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農薬の作用メカニズムと 
総合的病害虫管理 

農林総合研究センター  

 病害虫防除技術担当 

 

植物病害の原因 
  農業における植物の病害とは一般的に経済的
被害が生じる伝染性の障害である。 この伝染性
の障害は以下の病原微生物が原因となる。 

１ 菌類（糸状菌） 
  植物病害の原因の70～80％を占めている。 

２ 細菌（バクテリア）  

  植物病害を引き起こす細菌の多くは桿状細菌    

３ ウイルス  直接有効な農薬がない、媒介する 

４ ウイロイド 昆虫の駆除が重要。 

５ ファイトプラズマ  昆虫が媒介する。 

  テトラサイクリン系抗生物質が効果があり。 
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果菜類の主な糸状菌病 

トマト 葉かび病 

キュウリ べと病 

キュウリ 

うどんこ病 

ナス 

半身萎凋病 

果菜類の主な細菌病 

キュウリ 

斑点細菌病 

トマト 

青枯病 

ナス 

青枯れ病 
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害虫による農作物被害 

 

１ 害虫の媒介によるウイルス病による被害 

  ウイルス、ファイトプラズマは害虫によって媒介 

 される。一度感染したものは薬剤では回復しない。 

 

２ 害虫の直接的な加害による農作物被害 

  幼虫による被害  

    植物体（葉、茎、根、果実）への食害 

  成虫による被害 

    吸汁害や排泄物による汚染  

トマト 

黄化葉巻病 
 タバココナジラミ 

キュウリ 

退緑黄化病 
 タバココナジラミ  

キュウリ 

黄化えそ病 
 ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

果菜類の主なウイルス病 
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ウイロイドによる矮化症状 

トマト退緑萎縮病 

TCDVｄ 

キク矮化病 

CSVｄ 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓやせいも症状 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ矮化症状 

PSTVｄ 

ファイトプラズマによる病害 

クワ萎縮病 
右下は病気を媒介する
昆虫ﾋｼﾓﾝﾖｺﾊﾞｲ 

アジサイ 

葉化病 
媒介昆虫は 

不明 

タマネギ萎黄病 
媒介昆虫 

ﾋﾒﾌﾀﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ 
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害虫による加害の状況 

  作物名                減収率 （％）                     減益率（％）  
                最大値   最小値   平均値   最大値   最小値  平均値  
水  稲   (14)           100     0     24         100     5     30  
小  麦     (4)             56       18         36             93       18         66  
大  豆     (8)                      49          7        30             63       18         34  
り ん ご   (6)          100     90         97           100        95        99  
も   も     (1)                     100        37        70            100       48        80   
キャベツ  (20)                      100       10        67            100       18         69  
だいこん    (5)                     100         4        39            100       18         60  
きゅうり      (5)                      88        11        61             86        11        60  
ト マ ト    (7)                       93       14         36             92        13        37  
ばれいしょ (2)                       44        22        33             64        22        43  
な  す     (2)                       75        21        48             78        22        55  
とうもろこし(1)                     28                                 28  
 
(注１) ()内は調査箇所数 
    一般社団法人日本植物防疫協会調べ 
  

農薬を使用しない場合の病害虫などによる、収量と出荷金額の減少率 



2014/3/26 

6 

殺菌剤：病害を防除する薬剤 

殺虫剤：害虫を防除する薬剤 

      （殺ダニ剤含む） 
除草剤：雑草を防除する薬剤 

殺そ剤：ノネズミを駆除するための薬剤 

植物成長調節剤：花芽の形成、果実の成熟、種  

     子の発芽率向上等に用いられる薬剤 

その他の農薬： 展着剤、鳥獣忌避剤、害虫誘引  

     剤、フェロモン製剤 

 

農薬の用途別分類 

農薬種類別の出荷量の推移 
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A 神経系阻害剤 
 １ ｱｾﾁﾙｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤 

  1-A ｶｰﾊﾞﾒｰﾄ系剤（NAC、ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ、ﾒｿﾐﾙ） 
  1-B 有機リン系剤（MEP、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、ｱｾﾌｪｰﾄ） 
 ２ GABA作動生ｲｵﾝﾁｬﾝﾈﾙを阻害 

  2-A ｼｸﾛｼﾞｴﾝ有機塩素類（ｸﾛﾙﾃﾞﾝ、ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） 
  2-B ﾌｪﾆﾙﾋﾟﾗｿﾞｰﾙ類（ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ、ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ）  
 3 ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝﾁｬﾝﾈﾙのﾓﾃﾞｭﾚｰﾀｰ 

  3-A ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系剤（ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ、ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ） 
 4 ﾆｺﾁﾝ性ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体のｱｺﾞﾆｽﾄ 
  4-A ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ系剤（ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ、ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ） 
  ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体に結合、やや遅効性、残効性 

 5 ﾆｺﾁﾝ性ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体のｱﾛｽﾃﾘｯｸｱｸﾁﾍﾞｰﾀｰ 

  ５ ｽﾋﾟﾉｼﾝ類（ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ、ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ） 

殺虫剤の作用メカニズムによる分類 １ 

A 神経系阻害剤(続き） 
 6 塩素ｲｵﾝﾁｬﾝﾈﾙｱｸﾁﾍﾞｰﾀｰ 

  ６ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系剤（ｱﾊﾞﾒｸﾁﾝ、ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸） 
 14 ﾆｺﾁﾝ性ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体のﾁｬﾝﾈﾙ阻害剤 

  14 ﾈﾗｲｽﾄｷｼﾝ系剤（ｶﾙﾀｯﾌﾟ、ﾍﾞﾝｽﾙﾀｯﾌﾟ） 
 19 ｵｸﾄﾊﾟﾐﾝ受容体ｱｺﾞﾆｽﾄ  
  ｱﾐﾄﾗｽﾞ（ｱﾐﾄﾗｽﾞ） 
 22 電位依存性ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝﾁｬﾝﾈﾙ阻害剤 

  22-A ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ（ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ） 
  22-B ﾒﾀﾌﾙﾐｿﾞﾝ（ﾒﾀﾌﾙﾐｿﾞﾝ） 
 ２８ ﾘｱﾉｼﾞﾝ受容体ﾓﾃﾞｭﾚｰﾀｰ 

  ｼﾞｱﾐﾄﾞ類（ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ、ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ、ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ） 

殺虫剤の作用メカニズムによる分類 ２ 
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B ｴﾈﾙｷﾞｰ代謝の阻害と攪乱 
 12 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱATP合成酵素阻害 

  12-A ｼﾞｱﾌｪﾝﾁｳﾛﾝ（ｼﾞｱﾌｪﾝﾁｳﾛﾝ） 
  12-B 有機ｽｽﾞ系殺ﾀﾞﾆ剤（ｱｿﾞｼｸﾛﾁﾝ、酸化ﾌｪﾝﾌﾞﾀｽｽﾞ） 
  12-C ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ（BPPS） 
  12-D ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ（ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ） 
 13 水素ｲｵﾝ勾配の攪乱による酸化的ﾘﾝ酸化の脱共役剤  

   ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ､DNOC､ｽﾙﾌﾗﾐﾄ 
 20 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ電子伝達系複合体Ⅲ阻害剤 

  20-A ﾋﾄﾞﾗﾒﾁﾙﾉﾝ（ﾋﾄﾞﾗﾒﾁﾙﾉﾝ） 
  20-B ｱｾｷﾉｼﾙ（ｱｾｷﾉｼﾙ） 
  20-C ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾙﾑ（ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾙﾑ） 
 21 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ電子伝達系複合体Ⅰ阻害剤 

  21-A METI剤（ﾌｪﾅｻﾞｷﾝ、ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ、ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ） 

  21-B  ﾛﾃﾉﾝ（ﾃﾞﾘｽ） 

殺虫剤の作用メカニズムによる分類 ３ 

B ｴﾈﾙｷﾞｰ代謝の阻害と攪乱（続き） 
 24 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ電子伝達系複合体Ⅳ阻害剤 

  24-A ﾎｽﾌｨﾝ（ﾘﾝ化ｱﾙﾐﾆｳﾑ､ﾘﾝ化ｶﾙｼｳﾑ､ﾘﾝ化水素） 
  24-B 青酸（青酸） 
 25 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ電子伝達系複合体Ⅱ阻害剤 

  25 β-ｹﾄﾆﾄﾘﾙ誘導体（ｼｴﾉﾋﾟﾗﾌｪﾝ､ｼﾌﾙﾒﾄﾌｧﾝ） 

C 昆虫成長調節（IGR）   

 7 幼若ﾎﾙﾓﾝﾐﾐｯｸ 
  7-A 幼若ﾎﾙﾓﾝｱﾅﾛｸﾞ（ﾋﾄﾞﾛﾌﾟﾚﾝ､ｷﾉﾌﾟﾚﾝ､ﾒﾄﾌﾟﾚﾝ） 
  7-B ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ（ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ） 
  7-C ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ（ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ） 
 10 ﾀﾞﾆ目成長阻害剤 

  10-A ｸﾛﾌｪﾝﾃｼﾞﾝ､ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ､ｼﾞﾌﾛﾋﾞﾀﾞｼﾞﾝ 
  10-B ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ   

殺虫剤の作用メカニズムによる分類 ４ 
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C 昆虫成長調節（続き） 
 11 昆虫中腸膜の微生物攪乱剤（ＢＴ剤） 

   11-A Bacillus thuringiensis 

   11-B  Bacillus sphaericus 

  15  ｷﾁﾝ合成阻害剤 ﾀｲﾌﾟ０ 

   ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙｳﾚｱ類（ｸﾛﾛﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ、ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ） 
 16 ｷﾁﾝ合成阻害剤 ﾀｲﾌﾟ１ 

   ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ（ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ） 
 17 ﾊｴ目脱皮攪乱剤 

   ｼﾛﾏｼﾞﾝ（ｼﾛﾏｼﾞﾝ） 
 １８ ｴｸﾀﾞｲｿﾝ受容体ｱｺﾞﾆｽﾄ 
   ｼﾞｱｼﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ類（ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ､ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ） 
 23 ｱｾﾁﾙCoAｶﾙﾎﾞｷｼﾗｰｾﾞ阻害剤 

   ﾃﾄﾛﾝ酸類（ｽﾋﾟﾛｼﾞｸﾛﾌｪﾝ､ｽﾋﾟﾛﾒｼﾌｪﾝ､ｽﾋﾟﾛﾃﾄﾗﾏﾄ） 

殺虫剤の作用メカニズムによる分類 ５ 

殺虫剤の系統別出荷数量 
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カーバメート剤

有機リン剤
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ｔ

農薬年度

国立環境研究所 農薬データーベースより作成 
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農薬の登録制度の概要 農林水産消費安全センター 

殺虫剤と薬剤抵抗性害虫の発生 

殺虫剤抵抗性の定義 

  昆虫の正常な集団の大多数を殺す薬剤の量に対し
て、耐えうる能力がその系統に発達したこと。 

 

殺虫剤蛍光性の原因 

① 皮膚透過性の低下 

  薬剤が体内に浸透しにくくなる。 

② 解毒分解酵素活性の増大 

  薬剤の体内での分解、体外への排泄 

③ 標的部位の感受性の低下 

  作用点の構造変化により薬剤との相互作用が低下 
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国内における薬剤抵抗性ミナミキイロアザミウマの発生状況 

一般社団法人 日本植物防疫協会 講演要旨 

 表１ ミナミキイロアザミウマ雌成虫の薬剤感受性 （）内は採取年月日 

埼玉県における薬剤抵抗性ミナミキイロアザミウマの発生状況 

埼玉県農林総合研究センター病害虫防除技術担当 岩瀬氏提供 
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農業生態系における自然制御機能を活用：耕種的・物
理的・生物的防除 

多様な防除法の活用：単一の個別技術のみに頼らない 

経済的被害許容水準の導入：病害虫診断、要防除水
準、発生予察の積極的活用 

有害生物の密度を低いレベルに「管理」：皆殺し的防除
からの脱却 

化学的防除は必要最小限に実施：発生予察等によって
適期防除の励行 

総合的病害虫管理（IPM)の考え方 

生物的防除とは？ 

 

カブリダニ、ツヤコバチ、クサカゲロウなどの  
 天敵を利用する。 

 

病原性を持たないフザリウム、バチルス細菌 
 などの有用微生物・拮抗微生物を利用する。 

 
性フェロモンなどの生物機能（交信攪乱作用）を        
利用する。 
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 生 物 的 防 除 資 材 
天敵・拮抗微生物等 作 物 名 対象病害虫 

捕食性昆虫：ﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ 

     ：ｸｻｶｹﾞﾛｳ 

寄生蜂：ﾂﾔｺﾊﾞﾁ類 

   ：ﾋﾒｺﾊﾞﾁ･ｺﾏﾕﾊﾞﾁ類 

   ：ｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ 

捕食性ダニ類：ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 

   ：ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 

捕食性線虫：ｽﾀｲﾏｰﾈﾏ 

天敵微生物：BT菌（細菌） 

   ：昆虫病原性糸状菌 

拮抗細菌：ｴﾙﾋﾞﾆｱ･ｶﾙﾄﾎﾞﾗ 

    ：ﾊﾞﾁﾙｽ･ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ 

 

ﾅｽ･ﾋﾟｰﾏﾝ 

ｲﾁｺﾞ･ﾅｽ･ﾋﾟｰﾏﾝ 

ｷｭｳﾘ･ﾒﾛﾝ･ﾄﾏﾄ 

ﾄﾏﾄ 

ｷｭｳﾘ･ｽｲｶ･ｲﾁｺﾞ 

野菜類 

野菜類 

芝・花き 

野菜類 

野菜類 

ﾊｸｻｲ･ﾊﾞﾚｲｼｮ 

ﾅｽ･ﾄﾏﾄ 

 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾊﾀﾞﾆ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ｿﾞｳﾑｼ・ｺｶﾞﾈﾑｼ類 

チョウ目幼虫 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

軟腐病 

灰色かび病 

 

 生 物 的 防 除 資 材 
技 術 名 対象作物  対象病害虫 

性フェロモン（交信攪乱法） キャベツ 

野菜類 

 

 

果樹 

 

ｺﾅｶﾞ 

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 

ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ 

ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ 

ｽﾓﾓﾋﾒｼﾝｸｲ 

ﾁｬﾊﾏｷ 

ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ 

ﾘﾝｺﾞﾓﾝﾊﾏｷ 
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連作（同じ種類の作物の連続栽培）を避け、輪
作を行う。 

前作の被害残渣を処理（穴に埋めるなど）する 

抵抗性品種の作付けや抵抗性台木を利用（接
木苗）する。 

降雨等による被害を回避（排水対策、高畦栽培、
雨よけ栽培）する。  

耕種的な防ぎ方は？ 

作物毎の適正栽培密度を守る（密植の回避）。 

雑草を防除（風通しの良い環境を維持・害虫の
増殖場所の除去）する。 

病害発生株は抜き取り処分（穴に埋めるなど）
する。 

害虫の卵塊などを処分（葉ごと摘み取り踏みつ
ぶすなど）する。   

 
  

耕種的な防ぎ方は？（つづき） 
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熱による病原体や害虫防除（温湯、熱水、蒸気、
太陽熱など） 

光の利用による防除（防蛾灯、誘蛾灯など）  

光の利用による防除（シルバーマルチなど） 

粘着板（黄色や青色）の設置による防除 

防虫ネットによる侵入防止 

果樹の袋かけ   

物理的な防ぎ方は？ 

 実施期間：7～8月、 
約１カ月 

 手順 もみ殻等粗大有
機物1～2ｔ＋石灰窒素
100kg →基肥施用・耕
うん →定植ベットづく
り・ベット面にかん水 →
ビニルまたはポリフィル
ムで全面被覆 →うね間
に注水し、湛水状態にす
る →ハウスを密閉する
（20～30日間） 地温
45～50℃に上昇、土壌
病害虫死滅 
 

 

 

  

 
  

太陽熱を利用した土壌消毒（施設） 

対象病害虫：白絹病菌・疫病菌・根
こぶ病菌・ピシウム菌・リゾクトニ
ア菌・フザリウム菌・バーティシリ
ウム菌・軟腐病菌・青枯病菌・セ
ンチュウ 
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実施期間：7～8月、
約１カ月 

稲わら、緑肥作物、
家畜糞などの有機物
を一緒に入れると、
腐熟を促進して土作
りを行うことができる 

 
 

 

  

 
  

太陽熱を利用した土壌消毒（露地） 

対象病害虫：苗立枯病、根こぶ病 

ネコブセンチュウ、土壌害虫（コガ 

ネムシ幼虫等）。雑草の防除効果 

もある。 

  

 
  

低濃度エタノールを利用した土壌還元消毒法 

独立行政法人 

農業環境技術研究所 

のホームページから 

転載しました。 
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防虫ネットを利用したブロッコリーの育苗 

有色粘着テープや粘着板による害虫の誘引 
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光反射資材による害虫の侵入阻止 

対象害虫：アブラムシ類・アザミウマ類・コナジラミ類等 
 

反射シートマルチのハウス周囲設置 
 

  反射ストライプ防虫ネット 


