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農薬について Ｖoｌ．２
Ⅰ．農薬選びの着眼点
農薬をうまく使用するには、それぞれの農薬の特性と病害虫の性質・発生状況を見て、それに見合った農薬を選択し適期に散
布することであります。

１．

殺 菌 剤

殺菌剤を使用する際の基本的な原則は、発病前の予防剤と発病後の治療剤を区別して考えることです。発病の前と後では病
原菌の状態が異なり、農薬もその効力の作用点で予防剤と治療剤に分けられるからです。そして、特に「菌」による病気は予防
することが第一であり、治療剤は毒性も強く病原菌に対する薬剤耐性がつき易いので極力散布回数を減らしたい、という考え方
で予防剤をうまく使用してもらいたいと思います。
1） 発病までの三段階
どのようなしくみで発病するかといいますと、大半の病気は「糸状菌：カビ」が原因でありますけれど、これが発病し広がるに
は、三つの段階があります。
③ 栄養を摂取し発病する第二
② 発芽した胞子から出た菌糸

① 胞子が作物の表面に付着
し、雨・高温度により水分を吸
い発芽する

⇒

が作物内部へ侵入し、病原菌
の生活の場を完成させる

次菌糸を伸ばし、広がり、多数

⇒

2） 予防剤、治療剤の作用点
予防剤 ＝＝ 作物の表面に付着した病原菌が侵入を開始する前に効果
を発揮する殺菌剤であり、胞子の発芽を抑制したり菌糸の
侵入を阻止する
治療剤 ＝＝ 病原菌が作物体内に侵入し発病してしまった後に殺菌力を
発揮する、作物に剤が浸透し、侵入した菌糸などを死滅さ
せたり分生胞子形成を阻害する

の分生胞子を形成し、その胞
子が雨・風・昆虫などで運ばれ
田畑全体に広がる

予防剤と治療剤の散布時期
①胞子の付着・発芽 ②菌糸の侵入 ③発病

潜伏期間

予防剤散布期間

3） 予防剤、治療剤の特徴と薬剤名
予防剤 ＝＝ 菌糸が作物へ侵入し発病する前に散布すると効果がある。
カビ：糸状菌、細菌等できるだけ多くの病原菌に効果ある汎用的な薬剤であり、耐性つ
きにくく残効も長い。

治療剤散布期間

硫黄合剤・銅剤・ボルドー液・キノンドー・オキシラン・ダコニール・ダイセン類・オーソサイド・ベンレー
ト・トップジンＭ・アリエッティ・ロブラール・サニパー・ピーチガード・ ダコレート・ベルクート など
治療剤 ＝＝ 菌糸が作物内へ侵入後に散布しても効果がある。特定の病原菌に選択的にシャープな
卓効を示し、作物体内への浸透性に優れる。薬剤耐性ができ易いので、1～２回の散布
にとどめるのが望ましい。
リドミル・サンドファン・ポリオキシン・トリフミン・バイレトン・バイコラール など
《参考》 最近の殺菌剤は混合剤が多く、予防と治療の両効果をあわせもつ薬剤が多くなった。散布する薬剤を選ぶ際に
も予防剤・治療剤と区別して考えることもない様であるが、薬剤耐性の問題もあり基本は理解しておくべきであ
る。
アンビルフロアブル・カッパーシン・カットイン・クリーンヒッター・スミレックス・ラリー・ルビゲン など
4） 予防薬剤、治療薬剤の散布ローテーション
先に述べたように予防剤をうまく使用するように考えるべきであります。雨の前などに予防剤を繰り返していくローテーショ
ンを行うのが良いでしょう。発病が見られない場合は治療剤を使う必要はありません。
発病の恐れが強い・発病してしまった 場合は、治療剤を散布し病気をいったん治し（菌の数を激減させる）、ようすを見、
予防・治療両効果の剤を使用したりして、そして基本的には予防剤にもどしていきます。
このような方法をとるのが、殺菌剤使用の際の有効なローテーションであります。
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２．

殺 虫 剤

殺虫剤は「害虫がいなければ防除散布することが必要ない」というのが基本であると考えます。予防的な防除の効果は思うほど
少なく、害虫発生後の広がりを防ぐことが主体となります。
しかしながら最近では、「害虫がたからない・近寄らない」という予防的な効果をねらって散布することも多く、ピレスロイド剤のよ
うな薬剤も多くなってきました。
1) 害虫の抵抗性、リサージェンス
殺虫剤の選択で一番重要となるのは、害虫に対する薬剤抵抗性の問題であります。抵抗性がある場合その害虫は死がず
に、更には天敵の動物を殺してしまい、使えば使うほど被害を増長させてしまう。これを 『リサージェンス現象』といいます。
抵抗性害虫の出現は増加しており、殺虫剤選択の上で留意すべきは薬剤に対する抵抗性の出現を極力抑えることです。
そのためには、薬剤散布回数を減らすことであります。更に薬剤散布回数を減らすためには、害虫、薬剤の特性を理解しそ
の害虫に合った薬剤を選択し、適期を見極め、一発で効かすことがポイントとなります。
2) 殺虫剤の分類
殺虫剤は大きく分けて、下記のような 7 つの系統に分けられます。
有機リン剤 ＝＝ 最も多く出回っている薬剤。非選択的で速効効果があるが抵抗性の出現が顕著である。連
用を避け、他の系統の薬剤とのローテーションを考え使用する。
カーバメート剤 ＝＝ 有機リンと同様安価であるが抵抗性が強くなってきている。有機リン剤との混合や散布ロ
ーテーションに組み入れて使用し、連用はしない。
ランネート・ミクロデナポン など
合成ピレスロイド剤 ＝＝ 最近多く開発販売されてきた剤である。非選択的で残効もあり、忌避性にも優れ予
防的に使用できる総合力のある卓効薬剤である。有機リン、カーバメートの剤に抵
抗性をもった害虫にも良く効く。一方抵抗性がつき易く、現に最近では効果も少なく
なってきてしまった。更に散布後ダニの異常繁殖がみられることもあり、またリサージ
ェンスの影響からかカイガラ虫類も多発するようである。年 1～2 回の散布回数にし
予防的に使用するようにしたい。
アディオン・アーデント・テルスター・バイスロイド・スカウト・マブリック・
ロディー・トレボン など
ネトラキシン剤 ＝＝ 抵抗性つきにくく残効もあり忌避性もある。ただし主にリン翅目の害虫用の薬剤であり、カ
イ ガラ虫を異常発生さ せるこ とがあるので有機リ ン剤との併用が必要で ある。
パダン など
有機塩素剤 ＝＝ 遅効性で残効があり、非選択的で幅広い殺虫剤。急には効果現れないが抵抗性もできに
くく貴重な薬剤の一つである。魚毒がすこぶる強いので注意する。
マリックス など
脱皮阻害剤 ＝＝ 幼虫の脱皮を阻害したり、卵のふ化を阻止する薬剤。成虫は死滅せずすぐには害虫が減
らないが、一週間後ぐらいから効果が現れ、また抵抗性もできにくい。もっと一般的に使
用すべき薬剤で ある。幼虫を見つけたら直ちに散布利用するのが鉄則で ある。
アプロード・デミリン・カスケード など
生物農薬・ＢＴ剤 ＝＝ 蚕につく天敵の毒素を合成した農薬で、人体毒性なく安全性が高い。散布してもすぐ
には死がないが、食欲不振となり死滅する。リン翅目害虫のみに更に幼虫にしか効
果ない。抵抗性の問題もなく、回数制限もないので定期的に利用すれば有効であ
る。
トアロー・チューリサイド・ゼンターリ など
《参考》
殺虫剤の作用性
食毒
接触毒
吸収毒
害虫の分類
リン翅目
双翅目
ショウ翅目
半翅目
アザミウマ目

害虫が作物の表面に付着した農薬を食べて作用する
農薬が害虫の体表面に付着し、体内に浸透あるいは体表面の呼吸器などをふさぎ作用する
主に作物の根から薬剤有効成分が吸収され、作物の体液を害虫が吸うことで作用する 吸収口をもつ害虫の
み効く 粒剤の農薬はこの作用がある
蝶、蛾など
ハエ、蚊、アブなど
カブト虫、カミキリ虫、ゾウ虫など
カメ虫、ウンカ、油虫、コナジラミ、カイガラ虫など
チャノキイロ、ミカンキイロ、ミナミキイロなど（スリップス）
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3) 殺虫剤の有効な使い方
殺虫剤を一発で効かすには、散布するのに最も適する時期の決定と総合的な殺虫効力を持つ薬剤の選択、更には薬剤
混用であります。殺虫剤の性質、長短所はそれぞれあり、組み合わせること（混合）によってそれぞれの薬剤の短所をカバー
し総合力を高めることがポイントであります。そのポイントをいくつか述べてみます。
① 抵抗性の防止＝卓効ある切り札的薬剤は抵抗性ができ易いので、抵抗性のでにくい殺虫剤・作用点の異な
る卓効剤と組み合わせる。
② 残効を高めかつ薬剤効果を強化＝残効のある遅効性の農薬と速効的であるが残効のない農薬との組み合
わせにより散布適期の幅を広げられる。
③ 天敵を殺さず害虫密度を下げる＝天敵を殺さない「マシン油・ＢＴ剤・脱皮阻害剤」などは、抵抗性の出現も
でにくいので散布回数が多くできる。このような薬剤を害虫発生初期、
害虫密度の低い時に散布する。いざという時、切り札的に卓効剤（合成
ピレスロイド剤など）を利用する。
④ 成虫に効く薬剤と幼虫・卵に効く薬剤との組み合わせ
⑤ 接触毒と吸収毒との薬剤の組み合わせ
一発で効かせたいから卓効剤ばかり使用しがちになるが、これは失敗するもとである。上記のような考えの薬剤混合やロー
テーションで、特徴の異なる農薬をうまく組み合わせることが大切である。

Ⅱ．最近問題となっている病害虫など
1．マメハモグリバエ
＊ 寄生植物は極めて広く、特に「なす・ミニトマト」での被害が大きい。
＊ 幼虫による葉の食害跡が白い線状になって残る。その食害により光合成が阻害され生育不良となる。
防除＝＝発生初期の防除を徹底する 定植時に粒剤を施用し食害葉は見つけしだい除去する
【薬剤】
オルトラン粒剤――定植時 10a 当 ３～６ｋｇ オルトラン水和剤――1000 倍
カルホス乳剤――1000 倍
カスケード乳剤――2000～4000 倍

2．ミカンキイロアザミウマ
＊ 寄生する作物は極めて広く、特に「なす・トマト・メロン・花き・もも・施設ぶどう」など多岐にわたる。
＊ 成虫、幼虫が新芽・新葉の汁液を吸収するため、被害部が変色及び萎縮し、商品価値が低下する。〈もも〉では着色
期の果実の表面にかすり状の被害を及ぼす（縫合線、果底部のくぼみ部、葉との接触部など）。また、新梢先端葉
の奇形・かすり症状も認められる。〈ぶどう〉では開花始めから 20 日の間に寄生され加害を受けた場合、幼果に白ぶ
くれ症状が現れるが、黒色系品種では着色に伴い目立たなくなり収穫期には実害とならない。
防除＝＝成虫は、青・白・黄の色に誘引されるのでそれらの色の資材を利用する。また、数日間の絶食で死滅するので、
野菜・花きの栽培の場合収穫後は次作まで 10 日以上あけ、蛹からふ化する成虫を死滅させる。また土壌中の
蛹を殺虫するために土壌消毒するも良い。
【薬剤】
アーデント水和剤――1000 倍
モスピラン水溶剤――2000 倍
パダンＳＧ水溶剤――1500 倍
カスケード乳剤――2000 倍

3．オオタバコガ
＊ ここ数年大発生し、被害が目立っている。タバコガと形態や被害状態は良く似ているが、寄生植物の範囲が極めて
広く、野菜・花き類で特に心配される
＊ 「なす・トマト」では、タバコガと同様で実に穴を空けて潜り込む。体色は濃い緑～黄緑、オレンジ～褐色など変異が
非常に大きい。
防除＝＝幼虫は果実などに食入してしまうと防除が難しいので、ふ化後すぐあるいは被害を見つけ次第幼虫を捕獲する
などして防除する。被害果は早期に処分する。
【薬剤】
ラービンﾌﾛｱﾌﾞﾙ――750～1000 倍
カスケード乳剤――2000～4000 倍
トレボンＥＷ――1000 倍
コテツフロアブル――2000 倍
モスピラン水溶剤――2000 倍
アファーム乳剤――1500 倍
ＢＴ剤、脱皮阻害剤、他合成ピレスロイド剤など
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4．カイガラ虫類
＊ カイガラ虫は葉・枝などに寄生し樹液を吸収して、糖分を含む液体を排泄し、果実・葉を黒く汚しスス病を発生させ
る。
防除＝＝一年に普通 3 回のふ化が行われ、下記のような薬剤でふ化・幼虫期をねらってていねいに散布防除する。先に
述べたように、リサージェンスのことも考慮して薬剤選択する。
【薬剤】 休眠期：石灰硫黄合剤――10 倍（あくまで予防的に用いる。すでについている場合は効果ない）
機械油――25 倍（毎年の使用は樹を弱らせる心配があるので注意する。12 月迄に散布）
5 月中下旬＝第一回目ふ化期：ダイアジノン乳剤・ダイアジノン水和剤・アプロード――1000 倍
7 月下旬＝第二回目ふ化期：スプラサイド水和剤――1500 倍
アプロード――1000 倍
9 月上旬＝第三回目ふ化期：スプラサイド水和剤・スプササイド乳剤――1500 倍
スミチオン乳剤・スミチオン水和剤――1000 倍
〔落葉果樹で、スプラサイドの 5 月散布は薬害の恐れがあるので使用しない〕

5．「スギナ」の除草
スギナは、トクサ科の多年生雑草であります。早春にまず地上に姿を現わすのは『胞子茎』いわゆる つくしんぼう と杉の
葉のような形をした『栄養茎』が発生します。スギナは酸性土壌で発生が多いといわれていますがそんなことはありません。ス
ギナ防除のために石灰を撒いて土壌ＰＨを上げる方法を良く聞きますがそれは誤解です。今からスギナの生態とそれを理解
した上で防除法を考察していきます。
1) スギナの増殖
スギナは 3 つの繁殖器官で増えます。『胞子』、『根茎』、『塊茎』です。その中で増殖力が強大なのは地下にある根茎や塊
茎の地下茎です。
根茎――地中を伸びる茎で垂直に伸びるものと水平のものとがある
塊茎――根茎にできるコブ状のかたまり、いわゆる「イモ」
この根茎と塊茎が土中のあちこちで萌芽して、地表では胞子茎・栄養茎の形で現れます。地上で見ているスギナはごく一
部でしかありません。まさに氷山の一角です。
また、「スギナは生えているがつくしはでないぞ～」というケースがありますが、根茎と塊茎が地中で繁殖しているなら、つく
しの胞子で増える必要がなく畑地に定着していて世代交代していないスギナであり、地下茎から次々と地上に生えてくるわけ
です。
スギナの栄養茎は、4～11 月頃まで発生しています。そして 10℃～35℃の間であれば地下茎は伸長し、25℃の温度で旺
盛となります。しかし 45℃以上の高温や乾燥になると塊茎は弱ったり死んだりします。
スギナの繁殖の仕方
春期にまず地上茎（つくし⇒栄養茎）が伸びる
↓
昨年からある地下茎へ養分が蓄積される
↓
新しい塊茎が作られる
↓
越冬芽（翌年萌芽させるための芽・休眠芽）が作られ、更に新しい根茎が作られていく
このような生態を理解して、防除について考えてみます。
2) スギナの弱点と防除
地表に伸びた栄養茎はスギナ全体が繁殖をするための器官、つまり光合成で栄養を作り地下茎へその栄養を送る役目を
果たします。効率よく防除するカギはここにあります。
スギナが繁殖し始めた最初の 2 ヶ月は、地下へまだほとんど養分を送らず、塊茎を形成していません。この時こそスギナを
叩く、防除の適期です。ここで地上茎（栄養茎）を退治してしまえば養分を地下器官へ送れなくなり繁殖のための根茎・塊茎を
育てることができなくなります。反対に 2 ヶ月を過ぎてから地上茎を除草してもすでに栄養分は地下器官へと蓄えられてしまっ
ています。根茎・塊茎は休眠せず、年間を通して高い萌芽力を持っています。早期に地上茎を除草することが重要ポイントで
す。そして再生してきたら再度除草します。
☆ スギナ退治のポイントは、５～６月に地上茎（栄養茎）を「バスタ液剤」、「エムディ・バンスター液剤」 100 倍
で散布除草する。また、畑地でなければ ３～４月に「カッター粒剤」、「カソロン粒剤」を 10 坪当り約1ｋｇの割
で散粒する。
☆ 再生してきたら、同様に散布除草する。こまめに行えば必ずスギナは退治できます。

