留試験実施と登録変更ま11 ）

での当分の間の経過措置の設定（安全な使用方法を設定する都道府県知事からの申請作物

に対する農水大臣の承認と、都道府県に要望し指導を受けた者のみへの使用の許可）など

を実施した。なお、マイナー作物等の農薬適用拡大の支援体制として「マイナー推進中央

協議会」が設置され、関係各方面の連携のもとに登録推進のための作業が進められている。



なお、米国での事情との比較に基づく今後の取り組み方向についても提言されている（本

山直樹 今月の農業 年１月号 。2004. 2004 :62-65.）
年２月末現在で、 件が登録され、 件が経過措置延長、 件が経過措置2005 292 2,963 5,564

取り消し（うち 件は登録申請または申請準備中）となった（農水省記者発表 。2,068 ）

安全な農作物を消費者に届けるために、食品衛生法や農薬取締法に準拠して農産物を生

産するのが生産者の義務であることを考えれば、今後のマイナー作物での病害虫防除は、

必要とする農薬を農薬登録された後に使用することと、農薬以外による防除法の確立によ

る総合的な対応が重要である。また、今後新たに新作物や栽培体系を導入する際には、必

要な農薬登録の試験成績の整備を含めて、開発段階から病害虫対策も併せて検討する必要

がある。

隣接圃場等への散布農薬のドリフト問題など(2)
散布時に発生する農薬飛散すなわちドリフトによる住民や公共施設等への危害を防止す

るための対策は従来から行われてきた。しかし、残留農薬基準のポジティブリスト化に伴

い隣接圃場での栽培作物の被爆問題や、公共用水域の汚染問題なども懸念されるため、農

2004 3 2004.水省では 年から か年、農薬飛散影響防止対策事業を実施している（藤田俊一

農薬散布時のドリフト防止対策．植物防疫 。スピードスプレーヤを用いる果58:71-274）
樹栽培ではもちろんであるが、野菜栽培で用いる動力噴霧器やブームスプレーヤでもドリ

フトが発生するので、対応する必要がある。

４．野菜病害研究の今後の方向

１）消費者に理解される技術開発

農産物の消費者である国民からは、安全で安心できる農産物の提供とともに、環境に配

慮した農業生産が求められている。このような中で農産物の安定生産をはかるために病害

虫の被害を適切に抑える技術の開発と利用が必要となる。このため、病害虫の発生予測に

基づき、耕種的防除、生物的防除、物理的防除および化学合成農薬による防除を適切に組

合せ、環境負荷を低減しつつ病害虫の発生を経済的被害が生じるレベル以下に抑制する総

合的病害虫管理（ＩＰＭ）に転換する必要がある。そのためには、迅速で簡易な診断技術

や発生予測技術の開発、化学合成農薬に頼らない防除技術の開発とともに、それらの適切

な組合せによる管理手法の開発が求められる。

一方、消費者の農産物に対する安心を保証するためのトレーサビリティ技術の開発が進

んでおり、防除を含めた生産履歴情報の提供はこれに対応するものであるが、適正農業基

準（ＧＡＰ）に対応するものとして整理していく必要がある。なお、精密農業のためのＩ

Ｔ技術の開発は、他方で農業生産の全行程を正確に把握して適切に管理する手法としても

利用できるため、ＧＡＰの実践に利用しようとする提案（澁澤栄 適正農業規範と精2005.
密農業．今月の農業 年８月号 ）もなされており、病害虫発生状況の把握や予2005 58-62
測への利用も検討していく必要がある。

なお、 近提唱されているEBC（ ）による病害虫管理は、 新Evidence based Control
で 前の根拠を、的確に、かつ、思慮深く利用することによって、病害虫防除の問題点解

決策の判断や効率的防除体系を構築するための考え方である（田代暢哉 新しい病害2005.



虫管理の概念：EBCによる防除体系の構築．植物防疫 。科学的根拠と現地実証59:69-73）
に基づいて防除体系を確立するこの考え方は、臨床医学で確立されたもので、多数の臨床

事例の情報化に基づく判断が基礎になっている。生産現場での管理点の整理と記録に基づ

き、絶え間なく修正をはかっていくＧＡＰの実践につながる方法として、今後の展開を期

待したい。

２）化学合成農薬に頼らない防除技術

環境負荷の低減や消費者の安心・安全志向に対応するため、化学農薬に頼らない防除技

術の開発と利用が薦められている。その中には、病害抵抗性品種や台木、特定防除資材

） 、（特定農薬 、微生物農薬、物理的防除法、耕種的防除法など、多岐にわたる方法があり

その効果もまちまちであるが、ＩＰＭにおける防除手段の一翼を担うものも多い。

病害抵抗性品種や台木の利用は上述のとおりである。特定防除資材（特定農薬）には、

当初、天敵、重曹、食酢の３種類が指定されたが、保留された資材が多数ある。これらに

ついては 「特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針」に基づき、評価、

可能なデータが得られたものについて順次評価を行い、指定の検討を行っている。

微生物農薬で、野菜類に登録されているものは少数であり、エルビニア カロトボーラ

剤（ハクサイ等の軟腐病 、バチルス ズブチリス剤（ナス・トマトなどの灰色かび病・う）

どんこ病、新たに温風機ダクト内処理法（田口義広 植物防疫 、タラロ2004. 58:102-106.））
マイセス フラバス剤（イチゴ炭疽病・うどんこ病 、シュウドモナス フルオレスセンス）

剤（トマト青枯病・根腐萎凋病 、非病原性フザリウム オキシスポルム剤（サツマイモつ）

る割れ病）などがある。現在利用されている弱毒ウイルスは８種であり、その中には、キ

ュウリ萎凋症に対する微生物農薬として登録されたＺＹＭＶ弱毒株の例もある。弱毒ウイ

ルスは特定防除資材の有力な候補としてあげられており、その開発の状況がとりまとめら

れている（小坂能尚 野菜類ウイルス病ワクチンの現状と今後の展開方向．植物防疫.2005.
。59:337-340.）

物理的防除法には、熱や光線利用による防除、防滴フィルムの使用による施設内湿度の

低減、雨滴による病原菌飛散を防ぐ雨除け栽培など、耕種的防除法には、発生源の除去・

処理、輪作、施肥管理等による抵抗性の向上 山崎浩道 カルシウム吸収によるトマ( .2004.
ト青枯病抵抗性の向上、植物防疫 などが知られており、その多くが、ＩＰＭ58:340-344.)
の策定にあたり、取り入れるべき有力な個別技術となりうる。

３）総合的病害虫管理（ＩＰＭ）の推進

ＩＰＭとは、 の略で、種々の防除手段を調和的に組合せIntegrated Pest Management
って病害虫を管理するシステムであり、人間の健康や環境へのリスク低減の役割をも持た

54:211-225.せるようになってきた。ＩＰＭの現状や問題点は特集されている（植物防疫

年６月号）ので、それを参照されたい。従来の単一病害虫管理ではなく、病害虫群管2000
理の概念に基づいて防除体系を確立する目的で、プロジェクト研究「環境負荷低減のため

の病害虫群高度管理技術の開発（ ～ 年 」により、慣行防除に比べて農薬使用回1999 2003 ）

数の５割削減を可能にするＩＰＭ体系の構築を行うとともに、その成果の一つとしてＩＰ

Ｍマニュアルを策定した（梅川学他編 ＩＰＭマニュアル－環境負荷低減のための病(2005)
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マト、施設ナス、施設メロン、キャベツのＩＰＭマニュアルと、個別技術として弱毒ウイ

ルスの種類と利用法、熱水土壌消毒とその利用法、ＤＲＣ診断の手法が盛り込まれている。

これらの取り組みを参考にして、今後、各種作物におけるＩＰＭマニュアルの策定や個別

技術の開発が望まれる。

なお、農水省では、耕種的・生物的・物理的・化学合成農薬などの各種防除法を適切に

組み合わせ、発生予測に基づく 小防除によって環境負荷を低減しつつ病害虫・雑草の発

生を経済的被害水準以下に抑える総合的病害虫・雑草管理を進めることとし 「総合的病、

害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針案 ～病害虫および雑草の徹底防除から、さまざまな

手法による管理・抑制への転換～」を策定して、意見募集を行った（農水省記者発表 。）

今後、実践地域での効果の把握・検証を通じてＩＰＭの普及を図ることを計画している。

４）新規発生病害の監視と迅速な対処

病害虫が発生しなければ被害は生じない。発生のまれな病害虫、特に新規に発生した病

害虫では、初期に徹底的に駆逐することにより、定着を防ぐことが肝要である。植物検疫

はこの役割を果たす制度であるが、生産者や普及・行政・試験研究関係者の努力も欠かせ

ない。 年に新規に発生したアザミウマ伝搬性ウイルス病であるメロン黄化えそ病が、1992
静岡県の普及・研究機関の連携と、強制力をもった総合的な対応を迅速にしかも徹底して

行うことによって、翌年には根絶できたという事例（池田二三高ら 静岡県における.2001.
メロン黄化えそ病根絶の経過．植物防疫 ） が参考になる。55:397-400.

５．おわりに

近の大きな情勢の変化は、真に国民の健康のための安全な食料生産と、持続可能な食

料生産を目指す方向への転換によるものであり、必然的な流れである。本年開かれた「愛

・地球博」には 万人にのぼる入場者があり 「環境との共生」が印象付けられたが、2,200 、

まさに環境の時代といえる。自然環境を利用する農業、その一部である病害虫防除では、

環境保全型の技術開発やＩＰＭの確立は将来にわたる課題であり、さらなる加速が必要な

ことを再確認する好機となった。一方で、消費者に安心感を支える安全な農産物の生産技

術と生産履歴情報の提供のシステムの早急な構築も進められており、食品安全ＧＡＰにも

対応していく必要がある。これらの技術開発は生産現場への適用が必須であることから、

関係者が連携して現地実証に取り組み、研究へのフィードバックを通じて、迅速な技術の

確立とその普及につなげていく必要がある。


